
ACCESS

関越道湯沢 IC から約 5km、約 10 分
JR 越後中里駅直結／ JR 越後湯沢駅から無料シャトルバスで約 20 分

新潟県南魚沼郡湯沢町土樽 5044-1
025-787-3301 / https://www.yuzawa-nakazato.com



非圧雪コース5本と広大なツリーラン
エリアを滑りつくせ！

木 々 の 間 を コ ー ス に 沿 っ て 滑 り 抜
け、冒険気分を味わおう！

こどもたちの冒険心をくすぐるアイ
テムが満載。Let’s Try ！

小さなコブを小回りで。リズムに乗っ
たターンでクリアしよう。

レーサー気分でウェーブ×スラロー
ムのクロスコースを楽しもう。

初級者コース中級者コース上級者コース ２人乗りリフト ４人乗り高速リフト

スノーエスカレーター非圧雪コース ツリーランエリア（スキー場管理区域内コース外）

中里スキーセンター（越後中里駅直結）
マウンテンテラス

シャトルバス
発着所

（越後中里駅西口）

JR上越線 越後中里駅JR上越線 越後中里駅

※駅内跨線橋を
渡りスキー場へ
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ドーム付き50mスノーエスカレーター
完備で、各種そりやスノーチュービン
グなどの雪遊び道具が使い放題！
[営]10:00～16:00　入場料1,000円

雪遊びそり遊び専用エリア。駐車場
や「ブルートレイン中里」の目の前だ
から小さなお子様との雪遊びに最適。
[営]10:00～16:00　入場無料

２本のスノーエスカレーターを完備。
リフトの乗り降りの心配もなくゲレ
ンデデビューに最適！
[営]10:00～16:00
※リフト券もしくは専用券（1,500円）でご利用可能

Trail Map

VOLCOM STORE

第
１
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速
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フ
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中里スキー学校



19歳はリフト1日券が無料！
【対象】2002年4月2日～ 2003年4月1日生まれの方

※スマートフォンアプリのダウンロード、事前登録、および湯沢中里スノーリゾートのSNSフォローが必要です。
※ご利用の際は、リフト券売場へ顔写真付きの年齢確認書類をご持参ください。

18歳はリフト1日券が無料！
【対象】2003年4月2日～ 2004年4月1日生まれの方

18・19歳はリフト券無料！
20 ～ 22歳は半額！

「雪マジ世代応援プロジェクト」

国内唯一のスキー場内ショップ「VOLCOM STORE」
今シーズンも中里スキーセンターにオープン！

駅とスキーセンターが直結！
JR越後湯沢駅からの無料シャトルバスも充実！

20歳はリフト1日券が半額！
【対象】2001年4月2日～ 2002年4月1日生まれの方

21・22歳はリフト1日券が半額！
【対象】1999年4月2日～ 2001年4月1日生まれの方

湯沢中里スノーリゾートではコロナ禍における医療従事者の方々の貢献
に感謝し、2021/22シーズン、医療従事者の方の１日券を半額とさせて
いただきます。詳しくは公式ホームページでご確認ください。

ご来場当日、リフト券売場で5時間券以上のリフト券をご購入またはお引
き換えいただき、あわせて、新型コロナウイルス ワクチン接種済証をご
提示いただいた方に、スマイルリゾートオリジナルのネックチューブを
プレゼントいたします。詳しくは公式ホームページでご確認ください。

スノーボードの基礎が無料で
学べるモバイルレッスン！

場内備えつけの専用リーフレットから、見たいレッスンのQRコードを読
み込むだけ！スマートフォンで簡単にレッスン動画が見られるから、お
ひとりで、友達同士でいつでも気軽に練習できます。

営 業 日　2021年12月18日（土）～ 2022年3月28日（日）
営業時間  11:00～18:00

スキーの日
1/12（水）

日本にスキーが伝わった日を祝って
、リフト１日券または5時間券ご購入
の先着100名様には次回使えるリフト
１日半額券をプレゼント！※

オープニングサービスデー

新しいシーズンの開幕を記念して、
リフト１日券または５時間券ご購入
の先着200名様には次回使えるリフト
１日半額券をプレゼント！※

ファイナルサービスデー
3/26（土）、27（日）

リフト1日券をご購入されたお客様に
来シーズンのリフト１日招待券をプ
レゼント！※

※当リゾートおよびグループスキー場の招待券、早割券、前売券、団体利用は対象外です。

湯沢・冬花火
1/1（土・祝）　17:00 ～

12/18（土）

実は湯沢中里スノーリゾートは「ゲレ
ンデ花火発祥の地」！新年のお祝いと
お客様の幸せと健康を願って、恒例
のスターマインを打ち上げます。
※気象条件等により延期または中止となる場合がございます。

スキー子供の日
毎月第３日曜日

リフト券ご購入の保護者１名様につ
き、当日有効の小学生無料１日券を
１枚プレゼント！

（12/19、1/16、2/20、3/20）

※団体は対象外です。

2021/22シーズンも引き続き、お客様が集うイベントは計画しておりません
（2021年10月現在）。また、新型コロナウイルス感染防止対策につきましては

、公式ホームページに掲載しております。ご来場前にご一読ください。

JR上越線・越後中里駅を降りれば目の前がゲレンデ。JR上越新幹線ご利
用なら、JR越後湯沢駅からの無料シャトルバスで楽々アクセスできます

JR越後湯沢駅西口を出て左、「エンゼルグランディア
シャトルバス待合所」（徒歩約２分）発着

[JR越後湯沢駅発着無料シャトルバス]　運行期間：12/18 ～ 3/27

越後湯沢駅→
　越後中里駅西口

越後中里駅西口→
　　　越後湯沢駅

湯沢中里スノーリゾートはスキークロス・須貝 龍選手を応援しています
須貝 龍（Sugai Ryo）　1991年新潟県胎内市出身　チームクレブ所属
高速系アルペンスキー選手として2018年平昌オリンピックに出場。その後ス
キークロスに転向し、2021年3月ワールドカップで自身初の準優勝を獲得。

「ひと山まるごと」滑れます

パウダー＆ツリーラン、パークデビューもおまかせ！

キッズ特化型スノーパーク

第１高速リフトや第２リフトで非圧雪
コース５本、無数のツリーランエリア
に効率よくアクセス可能。

全てのアイテムがキッズ向けのサイ
ズ設定のGrowth park（グロースパー
ク）。パークデビューからスキルアッ
プに最適。 ※2月よりオープン予定

※滑走の際は既定のルールを遵守いただきます。

EVENTS2021-2022  TOPICS

8:30 ～ 17:30の30分おき
※13:00と13:30は運行なし

8:32～18:02まで30分おき
※12:30と13:00は運行なし



営業期間・・・・・・

リフト営業時間・・・・・・・・・

リフト料金

8:30 ～ 16:30

2021.12/18 ～ 2022.3/27

レンタル料金

１日券

５時間券

４回券

11回券
エンゼルゲレンデ
スノーエスカレーター券

スキー or
スノーボードセット

スキー or
スノーボードセット
＋ウェア

ウェア

大人

￥4,500

￥3,800

￥3,500

￥2,900

￥2,500

￥2,000

シニア・中高生 小学生

￥2,000

￥5,000

￥1,500

※シニアは55歳以上、年齢がわかる身分証明書をご提示いただきます。
※中高生料金は学生証ご提示で適用となります。
※４回券、11回券は2021/22シーズン中有効です。
※エンゼルゲレンデのスノーエスカレーターはリフト券でもご利用できます。
※スマイルキッズパークのご利用には入場料（1,000円）が必要です。

お子様１名に対し、保護者１名様の同乗が必須です。

障がい者割引ご利用のお客様１名に対し、介添者１名様は同料金でご購入できます。
※障がい者手帳のご提示が必要です。

※上記は１台１区画の料金です。キャンピングカーなど１区画に
　収まらないお車については、使用区画分の料金をお申し受けます。

※営業時間外の入出庫、お車の留め置きはできません。

※スキーセット：板＋ブーツ＋ストック　スノーボードセット：板＋ブーツ
※ゴーグル、グローブ、帽子、スノーシューズのレンタルはございません。
※ご利用の際は身分証明書のご持参が必要です。
※事前のご予約は承っておりません。

FOODS

全日本スキー連盟（SAJ）公認中里スキー学校

ママミキ－キッズスノースクール

障がい者スキースクール ネージュ

NAKAZATO Mt.TERMINAL
                   　 （レンタル）
ゲレスポ＆売店
更衣室 / ロッカー

ダイニング corache

STONE CAFE
VOLCOM STORE 
更衣室 / ロッカー / 休憩所
越後中里駅連絡通路

スマイルキッズスペース

１F

２F

３F

 
４F

１F

２F

BRAND TERRACE
　　　　（レンタル）
リフト券売場 
売店 / 更衣室 / ロッカー
笑たこ / Mt.Snack
飲食スペース

マウンテンテラス
   キッズスペース

￥4,300

￥6,700

￥4,300

大人
（中学生以上）

小学生 幼児

￥3,300

￥5,200

￥3,300

￥2,800

￥4,200

￥2,800

駐車場

料金

営業時間

平日無料/土日祝日・年末年始（12/28 ～ 1/3） 500円/日

場内飲食店ではテイクアウト対応
メニューも充実。詳しくは各店店
頭でご確認ください。

油で揚げないヘルシーなた
こ焼き。厳選された食材を
使い、「もちもちカラリ」な
たこ焼きに仕上げます。

手軽に食べられるカレーや
かつ丼から、たっぷりフル
ーツのクレープまで、食事
にも休憩にもぴったり。

雪山だからこそおいしいも
のを！石窯で焼き上げる本
格イタリアンピッツァ。

カルビクッパなどゲレ食で
は珍しい韓国系メニューを
はじめ、焼きカレーなど多
彩なメニューが人気！

人気No.1のタルタルチキン
プレートに加え新メニュー
&ス イ ー ツ が 登 場。座 席 間
隔に配慮したゆったりソフ
ァー席も完備。

本物の列車がそのまま休憩所に！
駐車場直結でスマイルキッズパー
クや雪遊びパークも目の前。

ご利用時間　9:15～16:15

ビギナーからエキスパートまで満
足できる充実のラインナップ。

営業時間　8:15～17:00
※BRAND TERRACEは16:30まで

靴を脱いでゆっくり休めるファミ
リー専用のフリースペース。

ご利用時間　9:00～16:00
※マウンテンテラスキッズスペースは
　土日祝日・年末年始のみの開放

初めてスキー・スノーボードをされる方からエキスパートまで。
キッズレッスンはスノーエスカレーター利用で快適。

スノーエスカレーター完備のスクール専用エリアで安心。
ランチ付きワンデープランはパパ・ママもうれしい。

スキーは誰でも少しのアイデアと勇気、そして適切な道具で
楽しめるレジャー。勇気を出して一歩踏み出してみませんか？

NAKAZATO Mt.TERMINAL/
BRAND TERRACE

未就学児はリフト料金が無料！

障がい者割引（１日券：中学生以上2,000円、小学生1,500円）

7:00 ～ 18:00

記載内容は2021年10月現在のものです。新型コロナウイルスの感染状況や気象状況、
その他の理由により変更する場合がございます。予めご了承ください。

受付時間　9:00～10:00/12:30～13:30
　　　　　　※事前予約は承っておりません

お問合せ　https://sportsprize.net/
               025-787-4177（12月中旬～ 3月）

受　付　　ブルートレイン11号車　※事前web予約制

お問合せ　https://mama-miki-ski.com/
               080-6684-5843（スキー場営業期間中）

受　付　　完全予約制
お問合せ　https://npo-neige.com/

BUMPS＆BURMS KIDS SNOWBOARDING

同年代の友達と切磋琢磨しながらフリースタイルスノーボード
の楽しさを。フリーラン、パーク、パウダーまで雪山を楽しもう。

受　付　　完全予約制
お問合せ　https://www.snowcase.net/

SNOW COUNTRY INSTRUCTORS
外国人のための英語・中国語スクール。
世界各国から個性豊かなインストラクターが集まる。

受　付　　完全予約制
お問合せ　https://www.snowcountry-instructors.com/

券種

１日

FACILITIES SCHOOL PRICE

中里スキーセンター マウンテンテラス

営業時間　9:30～16:30

営業時間　9:30～16:30

湯沢中里のメインダイニン
グがメニューを一新！ラー
メン、丼もの、カレーを中
心に豊富にラインナップ！
営業時間　10:00～16:30

（16:00L.O.）

営業時間　10:00～15:00
※土日祝日  9:30～16:00

営業時間　9:30～16:00
※土日祝日・年末年始のみ営業営業時間　10:00～16:00

※フード　11:00～15:00

マウントスナック

ストーンカフェ 屋台村食堂

パオリーノ

笑たこダイニング コラッシェ


