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スポーツ・アウトドア体験
■グリーンシーズン
山々に咲き乱れる花たち、透き通った川の流れ、緑の木々からこぼれ落ちる木漏れ日。
手つかずの大自然の中で汗を流してみませんか。

メニュー 内容 期間 人数 所要時間 料金 お問い合わせ先 備考

ネイチャート
レッキング体験

ガイドの説明を聞きながら美
しい自然の中をトレッキング。

春から秋 10人から 3 時間 お問い合わせ
下さい。

湯沢観光農園
〒 949-6211湯沢町三俣1035-1
☎ 025-788-9259
FAX025-788-9254
〈E-mail〉nouen@yukiguni.ne.jp

事前予約が必要

ジップライン
アドベンチャー

ロープウェイに乗車した後、
ジップライン体験が楽しめま
す。１日３回（10 時、13 時、
15 時）実施します。40 分前
のロープウェイに乗車。

６月１日～
８月３１日

１人から 2 時間 大人3,800円、
子供 3,300 円

湯沢高原アルプの里
〒 949-6101
湯沢町大字湯沢490
☎ 025-784-3326
FAX025-784-3327
〈E-mail〉info@yuzawakogen.com

1日前までに予約が必
要。各回定員 20 人。
動きやすい服装で。サ
ンダル不可。身長、体
重の制限あり。詳細は
お問い合わせください。

※データは調査時（平成 24 年 3月）のものです。変更の可能性があるので、事前に各施設にご確認ください

■ホワイトシーズン
スキー、スノボをはじめ、冬の湯沢は楽しさいろいろ。新しい体験の予感に満ちあふれています。

メニュー 内容 期間 人数 所要時間 料金 お問い合わせ先 備考

雪国スポーツ
体験

SIA（社）日本職業スキー教師協会お
よび JSBA日本スノーボード協会公認
のもと、スキー、スノーボード、モノ
スキー、バックカントリー、などのスノー
スポーツ体験を通して雪国の自然にふ
れながら、豊かな心身作りや技術をマ
スターしていくプログラムです。

12月 20日
～ 3月31日

1人から 2 泊 3日 1単位（半日・2
時間） 18,000円、
2 単位（全日・4
時間）28,000 円
※1名講師派遣
料金です

INOUEK2プロスキースクール
〒 949-6103
湯沢町大字土樽1041-2
☎ 025-787-0302
FAX025-787-1837
〈E-mail〉spooky@juno.ocn.ne.jp
　

3ヶ月前までに予
約が必要。
学校などでの事
前講習に講師を
派遣可能（有料）。
宿泊先、用具レンタ
ル手配も可能（有料）。

スノー
トレッキング
体験

雪上トレッキングを楽しみます。 3月～ 4月
上旬

4人から 2 時間～ お問い合わせく
ださい

湯沢観光農園
〒 949-6211湯沢町三俣1035-1
☎ 025-788-9259
FAX025-788-9254
〈E-mail〉nouen@yukiguni.ne.jp

事前予約が必要

スキー
スノーボード
体験

用具の取り扱いに慣れること
から始め、スキー・スノーボー
ドの楽しさにふれます。
安全な滑走に必要な技術か
らレッスンします。

12月中旬
～4月上旬

20人から 1単位約2時間。
宿泊のコース
もあり。（プ
ラン例：3日
で計4 単位）

幼児、小、中、
高、大人などの
区別や総人数な
どの条件による
のでご相談を。

岩原スキー場
〒 949-6103
湯沢町大字土樽 731-79
☎ 025-787-3211
〈E-mail〉info@iwa-ppara.com

ウェアや用具など
持参（レンタル用
意あり）。
7日以上前に事
前予約が必要。

はじめての
スノーシュー

冬の河原や野原を、スノー
シューを履いて歩き回ります。
動物や植物との驚きの出合い
があるかもしれません。

１月初旬～
３月末
（９時集合）

１人から 2.5 時間 6,000 円～（ス
ノーシューは別
途レンタル料金
が必要、ホーム
ページ参照）

雪国里山クラブ　高橋正明
〒949-6101 湯沢町大字湯沢1511
☎ 025-785-5526
〈E-mail〉yukigunibito@lapis.plala.or.jp

３日前までに予約が必要。
スキーと同様の服装で。タ
オル、手袋、ゴーグルなど
持参。料金などの詳細はホー
ムページをごらんください。

※データは調査時（平成 24年 3月）のものです。変更の可能性があるので、事前に各施設にご確認ください。

平成 24年度  学んで遊べる湯沢がいっぱい！
湯 沢 町

教育・体験旅行プログラム
●スポーツ・アウトドア体験　●自然体験　●手づくり体験　●農業体験　●大会受付施設リスト　
　 （グリーンシーズン・ホワイトシーズン）

●スキー教育旅行受入施設リスト　●合宿受入施設リスト　●コンベンション受入施設リスト　●人材バンク登録リスト

交 通 案 内

湯沢なんでも電話帳（市外局番025）

■車での所要時間 (関越自動車道湯沢 I.C) 
●東京～月夜野間 約 1時間 25 分（苗場まで約 50 分）　 
●東京～湯沢間（167㎞） 約 1時間 50 分 
●新潟～湯沢間（131㎞） 約 1時間 30 分 
●金沢～湯沢間（339㎞） 約 4 時間 

■上越新幹線での所要時間 
●新潟から ……約 50 分 
●東京から ……約1時間10 分 

■ほくほく線での所要時間 
●金沢から …約 2 時間 30 分

■飛行機での所要時間 
●大阪～新潟間 約 1時間10 分

■病気やケガのことは 
●湯沢町保健医療センター TEL 780-6543
　http://www.yuzawamed.jp/  
●高橋医院 TEL 784-2410 
●角谷整形外科 TEL 785-5130 

■ 忘れ物をしたら  
●湯沢交番 TEL 784-2020 
●苗場交番 TEL 789-2200 
●土樽駐在所 TEL 787-3110 

■ 車のトラブルなら  

●上原自動車工業 TEL 784-2223 
●せき自動車工業 TEL 784-2183 
●㈱ザム湯沢 TEL 784-1110 
●大勝自動車鈑金塗装 TEL 787-3806 
●小出自動車工業 TEL 784-3380 

■ キャッシング 
●第四銀行湯沢支店 TEL 785-5511 
●新潟縣信用組合湯沢支店 TEL 784-3417 
●しおざわ農協湯沢支所 TEL 785-5311 
●湯沢郵便局 TEL 784-2070 
●土樽郵便局 TEL 787-3300 
●三俣郵便局 TEL 788-9130 
●三国郵便局（苗場） TEL 789-2930 
●コンビニエンスストア各店

■ 列車のことなら 
●ＪＲ東日本テレフォンセンター 
　列車時刻、料金、空席情報のお問い合わせ
　（ご案内時間 6:00 ～ 24:00）
 TEL 050-2016-1600
●お忘れ物のお問い合わせ  TEL 050-2016-1601 
●ＪＲ東日本　http://www.jreast.co.jp 

■ バスのことなら 
●南越後観光バス㈱  TEL 784-3321 

■ タクシーのことなら 
●湯沢タクシー TEL 784-2660
　http://www.yuzawa.cc/yuzawa/  
●アサヒタクシー TEL 784-3410 
　http://www.asahitaxi.co.jp/ 
●魚沼交通 TEL 784-2025
　http://www.e-yuzawa.com/uonuma/  

■ 道路情報なら 
●全国道路情報 TEL 050-3369-6600 
●新潟道路情報 TEL 050-3369-6765 
●群馬道路情報 TEL 050-3369-6610 
●関越道路情報 TEL 784-1620 
●国道１７号線・三国峠道路情報 TEL 784-4444 
●日本道路交通情報センター
　http://www.jartic.or.jp/ 

■ 天気予報なら 
●天気予報 TEL 177 
●週間天気予報 TEL 0258-33-0177 

■ 住まいのことなら 
●湯沢町建築工業組合
　http://www.yuzawa.or.jp/kenchiku/  

発　行：にいがた越後湯沢都市農山漁村交流協議会
事務局：（一社）湯沢町観光協会

〒949-6102　新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立 300
 湯沢町役場　第一分館 2 階［（一社）湯沢町観光協会内］

TEL025-785-5505　FAX025-785-5333　E-mail：info@e-yuzawa.gr.jp 
平成 24 年 3月31日発行

湯沢町観光協会ホームページサイトでも情報をご覧いただけます。http://e-yuzawa.gr.jp
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■道路情報 
●全国道路情報  TEL 050-3369-6600 
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●関越道路情報  TEL 025-784-1620 
●国道１７号線・三国峠情報  TEL 025-784-4444 
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四季を通じて様々な顔を見せる湯沢。
季節ごとに都会では味わえない自然の魅力を満喫すれば、忘れられない思い出がきっと作れるはずです。

メニュー 内容 期間 人数 所要時間 料金 お問い合わせ先 備考

ホタル観賞体験 ホテル近辺のホタルの群がる
場所で観賞します。

7月中旬～
8月上旬
まで毎日

30 ～ 40 分 無料。
宿泊の場合
（1泊 2 食含）：
大人11,700 円～
（ 休 前日は 13,800 円
～、8月11日～15日は
14,850 円～ ）
子供、小学生＝大人の70％、
3 ～ 5 才＝大人 50％

湯沢パークホテル
〒 949-6103
湯沢町大字土樽1613
☎ 025-787-4111（代表）
FAX025-787-3142
〈E-mail〉yuzawainfo@
park-resort.com

宿泊の際は軽装
で（宿泊者のみ）

カブトムシ取り
体験

カブトムシが生息しそうな場
所に案内します。
他の昆虫や鳥にも出会えます。
採取した虫は持ち帰れます。
できなかった時も雄雌一匹ず
つプレゼント。

7月中旬～
8月下旬
まで毎日

40 ～ 60 分 1,200 円（虫かご代含）
宿泊の場合（1泊 2 食含）：
大人11,700 円～
（休前日は13,800円～、
8月11日～15日は
14,850 円～ ）
子供、小学生＝大人の70％、
3 ～ 5 才＝大人 50％

前日までに予約
が必要
（宿泊者のみ）

ニズマスの
つかみ捕り&
釣り体験

浅い池に放流したニジマスを
つかみ捕り（子供のみ）。
また、ほかの池ではニジマス
釣りが楽しめます。
魚はその場所で塩焼きにして
食べられます。

7月中旬～
8月31日
まで毎日

2 時間
（15:00 ～
17:00）

釣り600 円（貸し竿・えさ代含）
つかみどり（子供のみ）600 円。
宿泊の場合（1泊 2 食含）：
大人11,700 円～
（休前日は13,800円～、
8月11日～15日は
14,850 円～ ）
子供、小学生＝大人の70％、
3 ～ 5 才＝大人 50％

濡れても心配な
い服装で

湯沢里山クラブ 南魚沼の里山や林野で草花
や小動物を探したり触れ合っ
たりして四季折々の自然の美
しさや大切さを体験します。

通年 1グループ
10人以内

お問い合わ
せください

ホームページをご覧ください 湯沢里山クラブ　高橋正明
〒 949-6101
湯沢町湯沢1511
☎ 025-785-5526
〈E-mail〉yukigunibito@
lapis.plala.or.jp

歩きやすい服
装で。
用意していただ
くものなど、事
前に打ち合わせ
の必要あり。
一週間前まで
に予約が必要。

カブトムシ採集
体験

ホテル近くのかぶとむしの森
（かぶとむしわくわくランド）
でオス・メスのカブトムシを捕
まえます。
虫かご・エサと飼育説明書を
お付けしてお持ち帰りいただ
けます。

7月15 日～
8月13 日の
全日（予定）
カブトムシの
発育状態で
中止になる場
合があります

定員50人 40 分程度 大人1,000 円又は
100 ポイント
子供1,000 円又は
100 ポイント
（同伴の方は無料）

エンゼルグランディア越後中里
〒 949-6103
湯沢町大字土樽 4707-1
☎ 025-787-2811
FAX025-787-2814

事前予約が必要。
歩きやすい靴で
おこしください。

キノコ狩り体験 ナメコを採取体験のあと量り
売りします。

１０月 １人から ３０分 １００グラム２００円 湯沢観光農園
〒 949-6211
湯沢町三俣
☎ 025-788-9259
FAX025-788-9254
〈E-mail〉
nouen@yukiguni.ne.jp

採り頃はご確
認下さい。

「満天の星空」と
「ホタルを探せ」

湯沢町の星空を楽しみ、生
息地でホタルを探します。
無料で宿の送迎車で移動可
能。

７月上旬～
８月中旬

１０人から １泊２日 大人７，５００円
子供６，３００円
（１泊２食含）

浦子の湯　高野屋
〒 949-6103
湯沢町大字土樽１４６－２
☎ 025-787-3054
FAX025-787-5112
〈E-mail〉
takanoya@rose.ocn.ne.jp

歩きやすい服
装で。
２日前までに事
前予約が必要。
天候により星を
観測できない場
合があります。

川遊びと飛び込
み体験

透明度が高く水質の良い魚野
川源流で川遊び。
魚探しやシオカラトンボ捕り
が楽しめます。
飛び込みは「ますどまり」にて。
無料で宿の送迎車での移動
可能。

７月上旬～
９月中旬

３人から １泊２日 大人７，５００円
子供６，３００円
（１泊２食含）

濡れても良い服
装で。
２日前までに事
前予約が必要。
天候により中止
となる場合があ
ります。

自 然 体 験

メニュー 内容 期間 人数 所要時間 料金 お問い合わせ先 備考

2012イベント らく焼き 4月28日～
5月5日
7月14日～
8月31日
（予定）

800 円～

NASPAニューオータニ
〒 949-6101
湯沢町湯沢 2117-9
☎ 025-780-6111
FAX025-780-6223
〈E-mail〉
yoyaku@naspa.co.jp

予定です。
事前に問い合
せ下さい。

リース教室 ７月９日
～３１日の
土・日
８月１日～
３１日
（予定）

800 円～

グルメレッスン（和食） 4月中旬 ２０名 3.5 時間 4,500 円

グルメレッスン（パン作り） 5月下旬 ２０名 3 時間 3,800 円

グルメレッスン（洋食） 5月下旬 ２０名 3.5 時間 4,500 円

ピザ焼き体験 ４月28日・
29日
５月３日～
５日

1時間 1,800 円

パティシエ体験 ４月28日・
29日
５月３日～
５日

1時間 1.500 円

プリザーブドフラワー体験 4月28日～
5月5日

1時間 1,500 円

メニュー 内容 期間 人数 所要時間 料金 お問い合わせ先 備考

「自然観察」と
「魚沼四季を撮る」

専門ガイドと越後魚沼の山・
川・棚田・かやぶき民家など
の風景写真の撮影ポイントを
探し、撮影を楽しみます。
無料で宿の送迎車での移動
が可能。

４月～１１月 １５人から １泊２日
（撮影場所
により２泊
３日）

大人９，０００円
子供８，０００円
（１泊２食の場合）

浦子の湯　高野屋
〒 949-6103
湯沢町大字土樽１４６－２
☎ 025-787-3054
FAX025-787-5112
〈E-mail〉
takanoya@rose.ocn.ne.jp

歩きやすい服
装で。
１０日前までに事
前予約が必要。
専門ガイドなし
の場合は料金
が変わります。
撮影機材と筆
記用具持参。

きのこ狩り ナメコやシイタケなどのきの
こ狩りを楽しみます。

10 月1日～
11月5日
（各日9 ～
16 時の間）

２人から 1.5 時間 2,500 円 中里高原生産部会
〒 949-6103
湯沢町土樽 4787-1
☎ 025-787-3372

３日前までに予
約 が 必 要。 長
靴またはスニー
カーで。軍手持
参。雨天のとき
はかっぱが必要。

湯沢の自然案内 里山で樹木や野草を、田んぼ
の周囲でカエルやトンボさが
し。
自然に親しみながらフィトン
チッドをたくさん吸入できま
す。
半日と1日コースがあるので、
お時間に合わせてお申し込み
ください。

通年（ 天候
によってコー
スの変更や
中止になる
こともありま
す）

１０人以内 ２時間から
６時間

ホームページをご覧下さい 湯沢里山クラブ　高橋正明
〒 949-6101
湯沢町大字湯沢1511
☎ 025-785-5526
〈E-mail〉yukigunibito@
lapis.plala.or.jp

3 日前までにご
予約ください。
服装・足回りや
保険などの連
絡をさせていた
だきます。

Lu-Kids
（ルーデンス
リゾート）

スターウォッチングやフォトフ
レーム作り、
リバーサイド内を探索。

7月21日～
9月2日まで

1名～ １泊２日
日帰りもＯＫ

宿泊 7,800 円～、
体験料1,000 円～

ルーデンスリゾート
〒 949-6103
湯沢町大字土樽 3226
☎ 025-787-6201

事前にご予約く
ださい。当日予
約も可。
動きやすい服
装、運動靴で。

※データは調査時（平成 24年 3月）のものです。変更の可能性があるので、事前に各施設にご確認ください。

自然の素材を生かした「手づくり体験」も盛りだくさん。
楽しみながら作る「自分だけの一品」、完成した時の喜びは何ものにも替えられません。

手づくり体験
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メニュー 内容 期間 人数 所要時間 料金 お問い合わせ先 備考

ネイチャー
クラフト体験

自然の木の枝、皮や石などの
素材を利用して、自分だけの
オリジナル作品ができます。
また、簡単なキーホルダー作
りのコーナーもあります。

7月中旬～
8月31日
まで毎日

2 時間程度 1,200 円（キーホルダー
作りのみは 300 円）。
宿泊の場合（1泊 2 食含）
大人11,700 円～
（休前日は13,800 円～
8 月 11日～ 8 月 15 日
は14,850 円）
子供、小学生＝大人の70％
3 ～ 5 才＝大人の 50％

湯沢パークホテル
〒 949-6103
湯沢町大字土樽1613
☎ 025-787-4111（代表）
FAX025-787-3142
〈E-mail〉
yuzawainfo@park-resort.com

自然にやさしい
手作り体験

スキー板でスキー楽板、コマ、
置物などを作る湯沢でしかで
きない体験ができます。
また、木の素材を生かした小
物・キーホルダー作り体験や、
ガラス工芸品の販売も行って
います。

4月下旬～
11月中旬

2、3人から 2 時間程度 体験指導料 500 円
宿泊の場合（1泊 2 食付）
6,500 円 子供 6,000 円
材料費 700 円より

ときや旅館またはどんぐり工房
〒 949-6103
湯沢町中里駅前
☎ 025-787-3353
FAX025-787-3369

宿泊は 3 日前
までに予約が
必要。
体験のみは電
話で確認を。
汚れてもいい服
装で。

お手玉作りと
お手玉遊び体験

昔ながらの数珠玉入りお手玉
を作り、遊び方を練習します。
（完成品を使って遊び方だけ
でも可）

通年 4、5人から
30人程度まで

2 時間程度
遊び方だけ
なら1時間

2 個 100 円（材料費）
指導料1回1,000 円

小野塚美代子
〒 949-6102
湯沢町神立 2633
☎ 025-784-3247

7日前までに事
前予約が必要。

ネイチャー
クラフト体験

自然の木やビーズなどを使っ
て、自由に作品を作ってみよう。
インストラクターのアドバイス
もあります。
夏休みの自由工作の宿題に
ぴったりです。

7月14日～
9月2日まで
毎日（予定）

1人から 1時間程度 20 ポイントから エンゼルグランディア越後中里
〒 949-6103
湯沢町大字土樽 4707-1
☎ 025-787-2811
FAX025-787-2814

各種手作り体験 そば打ち、みそ作り、コンニャ
ク作り、米粉パン（米で作る
パン） 作り、あんぼ作り、笹
だんご作りなど、
各種体験で手作りの楽しさを
味わえます。

夏期・冬期
シーズンによ
りメニューが
異なります。
お問い合わ
せください。

メニューに
より異なり
ます。
お問い合
わせくださ
い。

1時間～
2 時間

そば打ち4,000 円（約 4人前）
あんぼ4,000円（約4人前）
笹だんご4,400 円（約 4人前）
など。
詳細はお問い合わせくだ
さい。

体験工房 大源太
湯沢町土樽 6399-1
☎ 025-787-1121

初心者の方も
大歓迎。
親切丁寧に教
えます。

手作り体験 わら細工（ぞうり、しめ縄など）、
そば打ち、笹団子、あんぼ、豆腐、
コンニャク、餅つき、ネイチャー
クラフト、ランプシェード、オリ
ジナル時計、オリジナルエコバッ
ク・キャンドルづくりなど、様々
な手作り体験が楽しめます。

通年 10人から
受付

メニューに
より異なり
ます。
お問い合わ
せください。

わらぞうり2,500 円
その他 2,000 円
※餅つきはご相談くださ
い

湯沢観光農園
〒 949-6211
湯沢町三俣1035-1
☎ 025-788-9259
FAX025-788-9254
〈E-mail〉
nouen@yukiguni.ne.jp

事前予約が必要。ど
この会場（宿泊施設、
イベント会場）にも
インストラクターが
うかがいます。
会場が必要な場合
は手配します。

そば打ち体験 ホテル内で「そば打ち」を体
験できます。
初めての方でも、丁寧にお教
えしますのでご家族・グルー
プでお楽しみください。
「そば」は、その場で調理し
てお召し上がりいただけます。

7月15日～
9月2日の
全日（予定）

10人 1時間程度 1人1,500 円 エンゼルグランディア越後中里
〒 949-6103
湯沢町大字土樽 4707-1
☎ 025-787-2811
FAX025-787-2814

事前予約が必要

炭焼き体験、
山菜採り・
野菜採り体験

炭焼き、山菜採り、新鮮な
野菜採りの体験が楽しめる
宿です。

5月初旬～
11月初旬

１人から １泊２日 大人6,500 円
小学生 5,000 円
（1泊 3 食含）

しらかばロッヂ
〒 949-6103 
湯沢町土樽 8375-1
☎ 025-787-3414
FAX025-7878-3414

２日前までに予約が必
要。長靴、軍手などを
ご持参ください。各メ
ニューの時期などはお
問い合わせください。

※データは調査時（平成 24 年 3月）のものです。変更の可能性があるので、事前に各施設にご確認ください。

植え付けからの体験も、収穫して味わうのも、それぞれに違った楽しさがあります。
大自然の中、太陽をいっぱい浴びて元気に育った作物たちは、どこか可愛く見えます。

メニュー 内容 期間 人数 所要時間 料金 お問い合わせ先 備考

田植え・稲刈り・
野菜収穫体験

田んぼで田植え、稲刈り、野
菜収穫または川遊びが体験
できます。

4月24日～
10月11日
までの土日

5人から 1泊 2日 大人6,500 円
子供 5,500 円
（1泊 3 食含）

プチハウス innMISEYA
〒 949-6103
湯沢町大字土樽 541
☎ 025-787-3228
FAX025-787-3390

10 日前までに
予約が必要。
詳しい日程はご
連絡いたします。
汚れてもよい服
装で。
雨具と軍手長
靴持参。

農 業 体 験

大会受付施設リスト
平成 24 年 3月現在

スキー場名 コース名
テクニカルデータ コース使用料

ポール使用料
その他設備・備品等

全長（m） 高低差（m） 平均斜度 平日 土日 設備・備品名 使用料等

苗場スキー場 

第 2ゲレンデ
コース

605 150 13 200,000 円 300,000 円 スキー大会一式

第 3 ゲレンデ
コース

806 224 18 400,000 円 500,000 円 スキー大会一式

かぐら
スキー場

ミスコンバーン 200 50 11

お問合せください

20 本含む

ポール練習用
バーン使用料
（コース仕切含む）

※追加ポール代：
500 円／1本
※スノーセメント：
1,500 円／1袋

サンＢバーン 200 45 13 20 本含む

田代１Ｂバーン 250 90 19 20 本含む

田代第 7バーン 200 75 14 20 本含む

湯沢パーク 
スキー場

第 9 リ フ ト 
ポールバーン

450 100 13.5 10,000 円 30,000 円 ポール・
ドリル込み

大会の場合、時計計測で。（応相談）

100,000 円 200,000 円

岩原スキー場 飯士ジャイアン
トコース右側

500 200 18 コース整備代
として 50,000 円

コース整備代
として 50,000 円

１本 200 円 硫安１袋 1,500 円

湯沢高原
スキー場

布場ゲレンデ 330 150 12 無料 無料 事前に申し込みを
おこなう事。
※ゲレンデの状況
により、コース使
用不可の場合あり

湯沢中里
スキー場

第 6 ゲレンデ 550 101 11 1日 80,000 円
半日50,000 円

20 本含む ポール練習用
硫安１袋

1,500 円

パラレルコース 650 129 12 1日 80,000 円
半日50,000 円

20 本含む ポール練習用
硫安１袋

1,500 円

NASPA
スキーガーデン

Gコース 550 100 14 50,000 円 50,000 円 200 円 /ドリル込 お問い合わせください

Aコース 340 60 13 50,000 円 50,000 円 200 円 /ドリル込 お問い合わせください

メニュー 内容 期間 人数 所要時間 料金 お問い合わせ先 備考

じゃがいも堀り
体験

ホテル近くの畑でじゃがいも
堀り体験ができます。
収穫したじゃがいもは1kgま
でお土産としてお持ち帰り
いただけます。

8月1日～
8月31日
の全日
（予定）

10人 30 分程度 1人 500 円 エンゼルグランディア越後中里
〒 949-6103
湯沢町大字土樽 4707-1
☎ 025-787-2811
FAX025-787-2814

事前予約が必要。

みんなで作った
加賀屋の米

田植えから稲刈りまで体験で
きます。

田植えは
5月19・
20日
（11時集合）

１泊２日 大人6,500 円
子供 5,500 円
（１泊４食含）

加賀屋
〒 949-6103
湯沢町大字土樽 353-2
☎ 025-787-3361
FAX025-787-4291

７日前までに予
約が必要。田植
え以降の日程は
稲の生育状況
によります。汚
れてもいい服装
で。詳細はホー
ムページでご確
認ください。

魚沼コシヒカリ
ファミリー
田植え体験

事前に種もみを郵送します。
ご家庭で「バケツ栽培」によ
り苗を育てていただいたもの
を田植え当日に持参していた
だき、一緒に植えます。

５月19・
20日
（体験は
20日9:50
集合）

1泊 2日。
2.5 時間

大人15,000 円
子供 10,500 円
（１泊２食含）

NASPAニューオータニ
〒949-6101 湯沢町湯沢 2117-9
☎ 025-780-6333
FAX025-780-6111
〈E-mail〉araki@naspa..co.jp

2 日前までに予
約が必要。汚れ
てもいい服装で。
雨具持参。

山菜と季節の
野菜収穫体験

４月中旬から５月中旬はふきのと
うやこごみ採りの体験、５月中旬
から６月中旬はわらびなど山菜採
りの体験。夕食時にそれらの食材
を使用した料理をいただきます。

４月中旬～
７月20日

2 人から
20人まで

１泊２日 大人 8,400 円
子供 6,825 円
（１泊２食含）

ホテルアルパイン
〒949-6103 湯沢町土樽 731-1
☎ 025-787-3055
FAX025-787-3482
〈E-mail〉alp@sweet.ocn.ne.jp

１日前までに予
約が必要。汚
れてもいい服装
で。雨具・長靴
持参。悪天候の
場合は観光にお
連れします。

※データは調査時（平成 24 年 3月）のものです。変更の可能性があるので、事前に各施設にご確認ください。



6 7

スキー等教育旅行受入施設リスト
■苗場かぐらエリア

■湯沢つちたるエリア

名前 電話番号
（025）

収容人
数

部屋数 貸切 
（※1）

下足
（※ 2）

館内放送
（※3）

ドア
キー

室内テレビ
（※4） 室内電話

寝具上
げ下げ
（※5）

冷房設備
（夏期）

食事会場 入浴人数
入浴時間 室内風呂 HR 会場 最寄スキー場 体験等の対応

和 洋 和洋 会場数 収容人数 男湯 女湯

御宿 本陣 789-2012 200 26 5 ― 条件有 玄関 可 キーロック 可 制限可 セルフ 有 2 200 50 50 24h 可 5 室 苗場スキー場、浅貝ゲレンデ、
かぐらスキー場

苗場プリンスホテル 789-2211 3,110 ― 12,99 ― 条件有 部屋 不可 ねじり等 制限可 制限可 ― 有 2 1,000 55 55 制限 可 有 苗場スキー場

わくわくファミリーランド→スノーモービル、
スノートレイン、スノーチュービングなどの
雪遊びが楽しめる。
ドラゴンドラ→区間距離世界最長 5.5km
のゴンドラ観光でも楽しめる（冬･秋営業）

和田ロッヂ 788-9105 80 ― ― ― 可 玄関 分割 ねじり 可 不可 セルフ ― 2 118 6 8 制限 不可 2 室 かぐらスキー場、NASPAスキーガーデン ※全館無線 LAN

※１貸切 ･･･ 施設館内の全体の貸切について。条件有＝人数等条件によって貸切が可能。
※２下足 ･･･ 玄関＝施設入口玄関まで／部屋＝部屋の中まで／部屋玄関＝各部屋の玄関まで
※３館内放送 ･･･可＝使用可／分割＝放送をかける際フロアを分割して放送することが可能／不可＝使用不可

※４室内テレビ ･室内電話 ･･･可＝生徒の使用可／制限か＝生徒の使用を制限することが可能／不可＝使用不可
※５寝具上げ下げ ･･･ セルフ＝利用者が上げ下げ／施設＝施設側が上げ下げ
※６入浴時間 ･･･制限＝入浴できる時間に制限有／ 24h ＝ 24時間入浴可能（清掃時間等利用できない場合があります。）

名前 電話番号
（025）

収容人
数

部屋数 貸切 
（※1）

下足
（※ 2）

館内放送
（※3）

ドア
キー

室内テレビ
（※4） 室内電話

寝具上
げ下げ
（※5）

冷房設備
（夏期）

食事会場 入浴人数
入浴時間 室内風呂 HR 会場 最寄スキー場 体験等の対応

和 洋 和洋 会場数 　 男湯 女湯

板や旅館 787-3045 40 13 ― ― 可 玄関 可 プッシュ 可 不可 セルフ 有 2 40 4 3 制限 不可 1室 湯沢中里スキー場

岩原高原ハウス 787-4118 100 23 ― ― 条件有 玄関 分割 ねじり 可 不可 セルフ 扇風機 1 90 12 12 24h 1室 岩原スキー場 ラフティング･魚釣り（夏季）･体験施設へ
の送迎有

ヴィラアリエスカ 787-4122 40 10 2 ― 可 玄関 分割 ねじり 制限可 不可 セルフ 有 1 48 5 3 制限 1室 湯沢中里スキー場 農業体験･川あそび ･自然体験 ･文化･ス
ポーツ合宿･他

浦子の湯　高野屋 787-3054 55 14 ― ― 可
（人数相談） 玄関 可 ねじり 可 不可 セルフ 有 2 55 15 15 24h 不可 ― 岩原スキー場、湯沢パークスキー場など お問い合わせください

エンゼル グランディア
越後中里 787-2811 1,300 286 18 25 不可 玄関 分割 ねじり 可 制限可 セルフ 有 2 400 40 40 制限 可 2 室 中里スノーウッドスキー場、

湯沢中里スキー場

加賀屋 787-3361 40 8 ― ― 可 部屋玄関 ― ねじり 制限可 ― セルフ 有 1 40 7 7 制限 食堂 岩原スキー場、湯沢パークスキー場、
湯沢中里スキー場

かどや旅館 787-3033 45 14 ― ― 可 玄関 分割 プッシュ、
ねじり 可 ― セルフ 有

　（一部） 1～ 2 40 5 4 制限 食堂 湯沢中里スキー場

キクノヤ 787-3049 80 20 ― ― 可 玄関 分割 ねじり 制限可 ― セルフ 扇風機 1 80 6 6 24h 1室 岩原スキー場 農作業体験、クワガタ採集

喜楽 787-3018 30 10 ― ― 可 玄関 可 プッシュ 可 不可 セルフ ― 1 36 5 3 制限 有 湯沢中里スキー場

しらかばロッヂ 787-3414 25 7 ― ― 可 玄関 - ねじり 可 不可 セルフ 扇風機 1 40 5 3 制限 ― 湯沢中里スキー場 4月下旬 -11月上旬炭焼き体験。要予約

湯沢 玉城屋 787-3019 60 15 ― ― 可 玄関 可 サムター
ンキー 可 不可 セルフ 有 2 60 7 7 朝 6 時～夜中 0 時

休前日は 24h 食堂 湯沢中里スキー場 各種合宿

田村旅館 787-3031 120 24 5 ― 条件有 玄関 可 プッシュ、
ねじり 可 不可 セルフ 有 1 120 10 8 制限 1室 湯沢中里スキー場

なかすみ旅館 787-3218 70 20 ― ― 条件有 玄関 分割 ねじり 有 ― セルフ 有 1 90 8 7 制限（応談） ― 湯沢中里スキー場 体育館完備

にしのや 787-3174 45 12 ― ― 可
（人数相談） 玄関 可 プッシュ 制限可 ― セルフ 客室、

食堂のみ 1 45 6 6 制限 1室 湯沢中里スキー場、
中里スノーウッドスキー場

林家旅館 787-3714 30 8 ― ― 可 玄関 ― プッシュ 制限可 不可 セルフ ― 1 44 5 2 制限 ― 岩原スキー場

ペンション ＮＯＡＨ（ノア） 787-3478 70 13 0 ― 条件有 玄関 ― プッシュ 可 不可 セルフ 有 1 60 7 4 制限
（貸切の場合24h） 3 室 湯沢パークスキー場

ホテル アルパイン 787-3055 100 13 7 3 条件有 玄関
（冬期は部屋玄関） 分割 ねじり 可 制限可 セルフ 有 1 100 10 10 応談 応談 1室 岩原スキー場 もちつき体験など。体験工房「大源太」へ

の送迎あり

ホテル アルファスター 787-3926 150 18 8 3 条件有 玄関
（冬期は部屋玄関） 分割 ねじり 可 制限可 セルフ 有 1 150 10 10 ― ― 岩原スキー場

ホテル サンパレス 787-4700 60 11 10 1 条件有 玄関
（冬期は部屋玄関） 分割 プッシュ 可 制限可 セルフ 扇風機 1 100 8 8 制限 1室 岩原スキー場

ホテル湯沢湯沢 でんき屋 787-3020 200 50 ― ― 可（応談） 玄関 分割 ねじり 可 制限可 セルフ 有 3 300 30 30 制限 5室 岩原スキー場、湯沢中里スキー場、
湯沢パークスキー場

スキー・スノーボードレンタルあり、送迎バ
スあり

凡例 

※データは調査時（平成 24 年 3月）のものです。変更の可能性があるので、事前に各施設にご確認ください。
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名前 電話番号
（025）

収容人
数

部屋数 貸切 
（※1）

下足
（※ 2）

館内放送
（※3）

ドア
キー

室内テレビ
（※4） 室内電話

寝具上
げ下げ
（※5）

冷房設備
（夏期）

食事会場 入浴人数
入浴時間 室内風呂 HR 会場 最寄スキー場 体験等の対応

和 洋 和洋 会場数 収容人数 男湯 女湯

HOTEL LA･リビエール 787-4780 60 8 10 ― 可 部屋玄
関 分割 ねじり

（一部オートロック） 制限可 不可 セルフ 有 1 60 6 5 24h 食堂 湯沢中里スキー場

ホワイト・イン
スズヤ 787-3107 40 12 ― ― 可 玄関 可 ねじり 可 ― セルフ 有 1 45 4 3 制限 食堂 湯沢中里スキー場

丸喜屋旅館 787-3165 35 11 ― ― 可 玄関 可 プッシュ 可 ― セルフ 有 1 35 4 3 制限（応談） ― 湯沢中里スキー場 体育施設等紹介いたします

丸大ハウス 787-3612 45 11 ― ― 可 玄関 分割 プッシュ 可 ― セルフ 有（一部） 1 50 5 7 制限 1室 湯沢パークスキー場 体験工房 ｢大源太｣ への送迎有

湯沢パークホテル 787-4111 210 8 19 27 条件有 部屋玄関
（洋室は部屋） 分割 ねじり

（一部オートロック） 可 可 セルフ、施設 有 2 200 20 20 15：00 ～
25：00 可 有 湯沢パークスキー場 体験工房 ｢大源太｣ への送迎、ゴルフ体験

旅館セキロク 787-3040 70 20 ― ― 可 玄関 分割 プッシュ 可 ― セルフ ― 1 90 7 5 制限 ― 岩原スキー場 体育館完備

ロッジマウンテン 787-3545 40 10 ― ― 可
（人数応相談） 玄関 有 ねじり 可 ― セルフ 有 1 60 5 3 応談 1室 岩原スキー場 各種合宿

ロッヂ山びこ 787-3480 50 12 ― 2 条件有 玄関 無 ねじり 可 ― セルフ 扇風機 1 80 6 4 制限 食堂 岩原スキー場

ロッジ雪路 787-3415 25 8 ― ― 可 玄関 ― プッシュ 制限可 不可 セルフ 扇風機 1 25 4 2 制限 不可 有 湯沢中里スキー場、湯沢パークスキー場、
岩原スキー場 体験工房 ｢大源太｣ などへ送迎あり

ルーデンスリゾート 787-6201 363 ― 26 61 条件有 部屋 可 ねじり式 可 ― セルフ クーラー 1 280 40 40 24:00まで 可 有 ルーデンス湯沢スキー場
スターウォッチング、収穫体験　スノー
シューはいて自然散策、かまくら作り、雪
上バーバキューなど

■湯沢神立エリア
名前 電話番号

（025）
収容人
数

部屋数 貸切 
（※1）

下足
（※ 2）

館内放送
（※3）

ドア
キー

室内テレビ
（※4） 室内電話

寝具上
げ下げ
（※5）

冷房設備
（夏期）

食事会場 入浴人数
入浴時間 室内風呂 HR 会場 最寄スキー場 体験等の対応

和 洋 和洋 会場数 収容人数 男湯 女湯

一望千里　御湯宿　中屋 784-3522 150 28 ― 2 条件有 部屋玄関 可 カード 可 制限可 施設 有 2 80 20 20
清掃時間を除く
9:00 ～12:00
は不可

不可 GALA 湯沢スキー場、湯沢高原スキー場 なし

越後のお宿 いなもと 784-2251 220 40 21 5 可（応談） 部屋玄
関 分割 ねじり 制限可 制限可 セルフ 有 2 220 50 40 制限（応談） 可（応談） 一本杉スキー場、湯沢高原スキー場、

布場ゲレンデ

ヴィラまつのや 784-2258 45 13 ― ― 可 玄関 可 プッシュ、
ねじり 制限可 制限可 セルフ 有 1 60 5 4 制限 不可 湯沢高原スキー場、布場ゲレンデ

大峰山荘 784-2375 35 8 ― ― 不可 玄関 可 プッシュ、
ねじり 制限可 不可 セルフ 有 1 50 10 5 制限 不可 湯沢高原スキー場

でんすけ旅館 784-2532 24 6 ― ― 可
（人数応談） 玄関 ねじり 可 不可 セルフ 有 1 15 4 2 制限 不可 NASPAスキーガーデン、

GALA 湯沢スキー場、湯沢高原スキー場

民宿　中澤旅館 784-3768 25 ― ― ― 可 玄関 プッシュ 制限可 不可 セルフ 有 1 25 3 1～ 2 制限 不可

藤屋旅館 784-2701 45 12 ― ― 条件有 玄関 可 プッシュ 制限可 有 1 45 5 ～ 6 5 ～ 6 制限 不可 食堂、他 GALA 湯沢スキー場、湯沢高原スキー場 トレッキング、高山植物園鑑賞、
魚野川釣り、登山

雪国の宿 高半 784-3333 220 41 ― ― 条件有 部屋玄関 分割 ねじり 可 不可 セルフ 有 5 220 30 30 制限 可 2 室 GALA 湯沢スキー場、湯沢高原スキー場

湯沢 スキーハウス 784-2455 45 14 ― ― 条件有 玄関 分割 プッシュ 可 不可 セルフ 有 1 40 6 4 24h 不可 1室 GALA 湯沢スキー場、湯沢高原スキー場

湯沢 グランドホテル 784-2351 435 59 ― ― 条件有 玄関 不可 プッシュ、
ねじり 制限可 制限可 セルフ 有 3 570 100 100 24h 不可 応相談 GALA 湯沢スキー場、湯沢高原スキー

場、布場ゲレンデ

湯沢東映ホテル 784-2150 300 58 2 ― 条件有 玄関 分割 ねじり 可 可 施設
（日中はセルフ） 有 6

（仕切で変更可） 300 100 100 可 宴会場 湯沢高原スキー場

湯沢
ニューオータニホテル 784-2191 437 72 8 3 不可

（風呂は可） 部屋玄関 分割 ねじり 可 制限可 セルフ 有 3 550 50 50 要相談 不可 有 一本杉スキー場、GALA 湯沢スキー場、
湯沢高原スキー場、NASPAスキーガーデン

越後湯澤HATAGO井仙 784-3361 60 6 ― 10 条件有 部屋玄関 不可 ねじり 可 可 施設 有 2 60 12 12 24h 可 1室 湯沢高原スキー場、GALA 湯沢スキー場、
神立高原スキー場、NASPAスキーガーデン

酒蔵見学、山菜採り、他生産工場等の見学、
要応談（旅行業第 3-358 号）

ロッジまことや 784-2769 36 9 ― ― 可 玄関 分割 プッシュ 可 不可 セルフ 有 2 28 4 4 食堂 湯沢高原スキー場、布場ゲレンデ、
布場ファミリーゲレンデ

ロッヂ政エ門 784-2644 50 16 ― ― 可 玄関 プッシュ、
ねじり 可 セルフ 1 50 5 3 制限 湯沢高原スキー場、GALA 湯沢スキー場

NASPAニューオータニ 780-6111 800 48 154 24 条件有 部屋玄関 不可 鍵きー 可 制限可 セルフ 有 2 800 140 ― 140
清掃時間を除く
1：00 ～ 6：00
は不可

NASPAスキーガーデン 自然体験（夏季）等、ご相談承ります
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合宿受入施設リスト
施設項目 施設・旅館名 区分 面積（㎡） 可能種目と面数 付帯設備と備品 使用料

体育館 湯沢カルチャーセンター
☎ 025-784-1511

公共 1,372 バスケットボール、バレーボール、
バドミントン他

ステージ、音響設備 全面 4,000 円 /１時間

ヴィラ・グリーングラス
☎ 025-787-3217

専用 500 バスケ１面、バレー１面、
バドミントン４面

卓球台10 台、畳 300 枚 15,000 円 /１日

ギンレイホテル
☎ 025-787-3012

専用 608 バレーボール公式1面、練習用 2面、
バドミントン4面、バスケットボール1面

支柱、ネット 9,000 円 /半日
18,000 円／1日
照明料込

SAKAEYA（栄屋）
☎ 025-787-3237

専用 726 バレーボール（練習用２面）、
バスケットボール、バドミントン５面

卓球台２０台、バトミントン用具、
バレーボール、バスケットボール

10,000 円 /１日
（照明代 500 円 / 時間）

ホテル花梨
☎ 025-787-6666

専用 563 バスケットボール1面、
バレーボール1面、バドミントン4面

12,600 円 /１日

なかすみ旅館
☎ 025-787-3218

専用
（1号）

420 バレーボール1面、武道関係 畳 280 畳 5,000/半日、10,000/１日
2,000 円 / 夜

専用
（2号）

259.2 バドミントン 2面、武道関係 畳160 畳 2,500/半日、5,000/１日
1,500 円 / 夜

旅館セキロク
☎ 025-787-3040

専用 504 バスケットボール1面、バレーボール1面、
バドミントン4面、その他

丸大ハウス
☎ 025-787-3612

専用 486
（18m×27m）
高さ8m

バレーボール１面、バドミントン３面、
バスケットボール１面、卓球台12 台

6,000 円 /半日
10,000 円 /１日

ホテルエフ
☎025-789-3390

専用
（ 武 道
場兼）

530 バレーボール、バスケット、ダンス、吹奏楽、
管弦楽、車椅子でのダンス、バスケット、
空手、剣道、少林寺拳法、柔道

バリアフリー対応、ネット、ゴール、ピア
ノ、鏡、ＰＡ

宿泊者無料
20,000 円／1日

柏屋旅館
☎ 025-789-2501

専用 427 バレーボール、卓球他（畳130 枚有り）、
ダンス

鏡、洗面台、水洗トイレ 10,000 円／1日
（夕方まで、当館利用者に限る）

アネックスかしわや
☎ 025-789-2031

専用 660 バスケット、卓球（20 台）、
バレー（2面）、畳 200 枚

応相談

和田ロッジ
☎ 025-788-9105

専用
（第1）

420
（15×32）

球技全般、バレーボール1面、
バスケット1面、バドミントン4面

18,900 円

専用
（第2）

198
（9×22）

オーディオセット、レッスン用鏡、ステージ 13,650 円

武道場 湯沢カルチャーセンター
☎ 025-784-1511

公共 162㎡ 柔道、剣道、ダンス、卓球、合気道 畳78 枚、卓球台 1,000 円 /１時間

ヴィラ・グリーングラス
☎ 025-787-3217

専用 140 畳 空手、合気道、卓球 6台 10,000 円 /1日

ギンレイホテル
☎ 025-787-3012

専用 608 畳 空手、剣道、柔道、合気道、少林寺拳法、
ダンス、フェンシング、卓球

畳100 枚、卓球台18 台 7,500 円 /半日
15,000 円／1日
照明料込

私の家　中屋
☎ 025-787-3037

専用 100 畳 剣道、卓球、柔道、合気道、空手 卓球台 8台 3,000 円 /１日

にしのや
☎ 025-787-3174

専用 120 畳 卓球、柔道、剣道、合気道、ダンス等 鏡、ピアノ、卓球台 5台、畳120 枚 宿泊者無料

ホテル花梨
☎ 025-787-6666

専用 300 畳 空手、卓球、合気道、柔道他 卓球台15台 10,500 円

HOTEL LAリビエール
☎ 025-787-4780

専用 148 畳
2 階建

剣道、卓球、ダンス、柔道、合気道、
空手、音楽

卓球台、サンドバッグ 5,000 円 /１日

音楽
ホール

苗場プリンスホテル
☎ 025-789-2211

共用 1 各種イベント、展示会、コンサート、
ディナーショー

ステージ、音響設備、調光室 規模により料金を設定

ラフォーレ苗場
☎ 025-789-2131

専用 1 吹奏楽、合唱 グランドピアノ、アップライトピアノ 5,000 円

ロッジ山びこ
☎ 025-787-3480

専用 大ホール
小ホール
個室4

吹奏楽、合唱等 譜面台 50、ひな壇
グランドピアノ、アップライトピアノ

20,000 円 /1日
10,000 円 /半日
冷房費込

セーナインふじや
☎ 025-787-1001

専用 9
（大 1・小 8）

オーケストラ、ブラスバンド、合唱、
ハンドベル等

椅子、アップライトピアノ （大）10,000 円 /1日
（小）5,000 円

NASPAニューオータニ
☎ 025-780-6111

共用 1 各種イベント、展示会、コンサート、
ディナーショー

ステージ、音響設備、調光室 規模により料金を設定

音楽
スタジオ

ホテル・シェラリゾート
☎ 025-787-3250

専用 17 音楽系一般 音響機材（軽音楽用設備） 2,625 円／1時間
25,200円／1日（14時間）

上記以外の屋内

施設項目 施設・旅館名 面積（m2） 可能種目と面数 付帯設備と備品 使用料

研修室 湯沢カルチャーセンター
☎ 025-784-1511

140 ブラスバンド、演劇、ゼミナール 500 円 /１時間

ウエイト
トレーニ
ング場

SAKAEYA（栄屋）
☎ 025-787-3237

82.5 バーベル、その他ウエイトトレーニング
で使用する器具あり

3,000 円 /１日

屋　外

施設項目 施設・旅館名 区分 面積（㎡） 可能種目と面数 付帯設備と備品 使用料

グランド

ロッヂ伯楽
☎ 025-787-3047

専用 ラクロス、ソフトボール、ラグビー、
サッカー

各ゴール 5,000 円 /１日

かぐら・みつまた
観光協会八木沢グラウンド
☎ 025-788-9006

共用 野球、サッカーなど 15,000 円 /1日、
7,500 円 /半日

ホテル湯沢湯沢
でんき屋
☎ 025-787-3020

サッカー、ラグビー、陸上競技など サッカーゴール、ラグビーゴール 無料、要予約

ヴィラ・グリーングラス
☎ 025-787-3217

専用 5400 サッカー、ハンドボール、ラクロス、
ラグビー、ソフトボール

サッカーゴール 10,000 円／1日

苗場金六グランド
☎ 025-789-2042

専用 100×100 野球、サッカー、ラグビーなど 野球バックネット、ゴールポストなど 6,000 円／半日
10,000 円／1日
（宿泊者のみ）

中里スポーツランド 共用 100×75
×2 面

野球、サッカー、ソフトボール、
ハンドボール

サッカーゴール、ハンドボールゴール、
野球（バックネット、ベース）

10,000 円／半日
18,000 円／1日

【以下共用】市外局番（025）
田村旅館 787-3031／上越ホテル787-3009／たまきや旅館 787-3019／なかすみ旅館 787-3218／ロッヂ仲山 787-3122 ／ HOTEL LAリビエール
787-4780／ヴィラグリーングラス787-3217／丸善旅館 787-3043／私の家中屋 787-3037／丸喜屋旅館 787-3165／にしのや787-3174

陸上
トラック

湯沢中央公園
陸上競技場
☎ 025-787-3388

公共 22,256 陸上競技、各種スポーツ大会 高跳競技一式、400 ｍトラック 全面 3,000 円 /１時間
夏休み期間人数賃
（300 円 /1人1日）

SAKAEYA（栄屋）
☎ 025-787-3237

専用 1周 350m 陸上競技専用１,０００m　芝クロカンコース 陸上競技で使用する備品あり。 宿泊者無料

野球場

湯沢中央公園野球場
☎ 025-787-3388

公共 16,194 少年野球、ソフトボール１面 本部席、スコアボード、ナイター照明、
放送設備

3,000 円 /１時間

ロッヂ伯楽
☎ 025-787-3047

専用 5,600 野球１面、サッカー、ラクロス、ラグビー、
ハンドボール

バックネット、ベース 5,000 円 /１日

ホテル湯沢湯沢
でんき屋
☎ 025-787-3020

野球２面 無料、要予約

サッカー
場

湯沢中央公園陸上
競技場（フィールド）
☎ 025-787-3388

公共 7,400 サッカー１面 サッカーゴール 2,000 円 /１時間

ヴィラ・グリーングラス
☎ 025-787-3217

専用 １面 サッカー（グランドで兼用） サッカーゴール 15,000 円 /１日

ロッヂ伯楽
☎ 025-787-3047

専用 １面 クレー１面 ゴール 5,000 円 /１日

苗場グリーンランド
☎ 025-789-2171
（5月 -10月）
FAX025-789-3305（通年）

5 面 クレー バーベキュー場、シャワー、ベンチ、
更衣室

施設項目 施設・旅館名 区分 面積（㎡） 可能種目と面数 付帯設備と備品 使用料

ダンス
ホール

ホテル エフ
☎ 025-789-3390

専用
（ 音 楽
ホール
兼）

530,132 モダンダンス、ジャズダンス、
競技ダンス、合唱、ギター、吹奏楽、
ダンス、卓球

ＰＡ、鏡、グランドピアノ、ひな壇（合唱）、
卓球台

宿泊者無料
15,000 円 /1日

ホテルスポーリア湯沢
☎ 025-784-1112

165 社交ダンス CDセット、マイク、照明、カセットテープ 20,000 円 /半日

セーナインふじや
☎ 025-787-1001

専用 約 120 音楽ホール兼用 音楽室兼用 10,000 円 /1日

※データは調査時（平成 24 年 3月）のものです。変更の可能性があるので、事前に各施設にご確認ください。
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施設項目 施設・旅館名 区分 面積（㎡） 可能種目と面数 付帯設備と備品 使用料

テニス
コート

湯沢中央公園テニスコート
☎ 025-787-3388

公共 ２４面 ハードコート２４面
（うちナイターコート６面）

レンタルラケット、レンタルシューズ有り 800 円 /１時間
照明料 600 円／1時間

湯沢パークホテル
☎ 025-787-4111

１面 オールウェザー１面 ナイター完備、貸ラケット、貸シューズ 2,000 円 /1時間

HOTEL LAリビエール
☎ 025-787-4780

専用 5 面 オールウェザー5 面 6,000 円 /１日

エンゼルグランディ
ア越後中里
☎ 025-787-2811

専用 5 面 オールウェザー トイレ、レンタルラケット、ボール 有料

ロッヂ伯楽
☎ 025-787-3047

専用 12 面 クレー5 面、オールウェザー7 面 ネット 4,000 円 /１日、宿泊者無料

ホテル湯沢湯沢でんき屋
☎ 025-787-3020

16 面 クレー10 面、オールウェザー 6 面 無料、要予約

アネックスかしわや
☎ 025-789-2031

専用 6 面 オールウェザーコート 6 面 料金　応相談

ホテルアルファスター岩原
☎ 025-787-3926

専用 5 面 オールウェザー5 面 トイレ 1,000 円／1時間

ホテルシェラリゾート
☎ 025-787-3250

共用 9 面 ハードコート9 面 トイレ 4,000 円／半日
8,000 円／1日

金六イレブンテニスコート
☎ 025-789-2568

専用 21面 ハードコート21面 6,000 円 /半日
10,000 円／1日

NASPAニューオータニ
☎ 025-780-6111

専用 2 面 オールウェザー レンタルラケットレンタルシューズ有り 3,000 円～/１日

バーベキュー
ガーデン

金六イレブンバーベキュー場 140 名
収容可

1釜（10 名）×5釜 材料を持ってきて焼いて食べる 1釜　4,000 円

魚つかみ取り 金六イレブンバーベキュー場隣接 グループや団体のオプションとして魚の
つかみ取りができる

水が冷たい夏期のみ営業
要予約　1匹：300 円

プール

湯沢町レジャープール
「オーロラ」
営業：6/1～ 8/31
☎ 025-787-6600
☎ 025-784-1511
（冬期間）

屋内
屋外

11,572 レジャープール（流水プール） ウォータースライダー（屋内・屋外）、
幼児プール、レンタル水着有り

期間により、営業日・入場
料が変わります。
詳しくはお問合せください。

ホテルシェラリゾート
☎ 025-787-3250

夏：
屋外

112 15m、10m シャワー 無料

プール
フィットネス

NASPAニューオータニ
☎ 025-780-6111

屋内 150 20 ｍ×7.5m プール
ジャグジー
ミストサウナ
フィットネス

大人1,000 円 /小人（3-12
才）700 円（宿泊者）
※3 才未満プール入場不可
※営業時間問合せ必要

上記以外の屋外

施設項目 施設・旅館名 区分 面積（㎡） 可能種目と面数 付帯設備と備品 使用料

グランド
ゴ ル フ
コース

湯沢中央公園
☎ 025-787-3388

グラウンドゴルフコース （芝）１６コース トイレ 団体割引有り･用具代込
大人 800 円（1ラウンド）
小人 500 円（1ラウンド）

ゴルフ場
ゴールド越後湯沢カ
ントリークラブ
☎ 025-787-4111

専用 900,000 ゴルフ合宿 レンタルクラブ、シューズ、
乗用カート（5人乗り）

プレー代（4人1組、乗用カート、
セルフプレー）7,800 円～

クロス
カントリー
コース

SAKAEYA（栄屋）
☎ 025-787-3237

１kmコース クロスカントリー

なかすみ旅館
☎ 025-787-3218

共用 100m×
100m

ソフトボール、少年野球、サッカー 10,000 円 /日

地区 連絡先 電話番号

湯沢神立地区 雪国観光舎 越後湯沢温泉 ０２５－７８５－５３５３

苗場かぐら地区 苗場旅館組合 ０２５－７８９－２７０６

田代・二居観光協会（冬期） ０２５－７８９－３９４７

かぐら・みつまた観光協会 ０２５－７８８－９００６

湯沢つちたる地区 湯沢中里観光協会 ０２５－７８７－３２４０

岩原観光協会 ０２５－７８７－３４７６

■合宿のことなら

コンベンション受入施設リスト
※データは調査時（平成 24 年 3月）のものです。変更の可能性があるので、事前に各施設にご確認ください。

施設・旅館名 会場名 面積（㎡）
最大収容人員

使用料金 付帯施設
スクール シアター テーブル ビュッフェ 和正宴

湯沢カルチャーセンター
☎ 025-784-1511

アリーナ 1,372.60 1F移動
1,000
2F 固定
456

1F移動
1,600
2F 固定
456

400 4,000円 /１時間 照明１灯につき 800円 /１時間 加算
冷暖房 2,000 円 / １時間 加算
舞台、音響設備

小ホール 220.9 120 150 100 1,000円 /１時間 冷暖房 500 円 / １時間 加算
マイク（ワイヤレス、ワイヤー式）
マイクスタンド会議室 1（2階） 46.8 30 500 円 / １時間

会議室 2（1階） 18.1 12 500 円 / １時間

和室 22.8 15 15 500 円 / １時間

研修室 1 140.3 80 500 円 / １時間

研修室 2 68.8 40 500 円 / １時間

ホテル双葉
☎ 025-784-3357

コンベンションホール（福寿） 390 250 380 150 150 63,000 円 / 半日
126,000 円 / １日

音響・冷 ･暖房

はなかがり 70畳 70 21,000 円 / 半日
42,000 円 / 日

湯沢グランドホテル
☎ 025-784-2351

日本海（1-4） 400 300 500 220 300 105,000 円 / 半日
210,000 円 / １日

冷暖房、音響、プロジェクター、
スクリーン

魚野川（1-2） 180 100 150 80 120 63,000 円 / 半日
105,000 円 / １日

越路（1-3） 155 80 120 60 80 63,000 円 / 半日
105,000 円 / １日

冷暖房、音響、机、椅子

高砂 70 35 50 30 40 21,000 円 / 半日
42,000 円 / １日

冷暖房、机、椅子

紅葉 56 30 冷暖房

ＮＡＳＰＡ
ニューオータニ
☎ 025-780-6111

鳳凰の間（３分割可。東、中、
西）

990 648 1,140 550 700 550

お問い合わせ下さい。

西の間のみ舞台有り。他仮設舞
台、吊着板、机、椅子、マイク、
OHP、スライド、ホワイトボード

オーロラ（２分割可） 488 240 480 270 350 270 仮設舞台、巾着板、机、椅子、
マイク、OHP、スライド、
ホワイトボード

シリウス（２分割可） 94 48 80 40 40 40 机、椅子、マイク、OHP、
スライド、ホワイトボード

アリエス（２分割可） 94 48 80 40 40 40

クレセント 94 48 80 40 40 40

オリオン 90 48 80 40 40 40

ルナ・ステラ 76 16 30 24 30 机、椅子、ホワイトボード

ホテルスポーリア湯沢
☎ 025-784-1112

イベントホール 165 70 70 70 70 20,000 円 / １日

湯沢ニューオータニホテル
☎ 025-784-2191

雪国（２階） 365 300 400 150 200 300 210,000円 /１日
105,000 円 / 半日

冷・暖房、音響、机、椅子、
ホワイトボード、ＯＨＰ、
スクリーン、プロジェクター

銀嶺（２階） 225 120 200 100 150 105,000 円 / １日
52,500 円 / 半日

冷・暖房、丸椅子、ホワイトボード
※銀嶺、花紫はご利用人数によ
り、音響、ＯＨＰ、スクリーン、
プロジェクター用意可能です。花紫（１階） 132 80 100 90 105,000 円 / １日

52,500 円 / 半日

花椿（１階） 51 35 30 42,000 円 / １日
21,000 円 / 半日

花霞（１階） 53 35 30

花ずら（１階） 45 30 26

湯沢東映ホテル
☎ 025-784-2150

大峰 288畳 250 200 300 会議場 500円×人数 舞台付、カラオケ、モニター他

越後のお宿　いなもと
☎ 025-784-2251

錦の間（全体） 317
（舞台 17）

250 320 180 会議場 500 円×人数
ベースに応談 /1日

舞台付、スクリーン、マイク、
照明、VTR、黒板

錦の間（1）（全体の 3/8） 103 70 90 50 50

錦の間（2-6）（全体の 6/8） 214（172） 180 230 120

和みの間 190畳 160 舞台付



14 15

施設・旅館名 会場名 面積（㎡）
最大収容人員

使用料金 付帯施設
スクール シアター テーブル ビュッフェ 和正宴

雪国の宿 高半
☎ 025-784-3333

金城 180畳 200 250 200 250 150 100,000 円 /1 日 マイク、音響等設備、
スポットＶＴＲ

白銀閣 華ノ宵
☎ 025-784-3311

観月・入船 247.5 50 100 1,000 円 / コ ー
ヒー ･お茶 ･水付

マイク、ホワイトボード

エンゼルグランディ
ア越後中里
☎ 025-787-2811

八海山 313 110 200 300 500 お問合せください 机、椅子、スライド、ホワイトボード

谷川岳 100 70 110 100 130

ホテルアルファスター岩原
☎ 025-787-3926

２Ｆレストラン 300 100 150 お問合せください マイク、ホワイトボード
プロジェクター

ホテルシェラリゾート
☎ 025-787-3250

レストラン 180 180 200 音響

スタジオホールＡ 200 160 200 160 180 7,350 円 / 時間 音響、照明、ステージ

スタジオホールＣ 120 80 100 80 65 6,300 円 / 時間

スタジオホールＦ 70 50 50 4,725 円 / 時間

スタジオ ３ヶ所（練習用） 30 15 3,150 円 / 時間 音響

スタジオ １０ヶ所（練習用） 25 10 2,625 円 / 時間

湯沢パークホテル
☎ 025-787-4111

コンファレンスルーム 66 48 31,500 円 / １日
21,000 円 / 半日

ホワイトボード、OHP、スクリーン、
マイク、ビデオカセット

御宿　本陣
☎ 025-789-2012

大広間　鬼一郎 25畳 30 40 25 25

OP、マイク、カラオケ大広間　芳二郎 25畳 30 40 25 25

大広間　作右衛門 30畳 40 50 30 30

苗場プリンスホテル
☎ 025-789-2211

イベントホール
ブリザーディウム

1,080 600 1,000 500 800 使用料金はすべて
お問い合わせ下さ
い。

ステージ、お立ち台、黒板、
ホワイトボード、演台、金屏風、
カラオケ、ビデオ他各種デッキ、
内ナイター照明完備宴会場 清津 1,305 500 800 480 700

宴会場 三国（７分割可） 588
（7室使用）

280 500 270 350

504
（６室使用）

240 430 230 300

420
（５室使用）

200 360 190 250

336
（４室使用）

160 290 150 200

252
（３室使用）

120 220 110 150

168
（２室使用）

80 150 70 100

84
（１室使用）

40 70 30 50

ホテル ムサシ
☎ 025-789-2123

多目的ホール 177 100 100 グランドピアノ、ミキサーアン
プ、白板、黒板ほか

苗場温泉峠の湯
アネックスかしわや
☎ 025-789-2031

広間 57畳 応相談 カラオケ

広間 30畳 応相談

ホテル湯沢湯沢でんき屋
☎ 025-787-3020

大宴会場 100 無料

小宴会場 50

ダイニングルーム 160

人材バンク登録リスト
分類 登録者（団体） 業　種 経験暦 ･資格 ･内容等 料　金 時　期 時　間 問合せ先 付　記

体験各種 陶芸工房 旭窯 陶芸体験 成形から焼き上げまで 体験基本料金 : 一行程 2,000 円
粘土１kg 付き
（2 作品まで）

4月下旬～
11月上旬
（無休）

9:00 ～
16:00
（要予約）

☎ 025-787-0357
h t t p : / / w w w .
e -yuzawa . g r. jp/
tougei.html

佐藤幸子
（アトリエエクセレンス）

・押し花
・染色
（山の幸染め）
・ネイチャープリント

・押し花インストラクター
・山の幸染めインストラクター
県庁内新潟県生涯学習推進センターへ
講習登録
ネイチャープリントベイシッククリエーター
南魚沼地域にいがた ｢なりわいの匠｣ 認定

・押し花：1,500 円より
・染色一日体験 :1500 円より
・ネイチャープリント：2000 円
（教材費実費）
うつし染め :1,500 円より

通年 ☎090-3501-8700
☎ 025-783-7288
アトリエ住所：湯沢
町湯沢1740-5アト
リエエクセレンス

不定休に
つ き、 営
業日を確
認 願いま
す。

高橋　操
どんぐり工房

リサイクル用品
または自然の木
で工芸品作り

スキー板などでスキー楽板やコマ、
また木でキーホルダーや置物などの
オリジナルな物作り体験

材料費 700 円～、
講師料 500 円

4月下旬～
11月中旬

3 時間程度 ☎ 025-787-3353 事前予約

高橋正明
（湯沢里山クラブ）

自然 観 察ト
レッキング

森林インストラクター
森林セラピスト
森林ガイド

ホームページ参考 通年 ホームページ参考 ☎ 025-785-5526
http://www5.plala.
or.jp/sikiyuzawa
「四季の湯沢と里山
ガイド」

事前予約、
打ち合わ
せ必要

小野塚美代子 お手玉作り、
お手玉あそび

材料費100 円（2 個分）、
講師料1,000 円

通年 ☎ 025-784-3247 事 前予約
（7日前）

茂野貞一 観光案内
各種講座

湯沢町・南魚沼市の観光案内、
小説 ｢雪国｣ の解説講座、雪
国のくらし講座

お問合わせください 通年 9 時～17 時 ☎ 025-784-3430 事 前予約
（7 日前）、
使用備品
は確認

スポーツ
アウトドア
関連

神立スキー＆
スノーボード
スクール
（校長 : 林 一三）

スキー、
スノーボード
の指導

SAJ 指導員、SAJ 準指導員、
JSBA A 級インストラクター、B
級インストラクター

1日1名スタッフ派遣30,000円、
半日20,000 円

12月20日～
4月10日

☎ 025-775-7101 事前予約

NPO法人ネージュ
（理事長 稲治大介）

障害者スキー
スクール・
ネージュ
YOC 湯沢
アウトドア
センター

JNWL ノルディックウォーク公認
指導員、JNWL 専門技術委員、
JNWLウォーキングライフマス
ター、森林インストラクター、森林
セラピスト、カナダ身体障害者ス
キー協会指導員、温泉ソムリエなど

お問合せください 通年 希望による ☎ 025-787-6720
http://npo-neige.com/
http://www.daigenta.
net/yoc/

事前予約

田代美知
ペンションダックテール

アウトドアキャ
ンプ指導、
スキーレッスン

（社）日本キャンプ協会インスト
ラクター、（社）CONEコーディ
ネーター（自然体験活動指導者）、
SIA ステージⅢ、国際スキー教師
連盟正会員、日体教スキー教師

ファミリー・グループ
（5 名まで）
1日25,000 円、
半日15,000 円

通年 希望による ☎ 025-787-0302 事前予約

各種人材 南魚沼シルバー
人材センター
湯沢町事務所

各種体験
インストラクター
等人材派遣

シルバー人材センターに登録し
てある各種人材の派遣

各種により基準単価は異
なります

通年 就業時間
原則 9:00 ～
16:00

南魚沼シルバー人材
センター湯沢事務所
☎ 025-784-2850

※体験等は保険がつかないものもあります。各自（依頼者）で保険に入る事をお勧めします。詳しくはそれぞれへお問い合わせ願います。 

二居共同浴場「宿場の湯」
サウナや食堂を完備。平標
山の登山帰りにも最適な温
泉です。
時間● 10:00 ～ 21:00（最
終受付 20:30）　料金●大
人600 円　小人 200 円　定
休日●木曜日　アクセス●
関越自動車道湯沢 ICから
車で約 30 分
☎ 025-789-5855

土樽共同浴場「岩の湯」
湯沢フィッシングパークやスキー
場で遊んだあとはこの温泉。
時間● 10:00 ～ 21:00（最
終受付 20:30）　料金●大
人400 円　小人 200 円　
定休日●水曜日　アクセス
●関越自動車道湯沢 ICか
ら車で約 5 分、JR 越後湯
沢駅から車で約 7分
☎ 025-787-2787

湯元共同浴場「山の湯」
川端康成も浸かったといわ
れる情緒満点の温泉です。
時間● 6:00 ～ 20:00（最
終受付 19:30）　料金●大
人400 円　小人 200 円　
定休日●火曜日　アクセス
●関越自動車道湯沢 ICか
ら車で約 10 分、JR 越後
湯沢駅から徒歩で約 20 分
☎ 025-784-2246

三俣共同浴場「街道の湯」
露天風呂で湯沢の自然を満
喫できます。
時間● 10:00 ～ 21:00（最
終受付 20:30）　料金●大
人 500 円　小人 200 円　
定休日●火曜日　アクセス
●関越自動車道湯沢 ICか
ら車で約15 分
☎ 025-788-9229

下湯沢共同浴場「駒子の湯」
川端康成の小説「雪国」の駒子
にちなんだ風情ある温泉です。
時間● 10:00 ～ 21:00（最
終受付 20:30）　料金●大
人 500 円　小人 200 円　
定休日●木曜日　アクセス
●関越自動車道湯沢 ICか
ら車で約 10 分、JR 越後
湯沢駅から徒歩で約 20 分
☎ 025-785-7660

湯どころ湯沢で温泉三
昧！

湯沢を満喫したあと
はゆったりお湯めぐ

り

お湯どころ湯沢町に
は５つの共同浴場が

あります。


