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ブレーキが付いた新しい乗り物です。 
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お客さまからのお問合せ先は 

TEL:0269-34-

自転車とスキーが合体、バランスが大事。 
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◆志賀高原 焼額山スキー場 2016－2017 営業概要 

【 営 業 期 間 】 2016 年 12 月 3 日（土）～2017 年 4 月 2 日（日）  121 日間 

【 営 業 時 間 】 8:30A.M.～4：00P.M. 

【ナイター期間】 2016 年 12 月 24 日（土）～2017 年 3 月 4 日（土）までの毎週土曜日と 

                12 月 23 日（金・祝）、12 月 30 日（金） 2017 年 1 月 1 日（元日）、2 日（月・休）、3 日（火） 

【ナイター時間】 6:00P.M.～8：00P.M. 

【リ フ ト総数 】 5基(ゴンドラ 2基、リフト 3基) 

【コースデータ】最長滑走距離 2,500ｍ、最大斜度 30°、トップ 2,000ｍ 、ボトム 1,550ｍ 、高低差 450ｍ 

            14 コース（初級:45％、中級:35％、上級：20％） 

【 ス キ ー 学 校 】 杉山スキー＆スポーツスクール・SIA、志鷹慎吾 焼額山スノースクール・SAJ 

【 ア ク セ ス 】 車/上信越自動車道信州中野 I.C.から 30㎞（平常時約 45分）。電車/北陸新幹線長野駅

東口より奥志賀高原行き急行バスで平常時約 1 時間 24分（1 日 7 本）。北陸新幹線長野駅

乗り換え長野電鉄湯田中から22㎞（バスで平常時約1時間）。北陸新幹線飯山駅千曲川口

より奥志賀高原行き急行バス（12 月上旬～4 月上旬の間運行）で平常時約 1 時間 20 分（1

日 3 本） 

 

志賀高原 焼額山スキー場エリアリフト料金 

期間 券種 おとな 
中・高校生 

シニア 
こども 

初滑り 

12/3～12/20 

１日券 ￥3,800 ￥3,500  

 

無料 

２日券 ￥7,300 ￥6,500 

シーズン 

12/21～3/31 

１日券 ￥4,500 ￥3,800 

２日券 ￥8,400 ￥7,300 

春スキー 

4/1～4/2 

１日券 ￥3,800 ￥3,500 

２日券 ￥7,300 ￥6,500 

 

※スキーオートゲートシステムのため、リフト券（キーカード）の保証金 500円をお預かりさせていただきます。 

  保証金は、カード返却時にご返金いたします。 

※こども料金は小学生まで、ただし未就学児は、有料おとな利用者１名につき未就学児１名無料。シニア料金

は６０才以上。中・高校生、シニアは、年齢を確認できるものが必要となります。 

 


