
上信越高原国立公園 志賀高原

ナイト
シャトル バス

無料

夜の “志賀高原歴史記念館”を
ナイトシャトルバスに乗って

見に行こう！
伝統と格式の趣を感じさせる

明かりのともされた洋館風の建物は
雪景色の中でとっても
ロマンチック！

歴史の証人｜旧志賀高原ホテル
　全国の風光明媚な地に国策ホテルが建設され、長野県には上高地 

ホテル、志賀高原ホテル（昭和12年開業）、野尻湖ホテルの三つが建てら

れました。それぞれのホテルはリゾート地の発展に大きな貢献をしまし

たが、近年になり上高地ホテルは建て替えられ、野尻湖ホテルは解体さ

れ、志賀高原ホテルのみが当時のまま残され歴史の証人となっています。

※冬期間は館内見学できません。サマーシーズンには館内も見学することができます。

　建物内のデザインは山小屋風を

ベースにしながら、豪華さも忘れな

い巧みなもので、1階ホールの大暖炉、

3階の日本画で飾られたビリヤード

ルーム、各階に彩られたステンドグラ

スなど極めて優れています。

ナイトシャトルバス 時刻表

混雑による密閉空間に
懸念をお持ちの場合は、
別の交通手段を
ご利用ください。

新型コロナ
ウイルス
感染防止対策

窓開けにより、効率的な空気の入れ替えを
行っています。最前部の座席は、運転士の
感染防止、及び降車のお客様との接近防止
のため、通常時の使用を中止しています。

窓開けで外気導入：お客様にも窓開けにご協力をお願いします。
ソーシャルディスタンス：間隔を空けてご乗車ください。
車内消毒は毎日：座席、手すり、窓など毎日消毒を実施します。
乗務員の健康管理：乗務員もマスク着用など感染防止に配慮します。
運転士の感染防止：飛沫防止シートを設置しています。
お客様も感染防止：マスクを着用し、大声は避けましょう。

志賀高原観光協会：TEL.0269-34-2404
一般財団法人 長野経済研究所：TEL.026-224-0504

（担当：玉木・吉田）

安全に配慮して
運行しています。

お問い合わせ先
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横手山スキー場(陽坂) 18：20 奥志賀ゴンドラ前 20：15 横手山第一リフト 21：58 奥志賀高原ホテル 着 23：24

奥志賀高原ホテル 発 20：09 横手山スキー場 発 21：50
横手山第一リフト 18：28 奥志賀高原ホテル 着 19：59 プリンスホテル東館 20：21 横手山スキー場 着 21：48 ほたる温泉 22：00 奥志賀ゴンドラ前 23：18

ほたる温泉 18：30 奥志賀ゴンドラ前 19：53 プリンスホテル南館 20：22 横手山第一リフト 21：40 熊の湯 22：02 プリンスホテル東館 23：12

熊の湯 18：32 プリンスホテル東館 19：47 プリンスホテル西館 20：24 ほたる温泉 21：38 平床 22：04 プリンスホテル南館 23：11

平床 18：34 プリンスホテル南館 19：46 一の瀬スキー場 20：26 熊の湯 21：36 木戸池 22：06 プリンスホテル西館 23：09

木戸池 18：36 プリンスホテル西館 19：44 一の瀬 20：28 平床 21：34 志賀高原山の駅 22：15 一の瀬スキー場 23：07

志賀高原山の駅 18：45 一の瀬スキー場 19：42 高天ヶ原 20：30 木戸池 21：32 丸池 22：16 一の瀬 23：05

丸池 18：46 一の瀬 19：40 発哺温泉 20：37 志賀高原山の駅 21：23 サンバレー 22：17 高天ヶ原 23：03

サンバレー 18：47 高天ヶ原 19：38 志賀高原山の駅 20：49 丸池 21：22 志賀山温泉(ジャイアント) 22：24 発哺温泉 22：56

志賀山温泉(ジャイアント) 18：54 発哺温泉 19：31 丸池 20：50 歴史記念館 発 21：21 サンバレー 22：31 志賀高原山の駅 22：44
歴史記念館 着 21：06

サンバレー 19：01 志賀高原山の駅 19：19 サンバレー 20：51 歴史記念館 着 22：32 丸池 22：43
サンバレー 21：05 歴史記念館 発 22：42

歴史記念館 着 19：02 丸池 19：18 志賀山温泉(ジャイアント) 20：58
歴史記念館 発 19：17

行き先・歴史記念館 行き先・奥志賀高原 行き先・歴史記念館 行き先・横手山(陽坂) 行き先・歴史記念館 行き先・奥志賀高原 行き先・歴史記念館 行き先・横手山(陽坂) 行き先・歴史記念館 行き先・奥志賀高原 行き先・歴史記念館 行き先・横手山(陽坂)

2021年
運行カレンダー

アンケートに答えてプレゼントGet！

① マスク着用のご協力
② 乗車時には検温を実施します。
37.5度以上の発熱や、風邪の症状（喉の痛み、咳、倦怠感お
よび、味覚・嗅覚障害など）があった場合はご乗車をお断りし
ます。

③ 消毒のご協力
消毒液を設置しておりますので、手指消毒をお願いし
ます。

④ 車内における大声での会話や飲食はご遠慮ください。

ナイトシャトルバスをご乗車するお客様へ
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バス停名 通過時刻 バス停名 通過時刻 バス停名 通過時刻 バス停名 通過時刻 バス停名 通過時刻 バス停名 通過時刻
奥志賀高原ホテル 発 18：20 横手山第一リフト 20：09 奥志賀ゴンドラ前 21：56 横手山スキー場 着 23：24

横手山スキー場 発 20：01 奥志賀高原ホテル 発 21：50
奥志賀ゴンドラ前 18：26 横手山スキー場 着 19：59 ほたる温泉 20：11 奥志賀高原ホテル 着 21：40 プリンスホテル東館 22：02 横手山第一リフト 23：16

プリンスホテル東館 18：32 横手山第一リフト 19：51 熊の湯 20：13 奥志賀ゴンドラ前 21：34 プリンスホテル南館 22：03 ほたる温泉 23：14

プリンスホテル南館 18：33 ほたる温泉 19：49 平床 20：15 プリンスホテル東館 21：28 プリンスホテル西館 22：05 熊の湯 23：12

プリンスホテル西館 18：35 熊の湯 19：47 木戸池 20：17 プリンスホテル南館 21：27 一の瀬スキー場 22：07 平床 23：10

一の瀬スキー場 18：37 平床 19：45 志賀高原山の駅 20：26 プリンスホテル西館 21：25 一の瀬 22：09 木戸池 23：08

一の瀬 18：39 木戸池 19：43 丸池 20：27 一の瀬スキー場 21：23 高天ヶ原 22：11 志賀高原山の駅 22：59

高天ヶ原 18：41 志賀高原山の駅 19：34 サンバレー 20：28 一の瀬 21：21 発哺温泉 22：18 丸池 22：58

発哺温泉 18：48 丸池 19：33 志賀山温泉(ジャイアント) 20：35 高天ヶ原 21：19 志賀高原山の駅 22：30 歴史記念館 発 22：57
歴史記念館 着 22：47

志賀高原山の駅 19：00 歴史記念館　発 19：32 サンバレー 20：42 発哺温泉 21：12 丸池 22：31
歴史記念館　着 19：17 サンバレー 22：46

丸池 19：01 歴史記念館 着 20：43 志賀高原山の駅 21：00 サンバレー 22：32
サンバレー 19：16 歴史記念館 発 20：58 志賀山温泉(ジャイアント) 22：39

サンバレー 19：02 丸池 20：59
志賀山温泉(ジャイアント) 19：09

ご乗車の方に
志賀高原

オリジナルマスクを

プレゼント！

PR
ESENT

志賀高原全山
共通リフト1日券

志賀高原内で使える
ペア宿泊券や

が抽選で
当たる！

志賀高原歴史記念館（旧志賀高原ホテル）

　志賀高原ナイトシャトルバスをご利用いただきありが
とうございます。今回ご利用いただいた皆さまから夜間
周遊バス実証運行についてのご意見をいただくための
アンケートサイトを設置しました。
　アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で、�
志賀高原全山共通リフト1日券（10名様）や志賀高原内
で使えるペア宿泊券（5名様）をプレゼント！
　アンケートは下記QRコードからお進みください。☟
※�当選者の発表は賞品の
発送をもってかえさせて
いただきます。

#歴史記念館
でSNSに投稿してね！



Night shuttlebus

店舗紹介

一の瀬エリア 飲食店

ハイ・ハッピー

牛肉カレー南蛮そば・うどん… …………………… ￥1,200
粗挽きソーセージ… ………………………………… ￥530

夜の営業は、道路より入ってすぐのコーナーです。多彩なメ
ニューをそろえ皆様のお越しをお待ちしております。テイクア
ウト対応メニューもあります。部屋飲み用としてどうぞ。

@Snow-Can-402818229787889

☎…0269-34-2020　営…18:30〜21:00（L.O.20：30）

骨なしスペアリブ… …………………………………￥980

一の瀬エリア 飲食店

シガコウゲンタコス

志賀高原ビール（樽生）……………………………… ￥770
ケサディージャ……………………………………… ￥1,040

おかげさまで今年で3シーズン目です。一の瀬の夜を楽し
むならココ☆

shigakogentacos

☎…050-7110-2667　
営…15：30〜24：00（L.O.23：30）

プレミアムタコス………………………………………￥748

一の瀬　 	30秒 	志賀グランドホテル内

一の瀬エリア 飲食店

ホテルジャパン志賀

チーズナン… ………………………………………… ￥600
りんごで育った信州牛のしぐれ煮弁当…………… ￥1,500

＊飲食店ご利用の場合もご予約をお願いします。

www.japanshiga.com/

ネパールカレーバイキング＋タンドリーチキン（1本）… …… ￥2,060

☎…0269-34-2801　
営…18：00〜21：00（L.O.20：30）

一の瀬　 	 1分 	

一の瀬エリア 飲食店

TEPPA	ROOM

信州米豚のエール漬けグリル… ………………… ￥1,400
志賀高原IPA……………………………………… ￥500〜

新型コロナウイルス感染対策を行なっております。詳しくは
SNSをご覧ください。

@teppashiga

造り酒屋の塩麹唐揚げ………………………………￥800

☎…090-1737-2155　
営 …17:00〜22:00（L.O.21：00）

一の瀬スキー場　 		約5分 	シャレー志賀内

一の瀬エリア 飲食店

ラーメンなるとや志賀高原店

味玉中華そば……………………………………… ￥1,060
山菜なめこ…そば／うどん… ………………………… ￥750

＊要予約にて貸切承ります。直接、お店へご相談くださ
い。

narutoya.fun

かき揚げうどん／そば… ……………………………￥800

☎…080-9440-7171　
営 …17：00〜22：00（L.O.21：00）

一の瀬　 	30秒 	志賀一井ホテル内

一の瀬エリア アクティビティ

キタムラスノースポーツスクール

一の瀬ファミリースキー場でのレッスンです。現地での待ち
合わせも可能です。
＊要予約

www.kitamurass.com/

☎…090-3043-3806　
営…18：30〜21：00

ナイターレッスン（100分：１名様￥10,000、２名様￥15,000）

一の瀬　 	 1分 	志賀一井ホテル内

一の瀬エリア リラクゼーション（マッサージ）サロン

リラクゼーション志賀

冬季営業のリラクゼーションサロン、リラクゼーション志賀。	
スキー、スノーボードで疲れた体をほぐします。	ボディケア、
フットケア、オイルトリートメント、アロマセラピーからお好き
なコースをお選びください。
＊要予約

@relaxationshiga

☎…080-4240-4713　営…15：00〜21：00

一の瀬スキー場　 	 1分 	シャレー志賀内

一の瀬エリア ショップ

ヤマザキYショップ

志賀高原オリンピックホテル内にあるコンビニです。夜は21
時までの営業。
志賀高原ビールを5種類販売しております。

www.shiga-olympic.com/guide/

☎…0269-34-2125　
営…08:00〜21:00

一の瀬スキー場　 	 3分 	志賀高原オリンピックホテル内

一の瀬エリア 飲食店

レストラン１０１

焼鳥セット… ………………………………………… ￥600
刺身３品盛り… …………………………………… ￥1,100

休業日もありますのでホームページにてご確認ください。

www.villa101.biz

☎…0269-34-2704
営 …ディナー18：00〜22：00（L.O.21：30）

手作り鶏のから揚げ… ………………………………￥700

一の瀬　 	 1分 	ヴィラ・一の瀬内

蓮池・志賀高原…山の駅 飲食店

志賀高原山の駅/志賀高原リゾートセンター　山のキッチン

サラダチキンサンド…………… ￥650（ドリンクセット￥900）
ポークサンド… ………………￥650（ドリンクセット￥900）

最寄りのバス停から徒歩10秒でアクセス抜群の立地で
す！！

shigakogen.co.jp/facilities/yamanoeki_winter

☎…0269-34-2621　
営…9：00〜22：30（L.O.22：00）

ソースカツサンド…………… ￥650（ドリンクセット￥900）

志賀高原山の駅　 	10秒 	志賀高原	山の駅内

高天ヶ原エリア 飲食店

ホテルタキモト

グラスフェッド牛ステーキ＆ガーリックライス… …… ￥2,200
牛もつ煮…………………………………………… ￥1,000

ワインバーをお楽しみいただけます（￥2,000カード購入）。
日帰り温泉あります。

www.takimoto.in/

☎…0269-34-2117
営…19：00〜21：00（軽食は17：30〜）（L.O.21：00）

広東風海鮮ラーメン… ……………………………￥1,300

高天ヶ原　 	 2分

ナイトシャトルバスを

ご利用いただき夜の志賀高原を

お楽しみください。

高天ヶ原エリア 温泉入浴

ホテルサニー志賀

不可の日も有りますので、お電話でお問い合わせください。
ご利益有る高天ヶ原神社の境内に源泉があります。
ほのかに硫黄の香りが漂う湯が、登山やスキー、療養など	
リフレッシュしたい心と身体をじっくりと癒してくれます。

www.sunny-shiga.com/

日帰り温泉…………… 大人￥500、小人￥350、幼児無料

☎…0269-34-2604　
営…12:00〜21:00（L.O.21：00）

高天ヶ原　 	 1分

奥志賀高原エリア 飲食店

ホテルグランフェニックス奥志賀

ラウンジバー「Largo」ではホットサンドなどの軽食をご用意
しております。
＊ご夕食は要予約、ランチや「Largo」はご予約不要

www.hotelgrandphenix.co.jp/

☎…0269-34-3611　
営…10:00〜22:30（L.O.22:30）

ホットサンド……………………………………………￥950

奥志賀高原　 	 2分

焼額山エリア ショップ

ガイド＆ビッグクラウド

志賀高原のバックカントリースキーガイド&ショップ「BIG	
CLOUD/ビッグクラウド」。焼額山の志賀高原プリンスホテ
ルと石の湯ホテルを拠点に、志賀エリアの壮大な自然をご
案内します。
＊予約不要

@BIGCLOUDACTIVITY

☎…090-8584-9311　営…16：00〜21：00

アウトドア用品販売

一の瀬エリア 飲食店

山ノ内大勝軒

中華そば……………………………………………… ￥950
復刻みそラーメン… ……………………………… ￥1,100

志賀高原美味しい水で打った麺、さらに地産の美味しい野
菜やお肉で作ったスープ。「温故知新」原点となった町に戻っ
て大勝軒は新しい進化を遂げます。是非ご賞味ください。

www.taisho-ken.tokyo/

☎…080-5093-9995　営 …日〜木11：00〜18：00、金土11：00〜22：00（L.O.18：00）

もりきのこ… ………………………………………￥1,200

一の瀬エリア 飲食店

サルスベリ

クレープ各種… …………………………………… ￥450〜

クレープ、ホットドッグ、ハンバーガーを中心としたジャンク
フード喫茶店！
コーヒーだけ、クレープだけの来店歓迎。

yadoroku.jp/koishiya/

☎…0269-34-2245　営 …12：00~22：30（L.O.22：00）

ハンバーガーセット………………………………… ¥1,500

コロナ対策にご協力ください

一の瀬スキー場　 	10秒 	レストランダイヤモンド内 一の瀬スキー場　 	 1分 	一の瀬無料休憩所内

一の瀬　 	15秒 	スポーツホテルシルバー志賀内

プリンスホテル南館　 	 2分 	志賀高原プリンス南館内

マスク

ソーシャルディスタンス

検温

手洗い


