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牛岳温泉スキーセンター　☎457－2044　 https://ushidake.com/ski/

料金一覧

■�未就学児は無料です（必ず保護者同伴）。シニアは運転免許証
などの提示をお願いします。

■�高速クワッドリフト（₄人乗り）は₁回券₃枚、高速ペアリフト
は₁回券₂枚、ペアリフトは₁回券₁枚で利用できます。

12月18日㈯オープン

リフト券
販売券種

大人
（中学生以上）�

シニア
（60歳以上） 小学生� ナイター�

₁回券� 210円� 170円 ○�

15回券 2,830円 2,300円� 1,990円 ○�

₃時間券 2,620円 2,200円� 1,880円� ○�

₅時間券 3,040円 2,510円 2,090円� ○�

₁日券 3,660円 3,150円 2,300円� ×�

₂日券 6,280円 6,070円� 4,190円� ×�

全日券 4,290円 3,660円 3,040円 ○�

ナイター券 2,090円� 1,570円� 1,250円 ○�

シーズン券� 34,570円 26,190円� 24,090円 ○�

牛岳温泉スキー場

牛岳スノーパーク

高速ペアリフト

頂上は絶景の
大パノラマ！

立山連峰から日本海まで
一望できます。
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AED設置 トイレ

たっぷり遊んだ後は、
のんびり温泉。

心もカラダもあったまろう！

牛岳温泉健康センター牛岳温泉健康センター

牛岳スノーパーク
ジャンプ台などのアイテムが充実

した、人気のエリアです。

無料パーキング
マイカーでらくらく駐車！ 

1,800台収容OK
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セントラルゲレンデ

営業時間 駐車場無料

日中………₈：30～16：30 
ナイター…16：30～21：00 

■�積雪や天候状況により、リフトの運
行を休止する場合があります。
■�積雪不足により、ナイター営業を
中止する場合があります。

・�年末年始
　（12月31日㈮～令和₄年 1月 3日㈪）�
・令和₄年�₁月₇日～₂月26日の
　金・土曜日、祝前日

【ナイター営業日】�

お得なサービス
◆毎週土曜日は�お子様デー
　シーズン中の土曜日は、小学生のリフト₁日券が
　1,200円となります。

◆₃月は�お客様感謝月間
　₃月中は、リフト₁日券が、大人2,100円、シニア
　1,600円、小学生1,200円となります。

イベント情報

◆₂月20日㈰　スキー場感謝祭・富山市民スキーの日
　リフト 1日券が半額、大抽選会　など

※元旦大ビンゴ大会とスキー場感謝祭の大抽選会は、当日リフト
₁日券およびシーズン券購入者のみ参加できます。

◆₁月₁日㈷　元旦大ビンゴ大会
豪華賞品盛りだくさん！
つきたてのお餅が食べられる、餅つきも開催！

牛岳スノーフェスタ「たいまつ滑降」

◆₂月₅日㈯　牛岳スノーフェスタ
幻想的なたいまつ滑降や、約
2,000発の花火を打ち上げる大
花火大会を開催！
お得なナイター割引も実施。

◆12月18日㈯　スキー場オープン

ゲレンデの様子

9：00　オープニングセレモニー
9：30～15：00　リフト無料開放
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大山観光開発㈱　☎482－1311　 http://www.tateyama36.co.jp/

12月11日㈯オープン立山山麓スキー場
営業時間 駐車場無料

■積雪や天候状況により、リフトの運行を休止する
場合があります。

日中……… 8：00～16：10 
ナイター…16：00～21：00 

令和₄年₁月₈日～₂月19日の土曜日、₁月₉日㈰、
₂月11日㈷

【ナイター営業日】�
※ナイター営業は、ユートピアゲレンデのみ。

■上記のほかシニア₁日券（60歳以上対象）やファミリー₁日券など、
　お得なリフト券があります。
■�未就学児は無料です（必ず保護者同伴）。
■ソリでのリフト利用はできません。
■�シーズン券やスキー学習など団体の申し込みは、電話で、大山観光開発㈱へ。

料金一覧
リフト券販売券種 大人 小・中学生

�₁回券 280円� 180円�
�₁日券 4,100円 2,500円
�₂日券 7,400円� 4,700円�
�ナイター券（ユートピアゲレンデのみ） 2,100円 1,000円

イベント情報
◆小学生応援キャンペーン
　12月11日㈯～24日㈮、₃月₁日㈫～13日㈰
　小学生の 1日券が無料！
　その他期間の毎週土曜日（ 1月₁日㈷を除く）
　小学生の 1日券が半額！

◆₂月19日㈯
　スキー場感謝デー
�₁日券が半額、チビッコ
�カルタ大会　など

◆12月11日㈯　スキー場サービスデー
�����大人₁日券が半額！

スキー場感謝デー「チビッコカルタ大会」

お得なサービス
◆学割がお得　≪学割で1,000円お得！≫
　高校生以上の学生は、学生証の提示で₁日券が3,100円に！
◆見逃せないお得なセット　≪セットで600円お得！≫
　大人 1日券４,100円に食事券８00円分がついて４,300円に！

◆₅回来場で₁日券をゲット
本人の使用済み₁日券または₂日券₅枚で、
₁日券がもらえます。
※一部対象外のチケットがあります。

極楽坂レンタルショップ（チケット売場横）

種類 大人 小・中学生
�スキーセット、スノーボードセット 　4,400円 2,500円
�ウエア（上下セット） 4,000円 3,300円
※スキーやストックなど単品レンタルも可能です。

★スキー場だからこそできるお得なセット
セット券の種類 大人 小・中学生

レンタル₃点セット
（ 1日券＋レンタル＋800円分の食事券） 8,300円 　5,000円

レンタル₂点セット
（ 1日券＋レンタル） 7,700円 4,400円

※レンタルの内容はスキーセットまたはスノーボードセットです。

エコリンク

市民プラザまちづくり事業部　☎495－5900
中心市街地活性化推進課　☎443－2054

屋外でスケートができる「エコリンク」で、冬の思い出を作りませんか。
夜にはイルミネーションが点灯し、ロマンチックな空間でスケートを楽しむことができます。

入場料／大人700円、中学・高校生500円、小学生以下300円
　　　  ※毎週㈭17：00以降は中学・高校生無料。
　　　  ※毎週㈮17：00以降はカップル無料。
　　　  ※混雑時は入場制限を行うことがあります。

期間／12月11日㈯～令和₄年 1 月10日㈷
場所／グランドプラザ（総曲輪三丁目）

◆12月11日㈯10：00から愉快なサンタバンドがクリスマス
　ソングを演奏するオープニングイベントを行います。

◆エコリンクを楽しむ初心者向けスケート教室を開催します
日時／12月19日㈰、26日㈰、令和 4 年₁月₉日㈰
　　　₉：00～10：00

費用／1,000円（エコリンク無料券 1 枚付き）

対象／小学生（₄年生以下は保護者同伴）

定員／各20人（申込順）

申込方法／各開催日の前日までに、市民プラザホームページ
（https://www.siminplaza.co.jp/）から申し込んでください。
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