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初めての雪遊びはあだたらへ！

「あだたら高原スキー場」12 月 16 日(土）オープン！

あだたら高原スキー場（福島県二本松市）は、今シーズンの営業を平成 29 年 12 月 16 日（土）より
開始いたします。
あだたら高原スキー場は、最大傾斜 28 度の緩急ある「ベガコース」やスキー競技大会で使用される
「アンドロメダコース」をはじめ、バリエーション豊かな７種類のコースがあり、ファミリーから上級
者まで楽しむことができます。ゲレンデには、広々とした雪遊び広場や、ソリ遊びやチュービングが楽
しめるキッズパークがあり、小さなお子様も安心して遊ぶことができます。さらに、手ぶらで気軽にス
キーやスノーボードをお楽しみいただけるよう、レンタルグッズを充実させるほか、郡山駅からの往復
シャトルバスも 2 月末まで毎日運行（3 月は金～月のみ運行）いたします。
大晦日からお正月にかけては、年越しそばのサービスや特別割引券のプレゼント、宝探し大会などの
お楽しみイベントを実施するほか、毎週火曜日はレディースデー、毎週水曜日はシニアデー、毎月第３
日曜日をスキー子供の日としてリフト１日券が割引でご利用いただける感謝デーを設けています。
更に、スキー・スノーボードを楽しんだ後は、安達太良山麓に広がるさわやかな高原の温泉郷日帰り
温泉「あだたら山 奥岳の湯」で、疲れた身体を癒されることをおすすめします。
阿武隈の山々を見渡す抜群のロケーションと美しい樹林に囲まれたゲレンデ、初心者から上級者まで
ご満足いただける豊富なコースバリエーションに良質のパウダースノーと、魅力満載のあだたら高原ス
キー場にご注目下さい。

安心して雪あそびを楽しめる

雪あそび広場＆キッズパーク
■雪遊び広場

※無料

長さ 100ｍ・幅 30ｍの広々とした雪遊び広場は、雪を集めて
作った雪山に登ったり、雪だるまを作ったり、気軽に雪あそび
を楽しんでいただける無料ゲレンデです。一般ゲレンデから
独立しているため、小さなお子さまでも安心して遊んでいた
だける無料ゲレンデです。一般ゲレンデから独立している
ため、小さなお子さまでも安心して遊んでいただけます。

■キッズパーク
※入場料 800 円、土日祝のみ営業。雪の状態により利用時間が異なることも

スノーエスカレーターが設置されたキッズパークには、長さ
50m のそりすべりコースと長さ 50ｍのチュービングコースが
あり、スノーアクティビティを楽しむことができます。
大きな浮き輪のようなチュービングで雪面を滑り降りうる
チュービングコースには、ウェーブやジャンプ台もあり、大人
の方でも十分にスリルとスピードを楽しむことができます。
また、一般のスキーヤーが滑り入らないよう囲まれているため、
安心してお楽しみいただける広場です。
入場料 800円
そりレンタル料500円。持ち込みOK。
ﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ1回100円、6回券500円

郡山駅よりシャトルバスあり！レンタルグッズ充実！

手ぶらで気軽にあだたら高原スキー場へ行こう！
郡山駅~あだたら高原スキー場の往復シャトルバスを運行（要予約）
■運行期間
平成 29 年 12 月 22 日（金）～平成 30 年 2 月 28 日（水）毎日運行
3 月は、金・土・日・月曜日のみ運行
■料金
片道＝大人 1,200 円/小人 600 円
※「リフト 1 日券」
「フルセットレンタル」がついたお得なパックも販売
■予約先
0423-24-2141
■運行時間
郡山駅発 9：10 → あだたら高原スキー場着 10：30
あだたら高原スキー場発 17：00 → 郡山駅着 18：20
あだたら高原スキー場はレンタルグッズも充実！
スキーセット（板・プール・ストック）
スノーボードセット（スノーボード・ブーツ）
スノーシューセット（スノーシュー・ブーツ）
ウェアセット（ウェア上下・手袋・帽子）
フルセット
（スキーまたはスノーボードセット+ウェアセット）

※1 日券または 4 時間券提示で割引あり

大人・ シニア

中学生以下

3,100円

2,100円

5,150円

3,100円

【あだたら高原スキー場 営業概況】
■営業期間
平成 29 年 12 月 16 日（土）～平成 30 年 4 月 1 日（日）＜予定＞
オープニングシーズン：平成 29 年 12 月 16 日（土）～平成 29 年 12 月 22 日（金）
レギュラーシーズン ：平成 29 年 12 月 23 日（土）～平成 30 年 3 月 11 日（日）
フェアウェルシーズン：平成 30 年 3 月 12 日（月）～平成 30 年 4 月 1 日（日）
※期間中無休。但し、天候等により予告なしに休業する場合あり
※積雪状況により、営業期間の変更を行う場合あり
■営業時間
全日
8：30～16：30
■コース数 7 本
Ａ．アンドロメダ（中級） 700ｍ
斜度／最大 23° 平均 14°
Ｂ．ヘラクレス（中級）
700ｍ
斜度／最大 23° 平均 17°
Ｃ．シリウス（初~中級） 700ｍ
斜度／最大 28° 平均 18°
Ｄ．ベガ（上級）
700ｍ
斜度／最大 28° 平均 20°
Ｅ．アルタイル（初~上級） 600ｍ
斜度／最大 28° 平均 18°
Ｆ．ジェミニ（初~中級） 800m
斜度／最大 20° 平均 15°
Ｇ．ペガサス（初級）
450ｍ
斜度／最大 18° 平均 13°
■リフト数 ４基
１．オレンジライン
クワッドリフト(４人乗り)／510
ｍ
２．ブルーライン
ペアリフト／350ｍ
３．バイオレットライン
ペアリフト／450ｍ
４．ゴールドライン
ペアリフト／760ｍ
■料

金
下記は、１日料金。その他、４時間、ファミリーチケットあり。
オープニングシーズン、フェアウェルシーズン

全

日

大人
2,500円

シニア・高校生
2,000円

中学生・小人
1,500円

大人
3,200円
4,000円

シニア・高校生
2,800円
3,500円

中学生・小人
1,850円
2,300円

レギュラーシーズン

平 日
土休日､12/29～1/3

※シニアは５０歳以上（要証明）が対象となります。

レディースデー

毎週火曜日

大人・シニア・高校生
2,000円

小学生・小人
1,000円

※1/2(火)は除きます。
シニアデー

毎週水曜日

シニア
2,000円
※1/3(水)・3/21(水)は除きます。

【日帰り温泉 あだたら山 奥岳の湯】
■営 業 日 年中無休 ※メンテナンスにより休業する場合あり
■営業時間 １０：００～１７：００
■延床面積 ２１６.９㎡
■構
造 木造平屋建て
■施設内容 収容可能人数８０人（男女各４０人）
浴場（男女各）内湯、露天風呂
■利用料金（消費税含む）
大人（中学生以上）
６００円
小人（４才～小学生） ４００円
■ｐ Ｈ 値 ２．５（強酸性）
■泉
質 単純酸性温泉
■適 応 症 神経痛･筋肉痛･関節痛･運動麻痺･慢性消化器病
冷え性･疲労回復･健康増進･慢性皮膚病
■アクセス
車 ／東京から東北自動車二本松 IC（約 150 分）
国道 459 号岳温泉経由・県道 386 号（約 20 分）
鉄道／東京駅→郡山駅（東北新幹線約 90 分）、
郡山駅→二本松駅（東北本線約 25 分）、
二本松駅→岳温泉（福島交通バス約 25 分）、
岳温泉からタクシー約 10 分

