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東北管内６県で「スキーこどもの日」を開催！

《東北管内のスキー場オープンのお知らせ！》

東北運輸局と東北索道協会では、シーズン中の毎月第３日曜日を「スキーこども
の日」と定め、東北管内６県のスキー場が小学生（一部中学生等を含む）を対象に
特別に優待することにより、ウインタースポーツの啓発及びスキー場の活性化に向
けた取り組みを行っています。
今シーズンも、東北索道協会会員である別添の主なスキー場において実施します

ので、オープン予定日と併せてその内容等をお知らせします。(※)

「スキーこどもの日」とは、

長野冬季オリンピックが開催された平成９年より「スキーこどもの日」を定め、

これからの社会を担う子供たちがスキー等のウインタースポーツを通じて自然と接

し、健全な心身の育成が図られるようにと願って始められたものです。

(※) ご注意

「毎月第３日曜日」を基本に設定していますが、各スキー場により開催日が異なります。

また、 「スキーこどもの日」及び「スキー場のオープン予定日」は、各スキー場の積雪状況や、天候等に

より変更となる場合がありますので、詳細については各スキー場にお問い合わせ下さい。

※ 東北索道協会ＨＰは、こちら↓

http://www.t-sakudo.com/

《問い合わせ先》
・東北運輸局鉄道部技術課 玉田、鈴木

℡：０２２－７９１－７５２８
・東北索道協会 吉田

℡：０２２－２９１－７５０４

東北運輸局マスコット

“とうほくろっ犬”



東北索道協会(元．１１．２０)

県別 スキー場名 事 業 所 名 電話番号 実 施 日 対象者 優待実施予定内容 オープン予定日

岩木山百沢スキー場

そうまロマントピアスキー場

八甲田スキー場 八甲田ロープウェー㈱ 017-738-0343  第３日曜日  小学生まで ロープウェー無料 12月上旬

八甲田国際スキー場 八甲田パーク㈱ 017-738-8591  第３日曜日  小学生まで リフト券無料 12. 1(日)

モヤヒルズスキー場 （一財）青森市観光レクリェーション振興財団 017-764-1110  第３日曜日  利用者全員 スズランキッズリフトのみ無料 12.14(土)

夜越山スキー場 （株）グリーンシステム平内 017-755-2756  第３日曜日  中学生まで リフト１日券半額 12.21(土)

まかど温泉スキー場 十和田観光電鉄㈱ 0176-75-2201  １～２月の第３日曜日  小学生まで リフト券半額、レンタル半額 12.21(土)

むつ市釜臥山スキー場 NPO法人むつ市体育協会 0175-24-1881  適　時  小学生まで 小学校行事に対応した割引など 12.14(土)

十和田湖温泉スキー場 (一財)十和田湖ふるさと活性化公社 0176-74-2008  第３日曜日  小学生まで リフト１日券無料 12.20(金)

七戸町営スキー場 南部縦貫（株） 0176-62-2131  １～２月の第４日曜日  中学生まで リフト１日券無料 12.21(土)

大鰐温泉スキー場 東洋建物管理（株） 0172-49-1023  第３日曜日  小学生まで リフト１日券・今から5時間券半額、スキーレンタル料半額 12.21(土)

青森スプリング・スキーリゾート 青森リゾート㈱ 0173-72-1011  第１・第３日曜日  小学生まで リフト券無料 12.14(土)

創遊村２２９スキーランド 田子町 0179-20-7114  第３日曜日  小学生まで リフト券無料　 12月下旬

八幡平市田山スキー場 八幡平市 0195-72-2111  第３日曜日  中学生まで リフト１日券２０９０円を１０００円 12.22(日)

網張温泉スキー場 （一財）休暇村協会 019-693-2211  毎日  小学生まで リフト１日券１０００円　　 12.21(土)

岩山パークスキー場 平和観光開発（株） 019-624-4476  積雪後確定  積雪後確定  積雪後確定 積雪しだい

西和賀町営湯田スキー場 0197-82-2410  第３日曜日  中学生まで 中学生以下無料 12月下旬

西和賀町営志賀来スキー場 0197-85-2914  第３日曜日  中学生まで 中学生以下無料 12月下旬

雫石スキー場 （株）プリンスホテル 019-693-1111  第３日曜日 未就学児
スノーストライダーレンタル１時間無料。各日限定５名
※小学生以下の」リフト料金は全日無料

12.14(土)

奥中山高原スキー場 奥中山高原（株） 0195-35-3131  第３日曜日  小学生
リフト１日券半額（２１００円→１０００円）
対象のリフト１日券をお求めの方に「温泉入浴半額券」
「ジェラート５０％オフ券」をプレゼント

12.14(土)

　
岩
　
手

西和賀町

１９／２０シーズン　「スキーこどもの日」における優待実施内容等について

     【注 ： この一覧表は令和元年１１月２０日現在の各スキー場からの情報を基に「スキーこどもの日」（１２月から３月の第３日曜日）の催事予定等を掲載しております。
　　　  　　①実施日は、各スキー場で優待内容を実施する日です。②各スキー場の積雪状況、天候等によりゲレンデが閉鎖されている場合があります。
         　　実施日、優待内容等詳細につきましては、各スキー場にお問い合わせください】

青
　
森

（一財）岩木振興公社 0172-83-2215  第３日曜日  小学生まで レンタル無料 12.21(土)



県別 スキー場名 事 業 所 名 電話番号 実 施 日 対象者 優待実施予定内容 オープン予定日

八幡平リゾートパノラマスキー場 0195-78-2577

八幡平リゾート下倉スキー場 0195-78-3456

ひめかゆスキー場 奥州市 0197-49-2105  １～２月の第３日曜日  小学生 リフト１日券無料 12.21(土)

国見平スキー場 奥州市 0197-52-3111  第３日曜日  中学生まで リフト無料開放 12.21(土)

平庭高原スキー場 平庭観光開発（株） 0194-72-2700  第３日曜日  小学生まで 小学生以下無料 12.21(土)

安比高原スキー場 （株）岩手ホテルアンドリゾート 0195-73-5111  第３日曜日  小中学生 ８時間券が正価の半額 11.30(土)

村営くのへスキー場 九戸村 0195-42-2366  第３日曜日  中学生まで リフト料金無料 12.21(土)

奥州市越路スキー場 江刺開発振興（株） 0197-39-2105  第３日曜日  小学生 リフト１日券無料 12.21(土)

夏油高原スキー場 （株）北日本リゾート 0197-65-9000  第３日曜日  小学生 リフト１日券無料 11.30(土)

岩手高原スノーパーク （株）鈴木商会 019-693-4000  毎日  小学生まで リフト：ゴンドラ無料開放　 12.14(土)

祭畤スノーランド 一関市 0191-39-2020
 1月５日、１２日、１９日
 ２６日

 小学生 リフト料金無料 12.22(日)

泉ヶ岳スキー場 泉ヶ岳総合観光開発（株） 022-379-1250  第３土曜日  小学生 １日リフト券１０００円 12.21(土)

上野々スキー場 上野々スキーリフト(有) 0229-83-3650  第３日曜日  小学生以下 １日リフト券１０００円 12.26(木)

みやぎ蔵王えぼしリゾート 宮城蔵王観光（株） 0224-34-4001
１２月２１日、２２日、１月１８日
１９日、２月１５日、１６日
３月２０日、２１日

 小・中学生 １日 リフト券１５００円、レンタル半額、スクール１０００円引き 11.28(木)

みやぎ蔵王白石スキー場 NPO法人不忘アザレア 0224-24-8111  第１・第３日曜日  中学生以下
こどもリフト１日券１０００円、スクールレッスン１０００円OFF
レンタル５０％OFF

12.20(金)

オニコウベスキー場 （株）オニコウベ 0229-86-2111  毎週土・日・祝日  小学生 １日リフト券１２００円 12.20(金)

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場 (有)はあとリソート 0224-37-3111  ２月１１日、３月１５日  小・中学生 １日リフト券１０００円 12.20(金)

みやぎ蔵王セントメリースキー場 （株）ゆらいず 0224-84-5880  第３土・日曜日  中学生以下 リフト時間券及びレンタルスキーセット一律１０００円 12.20(金)

スプリングバレー泉高原スキー場 東北リゾートサービス（株） 022-379-3755  第３日曜日  小学生 子供リフト１日券１１００円 12.13(金)

みやぎ蔵王すみかわスノーパーク （株）せいる 0224-87-2610  第４土・日曜日  小・中学生 リフト１日券５０％OFF 12. 5(木)

やくらいファミリースキー場 やくらいガーデン（株） 0229-67-7272  毎週日曜日、祝日  小学生以下 １日リフト券１０００円（昼食付）　※１２/２８～１/５除く 12.14(土)

宮
　
城

岩
　
手

東北リゾートサービス（株）  第３日曜日  中学生まで リフト１日券１０００円 12.14(土)



県別 スキー場名 事 業 所 名 電話番号 実 施 日 対象者 優待実施予定内容 オープン予定日

秋田八幡平スキー場 秋八高原リゾート（同） 0186-31-2020  第２・第４日曜日  小学生以下 リフト１日券無料 11.22(金)

花輪スキー場 東京美装興業（株） 0186-23-8000  第１・第３日曜日  小学生 小学生以下リフト無料 12.14(土)

水晶山スキー場 （株）ゴールデン佐渡 0186-22-0123  １月～２月の第２・第４土曜日  小・中・高生 １日券割引 12.14(土)

阿仁スキー場 ＮＰＯ法人森吉山 0186-82-3311  第２・第４日曜日  小学生 １日券５００円（２月第４日曜日は除外） 12. 7(土)

藤里町営スキー場 藤里町 0185-79-2970  第３日曜日  小学生以下 リフト無料 12.25(水)

大仙市営協和スキー場 （株）協和振興開発公社 018-893-2050  １月～２月の第３日曜日  こどもリフト券購入者 こどもリフト券購入でソフトクリームサービス 12.25(水)

秋田市太平山スキー場オーパス 太平山観光開発（株） 018-827-2221  第３日曜日  小学生以下 リフト１日券を半額の５２０円に割引 12.15(日)

鳥海高原矢島スキー場 由利本荘市 0184-56-2182  １月１２日  小学２年生以上 無料スキースクール 12.14(土)

たざわ湖スキー場 田沢湖高原リフト（株） 0187-46-2011  １月～３月の第３日曜日  小・中・高生 １日券半額 12.20(金)

大仙市大台スキー場 太田町生活リゾート（株） 0187-89-1788  第３日曜日  小学生以下 リフト券無料 12.25(水)

横手市営天下森スキｰ場 （株）天下森振興公社 0182-45-9816  １月～２月の第３日曜日  小学生 リフト乗車無料 12.21(土)

ジュネス栗駒スキー場 秋田栗駒リゾート（株） 0182-47-3101  第３日曜日  小学生 １日券５００円 12.21(土)

グリーンバレー神室スキー場 金山町 0233-52-2240  毎日  小学生まで
リフト無料
１月１９日は「神室雪まつり」として雪上ゲーム、餅や甘酒
無料サービス、お楽しみ抽選会、雪中花火大会等実施予定

12.14(土)

山形県最上町赤倉温泉スキー場 最上町 0233-43-2262
 １２月２２日、１月１２日
 ２月２３日、 ３月１５日

 小学生まで リフト無料 12.21(土)

花笠高原スキー場 尾花沢市 0237-22-1111  第３日曜日  小学生まで リフト無料・玉こんにゃく振る舞い 12.14(土)

黒伏高原スノーパーク
ジャングルジャングル

（株）鈴木商会 0237-41-5555  毎日  小学生まで リフト無料・ちびっこ宝さがし・うさちゃんパーク 12.14(土)

天童高原スキー場 特定非営利活動法人NPO天童高原 023-657-3628
 １２月２２日、１月１９日
 ２月８日、９日、 ３月１５日

 小学生まで
リフト無料、２月８日（土）、９日（日）  スノーパークフェスタ
・チュウーブスライダー・バナナボート無料・鶏肉そば
・大八鍋・元祖じゃがバター鍋など

12.21(土)

蔵王温泉スキー場 蔵王索道協会４社 023-694-9617

  １２月１４日、１５日、
  １月４日、５日、１８日、１９日
  ２月１日、２日、１５日、１６日
  ２９日、３月１日

 小学生まで
こども１日券２５００円を１０００円に割引（ナイター使用可）
但し、１月１９日（日）と３月１日（日）は「冬の働く車大集合」
開催で、こども無料

12. 7(土)

蔵王ライザワールド 蔵王ライザワールド（株） 023-679-2311

  １月１３日、１８日、１９日
  ２月１日、２日、１５日、１６日
  ２９日、３月１日、７日、８日
  １４日、１５日

 小学生まで
こども1日券通常２４００円を１１００円に割引
（ソフトドリンク券付）

12.13(金)

秋
　
田

山
　
形



県別 スキー場名 事 業 所 名 電話番号 実 施 日 対象者 優待実施予定内容 オープン予定日

蔵王猿倉スキー場 日東商事（株） 023-679-2211  １月～３月の第３日曜日  中学生まで
お子様用のリフト券購入者へ①お菓子のつかみ取り
②おさるの餅まき③じゃんけんゲーム等

12.20(金)

白鷹町営スキー場 白鷹町 0238-85-6147  第３日曜日  小学生まで リフト無料 12.20(金)

朝日自然観スキー場 （株）朝日自然観 0237-83-7111
 毎週土・日・祝日
 年末年始

 小学生
 （幼児は全日無料）

リフト無料 12.21(土)

西川町民スキー場 月山観光開発（株） 0237-74-2218  １月１９日  中学生まで
リフト無料
特製とん汁サービス（先着１００名）

12.20(金)

湯殿山スキー場 （株）月山あさひ振興公社 0235-54-6450  第３日曜日  小学生 リフト無料　　　　 12. 7(土)

櫛引たらのきだいスキー場 鶴岡市(櫛引） 0235-57-5470  １月～２月の第３土曜日  中学生まで
リフト無料
・１月１８日（土）ファン感謝デー終日リフト無料
甘酒無料サービス

12.21(土)

鶴岡市営羽黒山スキー場 (一社)月山畜産振興公社 0235-62-4727  １月４日、１１日、１８日  中学生まで リフト無料　　　　 12.21(土)

羽黒山スキー場 (一財)休暇村協会（羽黒） 0235-62-4270  １月４日、１１日、１８日  中学生まで リフト無料　　　　 12.21(土)

飯豊町手ノ子スキー場 飯豊町 0238-72-3111  １月１９日、２月９日  中学生まで リフト無料 12.21(土)

天元台高原スキー場 （株）天元台 0238-55-2236  第３日曜日  小学生
ロープウェイ・リフト無料
家族はパスポート１日券２０％OFF

12月（未定）

米沢スキー場 米沢観光（株） 0238-28-2511  １月～３月の第３日曜日  中学生まで
リフト１日券・１ロングナイター券割引き
スクール・レンタル半額

12.21(土)

小野川温泉スキー場 特定非営利活動法人おのがわ 0238-32-2121  １月～３月の第１日曜日  中学生まで リフト１日券半額 12.21(土)

新庄市民スキー場 （一財）新庄市体育協会 0233-22-0681  １月１１日  中学生まで リフト終日無料 12.21(土)

松山スキー場 NPO法人まちづくりnet松山 0234-62-2633  毎日  中学生まで リフト料金減免（申請書への記入が必要）　　　　 12.22(日)

二本松塩沢スキー場 （株）東北サファリーパーク 0243-24-2845
 １月１９日、
 ２月１６日、３月１日

 小学生以下
リフト1日券５００円引き、スキーセット・スノボセットレンタル
各５００円引き、雪山宝探し大会

12.21(土)

あだたら高原スキー場 富士急安達太良観光（株） 0243-24-2141  １月～３月の第３日曜日  小学生以下 リフト1日券１０００円、レッスン１０００円引き、宝探し 12.21(土)

ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ羽鳥湖ｽｷｰﾘｿﾞｰﾄ リゾートトラスト（株） 0248-85-2024  １月～３月の第３日曜日  小学生以下
ジュニア1日券５００円引き、レンタル子供料金をオール
半日料金、グループレッスン１日を半日料金扱い

12.21(土)

只見スキー場 （株）会津ただみ振興公社 0241-82-2304  １月～３月の第３日曜日  小学生以下
リフト子供１日券を平日料金で対応
（スキー大会やイベント時は適用外）

12.21(土)

猪苗代スキー場 0242-62-5100  １月～３月の第３日曜日  小学生以下 そりの無料貸出 12.21(土)

裏磐梯スキー場 0241-32-2177  １月～３月の第３日曜日  小学生 リフト１日券５００円引き 12.21(土)

会津高原高畑スキー場 0241-76-2231  １月～３月の第３日曜日  中学生以下 リフト１日券１０００円、レンタル３点セット５０％OFF 12.21(土)

山
　
形

福
　
島

（株）マックアースリゾート福島



県別 スキー場名 事 業 所 名 電話番号 実 施 日 対象者 優待実施予定内容 オープン予定日

沼尻スキー場 （株）オーディエンスサービス 0242-67-1250  １月～３月の第３日曜日  小学生以下
リフト１日券＋チビッコひろば（どんぐり合衆国）入場券
小学生４２００円→２２００円
未就学児（２歳以上）１０００円→５００円

12.20(金)

尾瀬檜枝岐温泉スキー場 檜枝岐村 0241-75-2351  １月～３月の第３日曜日  小学生以下 スキー・そり（スノーチューブ）レンタル無料 12.21(土)

会津高原だいくらスキー場 0241-64-2121  １月～３月の第３日曜日  小学生以下
リフト１日券１０００円、
スクール（こども向けレッスン）半日券５００円引き

12.21(土)

会津高原南郷スキー場 0241-73-2111  １月～３月の第３日曜日  小学生 リフト１日券５００円、レンタル１０００円引き 12.21(土)

会津高原たかつえスキー場 会津高原リゾート（株） 0241-78-2220  １月～３月の第３日曜日  小学生以下
リフト１日券無料、レンタル５０％OFF、スキー・ボード
スクール半日レッスン２０００円引き、
１日レッスン３０００円引き

12.21(土)

猪苗代リゾートスキー場 （株）日立・猪苗代リゾート 0242-65-2131  １月～３月の第３日曜日  小学生
リフト1日券１０００円、先着５０名の小学生リフト券購入者に
カレーライス無料

12.21(土)

星野リゾート 猫魔スキー場 （株）猫魔リゾート 0241-32-3001  １月～３月の第３日曜日  小学生 初心者用リフトこども１日券無料 11.30(土)

リステルスキーファンタジア 長治観光（株） 0242-66-4111  １月～３月の第３日曜日  小学生以下 レンタル半額 12.21(土)

箕輪スキー場 横向高原リゾート（株） 0242-64-3377  第３日曜日  中学生以下 1日券２９００円→無料 11.22(金)

星野リゾート アルツ磐梯 磐梯リゾート開発（株） 0242-74-5000  １月～３月の第３日曜日  小学生 初心者用リフトこども１日券無料 12.21(土)

グランデコスノーリゾート （株）東急リゾートサービス 0241-32-2530  １月～３月の第３日曜日  小学生以下 キッズそり大会 12. 1(日)

三ノ倉スキー場 喜多方市ふるさと振興（株） 0241-36-2071  １月～３月の第３日曜日  中学生以下 １日リフト券１０００円 12.21(土)

ﾌｪｱﾘｰﾗﾝﾄﾞかねやまｽｷｰ場 （株）会津かねやま 0241-55-3334  １月～３月の第３日曜日  小学生以下 そり、チューブ遊具の無料貸出し 12.21(土)

スキーリゾート天栄 （株）天栄村振興公社 0248-84-2501  １月～３月の第３日曜日  小学生以下 リフト１日券・レンタル品２０％OFF 12.21(土)

ファミリースノーパークばんだい×２ （有）コアラアウトドアサービス 0242-93-8530  １月～３月の第３日曜日  小学生以下 リフト１日券半額 12.21(土)

みなみやま観光（株）

福
　
島




