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【青森県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 岩木山百沢スキー場 0172-83-2224
   毎週土曜日・
　日曜日

 キッズ雪あそび体験

 まだ一度もやったことがない。そんな初めての
 お子さまに、遊びながらスキーなどの装着から
 転んでも起き上がれる、滑り降りて止まれる
 などを教えます（５歳以上）

 そうまロマントピア
 スキー場

0172-84-2020

   毎週水曜日・
　土曜日
（1月上旬～
 3月上旬まで）

 ナイタースキー教室

 
 初級・中級・上級、各コースに分かれて受講する
 ことができるスキー教室

 八甲田スキー場 017-738-0343 1月12日(木)  スキーの日
 小学生・中学生ロープウェー無料
 ※窓口にて受付

 モヤヒルズスキー場 017-764-1110 1月８日(日)  スキーの日 特別抽選会 
 シーズン券を持参したお客様とリフト券（１日券
・半日券・７回券）を購入者を対象に抽選会を開催
 商品はリフト券引換券やヒュッテ食事券など

 奥入瀬渓流温泉スキー場 0176-74-2008 1月12日(木)
スキー板試乗会＆
キャンディープレゼント

 スキー板試乗会とリフト券購入者全員に
 キャンディーのプレゼント

 八甲田国際スキー場 017-738-8591 1月12日(木)  スキーの日  小学生リフト券無料

 大鰐温泉スキー場 0172-49-1023 1月12日(木)  スキーの日

 小学生までの初心者を対象とした特別無料 レッ スン
を開催
 ① S A J公認大鰐スキーアカデミー
　  午前 5名、午後 5名
 ② S I A公認大鰐スキースクール
     午前 5名、午後 5名
 両校とも午前と午後の重複入校はできません
  ※リフト料金は有料となります

【岩手県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 八幡平市田山スキー場 0195-73-2650 1月12日(木)  スキーの日

 リフト料金割引
 大人１日券　５００円
 小人１日券　無料
 ※小人は、中学生以下＆50歳以上

 網張温泉スキー場 019-693-2211 1月９日(祝) 雪上餅まき大会 ゲレンデにて餅まき大会

 鉛温泉スキー場 0198-25-2711 1月８日(日)  スキー場まつり
・リフト券半額(回数券は除く)
・スノーモービル試乗会
・お楽しみ抽選会など

 町営湯田スキー場 0197-82-2410 1月12日(木)  スキーの日  中学生以下を無料

 町営志賀来スキー場 0197-85-2914 1月12日(木)  スキーの日  中学生以下を無料

1月７日(土)
 スキーの日記念
 スノーボード
 ワンコインレッスン

 小学生以上を対象に40名様限定で賠償責任保険料の
 500円だけ頂戴しレッスン
（当日受付の先着順）
 主催　JSBA認定スノーボードスクール岩手
 問い合わせ先
 奥中山高原スキー場　（0195-35-3131）

1月８日(日)
 スキーの日記念
 無料スキー教室

 小学３年生以上を対象にアルペン、クロスカント
 リー合計80名様限定で開催
 （事前申込が必要）
  主催　一戸町スキー協会
  問い合わせ先
  奥中山高原スキー場　（0195-35-3131）

 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

 yukiyama コラボ
 滑走距離ランキング

 スマホアプリ yukiyama とのコラボイベント！
 滑走距離に応じて、豪華景品が当たるかもしれない
 滑走距離ランキング開催

2０２３年スキーの日（１月１２日）各地の催事予定

◇東北索道協会

 奥中山高原スキー場 0195-35-3131

1月12日(木)
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 雫石スキー場 019-693-1138 1月12日(木)  初心者スキー体験教室

 初心者（初めてスキーをされる小学1年生以上の
 お子様）を対象とした１コインレッスン
 参加費用　500円
 募集人員   20名
 受付方法　事前予約
 （12月2４日～1月６日 1５:00 締切）
 予約先　　雫石インターアルペン スキースクール
　　　　　 019-693-2248

 平庭高原スキー場 0194-72-2944 1月12日(木)  スキーの日  小人リフト券購入者　先着５０名様お菓子プレゼント

 安比高原スキー場 0195-73-5111
１２～３月の
第３日曜日

 スキーの日  小・中学生のリフト１日券半額販売

 村営くのへスキー場 0195-42-2366 1月2８日(土)  親子割引の日  親子でリフト券購入のお客様へ割引販売

 夏油高原スキー場 0197-65-9000 1月15日(日)  スキーの日  小学生以下のお子様に夏油ショコラプレゼント！

 祭畤スノーランド 0191-39-2020
　１月９日(祝)
   2月23日(祝)

 スノーランド感謝祭

 中学生以下
 リフト料金無料
 レンタル料金半額（スキー/スノーボード）
 2000円→1000円
 キッチンカーによる軽食販売

 岩手高原スノーパーク 019-693-4000 1月15日(日) スキーの日記念イベント  小学生以下、ゴンドラ・リフト大餅まき大会

【秋田県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 秋田八幡平スキー場 0186-31-2020 1月９日(祝)  全国スキーの日  小学生以下のリフト代無料

 花輪スキー場 0186-23-8000 1月９日(祝)  スキーの日  小学生以下リフト無料

 水晶山スキー場 0186-23-2424 1月９日(祝)
 全国スキーの日
 初心者無料講習会

 秋田県スキー連盟主催
 スキー・スノーボード初心者無料講習会

 阿仁スキー場 0186-82-3311 1月８日(日)
 全国スキーの日
 無料講習会

 秋田県スキー連盟主催 　スキー無料講習会
 対象：小学生から大人までの初心者

 大仙市営協和スキー場 018-893-2050 1月８日(日)
 みんなで滑ろう！
 無料講習会

  SAJ公認協和スキー学校指導員による無料講習会
 ・対象：小学2年生以上で１人でリフトに乗れる方
 ・賠償責任保険料：:自己負担（500円位）
 ・リフト代金は自己負担

 鳥海高原矢島スキー場 0184-56-2182 1月８日(日)  無料スキースクール  小学2年生以上を対象とした無料スキースクール

 たざわ湖スキー場 0187-46-2011 1月１０日(火)
 スキーレッスン無料
 講習会

 先着１００名
（参加資格）小学2年生以上でリフトに乗れる方
（準指導員・指導員は除く）

 大仙市太田スキー場 0187-89-1788 1月８日(日)
「全国スキーの日
 みんなで滑ろう」
 無料講習会

 インストラクターによる無料レッスン
 （先着100名　小学2年生以上でプルークボーゲン
 で滑ることができるレベル以上の方）

 ジュネス栗駒スキー場 0182-47-3101 1月８日(日)
「全国スキーの日
 みんなで滑ろう」
 無料講習会

  秋田県スキー連盟主催
 ・参加無料（但し、傷害保険、賠償責任保険に加入済
　 みであること）
 ・小学２年生以上とし、100名迄
 ・各保険のコピーが必要
 ・リフト券、昼食は各自負担
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【宮城県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 みやぎ蔵王えぼし
 リゾート

0224-34-4001 1月12日(木)  スキーの日

 当日、リフト券購入時、レンタル利用の旨を伝えて
 もらった際、レンタル割引券（１日）を進呈
 さらに、オリジナルステッカーをプレゼント
（先着２０名様）

 オニコウベスキー場 0229-86-2111 1月９日(祝)  スキーの日抽選会  シーズン券やリフト1日券が当たる抽選会の開催

 みやぎ蔵王七ヶ宿
 スキー場

0224-37-3111 1月９日(祝)  ジャンケン大 会
 大人も子供もジャンケンポン！リフト券などの
 景品もあります

 みやぎ蔵王
 セントメリースキー場

0224-84-5880 1月12日(木)  スキーの日
 リフト券購入者へオリジナルグッツをプレゼント
（数量限定）

 スプリングバレー
 仙台泉スキー場

022-379-3755 1月1５日(日)
 お子様初心者対象
 無料レッスン

 初心者のお子様対象で、初めてのスキー体験をして
 いただく為のサービスとなります。（３歳～ 小学生
 対象）スキーを始めるきっかけづくりです

【山形県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 山形県最上町赤倉温泉
 スキー場

0233-45-2901 1月８日(日)  スキーの日  リフト券購入者に対して草餅をプレゼント（数量限定）

 黒伏高原スノーパーク
 ジャングルジャングル

0237-41-5555
1月15日(日)
1月22日(日)

 子供の宝探し
 大人の宝探し

 子供の宝探し　大人の宝探し　雪の中にカプセルを
 埋め、よーいドンで決められた範囲にあるカプセル
 を探す  カプセルの中に書いてある商品等をゲット
 できる

 天童高原スキー場 023-657-3628 1月９日(祝)  スキーの日 １日券半額

 蔵王温泉スキー場 蔵王索道協会
023-694-9617

   1月13日(金)
　1月14日(土)

 冬のHANABI
 竜山ゲレンデにて、スキージャンプワールドカップ
 ウィメン大会の競技終了後に合わせて花火の打上

 蔵王ライザワールド 023-679-2311 1月９日(祝)  スキーの日
 玉こんにゃく無料サービス
 午前中：時間数量限定

 蔵王猿倉スキー場 023-679-2211 1月1５日(日)  猿倉スキー こどもの日

・「小人リフト券」購入者に「お菓子のつかみ取り」
・「未就学児」対象の「じゃんけんゲーム」
・SAJ公認「ジュニアバッチテスト」開催
・お猿の餅まき
　等々を開催して、子供たちに一日楽しんでいただく！

 朝日i自然観 0237-83-7111 1月９日(祝)
 スキーの日
 フェスティバル

 おたのしみ抽選会など

 西川町民スキー場 0237-74-4055 1月1５日(日)  スキーの日

 高校生以下の日中（ナイター含まず）リフト
 料金無料
 11:30～12:30まで、玉こんにゃく無料サービス
（先着100名）
 ※　場合によっては、玉こんにゃくサービスは中止
　　 いたします

 湯殿山スキー場 0235-54-6450 1月1５日(日)  スキー子供の日  小学生以下リフト無料

 休暇村庄内羽黒スキー場 0235-62-4270

   1月7日(土)
　1月8日(日)
   1月14日(土)
　1月15日(日)

 スキーこどもの日
 お振舞

 ７日、１４日　中学生以下リフト無料開放
 ８日　甘酒お振舞 10:00～（なくなり次第終了）
 １５日　芋煮振舞 11:00～（なくなり次第終了）

 櫛引たらのきだい
 スキー場

0235-57-5470 1月21日(土)  来場者サンクスデー
・高校生以下日中リフト無料
・露天コーナーなど予定

 横根スキー場 0238-62-4518 1月9日(祝)  スキーの日記念イベント
・大抽選会（先着100名様）
・雑穀甘酒、おしるこ、玉こん等の振る舞い
　（先着100名様）

 天元台高原 0238-55-2236 1月７日(土)
 スキーの日
 「親子宝さがし」

 天元台のサラサラパウダースノーにかくれた宝を
 探せ！ リフト券やお食事券が当たる
 参加無料  10:30～　会場：アルブ天元台

 新庄市民スキー場 0233-25-3915 2月12日(日)  スキーの日  リフト券無料
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【福島県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 安達太良高原スキー場 0243-24-2141 1月12日(木)  スキーの日  大人・シニア　１日券　２０００円

 グランディ羽鳥湖
 スキーリゾート

0248-85-2024

1/10 福島県
1/11 栃木県
1/16 茨城県
1/17 埼玉県
1/18 千葉県

 県民感謝デー
 当該地域にお住まいの方に限りリフト料金無料
 ※要証明書

 只見スキー場 0241-82-2304
   1月1日(祝)
   1月2日(祝)

 お正月歓迎イベント

 おしるこの振舞い、雪中宝ひろい、そり乗り大会、
 スキーでビンゴ、バナナボート遊覧などを予定
 ※感染症の影響や、積雪状況により変更または中止
　 する場合があります

 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 0241-75-2351 1月15日(日)  スキーの日感謝Day  そり、スノーシューのレンタル無料

 箕輪スキー場 0242-64-3377 1月1５日(日)  スキーの日
 キッズパーク無料（小・中学生）
 スキーこどもの日と一緒に開催

 グランデコ
 スノーリゾート

0241-32-2530

1月７日(土)
1月８日(日)
1月９日(祝)

 じゃんけん大会
 キッズパーク内において、お子様を対象に
 じゃんけん大会を開催

 三ノ倉スキー場 0241-36-2071 1月８日(日)  スキーの日
 １日リフト券購入者   先着100名様に素敵な
 プレゼントを進呈

【注意】

  この一覧表は令和４年１２月２日現在、各スキー場から報告のあった催事予定を掲載しております。
  この他にも各スキー場では例年たくさんのイベントを開催しております。
  イベント内容は降雪状況等により変更になる場合もありますので、詳しくは各スキー場へお問い合わせ
  ください。


