
  

 

                            

 平成 ２９年 １２月 ７日 

                            北 陸 信 越 運 輸 局 

鉄 道 部 

 

「スキーこどもの日」に特別優待を行います。  

   

北陸信越運輸局管内のスキー場では、シーズン中（概ね１２月から３

月）の第３日曜日を「スキーこどもの日」と定めております。 

小学生以下（一部中学生含む）の子供について、レンタルスキーセッ

トの割引やリフト券を無料とするなど、各スキー場において様々な特別

優待を行います。（別紙「優待内容一覧」を参照下さい。） 

 

当運輸局としましては、このような取組がスキー場の活性化に繋がることを

期待しているところです。 

 
【注意】 
実施期間や優待内容については、スキー場によって異なります。 
詳細については、各スキー場へお問い合わせいただくか、各スキー場のホームページなどでご確認下さい。 

 

                          

 
 
＊「スキーこどもの日」とは、長野冬季オリンピックの開催された平成９年度より、ウインタースポーツ
を通じて、子供たちの健康と体力の向上を図るとともに、将来のスキーファンの獲得及びスキー産業の活性化
を目的として実施しているものです。 

 

 

【問い合わせ先】 

    北陸信越運輸局鉄道部索道課 （仲屋、山口）  電話０２５－２８５－９１５３ 

 

資 料 ８
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ス キ ー 場 名 実 施 日 対　象 実 施 内 容

苗場スキー場
☎　025-789-4117

全日 小学生以下
・リフト券無料
・キッズチャレンジレース
(1/21,2/18,3/18)

かぐらスキー場
☎　025-788-9221

全日 小学生以下

・リフト券無料
・他に期間限定人数限定でキッズ
レッスンやキッズイベント等あり。
（先着制や要予約のものあり。）

湯沢中里スキー場
☎　025-787-3301

毎月第３日曜日 小学生以下 リフト券無料

中里スノーウッドスキー場
☎　025-787-3009

12月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

湯沢パークスキー場
☎　025-787-4111

12月23日～29日
１月～３月の第３日曜
日
3月22日～29日

小学生以下 リフト1日券半額

岩原スキー場
☎　025-787-3211

毎月第３日曜日 小学生以下 リフト券無料

神立高原スキー場
☎　025-788-0111

12月～４月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

ナスパスキーガーデン
☎　025-780-6888

１月～３月
第３日曜日

小学生以下と
引率者２名まで

リフト券半額

湯沢高原スキー場
☎　025-784-3326

毎月第３日曜日 小学生以下 リフト券無料

ＧＡＬＡ湯沢スキー場
☎　025-785-6543

12月～４月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

舞子スノーリゾート
☎　025-783-4100

毎月第３日曜日 小学生以下 リフト券無料

上越国際スキー場
☎　025-782-2745

１月～３月
第３日曜日

ムイカスノーリゾート
☎　025-773-3311

毎月第３日曜日 小学生以下 リフト券無料

新

潟

県

半日券以上のジュニア（3歳～小学生）リ
フト券購入で1,000円分の食事券プレゼン
ト

　　　　　平成２９/３０年シーズン「スキーこどもの日」優待内容一覧

毎月第３日曜日 小学生以下 リフト券無料

この一覧は、各スキー場からの情報を基に平成29年12月4日までに確認できたものを掲載しております。
詳細については、各スキー場へお問い合わせいただくか、各スキー場のホームページなどでご確認下さい。

石打丸山スキー場
（㈱日本リフトサービス）
☎　025-783-2222
（国際スキー開発㈱）
☎　025-783-2179
（大生総業㈱）
☎　025-783-2205



六日町八海山スキー場
☎　025-775-3311

全日 小学生以下

・リフト券無料
・１月～３月の第３日曜日にレンタ
ルスキーセットまたはボードセット
半額（3,000円→1,500円）

八海山麓スキー場
☎　025-779-3103

毎月第３日曜日 小学生以下 リフト券無料

高柳スキー場
☎　0257-41-3355

１月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

十日町市松代ファミリースキー場
☎　025-597-3330

１月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

松之山温泉スキー場
☎　025-596-3134

１月８日・２月１２日・
３月１１日

小学生以下 リフト券無料

ニュー・グリーンピア津南
☎　025-765-4944

１月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

小出スキー場
☎　025-792-5320

１月及び２月
第３日曜日

中学生以下 リフト券無料

大湯温泉スキー場
☎　025-795-2031

毎月第３日曜日 小学生以下 リフト券無料

須原スキー場
☎　025-797-2059

１月～３月
第１・３日曜日

小学生以下 リフト券無料

大原スキー場
☎　025-796-2039

１月～３月
第２土曜日

小学生以下 リフト券無料

奥只見丸山スキー場
☎　025-795-2750

12月と４月
第３日曜日及び
５月５日

小学生以下 リフト券無料

長岡市古志高原スキー場
☎　0258-59－3500

１月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

長岡市営スキー場
☎　0258-34－2225

毎月第３日曜日 小学生以下 リフト券無料

とちおファミリースキー場
☎　0258-53-2390

毎月第２・第４土曜
日・第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

三川・温泉スキー場
☎　0254-99-2311

１月21日、２月18
日

中学生以下 リフト券無料

ニノックススノーパーク
☎　0254-29-3315

12月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

胎内スキー場
☎　0254-48-3002

毎週日曜日 小学生以下 リフト券無料

わかぶな高原スキー場
☎　0254-64-0330

12月～２月第３日
曜日、３月全日曜
日

中学生以下 リフト券無料

新

潟

県



村上市ぶどうスキー場
☎　0254-75-8943

１月、２月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

妙高杉ノ原スキー場
☎　0255-86-6211

全日（小学生以下
リフト券無料）

池の平温泉スキー場
☎　0255-86-2370

12月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

赤倉観光リゾートスキー場
☎　0255-87-2503

12月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

休暇村妙高ルンルンスキー場
☎　0255-82-3168

12月～３月
第３日曜日

小学生のみ
・リフト券無料
・1月～３月の毎週土曜日
15：30～ソリタイムレース

キューピットバレイスキー場
☎　025-593-2041

毎月第３日曜日 小学生のみ リフト券無料

糸魚川シーサイドバレースキー
場
☎　025-558-2311

12月～３月
第３日曜日

中学生以下
リフト１日券
　2600円を500円

国設飯綱高原スキー場
☎　026-239-2505

１月～３月
第３土曜日

小学生以下 リフト券無料

戸隠スキー場
☎　026-254-2106

毎月第３日曜日 小学生以下 リフト券無料

ＹＡＭAＢＯＫＵワイルドスノーパー
ク
☎　026-242-2505

12月～３月
第３日曜日

小学生のみ リフト券無料

竜王スキーパーク
☎　0269-33-7131

12月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

X-JAM高井富士スキー場
☎　0269－33－6252

12月～３月
第３日曜日

小学生のみ リフト券無料

よませ温泉スキー場
☎　0269-33-2377

１月～３月
第３日曜日

小学生のみ リフト券無料

さかえ倶楽部スキー場
☎0268-87-3355

12月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

長

野

県

リフト券無料

新

潟

県

１月～３月の第３日曜日にご家族でご来場の小学生以
下レンタルスキーセットまたはボードセットが1,000円

リフト券無料毎月第３日曜日 小学生以下

赤倉温泉ヨーデルスキー場
（㈱赤倉温泉スキー場）
☎　0255-87-2125
（㈱鈴木商会）
☎　0255-87-2125

赤倉温泉くまどースキー場
（㈱鈴木商会）
☎　0255-87-2125
（㈱銀嶺観光）
☎　0255-87-2828

毎月第３日曜日 小学生以下



斑尾高原スキー場
☎　0269-64-3214

12月～３月
第３日曜日

小学生以下
リフト券無料
キッズスキーレッスン半額

野沢温泉スキー場
☎　0269-85-3166

12月～3月
第３日曜日

中学生以下 リフト券無料

いいやま北竜温泉ﾌｧﾐﾘｰｽｷｰ場
☎　0269-65-3121

１月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

木島平スキー場
☎　0269-82-3434

シーズン中 小学生以下 リフト券無料

志賀高原焼額山スキー場
☎　0269-34-3117

全日 小学生以下 リフト券無料

奥志賀高原スキー場
☎　0269-34-2225

12月～４月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

志賀高原リゾート開発㈱
（サンバレー　～　一の瀬）
☎　0269-34-2301

12月～４月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

熊の湯スキー場
☎　0269-34-2166

12月～４月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

横手山スキー場
☎　0269-34-2600

12月～４月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

菅平高原奥ダボス
（上田リゾート観光㈱）
☎　0268-74-2311

毎月第３日曜日 小学生以下 リフト券無料

パインピークスキー場
（㈱マックアース）
☎　0268-74-2138

毎月第３日曜日 小学生以下 リフト券無料

湯の丸スキー場
☎　0268-62-0376

毎月第１・第３
日曜日

小学生以下 リフト券無料

聖高原スキー場
☎　0263-67-2133

毎月第３日曜日 中学生以下 リフト券無料（他別途イベント
あり）

あさひプライムスキー場
☎　0263-99-3700

12月～2月
第３日曜日

小学生以下 リフト1日券５割引き

Mｔ.乗鞍スキー場
☎　0263-93-2645

１月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

長

野

県

毎月第３日曜日 小学生以下 リフト券無料

菅平高原スキー場
（㈱ハーレスキーリゾート）
☎　0268-74-2137
（シュナイダー索道（同））
☎　0268-74-2325
（㈱菅平スキーハウス）
☎　0268-74-2158（内14）



野麦峠スキー場
☎　0263-79-2246

毎月第３日曜日 中学生以下
リフト券無料、お菓子の
配布

やぶはら高原スキー場
☎　0264-36-1622

毎月第３日曜日 中学生以下 リフト１日券　700円

きそふくしまスキー場
☎　0264-27-6021

毎月第３日曜日 中学生以下
・リフト１日券　1,000円
・リフト大人１日券+1,000円
ランチ券

開田高原マイアスキー場
☎　0264-44-1111

毎月第３・第４日曜
日

中学生以下 リフト券無料（別途ICカード
貸出料500円必要）

中央道伊那スキーリゾート
☎　0265-73-8855

12月～3月
第３日曜日

中学生以下 リフト券無料

駒ケ根高原スキー場
☎　0265-83-4000

12月～3月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

治部坂高原スキー場
☎　0265-47-1111

毎月第３日曜日 中学生以下
リフト１日券
2,500円を1,500円

平谷高原あかさかスキー場
☎　0265-48-2100

１月～２月
第３日曜日

小学生のみ リフト１日券半額

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
小海リエックス・スキーバレー
☎　0267-93-2101

１月～３月
第３日曜日

中学生以下
リフト１日券
3,000円を1,500円

八千穂高原スキー場
☎　0267-88-3866

全日 小学生以下 リフト１日券　1,000円

佐久スキーガーデン「パラダ」
☎　0267-67-8100

毎月第１・３日曜日 小学生のみ
リフト１日券購入者に次回に使え
る５割引き券及び「昆虫体験学習
館」招待券プレゼント

軽井沢プリンスホテルスキー場
☎　0267-42-5588

全日 小学生以下 リフト券無料

富士見高原スキー場
☎　0266-66-2932

12月～３月
第３日曜日

小学生以下
子供（3才から小学生）１
日券　1,600円

車山高原スキー場
☎　0266-68-2227

12月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

白樺リゾート池の平スノーパーク
☎　0266-68-2211

毎月第３日曜日 小学生以下 リフト券無料

ブランシュたかやまスキーリゾー
ト
☎　0268-69-2232

12月17日、1月14日、
2月、3月の第3日曜日 小学生以下 リフト券無料

鹿島槍スポーツヴィレッジスキー
場
☎　0261-23-1231

12月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

白馬五竜スキー場（とおみ）
☎　0261-75-2101

毎月第３日曜日 小学生以下
リフト券無料
1月～3月のこどもの日は白馬
村村民デーとして大人は半額

長

野

県



白馬五竜スキー場（いいもり）
☎　0261-75-2636

毎月第３日曜日 小学生以下
リフト券無料
1月～3月のこどもの日は白馬
村村民デーとして大人は半額

Hakuba４７ウインタースポーツパーク

☎　0261-75-3533
毎月第３日曜日 小学生以下

リフト券無料
1月～3月のこどもの日は白馬
村村民デーとして大人は半額

白馬岩岳スノーフィールド
☎　0261-72-2474

12月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

岩岳リゾートスキー場
☎　0261-72-2474

12月～３月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

富

立山山麓スキー場
☎　076－482-1311（極楽坂）

☎　076－481-1633（らいちょうバ
レー）

毎週土曜日（12月
30日を除く）

小学生のみ
12月16日はリフト券無料
他の毎週土曜日リフト券
半額

山
牛岳温泉スキー場
☎　076-457-2044

毎週土曜日及び
第３日曜日

小学生のみ
リフト１日券
２，２６０円を１，２００円

県
タカンボースキー場
☎　0763-67-3766

１月及び２月
第３日曜日

中学生以下
先着200名にチョコレート
プレゼント

白山一里野温泉スキー場
☎　076-256-7412

３月１７日、１８日 小学生以下 リフト券無料

12月～４月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

白山セイモアスキー場
☎　076-273-0331

３月１７日、１８日 小学生以下 リフト券無料

栂池高原スキー場
（㈱白馬館）
☎　0261-83-2112
（白馬観光開発㈱）
☎　0261-83-2255
（栂池観光開発㈱）
☎　0261-83-2034
（栂池ゴンドラリフト㈱）
☎　0261-83-2255

12月～４月
第３日曜日

小学生以下 リフト券無料

白馬八方尾根スキー場
（八方尾根開発㈱）
☎　0261-72-2715
（白馬観光開発㈱）
☎　0261-72-3280

石
川
県

長

野

県


