
2010年11月24日　現在

※「ファミリーロッジ旅籠屋・寒河江店開」から２時間以内程度で到着出来る場所です。　オープン期間は、積雪状況などにより変更する場合があります。　詳細は各所へお問合せ下さい。

※山形県内各スキー場の積雪情報提供サイト（参考）　⇒ http://www.yamagatakanko.com/cgi/gelande/view.cgi

オープン期間
当店からの
距離（概略） 駐車場 レンタル スクール 案内見出し 問い合わせ先

1 蔵王温泉スキー場 2010年12月4日(土）～ 7000台 ○ ○ 雪質抜群、豊富な積雪。爽快な滑走が楽しめるパウダースノーと安定した 蔵王温泉観光協会
山形市 ゲレンデコンディション。　広大な樹氷パノラマを楽しめる「樹氷原コース」をはじめ、 023-694-9328

変化に富んだ12のコースと14のゲレンデ。様々なアトラクションゲレンデ。

スキーヤーからボーダーまで、初心者から上級者まで、ファミリーから

ヘビーユーザーまで全てを満足させる東北最大級のスノーエリア。

2 蔵王猿倉スキー場 2010年12月22日(水）～ 350台 ○ ○ 山形蔵王にあるスノーボード禁止の安全なファミリー向けスキー場 ZAO猿倉レストハウス
上山市 023-679-2211

3 蔵王ライザワールド 2010年12月10日(金）～ 1300台 ○ ○ 蔵王連峰の一角、西側の斜面に広がるゲレンデが蔵王ライザワールドスキー場。 蔵王ライザワールド
上山市 最上部、標高1，446ｍから眺める朝日連峰や月山のパノラマは最高。 023-679-2311

また蔵王名物の樹氷や最高の雪質が生み出す極上の滑走感も健在。

６ヶ月のお子さんから対応の託児所を備えるなど家族での利用も大歓迎です。

4 黒伏高原スノーパークJ×J 2010年12月11日(土）～ 1500台 ○ ○ 宮城、山形のアクティブなスキーヤ、スノーボーダーに支持を得ている 黒伏高原ｽﾉｰﾊﾟｰｸ
東根市 スノーパーク。　キッカー、ボックス、レール、ウォールなど多彩なアイテムが ｼﾞｬﾝｸﾞﾙ&ｼﾞｬﾝｸﾞﾙ

常設しています。　「ＪＵＮＤＬＥ　ＰＡＲＫ」は若い客層に人気。 0237-41-5555
また、「ＪＵＮＧＬＥ　ＣＲＯＳＳ」はビギナーからエキスパートまで楽しめる

本格的なクロスコース。

多彩なアイテムのゲレンデレイアウトも魅力だが、黒伏山に向かい滑り降りる

コースは、ダイナミックかつ開放感爽快感を味わうことが出来ます。

5 肘折・湯ノ台スキー場 2010年12月1日(水）～ 100台 × × 初冬から早春までスキーを楽しむことができ若者や家族でにぎわいます。 湯ノ台スキー場
大蔵村 全日本スキー連盟公認のクロスカントリーコースがあり、全国規模の大会も 0233-76-2636

行われます。

6 グリーンバレー神室スキー場 2010年12月15日(水） 150台 ○ ○
ナイターや温泉が楽しめるファミリー向けゲレンデ。 グリーンバレー神室

最上郡金山町 ～2011年3月20日(日） 管理事務所
0233-52-2240

7 西川町民間沢スキー場 2010年12月18日(土）～ 100台 × × 西川町民スキー場は、緩斜面と中斜面の全3コースから構成されたコンパクトな 西川町開発センター
西川町 ファミリー向けのゲレンデです。 0237-74-3131

週末には全3コースで21時までナイターも実施しています。

山形自動車道 西川ICより10分程でゲレンデに到着することもあり、

近隣スノーヤーから定評があります。

近隣には「月山銘水館・水沢温泉」があります。

寒河江店から、
約15.1 km-19分
(山形道/国道
112号経由)

山形県のスキー場情報

寒河江店から、
約89.8 km-1時
間57分(東北中
央道/国道13号/
県道73号経由）

寒河江店から、
約37.9 km－42
分（東北中央道/
国道13号/県道
12号経由)

寒河江店から、
約37.2 km－47
分（東北中央道
／県道21号経
由）

寒河江店から、
約43.4 km－53
分（東北中央道/
国道13号/県道
12号経由）

寒河江店から、
約39.8 km-1時
間7分（東北中央
道/国道48号(関
山街道)経由）

寒河江店から、
約65.3 km- 2時
間7分(国道347
号/国道13号/県
道31号/国道458
号経由)

所在地



8 Asahi自然観スキー場 2010年12月18日(土）～ 800台 ○ ○ 朝日岳の山麓に広がる、スノーリゾート。スキー、スノーボードを中心に、 （株）Asahi自然観
朝日町 冬山の大自然が満喫できるよう作られている。 スノーパーク

ゲレンデはコンパクトながら初級者から上級者まで楽しめる多彩さで、 0237-83-7111
しかもレベル別にうまくレイアウトされているのがうれしい。

ハーフパイプなどの設備も高レベル。

9 赤倉温泉スキー場 2010年12月18日(土）～ 1600台 ○ ○ 初心者から上級者まで、タイプに合わせて選べる豊富なコース。 赤倉温泉リフト（株）

最上町 赤倉温泉スキー場の豊かな自然の中、とっておきの滑りが楽しめます。 0233-45-2901

10 花笠高原スキー場 2010年12月18日(土）～ 200台 ○ ○ 全長811ｍのペアリフトとナイター設備を完備。 花笠高原スキー場
尾花沢市 昼は雄大なパノラマのもと、夜は幻想的なゲレンデで、快適な滑りが楽しめます。 0237-28-3939

初級・中級・上級の３つのコースの他、スノーボードアイテムも豊富です。

家族や仲間と思い思いにスノースポーツを満喫できます。

11 天童高原スキー場 2010年12月23日(木）～ 1500台 ○ ○ スキーヤーやカップルでやって来るスノーボーダーたちに大人気です。 天童高原ロッジ
天童市 3月上旬にはスキー大会やスノーボード大会も開催され、にぎやかなひと時が 023-657-3628

楽しめます。　　　スキー学校も半日コースから用意されており、初めての方でも

十分楽しめます。　　1500台の無料大駐車場も完備。

チビッコ用のそりコース設けられ、小さなお子様も安心して遊べます。

12 天元台高原スキー場 2010年11月20(土） 800台 ○ ○ ６ヶ月間の超ロングシーズンと本州トップクラスの雪質を誇るパウダースノー。　 株式会社天元台
米沢市 ～2011年5月8日(日） 大自然を生かしたゲレンデは、コースバラエティに富み、さらにはゲレンデの一部 0238-55-2236

を圧雪せず、新雪の滑りを楽しんでもらおうと、コブ＆新雪バーンを常設。

13 米沢スキー場 2010年12月18日(土）～ 1500台 ○ ○ 国道13号沿いにある米沢市内から20分の好アクセススキー場。 米沢スキー場
米沢市 初心者に嬉しいワイドな緩斜面からコブ斜面までバラエティー豊かな 0238-28-2511

ゲレンデレイアウトでパークやキッズパークも設置している。

14 栗子国際スキー場 2010年12月18日(土）～ 1000台 ○ × 良質のパウダースノーとバリエーション豊なコース。 栗子国際ｽｷｰ＆ﾘｿﾞｰﾄ
米沢市 標高950mの山頂から、栗子の自然をお楽しみ下さい。 0238-34-2340

15 あつみ温泉 一本木スキー場 2010年12月26日(日）～ 160台 ○ ○ あつみ温泉一本木スキー場は、自然の地形を生かした、平均斜度12度の あつみ温泉
鶴岡市温海地区 ビギナーやファミリー向けの中斜面と、32度のエキスパートやベテラン向けの 一本木スキー場

2コースから構成されます。 0235-47-2111
地域的に豪雪地帯ということもあり、積雪・雪質共に安定しており、

トップシーズンには積雪量が3mを超え、毎日のように極上のパウダースノーを

満喫することができます。

近隣には1,000年の歴史を誇る「あつみ温泉」があります。

寒河江店から、
約95.7km-1時間
41分(山形道/国
道112号/国道7
号経由)

寒河江店から、
約25.9km-1時間
7分(国道112号/
県道23号/県道
281号経由)

寒河江店から、
約84.3km-1時間
59分(山形道/東
北中央道/国道
13号経由)

寒河江店から、
約76.6km-1時間
31分(山形道/東
北中央道/国道
13号経由)

寒河江店から、
約81.6km-1時間
37分(山形道/東
北中央道/国道
13号経由)

寒河江店から、
約26.1km-58分
(国道458号/国
道287号経由）

寒河江店から、
約69.4km-1時間

40分(山形道/国
道13号/県道28
号経由）

寒河江店から、
約57.6km-1時間
32分(山形道/東
北中央道/国道
13号/県道29号
経由)



16 櫛引たらのきだいスキー場 2010年12月25日(土） 300台 ○ ○ 庄内平野と日本海を一望できる絶好のロケーションにあり、地元客が多い。 ほのかたらのきだい
鶴岡市 ～2011年2月28日(月） なだらかな緩斜面が続く林間コースや、「天狗の壁」と呼ばれる34度の急斜面、 0235-57-4488

コース幅の狭いチャレンジコースなど多彩なコース構成となっています。

スノーボードは全面滑走可能で、ナイターも営業。

17 湯殿山スキー場 2010年12月4日(土） 800台 ○ ○ 最長滑走距離2000ｍの雄大なゲレンデ。 湯殿山スキー場
鶴岡市 ～2011年3月31日(木） スノーボーダー待望のボードパーク常設。 0235-54-6450

18 羽黒山スキー場 2010年12月23日(木） 200台 ○ ○ スノーボード専用コースや子供用ゲレンデもあり、初心者からファミリー、 休暇村羽黒
鶴岡市 ～2011年2月28日(月） 中上級者まで気軽に楽しめるスキー場。 0235-62-4270

19 横根スキー場 2010年12月下旬～ 有 × × 国道１１３号沿いで道の駅「白い森おぐに ぶな茶屋」に隣接しています。 横根スキー場
西置賜郡小国町 初心者から上級者まで楽しめるゲレンデとナイター設備を整えています。 白い森小国

また、スノーボードでは、ハーフパイプコースを完備しています。 0238-62-4518（ｵｰﾌﾟﾝ前）

0238-62-4723

20 国営秋山スキー場 2010年12月26日(日）～ 有 × × 真室川から安楽城に通じる道路に沿って、真室川駅から1.5㎞の地点に 秋山スキーハウス
真室川町 展開する約5ｈａのスキー場です。 真室川町教育委員会

晴れた日には鳥海山、月山などが一望できる恵まれたロケーションにあります。 0233-62-2305（ｵｰﾌﾟﾝ前）

初級クラスに最適です。滑降や回転に絶好のゲレンデでロープリフトと 0233-62-2989
ナイター設備があります。

リフト料金1日300円と格安で、最近はボーダーに人気のスキー場です。

　

寒河江店から、
約82.1km-2時間
19分(国道287号
/国道113号経
由)

寒河江店から、
約87.6 km-1時
間56分(東北中
央道/国道13号/
国道458/県道35
号経由）

寒河江店から、
約67.7km-1時間
17分(山形道/国
道112号/県道44
号経由)

寒河江店から、
約44.9km-42分
(山形道/国道
112号経由)

寒河江店から、
約81.9km-1時間
44分(山形道/国
道112号/県道44
号/県道47号経
由)


