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2010年に開湯1900年を迎えた山形が誇る名湯
５つの源泉群と4 7の源泉があり、規模も山形最大。「強酸性硫黄泉」は美肌の湯としても
知られ、周囲を歩くと立ちこめる硫黄のにおいは、温泉街の雰囲気を一層高めてくれます。
日帰りの湯、おみやげ店、蕎麦屋、ジンギスカンの食堂など、楽しみどころもたくさん。
スキーやスノーボードで疲れた体をリフレッシュ！

入浴券が２枚ついてお得。

● 西蔵王高原ライン無料　● 駐車場平日無料（有料日１,０００円）
● 竜山駐車場・黒姫駐車場　無料

おいしい山形空港観光ライナー（約60分）

空港シャトル（約35分）

詳しくは
webで！

詳しくは
webで！

山形駅 ⇔ 蔵王温泉 おいしい山形空港 ⇔ 蔵王温泉 仙台空港 ⇔ 蔵王温泉
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主な乗車券の種類 レギュラーシーズン　１２/１7～３/２１
料金 （円・消費税込み）

福島JCT

山形上山IC
東北中央道

蔵王温泉
湯めぐり
入浴券

　日帰り入浴マップ

○本リーフレットに記載の
　内容は変更になる場合
　があります。
　ご了承ください。

お求め・お問い合わせ／
蔵王温泉観光協会案内所：☎023-694-9328

1,000円（税込）
※写真はイメージです。

蔵王
温泉

美味しい蔵王を召し上がれ。 蔵王温泉 のおすすめ

玉こんにゃく 山形そば からから汁 ジンギスカン 山形牛 稲花餅 地酒

雄大な自然に育まれた美味しい山形の郷土料理の数々。
「玉こんにゃく」や「そば」、「牛肉」など山形のグルメをご堪能ください。

蔵王温泉２2ヶ所の湯めぐり施設から
選んで入浴できます。

※利用枚数は施設で違います。

絵づけ用こけしとセットも
１，３００円（税込）でございます。

お得なシーズン券!

リフト・ロープウェイ共通乗車券 料金表2022/2023

12/１6までオープンシーズン!
1日券がおとな 4,000 円、こども 2,000 円でとってもお得 !!

おとな（１ポイント券）　　　　　　500円
こども（１ポイント券）　　　　　　300円

中高生 39,000円
シニア・学生 63,000円

おとな 68,000円
こども 33,000円

リフト１ポイント券

4,000円
2,000円
5,200円
2,600円
6,300円

5,500円
１２，４００円

１０，８００円

3,200円　※3/1～3/31 こども2,500円

６，２００円　※3/1～3/31 こども5,000円

※こどもは小学生以下、シニアは６０歳以上です。
※団体券他は索道各社販売窓口までお問合せください。
※時間券その他券種はWEBで！

２時間券

4時間券

2日券

1日券

交通アクセス



『樹氷ライトアップ』・『樹氷幻想回廊』ツアー営業日程
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雪質抜群のパウダースノーで楽しめる変化に富んだゲレンデ・コース、そして夜は幻想的な
雰囲気に包まれる樹氷ライトアップ。東北最大級のスノーリゾートエリアで、一日中遊びを満喫。

世界に誇る樹氷の造形美と、蔵王連峰を見渡す絶景の大パノラマ。

樹氷エリア

蔵王地蔵尊

蔵王大権現

蔵王大黒天

樹氷原コース

ダイヤモンドウェーブ

ナイターゲレンデ

横倉のカベ３８°

大森のカベ３０°

TS-STONE（トニー・ザイラー顕彰碑）

タクシー
バスターミナル
観光案内所

アリオンテック蔵王シャンツェ
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2022.12/24㈯～2023.2/26㈰
及び3/3㈮・3/4㈯・3/10㈮・3/11㈯上の台ゲレンデ

ナイター営業

期間 2022.12/29㈭～2023.2/26㈰期間

ゲレンデシャトルバス運行※予定

2022.12/24 〈土〉
2023.2/27〈月〉

「樹氷ライトアップ」・「樹氷幻想
回廊」ツアー両イベント開催

世界に誇る蔵王の樹氷・
蔵王温泉スキー場を

存分にお楽しみください！
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「かんじきトレッキング」や「冬のお釜鑑賞ツアー」
　お客様のご要望に沿った形での
オーダーメイドトレッキングも…。

2023.1/14（土）・15（日）・28（土）・29（日）
2/11（土・祝）・23（木・祝）
3/11（土）・12（日）・25（土）・26（日）

期日

期日

樹氷

1,000人松明滑走＆冬のHANABI

2023.2/4（土）【上の台ゲレンデ】
時間／17：00～受付、20：00～スタート

2022.12.24（土）～2023.2.27（月）

蔵王温泉名物「松明滑走」にみんなで参加しよう！
同時開催、冬のHANABIもお楽しみください。

2022.12/24（土）～2023.2/27（月）

蔵王に来てます！！フォトテーリング
広大な蔵王温泉スキー場、インスタ映えする場面が
たくさん！＃ＺＡＯを付けてＳＮＳに投稿した方に、抽選
で賞品をプレゼント！

冬の蔵王開運回遊
蔵王温泉スキー場のパワースポットを巡って開運！
さらに抽選で賞品をプレゼント！

2022.12.24（土）～2023.2.27（月）

蔵王イルミネーション
ゲレンデ、温泉街にイルミネーションや、ＬＥＤ照明を設置！

2023.1/13（金）・1/14（土）
竜山ゲレンデ…競技終了後打ち上げ3分程度

冬のHANABI
冬のＨＡＮＡＢＩを
女子スキージャンプワールドカップに併せて打上げます！

じゅっきースノーパーク
蔵王温泉のゆるキャラ「樹氷のじゅっきーくん」がプロ
デュース！大森ゲレンデ、中森ゲレンデ、上の台（サン
ライズ）にキッズスペース設置！

スキー場ならでは、冬ならではの働く車を展示します！
この日は、小学生以下のリフト1日券が1,000円に！

樹氷ライトアップ
漆黒の闇の中にカラー照明で浮びあがる樹氷の姿…
まるで幻想の世界に迷い込んだ雰囲気です。

期間／ 12月下旬～ 3月上旬（樹氷形成時期）
時間／ 8：30～ 17：00（ロープウェイ運行時間）
料金／おとな3,500円　こども1,800円※団体割引15名様以上1割引き

問合・販売／山形駅前バス案内所  TEL 023-622-4290

：

ライトアップ開催日／合計45日間（下記の日程とおり）
時間／17：00～21:00（上り最終～19:50まで）
料金／おとな3,500円　こども1,800円
　　　 ※団体割引15名様以上1割引き
問合／蔵王ロープウェイ山麓駅　TEL 023-694-9518

デイライト樹氷
360°広大な樹氷原 大パノラマを一望！
ゆったり快適にロープウェイで樹氷原へGO！

小学生以下のお子様に限り、全山共通1日券が

1,000円に!（通常3,200円）

バス＋ロープウェイセットの
お得な「樹氷観賞乗車券」

山形駅⇔蔵王温泉間のバス往復と
蔵王ロープウェイ往復代がセットになってお得！

ツアー開催日／樹氷ライトアップと同日程合計45日間
蔵王山麓駅出発時間／17：00、18：00、19：00（出発２0分前集合）
定 員／１便あたり最大36名
雪上車運行コース／
樹氷高原駅→山頂線４号支柱上部折返し→樹氷高原駅
（地蔵山頂駅までは行きません）

料金／おとな5,500円　こども4,600円 （山麓線往復＋雪上車）
※シーズン券、その他割引はご利用できません。
※予約サイトより事前予約が必要です。※天候により中止する場合があります。

問合／蔵王ロープウェイ山麓駅　TEL 023-694-9518

ナイトクルーザー号で行く
「樹氷幻想回廊」ツアー

漆黒の闇の中にカラー照明で浮びあがる樹氷の姿…
ナイトクルーザー号に乗車し間近で体験。

感謝の贈り物 蔵王山岳インストラクターがご案内

【お問い合わせ】　蔵王温泉観光協会案内所
TEL 023 - 694 - 9328　FAX 023- 694 - 9327

2023.1/10（火）～3/5（日）※天候・雪質などにより中止の場合あり

蔵王樹氷まつり
2023 第58回

観賞

リフトシニア券（60才以上）
購入者に200円コーヒー券を
プレゼント。

2023.1/29（日）【上の台ゲレンデ】
2023.2/23（木・祝）【大森ゲレンデ】時間／10：00～15：00
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冬の働く車大集合！02
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期 間

受付

申込 蔵王中央ロープウェイ   TEL 023 - 694 - 9168
蔵王スカイケーブル　   TEL 023 - 694 - 9420

9：00～14：00
料金 おとな 4,500円（蔵王中央ロープウェイ・スカイケーブル往復、かんじきレンタル代込）

スキーこどもの日
ナイターにも使える！

蔵王連峰（奥羽山脈の一部）の特殊な気象条件と植生が造り
出す、世界でもあまり類をみない “氷” と “雪” の芸術品。
　一つとして同じものはなく、刻々変化するその姿は、雄大で繊細。
　「スノーモンスター」とも呼ばれている “蔵王の樹氷” は、大
自然の驚異を体感する山形の郷土遺産 -宝物-。

01
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04蔵王中央高原かんじきスノーハイク

ガイドなしで気ままに、自分のペースで樹氷・霧氷鑑賞

女子スキージャンプ
　　ワールドカップ

アリオンテック蔵王シャンツェ
個人戦
団体戦

期 日 2023.1/13㈮・1/15㈰
2023.1/14㈯
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