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山形県最上町赤倉温泉スキー場は、
国道からも近く山岳道路が少ないので、
雪道でも安全にご来場いただけます。
宮城方面からは国道47号線を、
山形市方面からは山刀伐峠
を抜ける県道28号線を
ご利用ください。また、
駐車はゲレンデそばの500台収容無料駐車場をご利用ください。

● 古川ICから 60 分 （50km）

● 仙台宮城ICから 90 分（90km）

● 石巻市から120 分（90km）

● 登米市から 90 分 （70km）

● 栗原市から 60 分 （50km）

赤倉温泉
慈覚大師によって開湯されて以来1,100余年と言われる赤倉温泉は、
澄んだ川面に四季の移ろいが映しだされる「清流といで湯の里」です。

お問い合せ：最上町赤倉温泉スキー場 （担当：板垣）

休前日のご利用は1,100円増となります。年末年始期間はご利用いただけません
のでご注意ください。子供料金は各プランより1,000円引きとなります。本プランは
他の割引特典との併用はできません。

12,000円 10,000円 8,000円

ＳＩＡ公認

お問い合せ
［平日］ 最上町赤倉温泉スキー場
［土・日・祝日］ ＳＡＪ公認 赤倉ハイムスキースクール

（詳細はスクールスタッフ090-4889-8751まで）
tel 0233-45-2901
tel 0233-45-3478

※お申込みフォームからお申込みください。 https://austria-ski.jp

赤倉ハイムスキースクール赤倉ハイムスキースクール

SKI & SNOW BOARD

お問い合せ 事務局 tel 03-3230-2602

オーストリアスキー教室 山形赤倉オーストリアスキー教室 山形赤倉

SKI ＳＡＪ公認

500台

中央ゲレンデ 
最⾼のグルーミングエリア。 圧雪をスキー⽤語ではグルーミングと
⾔い、 圧雪⾞により現状の雪と降り積もったをミックスさせフ
ラットに整地します。 幅の広い中央ゲレンデは、 ビギナーから
ハイレベルスキーヤーまでお楽しみいただけます。 ビギナーは第⼀
リフトＡ線中間降り場地点からの滑⾛がオススメです。

◆ 初級～中級

チャレンジ A ライン
最⼤斜度35度のハイレベル限定⾮圧雪コース。Ａライン
Ｂライン分岐点上部からのドロップインでハイスピードの
滑⾛をお楽しみいただけます。 １枚バーンに⾒えるコース
ですが途中には起伏があり迫⼒満点のコースです。

◆ 上級専門
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たくさんのご応募ありがとうございました！
赤倉温泉スキー場写真コンテスト

ご利用の前に各旅館
にお問合せください。

最上町のことならなんでも…最上町のことならなんでも…

スノースポーツを
楽しんでいただくために
スキー・スノーボードは危険を伴う
スポーツです。天候・雪質・斜面の
状況をよく理解した上、ルールを
守り、ご自分の技量や能力にあった
スピードで滑走してください。

シンプルプランシンプルプラン

「シンプルプラン」とは…
スキーパックをよりリーズナブルにご利用いただけるお得な
プランです。布団敷きはセルフ式となります。お料理、アメ
ニティについては各旅館にお気軽にお問い合わせください。

「シンプルプラン」とは…
スキーパックをよりリーズナブルにご利用いただけるお得な
プランです。布団敷きはセルフ式となります。お料理、アメ
ニティについては各旅館にお気軽にお問い合わせください。
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チャレンジ B ライン

フォレストライン

第⼀リフト中央ゲレンデ東側から進⼊しチャレンジＡライン
奥から始まるＢライン。

チャレンジライン・フォレストラインは非圧雪状態の雪山を木の間を縫うように滑走
できるエリア。スキーの原点でもある、本物の雪山をお楽しみいただけます。木の
ピッチが狭い箇所もございますので、スピードには十分注意して滑走してください。
※降雪量や気温上昇等の雪崩の危険性がある場合にはクローズとなります。

●非圧雪ゾーン増設で●非圧雪ゾーン増設で
　　さらにバリエーション豊富に！　　さらにバリエーション豊富に！
●完璧なコース整備で●完璧なコース整備で
　　　キレのある滑りを実現！　　　キレのある滑りを実現！

●非圧雪ゾーン増設で
　　さらにバリエーション豊富に！
●完璧なコース整備で
　　　キレのある滑りを実現！

080-1660-4083

0233-45-3533
〒999-6105 山形県最上郡最上町大字富澤817-1

MAP
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国体コース
全⻑ 1,120ｍのコースには 7 段もの斜⾯
変化があり、 緩急をお楽しみいただける
コース。 ゲレンデトップから前⽅に⾒渡せる
のは神室⼭系。 運が良ければ後⽅に⽉⼭
を⾒ることができます。

◆ 中級～上級MAP
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海和バレー
当町出⾝のオリンピック選⼿でプロスキー
ヤーの海和俊宏選⼿に由来するコース。
週末はグルーミングエリア。 降雪があれ
ば状況にあわせ⾮圧雪エリアとしてお楽
しみいただけます。

◆ 上級専門MAP

3

クロスカントリーコース
⾚倉の雄⼤な景⾊の中で⾃然と触れ
あいながら爽快な⾛りが楽しめます。
スポーツの合宿やトレーニングなどにオス
スメです。
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キッズエリア
お⼦様の初めての雪遊び ・ ソリ滑り ・ スキー
滑⾛を、 安全なエリアの中で⼗分にお楽しみ
いただけます。 ソリ ・チュービング無料貸し出し
あります。 降雪状況に合わせ遊び場が変化
します。 お楽しみに！！
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SKI & SNOW BOARD LESSON GUIDE

（3,500円）

ACCESSACCESSACCESS

◆ 上級専門

◆ 中級～上級

309m

670m

350m

お問い合わせは

石巻石巻

登米登米
栗原栗原

大崎大崎

新庄新庄

山形山形 仙台仙台

石巻

登米
栗原

大崎

新庄

山形 仙台

定員19名 定員26名
0233-45-2059
旅館 最上荘

定員80名定員56名

定員24名

定員72名

定員24名
0233-45-2121
旅館 田代館

シーズンスケジュールはホームページをご覧ください。

LIFT&RENTALLIFT&RENTALCOURSECOURSE LIFT&RENTALCOURSE

もがぽ
https://mogami-portal.net/

999-6105 山形県最上郡最上町大字富澤 3480-1

洋食を食べたいならココ！
ハンバーガー、ケーキセット
もおすすめです。

スタミナメニュー満載！
がっちり食べたいアナタに
おすすめです。ライス大盛無料

ヒュッテ チロル
0233-45-3478

丸太の椅子が並ぶレトロな
雰囲気の店内。チロル自慢の
「ジンギスカン」はいかがですか。

ジンギスカン カレーライス

創業以来変わらぬ美味しさ
「杵つき餅」をどうぞお楽しみ
ください。

とんこつ醤油ラーメン ハンバーガー

中華そば 油そば

鶏・煮干しだしのスープと
全粒粉入り自家製麺（平打ち
縮れ中太麺）の本格中華そば
をお楽しみいただけます。

定休日：毎週木曜日

RA-MEN 与平冶

ホットスノーラーメン 焼肉定食

納豆餅、くるみ餅、雑煮 みそラーメン

おいしさに定評がある赤倉温泉スキー場のランチ。
観光のお客様にもオススメです。

昨シーズンに多数のご応募をいただいた写真コンテストを今シーズンも
実施します。特賞に選ばれた方には最上町内で使うことができる温泉
宿泊利用券をプレゼントします。みなさんのご応募をお待ちしています。
詳しくは、赤倉温泉スキー場のホームページをご覧ください。

『ゲレンデコンディションボード』も
お⾒逃しなく！（リフト券売り場に掲⽰）

公式HP https://www.mogami-portal.net/ski/
最上町 赤倉温泉スキー場

YAMAGATA MOGAMI AKAKURA ONSEN SKI & SPA RESORT

YAMAGATA MOGAMI AKAKURA ONSEN SKI & SPA RESORT

チケット取扱い先…
赤倉温泉スキー場リフト券売り場

★１日リフト券 ★１日リフト券 
★食事券★食事券（800円）（800円）
★コーヒー券★コーヒー券（１杯分）（１杯分） 
★赤倉温泉日帰り入浴券★赤倉温泉日帰り入浴券

★１日リフト券 
★食事券（800円）
★コーヒー券（１杯分） 
★赤倉温泉日帰り入浴券

子供 3,100子供 3,100円 シニア 3,600 シニア 3,600円子供 3,100円 シニア 3,600円

1,000円オトク！

4,1004,100円4,100円

リフト料金表　リフト料金表　運行時間運行時間 8：30～16：00 8：30～16：00リフト料金表　運行時間 8：30～16：00

各種割引サービスの併⽤はできません、 ご注意ください。

券  種 1日券 4時間券 1回券 シーズン券

3,5003,500円 3,0003,000円 300300円 35,00035,000円

2,5002,500円 2,0002,000円 200200円 25,00025,000円

3,0003,000円 2,5002,500円 300300円 30,00030,000円

2,5002,500円 2,0002,000円 300300円 25,00025,000円

大  人

レンタル料金レンタル料金（1日）（1日）レンタル料金（1日）
ブーツ ポール・グローブ ウェアー 子 供

スキーセット
スキーセット
ボードセット

各 500各 500円 2,0002,000円1,0001,000円～円～ 2,0002,000円～円～ 2,5002,500円～円～

子  供
（小学生まで）

シニア
（55歳以上）

障がい者

毎月
1回

小学生以下リフト無料！

スペシャルキッズデー
12/22・1/12
2/23・3/15

毎週
水曜日
限定

リフト 1 日券が1,500 円に！

レディースデー
女性限定
人気プラン！

3/1～
3/31

リフト 1 日券が500 円値引き

春 ス キ ー 月 間
春スキー月間は満喫パックも 500 円引き

シーズンオフまで
とことん満喫！

（予定）（予定）
（予定）（予定）

（予定）
（予定）

赤倉温泉スキー場リフト券売り場

ました！
ンテスト

を今シーズンも
とができる温泉
待ちしています。
さい。 入賞 入賞 特賞

12.21●12.21●OPENOPEN▶3.313.31●CLOSECLOSE

12.21●OPEN▶3.31●CLOSE

PREOPEN 12.14●
PREOPEN 12.14●（予定）（予定）

PREOPEN 12.14●（予定）
土

土

火

抜群のグルーミングバ
ーン＆

迫力満点！非
圧雪ゾーン

チケット取扱い先…
赤倉温泉スキー場リフト券売り場

★１日リフト券 ★１日リフト券 
★食事券★食事券（800円） （800円） ★コーヒー券★コーヒー券（１杯分）（１杯分） 
★赤倉温泉日帰り入浴券★赤倉温泉日帰り入浴券

★１日リフト券 
★食事券（800円） ★コーヒー券（１杯分） 
★赤倉温泉日帰り入浴券

1,000円オトク！

子供 3,100子供 3,100円 シニア 3,600 シニア 3,600円子供 3,100円 シニア 3,600円

4,1004,100円4,100円

おいしさ ランチ。

090-1060-2819


