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福島県 6-1 二本松塩沢スキー場
福島県二本松市塩沢字ぐみ
塚山国有林

1日券：大人3,000円
子ども（小学生以下）1,700
円

二本松ICより20分 2基 4コース

・スキーセット（板、ストック、ブーツ）
・ボードセット（板、ブーツ）
・ウェア
・フルセット
・手袋ゴーグル帽子などの小物は直接肌に触れるた
め、レンタルしていません

全日本スキー連盟公認　塩澤ス
キースクール

12月下旬～2月下旬 9:00~16:30

病院名： 医療法人　枡記
念病院
　福島県二本松市住吉
100
　TEL 0243-22-3100
（車で30分）

*1

TEL 0243-24-2845
FAX 0243-24-2433
メールアドレス
shiozawa@leaf.ocn
.ne.jp

http://tohoku-

safaripark.co.jp/ski

/

福島県 6-2 あだたら高原スキー場 福島県二本松市奥岳温泉

一日券：（平日）大人3,200
円、中学生2,800円、小学生
1,900円
　　　　（土休日）大人
4,000円、中学生3,500円、
小学生2,300円

二本松ICより車で13ｋ
ｍ・約20分

４基

７コース（コースにより緩急
あり）
初級：４コース
中級：５コース
上級：２コース

・スキーセット（ウェア、板、ストック、ブーツ）
・ボードセット（ウェア、板、ブーツ）
・小物は感染症予防対策の為現在の所、レンタルして
いません

SIA公認スノースクール １２月下旬～３月中旬

コールドライン
リフト・バイオ
レットラインリ
フト：9：00～
15：45
ブルーラインリ
フト・オレンジ
ラインリフト：
9：00～16：00

病院名：枡記念病院
福島県二本松市住吉100
ＴＥＬ：0243-22-3100

～200名

福島県警　二本松警察
署
福島県二本松市若宮２
丁目163-5
TEL:0243-23-1212

安達地方広域行政組合
消防本部　北消防署
福島県二本松市大壇27
0243-22-1211

福島県北保健福祉事務
所（県北保健所）
福島県福島市御山町8-
30
TEL:024-534-4104

*1

TEL:0243-24-2141
e-
mail:adatara@oliv
e.ocn.ne.jp

http://www.adatar

a-resort.com/ski/

福島県 6-3
グランディ羽鳥湖スキー
リゾート

福島県岩瀬郡天栄村羽鳥湖
高原

1日券：大人4,400円
中高生3,600円
ジュニア（小学生以下）
2,600円

白河ICより45分 34基

11コース
　初級：10％
　中級：40％
　上級：50％

	スキーセット（スキー、ブーツ、ストック）、ボード
セット（ボード、ブーツ）　ウェアは別

ＳＩＡ、ＳＡＪ公認グランディ羽
鳥湖スキー＆スノーボードスクー
ル

12月下旬～ 8:30^16:30

病院名： 白河厚生総合病
院
　福島県白河市豊地上弥
次2-1
　TEL 0248-22-2211
（車で約40分）

*1

 Tel 0248-85-2024
  Eメール 
grandee@hatoriko.
com

http://hatoriko.com

/

福島県 6-4 只見スキー場
福島県南会津郡只見町大字
只見字田ノ口24

一日券：大人2,850円
幼児小中学生1,550円

会津坂下IC90分
西那須野塩原IC120分

1基

1コース
初級40％
中級30％
上級30％

スキーセット（スキー、ブーツ、ストック）、スノー
ボード、そり

ＳＩＡ所属　スノーマスタース
キースクール

12月下旬～3月下旬 9:30~16:00

	病院名： 朝日診療所
　福島県南会津郡只見町
大字長浜字久保田31
　TEL 0241-84-2221
（車で20分）

*1

TEL 0241-82-2304
FAX 0241-83-1734
メールアドレス
atsg@muse.ocn.ne.
jp

http://tadamikousy

a.sakura.ne.jp/ski/

福島県 6-5
猪苗代スキー場【中央×
ミネロ】

福島県耶麻郡猪苗代町字葉
山71０5

一日券：大人5,600円
小学生2,800円

猪苗代磐梯高原ICより
15分

8基 18コース
スキーセット（ウェア、板、ストック、ブーツ）、
ボードセット（ウェア、板、ブーツ）、小物は別。

（直営）ＳＩＡ公認スノースクー
ルINAWASHIRO、ＪＳＢＡ公認ミネ
ロスノーボードスクール、（他）
ＳＡＪ猪苗代スキー学校、ＳＩＡ
公認猪苗代プロスキースクール、
ＳＩＡ公認磐梯スキーアカデミー

12月中旬～3月下旬 07:30～16:30

病院名： 小川医院
　福島県耶麻郡猪苗代字
カキ田393
　TEL 0242-62-2132
（車で約10分）

*1

TEL 0242-62-3200
※パトロール/救護
所 0242-62-2428
FAX 0242-63-0343

https://www.inawa

shiro-ski.com/

福島県 6-6 会津高原高畑スキー場
福島県南会津郡南会津町大
桃字一の間-20-3

1日券：大人4,300円
子ども2,600円

西那須野塩原ICより80
㎞2時間30分

5基 10コース
	フルセット（スキー、ブーツ、ストック）、ウェア
セット

	ＳＡＪ公認高畑スキースクール 12月下旬～3月下旬 8：30～16：00

	病院名： 福島県立南会津
病院
　福島県南会津郡南会津
町永田字風下14-1
　TEL 0241-62-7181
（車で50分）

*1
TEL 0241-76-2231
FAX 0241-76-2233

https://www.takah

ata-ski.net/

福島県 6-7 裏磐梯スキー場
福島県耶麻郡北塩原村大字
桧原字大府平山1170-5

1日券：大人4,000円
小人3,500円

猪苗代磐梯高原ICより
25km　30分

3基

3コース
初級：1コース（ロープ塔）
中級：1コース（ポニーリフ
ト）
上級：1コース（ポニーリフ
ト）

	スキーセット（スキー、ブーツ、ウェア）　小物は
別。

ＳＡＪ公認裏磐梯スキースクール 12月中旬～3月下旬 8：00～17：00

病院名： 猪苗代町立猪苗
代病院
　福島県耶麻郡猪苗代町
字梨木西65
　TEL 0242-62-2350
（車で30分）

*1
TEL 0241-32-2177
FAX 0241-32-3441

https://www.uraba

ndai-ski.jp/

福島県 6-8 沼尻スキー場
福島県耶麻郡猪苗代町大字
蚕養字沼尻山甲2855－434

1日券（平日）：大人3,800
円
子ども2,800円

福島西ICより50分
磐梯熱海ICより30分
猪苗代磐梯高原ICより
30分

6基

13コース
初級40％
中級40％
上級20％

スキーセット、ボードセット、ウェア、そり
ＳＡＪ公認沼尻スキー学校0242-
64-3181／SIA公認NUMAJIRIプロス
キースクール090-7803-6827

病院名： 小川医院
　福島県耶麻郡猪苗代町
字カキ田393
　TEL 0242-62-2132
（車で20分）

*1

TEL 0242-67-1250
FAX 0242-67-1240
メールアドレス
info@numajiri-
ski.jp

https://www.numa

jiri-ski.jp/

福島県 6-9 尾瀬檜枝岐温泉スキー場
福島県南会津郡檜枝岐村字
見通1150

1日券：大人2,500円
小人2,000円

西那須野塩原ICから
90km

2基
2コース
上級：1コース
中級：1コース

	スキー、ブーツ、ポールの3点のみ 	常設なし 12月下旬～3月下旬 	8：00～17：00

	病院名： 檜枝岐村診療所
　福島県南会津郡檜枝岐
村字下ノ台401-4
　TEL 0241-75-2341
（車で5分）

*1

TEL 0241-75-2351
FAX 0241-75-2101
メールアドレス
kankou@vill.hinoe
mata.lg.jp

http://www.ozejin-

yamagoya.jp/

福島県 6-10
会津高原だいくらスキー
場

福島県南会津郡南会津町針
生字昼滝山850-150

1日券：大人4,200円
小学生2,700円

西那須野塩原ICより64
㎞80分
白河ICより63㎞80分

5基

11コース
初級30％
中級40％
上級30％

	スキーセット（スキー、ブーツ、ウェア）小物は別
	ＳＡＪ公認だいくらスキースクー
ル/ＳＩＡ公認ヨーロピアンス
ノースクール

12月下旬～3月末 8:30~16:00

病院名： 福島県立南会津
病院
　福島県南会津郡南会津
町永田字風下14-1
　TEL 0241-62-7111
（車で15分）

*1

TEL 0241-64-2121
FAX 0241-64-2240
メールアドレス
plan@minamiyama2.
info

http://daikura.net/

福島県 6-11 会津高原南郷スキー場
福島県南会津郡南会津町界
字湯の入293

1日券：大人4,100円
小中学生1,500円

丹西那須ICより75㎞110
分

4基

10コース
初級30％
中級40％
上級30％

スキーフルセット（板・ブーツ・ストック・ウェア上
下）、その他小物（帽子・手袋・ゴーグル）

	全日本スキー連盟公認　南郷ス
キースクール　ＴＥＬ0241-73-
2646

12月下旬～3月下旬 8:00~17:00

	病院名： なかやクリニッ
ク
　福島県南会津郡南会津
町片貝字根木屋向16
　TEL 0241-73-2036
（車で2分）

*1

TEL 0241-73-2111
FAX 0241-73-2119
メールアドレス
info@nango-
ski.com

http://www.nango-

ski.com/

福島県 6-12
会津高原たかつえスキー
場

福島県南会津郡南会津町高
杖原535

1日券：大人4,500円
小学生まで3,400円

西那須野塩原ICから63
㎞90分
白河ICより90㎞120分

8基

15コース
初級30％
中級40％
上級30％

スキーセット、スノーボードセット、ウェアセット、
小物3点セット。

	ＳＡＪ公認たかつえスキースクー
ル、ＮＰＯ法人Ａ．Ｒ．Ｓウィン
タースクール、JSBAたかつえス
ノーボードスクール

12月下旬～4月上旬 8:30~16:30

病院名： 福島県立南会津
病院
　福島県南会津郡南会津
町永田字風下14-1
　TEL 0241-62-7113
（車で50分）

*1

TEL 0241-78-2220
FAX 0241-78-3098
メールアドレス
information@takat
sue.jp

http://takatsue.jp/

福島県 6-13
星野リゾート　猫魔ス
キー場

福島県耶麻郡北塩原村大字
桧原字猫魔山1163

1日券：大人4,500円
中高生3,500円
小学生2,300円

猪苗代磐梯高原ICより
40分
会津若松ICより50分

5基

11コース
　初級：3コース
　中級：３コース
　上級：５コース

・スキーセット（板、ストック、ブーツ）
・ボードセット（板、ブーツ）
・ウェア
小物は販売しております。

あり
詳細はHPよりお問い合わせくださ
い。

12月上旬～5月上旬 8:30~16:00

病院名： 小川医院または
（総合会津中央病院、救
急救命センター）
　小川病院、耶麻郡猪苗
代町字カキ田393、（総
合会津中央病院、会津若
松市鶴賀町1-1）
　TEL 小川医院0242-62-
2132、(総合会津中央病
院)0242-25-1515
（車で30分、（1時
間））

*1 0241-32-3001
https://www.neko

ma.co.jp/

福島県 6-14
リステルスキーファンタ
ジア

福島県耶麻郡猪苗代町リス
テルパーク

1日券：大人3,700円
小人2,700円

猪苗代磐梯高原ICより
10分

3基

6コース
初級40％
中級20％
上級40％

スキーセット（板・ブーツ・ストック）、小物はレン
タル無し

ＳＡＪ公認ファンタジアスキース
ノーボードスクール

12月下旬～3月下旬 8：30～16：30

病院名： 医療法人ケアテ
ル　マリアクリニック
　福島県耶麻郡猪苗代町
リステルパーク内
　TEL 0242-66-2700
（徒歩3分）

*1

TEL 0242-66-4111
FAX 0242-66-4111
メールアドレス
skifantasia@liste
l.co.jp

https://www.listel-

inawashiro.jp/sno

w_season/

http://tohoku-safaripark.co.jp/ski/
http://tohoku-safaripark.co.jp/ski/
http://tohoku-safaripark.co.jp/ski/
http://www.adatara-resort.com/ski/
http://www.adatara-resort.com/ski/
http://hatoriko.com/
http://hatoriko.com/
http://tadamikousya.sakura.ne.jp/ski/
http://tadamikousya.sakura.ne.jp/ski/
https://www.inawashiro-ski.com/
https://www.inawashiro-ski.com/
https://www.takahata-ski.net/
https://www.takahata-ski.net/
https://www.urabandai-ski.jp/
https://www.urabandai-ski.jp/
https://www.numajiri-ski.jp/
https://www.numajiri-ski.jp/
http://www.ozejin-yamagoya.jp/
http://www.ozejin-yamagoya.jp/
http://daikura.net/
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https://www.listel-inawashiro.jp/snow_season/
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福島県 6-15
Blue Resort箕輪スキー
場

福島県耶麻郡猪苗代町大字
若宮字吾妻山国有林194林班

一日券：4,500円
半日券（4時間）：3,800円

磐越道　磐梯高原猪苗
代ICより車で約30分

３基

12コース
初級：７コース
中級：４コース
上級：３コース
超上級：１コース

・スキーセット（ウェア、板、ストック、ブーツ）
・ボードセット（ウェア、板、ブーツ）
・小物はレンタルしていません

SIA公認スノースクールAAA
SAJ公認BBBスキー学校 12月中旬～3月下旬

09：30～15:30
Bリフト：08：
30～16：30(ナ
イター 17:00～
21:00)→特定日
営業
Cリフト：08：
30～16：00

病院名：会津中央病院
福島県会津若松市鶴賀町
１-１
TEL:0242-25-1515

～280名 ２軒
①赤べこ絵付け体験
（受入人数280人）

猪苗代警察署
福島県耶麻郡猪苗代町
字梨木西100-1
TEL:0242-63-0100

猪苗代消防署
福島県耶麻郡猪苗代町
字梨木西19-1
TEL:0242-62-4433

会津若松保健所
福島県会津若松市城東
町5-12
TEL:0242-29-5503

*1
TEL:0242⁻64-3377
E-mail:info@ski-
minowa.jp

http://www.ski-

minowa.jp

福島県 6-16
星野リゾート　アルツ磐
梯

福島県耶麻郡磐梯町大字更
科清水平6838-68

一日券：大人4,900円
中高生3,700円
小学生2,300円

磐梯河東ICより15分 8基

29コース
初級35％
中級40％
上級25％

スワロースキーレンタル（小物までフルセット可）、
場合によっては自社（要相談：小物レンタルはなし）

自社スクール 12月下旬～3月下旬

8：30～21：
00、ナイター営
業のないときは
17：00まで

	病院名： 磐梯町医療セン
ター「瑠璃の里」または
総合会津中央病院（救急
救命センター）
　（瑠璃の里）耶麻郡磐
梯町諏訪2926、（総合会
津中央病院）会津若松市
鶴賀町1-1
　TEL (瑠璃の里)0242-
73-2110(総合会津中央病
院)0242-25-1515
（瑠璃の里（車で15
分）、総合会津中央病院
（車で25分））

*1
TEL 0242-74-5155
FAX 0242-74-5179

https://www.alts.c

o.jp/

福島県 6-17
グランデコスノーリゾー
ト

福島県耶麻郡北塩原村桧原
荒砂沢山

一日券：大人～6,000円
子供～4,300円

猪苗代磐梯高原ICより
23㎞30分

5基

8コース
初級40％
中級45%
上級15％

	あり（webからの事前予約が便利） 	ＳＡＪ及びＳＩＡ 11月下旬～5月上旬 8：30～16：30

	病院名： かねこクリニッ
ク
　福島県耶麻郡猪苗代町
千代田二百刈69-2
　TEL 0242-72-0660

（30分）

*1

TEL 0241-32-2530
FAX 0241-32-3220
メールアドレス
deco@resortservic
e.co.jp

https://www.grand

eco.com/winter/

福島県 6-18 喜多方市三ノ倉スキー場
福島県喜多方市熱塩加納町
相田字北権現森甲857－1

会津若松ICより50分 2基

3コース
初級30％
中級60％
上級10％

	スキー、ストック、ブーツ、ウェア、手袋、スノー
ボード、そり

かっつアウトドアスポーツ 12月下旬～3月下旬 9：00～21：00

	病院名： 喜多方市有隣病
院
　福島県喜多方市松山町
松北原3634-1
　TEL 0241-24-5021
（車で20分）

*1 TEL 0241-36-2071

https://www.tif.ne.

jp/kyoiku/program

/disp.html?id=315

&start=0&mokuteki

2=05

福島県 6-19
フェアリーランドかねや
まスキー場

福島県大沼郡金山町小栗山
上野

1日券：大人3,000円
子供2,000円

2基

3コース
初級20％
中級50％
上級30％

スキーセット（スキー、ブーツ、ストック）小物のレ
ンタルはありません

ＳＡＪ公認金山スキースクール 12月下旬～3月31日 	8：30～16：30

病院名： 福島県立宮下病
院
　福島県大沼郡三島町宮
下字水尻1150
　TEL 0241-52-2321
（車で20分）

*1 TEL 0241-54-2022

http://www.aizuka

neyama.co.jp/ski/s

kitop.html

福島県 6-20
ファミリースノーパーク
ばんだい×2

福島県耶麻郡猪苗代町グミ
沢原7092－8

1日券：大人3,000円
小学生2,500円

2基

6コース
初級50％
中級35％
上級15％

スキーセット、スノーボードセット、小物セット、各
単品もあり、スノーシュー

	ＳＩＡ公認ばんだいスノースクー
ル、ＳＪＢＡ公認ばんだい×2ス
ノーボードスクール

12月下旬～3月下旬

	平日8：30～
16：00、土日祝
日8：00～16：
30

病院名： 小川医院
　福島県耶麻郡猪苗代町
カキ田393
　TEL 0242-62-2132
（車で約10分）

*1

TEL 0242-93-8530
FAX 0242-93-8531
メールアドレス
bandai@bandai-
bandai.jp

http://www.bandai

-bandai.jp/

*! 「ふくしま教育旅⾏ 体験・学習プログラム」(https://www.tif.ne.jp/kyoiku/program/index.html?mokuteki1[]=5 2022年3⽉11⽇最終確認)を参照

http://www.ski-minowa.jp/
http://www.ski-minowa.jp/
https://www.alts.co.jp/
https://www.alts.co.jp/
https://www.grandeco.com/winter/
https://www.grandeco.com/winter/
https://www.tif.ne.jp/kyoiku/program/disp.html?id=315&start=0&mokuteki2=05
https://www.tif.ne.jp/kyoiku/program/disp.html?id=315&start=0&mokuteki2=05
https://www.tif.ne.jp/kyoiku/program/disp.html?id=315&start=0&mokuteki2=05
https://www.tif.ne.jp/kyoiku/program/disp.html?id=315&start=0&mokuteki2=05
https://www.tif.ne.jp/kyoiku/program/disp.html?id=315&start=0&mokuteki2=05
http://www.aizukaneyama.co.jp/ski/skitop.html
http://www.aizukaneyama.co.jp/ski/skitop.html
http://www.aizukaneyama.co.jp/ski/skitop.html
http://www.bandai-bandai.jp/
http://www.bandai-bandai.jp/

