
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ダイヤモンドダスト舞う幻想的なパラレルワールド！ 

〒992-1461 山形県米沢市白布温泉天元台 TEL0238-55-2236 FAX0238-55-2127 

https://www.tengendai.jp 

イベントや積雪量をチェック！ 

営業時間：ロープウェイ 8:20～17:00 リフト 8:30～16:00 

※土休日は 8:00 より営業いたします。※営業時間は天候により変更になる場合がございます。※繁忙期には臨時運転がございます。 

2022 SEASON 

-news- 

11/26(金)冬山安全祈願祭＆プレオープン(予定) 

100%！ＰＯＷＤＥＲＳＮＯＷ 

2022 シーズン 5 月 8 日までロングシーズン楽しめる！ 

【新型コロナウイルス感染予防対策実施中】 

雪上遊覧圧雪車ツアー 新コース登場！ 

しゃくなげ・しらかばパウダーゾーン コースクリア！ 



次回有効のパスポート券 ２０％ＯＦＦ券プレゼント!! 

 

                                      

 

  

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大 人 学生/ｼﾆｱ 小学生 

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ１日券 4,900 円 4,000 円 3,600 円 

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 5 時間券 4,400 円 3,600 円 3,200 円 

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ PM 券 3,900 円 3,200 円 2,900 円 

冬山ｼｰｽﾞﾝ券 57,000 円 46,000 円 40,000 円 

ﾛｰﾌﾟｳｪｲ往復券 1,600 円 1,160 円 

ﾛｰﾌﾟｳｪｲ片道券 850 円 630 円 

ﾛｰﾌﾟｳｪｲ･ﾘﾌﾄ共通往復券 3,800 円 2,700 円 

ﾘﾌﾄ１回券 540 円 380 円 

ｽｷｰ 料 金 

ﾚｷﾞｭﾗｰｾｯﾄ(ｽｷｰ+ｽﾄｯｸ+ﾌﾞｰﾂ) 3,800 円(2,550 円) 

ｽｷｰ(単品) 2,550 円 

ﾌｧﾝｽｷｰｾｯﾄ 3,100 円 

ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ 料 金 

ﾚｷﾞｭﾗｰｾｯﾄ(ﾎﾞｰﾄﾞ+ﾌﾞｰﾂ) 4,100 円(3,100 円) 

ﾎﾞｰﾄﾞ 2,550 円 

ﾌﾞｰﾂ 2,050 円 

ｳｪｱ(抗菌加工済み) 4,500 円(4,000 円) 

 

 

 

ｽﾉｰｼｭｰ(ｽﾄｯｸ付き) 1,500 円 *要ご予約 

１２月１７日(金)まで 初すべりキャンペーン 

１２月～４月の第３日曜日 スキーこどもの日 

小学生以下のお客様はﾛｰﾌﾟｳｪｲ･ﾘﾌﾄが無料‼ 

ご家族はパスポート１日券が２０％ＯＦＦ‼ 

パスポート１日券 親子２名(小学生を含む)5,500円 

大人１名 3,300円、小学生 2,200円にて 

同一ご家族５名様まで利用可です 

※除外日:１２/２９ ～１/３ 

かんじき＆スノーシュー体験ツアー開催 

３１日(金) 大晦日みんなでカウントダウン 

樽酒、玉こんにゃく振舞い 

天元台神社初詣 23:50～1:00 

１日(祝)～３日(月) 新春お楽しみイベント 
お正月福袋販売もあるよ♪ 

２３日(日) 

５日(土) 樹氷観賞リフトハイキング 

１３日(日)天元台高原かんじき雪上運動会 

２１日(祝) 天元台高原ＳＮＯＷフェスティバル 

人形石スノーシュートレッキング 

Ropeway & lift ロープウェイ＆リフト料金 

rental レンタル 大人料金(こども料金) 

ゲレンデ一番乗り！ 

ロープウェイ･しらかばリフト 7:00～運行 

１７日(日)人形石スノーシュートレッキング 

８日(日) ２０２２シーズン感謝デー 

ﾘﾌﾄ券や宿泊券など他賞品もり沢山‼ 

Lodge アルブ天元台宿泊料金 

Pension & hotel ペンション＆旅館･民宿 

competition 競技会他 

東屋旅館        ☎0238-55-2011 

西屋旅館        ☎0238-55-2480 

中屋別館不動閣     ☎0238-55-2121 

別邸 山の季      ☎0238-55-2141 

新高湯温泉 吾妻屋旅館 ☎0238-55-2031 

民宿 白布屋      ☎0238-55-2006 

2022TENGENDAI CUP シリーズ戦  第１戦 １/１0(月) 第２戦 ２/６(日) 第３戦 ３/５(土)  

第４１回天元台ペンションスキー大会 ４/２(土)～４/３(日) 

第２８回天元台高原技術選大会 ４/９(土)～４/１０(日) 

第１５回天元台高原シニア技術選大会 

第１３回天元台高原ジュニア技術選大会 

開校期間：2021 年 12 月 5 日(日)～ 

☎0238-55-2004 

EVENT イベント １月 
Jan. 

１２月１１日(土)～２月２７日(日)まで 

１２月４日(土)～４月３日(日)まで 

GSL 

２月 Feb. 

３月 Mar. 

４月 Apr. 

５月 May. 

ゲレンデでビンゴ大会 

ﾍﾟﾝｼｮﾝ ﾊﾟﾙ       ☎0238-55－2221 

ﾍﾟﾝｼｮﾝ ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ     ☎0238-55－2218 

ﾍﾟﾝｼｮﾝ かもしか     ☎0238-55－2217 

ﾍﾟﾝｼｮﾝ こまくさ     ☎0238-55－2137 

ﾍﾟﾝｼｮﾝ ｱﾐﾃｨｴ      ☎0238-55－2251 

乗り放題ご宿泊プラン ～2022 年 4/2８(木)まで（除外日：12/29～1/３） 

お一人様 平日 １４，３００円

※詳細につきましてはお問い合わせください。

１泊２食付 ロープウェイ・リフト２日間付 

３日(日)・１０日(日)・１７(日)・２４(日) 
春スキー リフト早朝運行 

Dec. 
１２月 

基礎スキーのレジェンド 「佐藤正人」中高年のためのスキーキャンプ 

SL GSL＆SL 

休前日 1５,４00 円 消費税込 

第１回３/１２(土)～３/１３（日） 第２回４/１６(土)～４/１７（日） 各１泊２日間 

第２４回天元台高原レディース＆マスターズアルペン大会 

第５６回天元台高原アルペン競技大会 ３/２６(土)～３/２７(日) 

３０日(日) 

樹氷観賞リフトハイキング 

2022 年 4 月 10 日(日) 

※1/11～2/28 平日休校 

Access アクセス 

２６日(金) 
 冬山安全祈願祭開催 プレオープン！ 

【新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じて、内容の変更や入場制限を行う場合がございます。ご来場の際は感染防止にご協力ください】 

５日(祝) こどもの日じゃんけん大会 

８日(土)スキーの日親子宝さがし 

親子スキーパック 

NOV. 
１１月 

２７日(土)ゲレンデオープン 

スノースクート ロープウェイ運賃 １台 300 円 チケットの他、別途お求めください。 


