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周辺の立ち寄りスポットのご紹介
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最上川千本だんご

大石田町

ぐっと山形（山形県観光物産会館）

山形市

サンピュア

天童市

安全
ネット

子どもも大人も

受付

みんな楽しく遊べるよ！
スキーやスノーボードが
できなくても冬を満喫！

Che

ck！

「稲花餅
（いがもち）
」
は、100年前から蔵王
温泉に伝わる元祖米粉のスイーツです。
コーヒーとのセットも人気です。

バナナボート以外にもス
ノーモービルで牽引して
もらえるアクティビティが
あるよ！現地でチェック！
！

バナナボート

〒990-0734 山形県西川町大字志津 172-3
TEL 0237-74-4119（月山朝日観光協会）
https://gassan-adv.com/
オープン日：2021 年 12 月中旬予定
アクセス：月山 IC から車で約 10 分

県内各地の名産品・特産品を4000品目以上を
取り揃えた、一大ショッピングゾーン。山形を
もっと身近に感じ、好きになること間違いなし。

道の駅天童温泉隣りの産直施設です。農家
の皆様から毎日採りたて新鮮な野菜・果物
をお取り寄せしています。

■ TEL 023-694-9538
■ 交通 蔵王温泉バスターミナルから車で約5分

■ TEL 0237-35-2312
■ 交通 JR大石田駅から車で約3分

■ TEL 023-688-5500
■ 交通 山形上山IC下りてすぐ

■ TEL 023-658-8101
■ 交通 JR天童駅から車で約6分

水沢温泉館

りんご温泉

板そば

中華そば

西川町

朝日町

村山地方全域

村山地方全域

いろんな乗り方、楽しみ方があるよ！
スタッフに教えてもらいましょう！

ここでしか味わえ
ない体験を！
最新情報はこちら

すすめ
者にお
上級

大斜面コース

圧 雪 等 は 行わず、自 然 に降り積
もったままの雪上を滑 走できま
す！

リフトを降りてすぐのコースで、
1km以上コースが続きます！

ck！

山のごちそう 月山山菜そば

月山の恵み（山菜）を使用し
た月山山菜そばが西川町の
名物。スキー、スノーボード
の後は月山山菜そば でお腹
を満たそう！

Resort on Earth

「＃月山夏スキー」

滑走前に「月山」
の看板前で記念
撮影をどうぞ！

「道の駅にしかわ」
に隣接する日帰り温泉施
設。隣に地ビールレストランがあり
「湯上り
に地ビールで乾杯！」
といけるのがうれしい。
■ TEL 0237-74-4433
■ 交通 西川IC下りて車で約10分

町特産のりんごが湯船に浮かび、甘酸っぱ
い香りが漂う温泉です。強塩泉でつるつる
すべすべ、あったまりの湯です。

箱型の器で出される
「板そば」
は山形なら
では。とことんそばを楽しみたい方にお勧
めです。地酒があれば、
もう、言うことなし！

ラーメン（外食）消費量で、常に全国のトップを争う山
形県。
「そば屋の中華」という言葉があるくらい、そば
屋さんで提供している中華そばが美味しいんです。

■ TEL 0237-67-7888
■ 交通 寒河江SAから車で約20分

■ TEL 023-647-2333
■ お問合せ やまがた観光情報センター

■ TEL 023-647-2333
■ お問合せ やまがた観光情報センター

教育旅行のご案内

〒990-0733 山形県西川町大字月山沢字月山国有林
TEL 0237-75-2025（スキー場リフト下駅）
https://gassankk.co.jp/gassan-ski/
オープン日：2022 年 4 月 10 日（日）予定
アクセス：月山 IC から車で約 20 分
最新情報はこちら

INFORMATION

沢コース

Che

雪上車クルーズで絶景
スポットを巡ろう！

スキー場 DATA

すすめ
者にお
中級

のスキー場がクローズしていく４月にオープ
ンする「月山スキー場」。標高1,600ｍの高
地にゲレンデがあり、一部のコースは７月まで滑走
可能。
月山の魅力は、暖かい気候の中でのスキー！
５月にはブナの新緑を見ながら、空の「青」、雪の
「白」、新緑の「緑」の美しいコントラストの中、他で
は体験できない壮大で爽快なスキーをお楽しみく
ださい！なお、二次交通対策として「月山ライナー」
や「西川インターアクセスタクシー」、
「月山レンタカー
割」なども充実しておりますので、
ぜひご利用ください。

すぐ固くなる！
・
・
・だから本物です。
しょうゆ、
あんこ、
ごま、
くるみといった定番のほか季
節限定の団子もオススメ。

INFORMATION

スキー場 DATA

ここは春から夏にかけて
オープンするスキー場！

10

チュービング

複数人で乗れるから、カップルやファミ
リーで楽しめます！

月山スキー場［夏スキー］

他

すすめ
もにお
子ど

におすすめ
ミリー
ファ

チ

ュービングやバナナボート、
フリー
ライドなど誰でも気軽に雪遊びが
できます。
スキーやスノーボードが苦手な
方にもオススメスポットです。滑走した後
はリフトで戻ることができるので、
チョーラ
クチン！雪の上を走る車（雪上車）
も配
備し、
絶景スポットをご紹介！
スノーシュー
やクロスカントリーもお楽しみいただけま
す。
雪上車等は事前予約をお願いしま
す。

→至 R112
月山 IC

雪の恵み
山形県村山地域は、
あらゆる雪体験が楽しめる日本有数
のスノーフィールドです。
スキー、
スノーボードはもちろん、
ふわふわの新雪を歩くスノー
シューツアーや雪上車クルーズなど、
冬の数カ月間だけ、
山に
雪の恵みがあってこそ体験できるさまざまなスノーアクティビティ
と出会えます。
そのすべてが、
雪国でしか味わうことの出来ない体験であり、
広大な雪山を滑り降りる爽快感や、
スピードをコントロールし、
自
在にマネージメントして滑れるようになる達成感・満足感は大き
な自信や喜びとなります。
それを家族や友達同士で共有できれ
ば、
その喜びは互いの笑顔となり何倍にも広がることでしょう。
村山地域は、
本県のブランド米 つや姫 や山形を代表す
る初夏の味覚 さくらんぼ をはじめ、
ぶどう、
りんご、
西洋梨ラ・フ
ランスなど美味しい果物が数多く栽培されています。
それを育
むのは四方の山々からの雪解け水です。
四季を通して私たち
を支え、
心豊かなものにしてくれる雪。
私どもは、
地域と共にスノーフィールドで皆さまをお待ちしてお
ります。
山形県スキー連盟
副会長・スノースポーツ活性化特別委員会委員長
小笠原 俊行（前・蔵王スキー学校 校長）

山 形 県 教 育旅行サイト

探究するなら山形県
お問合せ

山形県教育旅行誘致協議会
（公益社団法人山形県観光物産協会内）
TEL:023-647-2333 FAX:023-646-6333
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