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50歳以上の場合

6,600円が

中学生以下の場合

4,800円が

50歳以上の場合 中学生以下の場合

※単品でのレンタルは対象外となります。※単品でのレンタルは対象外となります。

スキーセット 1日 3,800円

ウェアセット 1日 2,800円

スキーセット 1日 3,000円

ウェアセット 1日 1,800円
+ +

スキーセット 1日 3,500円

ウェアセット 1日 3,500円

スキーセット 1日 3,000円

ウェアセット 1日 2,500円
+ +

例えば 例えば

2,000円に!！2,000円に!！

新潟県糸魚川市
いといがわ

2,800円
お得!

7,000円が 5,500円が

2,000円に!！2,000円に!！
5,000円
お得！

3,500円
お得!

4,600円
お得！

シーサイドバレースキー場で シャルマン火打スキー場で

※ウエアと一緒に借りても2,000円

スキー または
スノーボード の
レンタル料金 が
1セット につき

50歳以上 と
中学生以下 の方
限 定! !

1,000円1,000円一律

スノースクール
(スキー、スノーボード教室)

受講料が 半額中学生
以  下

＜シーサイドバレースキー場＞
●糸魚川スキー学校　　　 TEL 025-558-2117
●オーストリアスキー教室   TEL 03-6230-9177

＜シャルマン火打スキー場＞
●オーストリアスキー教室   TEL 03-6230-9177

スノー
スクール

対象対象

※学校授業の一環として実施されるスキー授業等においては、本事業は助成対象外です。

限  定

さらに!

泊まって！泊まって！

滑っ得♪滑っ得♪
すべ 市内宿泊施設に泊まると、

リフト券（1日券・半日券）が1,000円割引! !

（最大助成
額3,000円

）

いといがわいといがわ
リフト割引キャンペーン

(一社)糸魚川市観光協会 https://www.itoigawa-kanko.net/

TEL.025-555-7344新潟県糸魚川市大町1-7-47

観
光
情
報

糸魚川市産業部商工観光課 https://www.city.itoigawa.lg.jp/

TEL.025-552-1511新潟県糸魚川市一の宮１-2-5

問
合
先

※

※キャンペーン対象施設は糸魚川市のホームページでご確認ください。



スノースクール
(スキー、スノーボード教室)

受講料が
（最大助成

額3,000円
）半額

中学生
以  下

＜シーサイドバレースキー場＞
●糸魚川スキー学校　　　 TEL 025-558-2117
●オーストリアスキー教室   TEL 03-6230-9177

＜シャルマン火打スキー場＞
●オーストリアスキー教室   TEL 03-6230-9177

スノー
スクール

対象対象

限  定

日本百名山・雨飾山と日本海を眺めながら
楽しめるダウンヒルのスキー場
日本百名山・雨飾山と日本海を眺めながら
楽しめるダウンヒルのスキー場

※降雪・残雪の状況により変更となる場合があります。※降雪・残雪の状況により変更となる場合があります。

滑走可能な面積65%が非圧雪のスキー場。 
ハイシーズンはパウダースノー、
春はザラメ 雪を楽しもう!

滑走可能な面積65%が非圧雪のスキー場。 
ハイシーズンはパウダースノー、
春はザラメ 雪を楽しもう!

糸魚川へのアクセス
北陸新幹線を
ご利用の
場合

お車を
ご利用の
場合

 東   京  から...約2時間
北陸新幹線 【東京】→【糸魚川】

 東   京  から...約4時間
関越自動車道~上信越自動車道~北陸自動車道経由

 大   阪  から...約5時間
名神高速道路~北陸自動車道経由

 名古屋 から...約4.5時間
東海北陸自動車道~北陸自動車道経由

 大   阪  から...約3.5時間
在来線 特急サンダーバード【金沢】→北陸新幹線【糸魚川】

 名古屋 から...約3.5時間
在来線 ワイドビューしなの【長野】→北陸新幹線【糸魚川】

シーサイドバレースキー場 シャルマン火打スキー場

12 17

●スキーセット ●スノーボードセット
●ウェア ●ショート（ファン）スキーセット

●スキーセット ●スノーボードセット ●ウェア
●ショート(ファン)スキーセット ●スノースクート(大人のみ)

Point 1,000円レンタル対象  ※年齢確認あり 1,000円レンタル対象  ※年齢確認ありPoint

リフト料金 [1日]
シニア料金は
60歳以上の方が対象です。
※シニア料金でのご利用にあたっては
　身分証明書が必要です。

Lift Fee リフト料金 [1日] Lift Fee
●大　人―3,800円
●シニア―2,700円
●子ども―2,700円

Point

シニア料金は
60歳以上の方が対象です。
※シニア料金でのご利用にあたっては
　身分証明書が必要です。

●大　人―4,100円
●シニア―3,300円
●子ども―3,050円

Point

▶  北陸自動車道糸魚川ICから約15分車でのアクセス

▶  糸魚川駅日本海口発着（約50分）
　  片道 670円

路 線 バ ス

▶  北陸自動車道能生ICから約30分

▶  えちごトキめき鉄道 能生駅発着（約40分）
　  能生駅発 8:12/スキー場発 15:45
　  片道 550円（シャトルバス乗り換えあり）

（土・日・祝日）
路 線 バ ス

車でのアクセス

アクセス Access アクセス AccessPoint Point

シーサイドバレースキー場
新潟県糸魚川市大字山口151-1

TEL:025-558-2244
https://www.seasidevalley.com

お問い合わせ For More Information お問い合わせ For More InformationPoint Point

シャルマン火打スキー場
新潟県糸魚川市西飛山1821

TEL:025-568-2244
https://charmant-hiuchi.jp/

Access

▶
OPENOPEN
20212021

FridayFriday
3 21
20222022

MondayMonday

一律レンタル料金 　　 1,000円は、50歳以上と中学生以下の方限定
※利用日現在

CLOSEDCLOSED

※降雪・残雪の状況により変更となる場合があります。※降雪・残雪の状況により変更となる場合があります。

12 17 ▶
OPENOPEN
20212021

FridayFriday
5 5
20222022

ThursdayThursday

CLOSEDCLOSED

さらに!




