すすめ
者にお
初級

天童高原スキー場

180度の景色が見られる視界が開
けているコース。見晴らしが良いの
で、子どもたちをしっかり見守るこ
とができるコースです。

ハヤブサコース

お子様もビギナーも安心。

天

童高原は、４つの初級者
向けコースと２つの中級者
向けコースのある、
ビギナーやファ
ミリー向けのスキー場です。
スキー
場隣接の無料駐車場からゲレン
デまで徒歩０分、そして高原なら
ではの幅広いコースが魅力です。
広々としたゲレンデで景色も堪能
しながらゆったりと滑ることができま
す。場内にはそり乗り場やチュー
ブスライダーを整備したキッズラン
ドもあり、小さなお子様連れでも
安心してお楽しみいただけます。

Che

ck！

チャンピオンコース
天童高原スキー場の中で一番斜度のある
レベルの高いコース。どんどん上達して、
このコースを目指しましょう。

INFORMATION

スキー場 DATA

〒994-0104 山形県天童市田麦野１３２１
TEL ０２３-６５７-３６２８
http://tendokogen.or.jp
オープン日：2021 年 12 月 25 日（土）予定
アクセス：山形北 IC から車で約 30 分

スノーボーダーにおすすめ！
充実したアイテムで練習できます。

エアートップゲレンデ

大朝日岳の麓に広がる
雪の楽園で最高の瞬間を

すすめ
者にお
中級
小さなお子様も楽
しめるチューブス
ライダー。２人 乗
りもございます。

花笠高原スキー場

最新情報はこちら

板そば

交流センター食堂で味わえる
天童高原産の「でわかおり」
を使用した手打ちそば。香り
豊かな風味の良さと、滑らか
なのどごしが特徴です。ぜひ
ご賞味ください。

すすめ
者にお
初級

ナイター照明を完備

Aコース

広いコース内でじっくりとスキーを楽しめるので、
ファ
ミリーにおススメです。スノーストライダーなどの面
白いアイテムもレンタルして遊べます。ナイター照明
があるので、平日も遊べるのが魅力です。

本百名山の1つで朝日連峰の主
峰となる大朝日岳の麓に広がるス
キー場です。豊富な降雪量でゲレンデは
天然雪100％。
モフモフのパウダースノー
が体験できます。
白銀に染まる木々や自然
豊かな周囲の山々、晴れた日には蔵王連
峰まで見渡すことができてロケーションも抜
群です。1枚バーンから起伏に富んだコー
ス、人気の深雪パウダースノーエリアまで
豊かなバリエーションを備えています。
気候
も比較的安定しており、
お子様連れや初
級者の方も快適にご利用いただけます。

最新情報はこちら

INFORMATION

〒990-1574 山形県朝日町白倉 745-1
TEL 0237-83-7111
http://www.shizenkan.jp
オープン日：2021 年 12 月 18 日（土）予定
アクセス：寒河江 SA から車で約 40 分

仕事や学校が終わったら
ここでリフレッシュ！
！

徳良湖スノーランド

雪 山 滑り台やスノーモービ
ル乗車体験ができる雪の遊
び場です。スノーモービルは
自分で運転できます！※年齢
制限があります。

傾斜が緩やかなため、初心者やス
ノーアクティビティの経験が少な
い方でもお楽しみいただけます!

国

ck！

県内最大級の３連キッカーで大ジャンプ！

集え、本格派のスノーボーダー！！

上級コース

ロッヂ
鶴岡・
月山 IC 方面

すすめ
者にお
上級

おりば

350m

P

お子様や初級者の方のステップアップに最適。駐車場から
近く、ゲレンデ上部には「ロッジしらくら」が併設でファミ
リーにもおすすめです。

INFORMATION

初級コース

北斗七星

ユーユーゲレンデ

スキー場 DATA

上級コース
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1 枚バーンの緩斜面

全日本スキー
連盟公認のス
キースクール
があります。

西川町民スキー場

R112

小さなお子様が楽しめる
アクティビティも充実！

におすすめ
ミリー
ファ

におすすめ
ミリー
ファ

リフト

県内でも珍しい大型キッカーでは、ダイナミックなジャ
ンプを決めることができます。他にも小キッカーや
レール、ボックスなどのアイテムが充実しており、ス
ノーボーダーが楽しめるコースになっています！

〒999-4443山形県尾花沢市大字鶴子858
TEL 0237-28-3939
http://www.city.obanazawa.
yamagata.jp/13861.html
オープン日：2021年12月11日
（土）
予定
アクセス：尾花沢ICから車で約25分

中級コース

スノーボードパーク（Aコース内）

大

シーズン序盤は全面非圧雪で降雪
時はパウダースノーを、シーズン
中盤以降は整備を行い、グルーミ
ングバーンと非圧雪ゾーンの両方
を楽しめます。

ck！

日

初級コース

大型３連キッカーあり

Che

Che

スキー場 DATA

すすめ
者にお
上級

型３連キッカーを整備した、本格
派のスノーボーダー向けにおスス
メのスキー場です。
メインゲレンデのAコー
スにはキッカーやアイテムがあり、
遊べる地
形が盛りだくさん。
綺麗に圧雪されたコー
スは、極上のバーンを楽しめると評判で
す。
初級・中級・上級の３コースのほか、
ソ
リ乗り場もあるので、
ファミリーも安心して楽
しめるスキー場です。
優しいスタッフがあな
たの１日を全力でサポートします。

最大斜度 34 度

スキーとスノーボードの
パワースポット

広いゲレンデでゆったり滑ろう！
車を降りればすぐゲレンデ♪

すすめ
者にお
上級

Asahi 自然観スノーパーク

天 気の良い日は白銀に染まる綺
麗な山々や、街並みをご覧いただ
けます!

最新情報はこちら

超大盛り
メガラーメン

ゲレンデ中腹の
「レストハウス
大空」
で販売しており、巨大な
すり鉢に入った超大盛りで麺
の 量 は 通 常 の 2 . 5 倍 とボ
リューム満点！

スキー場 DATA

〒990-0703 山形県西川町大字間沢 782-8
TEL 0237-74-4055（スキー場リフト下駅）
https://gassankk.co.jp/nishikawa-ski/
オープン日：2021 年 12 月 17 日（金）予定
アクセス：西川 IC から車で約 5 分

INFORMATION

最新情報はこちら

絶景のロケーションで

ひとやすみ

疲れた時はロッヂ で 休 憩！
体が温まるコーヒーやラーメ
ン、うどん、そば、子どもが喜
ぶピザ などをご注文いただ
けます！

のりば

山形・仙台 西川 IC 方面

道112号線から見えるスキー場で、
西川ICから車で約5分。
ロッヂ付
近には緩やかな傾斜があり、
スキー・スノー
ボード初心者の練習場所としても最適。
ま
た、
リフト料金も安価でファミリーにもオスス
メ。平日はナイター営業となり、仕事や学
校終わりの練習地として好評です。天気
の良い日は白銀に染まる綺麗な山々や、
街並みを見ながら滑走することができます。
※平日…ナイターのみ営業（16:30〜予定）
※土日祝、
年末年始…終日営業

Che

ck！

西川 IC から車で５分！

ナイター滑走可能！
！
初 めて スキ ー や
ス ノーボード を
体 験 する方 もた
くさんいます！
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