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国土交通省 東北運輸局
東 北 索 道 協 会

8月11日の「山の日」やグリーンシーズンに
東北のスキー場で各種イベントを実施！

東北管内の各スキー場では、8月11日の「山の日」やグリーンシーズン(夏
季期間)に、近年人気のトレッキングや高山植物の鑑賞、夜間運行によるゴン
ドラ等からの星空鑑賞やイルミネーション鑑賞など各種イベントを行います。

各スキー場の主なイベント情報やロープウェイ・ゴンドラリフト等の運行
予定などを取りまとめましたので、お知らせします。（別紙参照）

グリーンシーズンにロープウェイで空中遊覧や冬とは違った景色を楽しむこと
ができます。

東北運輸局及び東北索道協会では、グリーンシーズンにおける利用促進を
推進しています。

※ イベント日程や運行予定等については、気象状況等により変更となることがあります

ので、事前に各スキー場へお問い合わせください。

ゴンドラで空中遊覧 イルミネーションと夜景

《問い合わせ先》
・東北運輸局鉄道部 遠藤、服部

℡：０２２－７９１－７５２８
・東北索道協会 吉田

℡：０２２－２９１－７５０４

【「山の日」について】

8月11日は、平成28年度から「山に親しむ機会を
得て、山の恩恵に感謝する」日として、「山の日」が
定められました。

東北運輸局マスコット

“とうほくろっ犬”



※ 8月11日「山の日」を含めた運行期間を太字にしています。
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モヤヒルズ
☎017-764-1110

コスモスクワッドリフト
　【4月22日～10月31日】

10:00～17:00
【ローラーリュージュカート】
　ゲレンデの専用コースを滑走するリュー
ジュカートで楽しむ。

・リフトからの眺望により、青森市内の街並みが前方に望める。
・眼下には干支「ニワトリ」のコスモスアートを見ることができる。

八甲田スキー場
☎017-738-0343

八甲田ロープウェー
　【通年】
　（11月6日～10日は機械点検で運休）

9:00～16:20
【夕焼けロープウェー】
　上り最終便を18:40で運行、八甲田から
の夕焼けを鑑賞する。（8月8日～20日）

・101人乗りの大きなゴンドラから、岩木山や陸奥湾、津軽･下北半島を
望むことができる。
・8月には夕焼けロープウェー、9月には星空･夜景ロープウェーといっ
た企画が行われ、普段とは違う八甲田を見ることができる。

青森スプリング・ス
キーリゾート
☎0173-72-1011

ゴンドラ
　【10月7日～22日】

8:30～15:30
【紅葉ゴンドラ】
　紅葉観賞

・ゴンドラから岩木山に広がる美しい紅葉を眺望できる。
・眼下には日本海と津軽平野が望める。

津軽岩木スカイライン
☎0172-83-2314

津軽岩木スカイライン
ペアリフト
　【4月30日～10月22日】

9:00～16:30

【360度の大パノラマを鑑賞】
　名峰が魅せる、天上の世界。
　山頂より雲海を望む。標高1625mから見
渡す360度、大パノラマ。

・上り左手には岩木山山頂、下り正面には白神山系、右手には津軽半島
の権現崎と十三湖、なだらかな弧を描く七里長浜、鰺ヶ沢から大戸瀬が
眺望できる。
・天気が良ければ、遠くは北海道松前･江差追分で知られる大島･小島も
眺望できる。

安比高原スキー場
☎0195-73-5111

安比ゴンドラ
　【7月29日〜8月27日】…毎日
　　（8月2日～8日は、6時から早朝運行）
　【9月2日〜10月29日】…土日祝日
　　（10月7日以降は、6時から早朝運行）

9:00～15:30
（早朝運行日は、6:00～）

【前森山ゴンドラ遊覧】
・往復遊覧
・山頂での無料アクティビティ
（展望デッキ、ワイヤーアトラクション、
安比八幡平高山植物園）

・日本百名山の「岩手山」「八幡平」を間近に一望できる。
・ゴンドラ乗車のお客様が無料で楽しめる「前森山スカイデッキ」「天
空アドベンチャー」「安比八幡平高山植物園」を今季オープン。
・昨秋より八幡平へ続くトレッキングルートも開放。

雫石スキー場
☎019-693-1138

雫石ロープウェー
　【7月28日～8月26日】…毎日
　【9月8日～9月30日】…土日祝前日
　【10月6日～10月21日】…毎日

20:00～21:30

【雫石銀河ロープウェー】
　ロープウェーに乗車し灯りの少ない山頂駅
付近で、星の観察会を行う。
　（星空案内人による星空解説付き）

・雫石ロープウェー山頂駅付近は、立ち木に囲まれた空間であり、町の
灯りも少なく、非常に星がきれいに見える。
・月の灯りの少ない日などは、天の川や夏の大三角形も美しく、星空案
内人の解説によって、より星を身近に感じることができる。

網張温泉スキー場
☎019－693－2211

網張ペアリフト第１、第2、第3リフト
　【6月17日～10月15日】…土日祝日
　【8月1日～8月20日】…毎日
　【9月16日～10月9日】…毎日

8:00～17:00…平日
7:00～17:00…土日祝日

【網張展望リフトによる鑑賞】
　～空中散歩のピクニック～
　リフトからは岩手山や早池峰山、天気に恵
まれると鳥海山が望める。

・第3リフト終点より徒歩5分で、犬倉山展望台から眼下に広がる雫石盆
地とすり鉢状の地形から煙を上げる迫力の網張温泉・元湯を眺望でき
る。
・第3リフト終点より岩手山登山道が整備されており、土日祝日には早朝
運行をしている。

夏油高原スキー場
☎0197－65－9006

第１ゴンドラ
　【  8月】…12、13日
　【10月】…7、8、9、14、
　　　　　　　15、21、22日

10:00～15:00
【紅葉まつり】
　紅葉観賞

・山頂展望台から望む大自然とハート型に似ている森が眺望できる。
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阿仁スキー場
☎0186－82－3311

阿仁ゴンドラ
　【6月3日～10月29日】
　　（8月21日～9月30日は、土日のみ）

8:45～16:00
【森吉山ゴンドラ山歩(さんぽ)】
　花の百名山である「森吉山」へ、のんびり
山歩(さんぽ)しながら高山植物を楽しむ。

・森吉山は「花の百名山」として知られており、6月から9月にかけて高
山植物の花を鑑賞できる。
・10月はゴンドラから見るブナの紅葉や、男鹿半島から鳥海山、岩木
山、白神山地までを見渡せる景色が堪能できる。

リゾートパークオニコ
ウベスキー場
☎0229－86－2111

鬼首ゴンドラリフト
　【4月22日～11月5日】…土日祝日
　【夏休み期間中（要問合せ）】

9:00～16:30
【カブトムシふれあいの森】
　カブトムシの生態や世界のカブトムシの展
示とふれあう。（7月15日～8月27日）

・4人乗りゴンドラで、山頂から月山･栗駒山などの大パノラマが楽しめ
る。
・「カブトムシふれあいの森」では、山頂の自然観察園で雑木林の自然
の中のカブトムシと触れあえる。

泉高原スプリングバ
レースキー場
☎022－379－3755

クリッパーエクスプレス
第２クワッドリフト
　【8月11日～10月29日】

10:00～16:00

【いも煮会利用者割引】
・期間限定（9月9日～10月29日）
・往復：　大人800円　→　500円
　　　　　小人500円　→　300円

・山頂展望広場より、七ツ森･栗駒方面の景色が一望できる。
・下り線乗車時は、仙台市内から松島まで海に囲まれた風景が望める。

みやぎ蔵王えぼしス
キー場
☎0224－34－4001

①ゴンドラリフト
　【7月22日～8月31日】
　【9月9日～11月5日】
②石子ペアリフト
　【7月22日～8月31日】…土日祝日
　【9月9日～11月5日】…土日祝日

①8:30～16:15
②8:45～11:00

【えぼしで夏休み】(7月22日～8月31日)
　　・水遊び、カブトムシとの触れ合い等
【紅葉と芋煮会】…（9月9日～11月5日）
　　・紅葉観賞、手ぶらで芋煮会等
【星空鑑賞会】……（期間中の週末）
　　・標高1,000mで星空を鑑賞

・ゴンドラリフト終点の展望台からは太平洋が一望できる。
・併設のロックガーデンでは高山植物が観賞できる。
・期間中の週末は、星空鑑賞会も開催する。
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※ 8月11日「山の日」を含めた運行期間を太字にしています。
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別 紙
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みやぎ蔵王七ヶ宿ス
キー場
☎0224－37－3111

第２ペアリフト
　【7月1日～10月9日】…土日祝日
　【お盆期間中（8月5日～16日）】

9:00～16:20
【サマーリフト】
　ゲレンデアクティビティ及び観光を楽し
む。

・グラススキーやポッカール、マウンテンボード、バンジートランポリ
ンと言ったゲレンデアクティビティを営業。
・ペアリフトのご利用の場合は片道300円。（観光での乗車も可能。）

蔵王温泉スキー場
☎023-694-9168

①蔵王中央ロープウェイ
　【5月17日～】
②蔵王中央第１ペアリフト
　【6月17日～10月31日】
③蔵王スカイケーブル
　【8月11日～8月15日】

①8:30～17:00
②9:00～16:00
③8:30～17:00

【夏の蔵王中央高原スカイハイク期間限定謝
恩企画】
　蔵王スカイケーブルを8月11～15日の5
日間限定で特別運行、企画イベントを実施。
　（8月11日：山の日特別企画）
　（8月12日～15日：お盆特別企画）

・中央ロープウェイ山頂駅の鳥兜駅眺望台からは、上山温泉街や朝日連
峰の山並みが遠く西方に望める。
・中央第１ペアリフトでは、「ドッコ沼」周辺の散策や秋にはきれいな
紅葉が観賞できる。
・スカイケーブルは、3年ぶりに５日間の期間限定で運行し、ペットも乗
車可能である。

蔵王温泉スキー場
☎023-694-9417

蔵王温泉第3パラレルリフトA線
　【7月24日～8月27日】…毎日
　【9月2日～10月15日】…土日祝日

9:30～16:30
【ZAOスーパースライダー】
　・スーパースライダー
　・ペイントボールによる射的

・スーパースライダーは、リフト山頂から約600mを一気に滑り降りる
爽快感を楽しめる。（スーパースライダーは雨天中止。）
・ペイントボール射的は、スナイパー気分で的を撃ち抜く快感を楽しめ
る。

蔵王温泉スキー場
☎023-694-9518

蔵王ロープウェイ
　【年休無休】
　　（季節の変わり目に、整備運休あり。）

8:30～最終時間(要確認)
【サマーナイトクルージング】
　・期間限定でロープウェイの夜間運行
　（8月～9月中のうちの16日間）

・春は、森林若葉の萌黄色の鑑賞ができる。
・夏は、朝日連峰、月山の眺望ができる。
・秋は、蔵王全体を覆う紅葉の観賞ができる。

月山スキー場
☎0237-74-2218

月山ペアリフト
　【6月16日～10月22日】

8:00～16:30
（7月と8月の土日祝日は、
　7:30から運行開始）

【月山星空観測宿泊プラン】
　・期間限定でリフトの夜間運行
　（7月29日、8月11、12、19日）

・月山は、羽黒山･湯殿山と並び、信仰の山として有名な出羽三山の最高
峰(標高1984m)である。
・高山植物を楽しむ方も多く、その魅力は日帰り登山できる山であるこ
とと、標高2000mにも及ばない山でありながら厳しい自然環境にあるた
め、珍しい多くの高山植物との出会いとその眺望である。

天元台高原
☎0238-55-2236

①天元台ロープウェイ
　【6月3日～11月5日】
②下記の３リフト
・しらかばロマンスリフト
・しゃくなげロマンスリフト
・つがもりロマンスリフト
　【6月3日～10月29日】

①平日：8:20～17:00
　（土日祝日：8:00～）
②平日：8:30～16:00
　（土日祝日：8:10～）

【天元台高原 盆ボンウィーク】
　（8月5日～14日）
【山の日 市民トレッキング】
　（8月11日）
【天元台高原 秋一番フェスティバル】
　（9月9日～10日）
【西吾妻山 秋の市民トレッキング】
　（9月24日）
【最上川源流散策 紅葉狩りハイキング】
　（10月1日）

・天元台ロープウェイへの乗車は、樹々のフワフワ絨毯の上を空中散歩
するような感覚で楽しめる。
・秋には、眼下に錦織りなす紅葉が楽しめ、また絶景の雲海は雲上の楽
園のようである。
・天元台高原(標高1,350m)から北望台(1,820m)までリフト3基を乗継
ぎ、大自然の中を徒歩でゆったり進むと、日本百名山「西吾妻山」まで
は約120分で行ける。

あだたら高原スキー場
☎0243-24-2141

①(通常運行)【4月22日～11月5日】
　あだたら山ロープウェイ
②(特別運行)【7月29日～9月18日】
　あだたらイルミネーションナイトロープウェイ
　　（イルミネーション実施期間）

①8:30～16:30
②19:00～21:00
（イルミネーション運行）

【あだたらイルミネーション】
　ゲレンデにLEDイルミネーションのモ
チーフを配置、上空ロープウェイから鑑賞。

・ロープウェイ山頂駅より5分の「パノラマパーク」からは、高村光太郎
の智恵子抄で詠われた「ほんとうの空」が広がる。
・安達太良山はもちろん阿武隈山系から遠くは蔵王連峰まで見渡せる。

グランデコスノーリ
ゾート
☎0241-32-2530

パノラマゴンドラリフト
　【7月1日～11月5日】
　（ただし、9月4日～15日は、運休）

8:30～15:30
【アサギマダラ観察会】
　旅する蝶「アサギマダラ」へのマーキング
（8月5日～8月15日）

・ゴンドラ山頂は、磐梯朝日国立公園第2種特別地域にあり、ブナ、落葉
松、ヤナギラン等の樹木･草花に囲まれ、周辺からは、磐梯山、猪苗代湖
が見渡せる。
・日本百名山「西吾妻山」山頂への登山は片道約3時間、デコ平湿原へは
2時間程で周回できる遊歩道もあり、春から初夏にかけて湿原植物の観察
ができる。

猪苗代リゾートスキー
場
☎0242-65-2131

磐梯山ロープウェイ
（天鏡台ゴンドラ）
　【7月、8月、9月】…土日祝日
　【夏休み期間中（要問合せ）】…毎日運行
　【10月紅葉期間】  …　毎日運行
　【11月5日まで運行（要問合せ）】

9:00～16:00

【ナイトロープウェイを実施】
　夕日・夜景・星空鑑賞(案内付き)を実施。
（実施日：7月、8月、9月、10月の週末）
（夜間運行：19時～21時）

・ロープウェイ山頂より会津平野、那須連峰の山並みが望め、眼下には
猪苗代湖の丸い形が陽光に照らされ青や緑に輝いており、振り向けば磐
梯山が眺望できる。
・ロープウェイを利用し、MTBのダウンヒルが楽しめ、10月には大会も
行われる。

【ご注意】イベント日程や運行予定等については、気象状況等により変更となることがありますので、事前に各スキー場へお問い合わせください。
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