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みやぎ蔵王えぼしスキー場
ネイチャースクール
宮城蔵王自然学校

Miyagi Zao
Nature
School

宮城蔵王自然学校 Winter season

冬季間 毎日開校 !!

宿泊

宮城蔵王自然学校ではペンションアルファと提携し、お得な宿泊パックや
リフト割引券などをご用意しています。詳しくはお問合せください。

       〒989-0916   宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字上の原 168-7

   TEL 0224(34)2652  FAX 0224(34)1191
   E-mail  mail@pension-alpha.jp
   URL 　 http://www.pension-alpha.jp/

お申込みから当日参加の流れ

お申し込み希望のコースと日程を決めてください。

余裕があれば第二希望の日程もあるといいです。天候や予約状況で希望日にできないこともあります。
ご質問があれば遠慮なくメールまたは電話をしてください。

お申込みフォーム、メール、電話、または直接窓口でご予約ください。

仮予約でもかまいませんので早めにお知らせいただくと幸いです。
原則として予約は 3 日前までにお願いします。「明日天気がよさそうだから、急に行きたくなった」
こんな場合、お電話ください。できる限り対応させていただきます。
○希望のコース ○希望日時 ○お名前 ○ご住所 ○お電話番号 をお伺いしています。
必要に応じ、経験や体力、年齢などの事項をお伺いすることもあります。

※キャンセルは 4 日前までにお願いします（10 名以上の団体は１週間前まで）。３日前～前日 50%、当日キャンセルは
    100%キャンセル料を申し受けますのでご注意ください。

予約の再確認をさせていただくこともございます。

予約してから日数がたつ場合や当日の自然状況が予約時と大きく変わった場合などにはこちらから
ご連絡させていただくこともございます。

当日の流れ

出発の30分前までにスクールにて受付を済ませてください。

申込み用紙、同意書に必要事項を記入し料金をお支払い下さい。
レンタルのある方はこのときお渡しします。

お出発の10分前までに準備を済ませ、集合場所にご集合ください。

不要な靴などはスクールでお預かりします。貴重品はご自分でお持ちください。

出発。

各プログラムをお楽しみください。

終了、解散場所は原則として集合場所と同じです。

宮城蔵王自然学校  代表  秋山和正profile

  Miyagi Zao Nature School　宮城蔵王自然学校
  開校地　みやぎ蔵王えぼしスキー場

冬季事務局  〒989-0916　宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字上の原 168-7
 　　　　　　    ペンションアルファ内
夏季事務局  〒358-0054   埼玉県入間市野田 815-43

  TEL.0224(34)4665  FAX.0224(34)1191
  E-mail info@mz-natureschool.com
  URL http://www.mz-natureschool.com

校舎なき学校
えぼしスキー場に窓口を開設し、ガイドツアーやレッスンを行っています
が、私たちは校舎を持ちません。豊かなアウトドアライフの学び舎である
自然学校に壁や屋根は必要ないのです。
宮城蔵王自然学校は、雪と山と自然のプロフェッショナル集団の呼称です。

三浦雄一郎＆スノードルフィンスキースクール主任インストラクター、宮城
蔵王プロスキースクール主任教師等を経て宮城蔵王自然学校を設立。
青少年の野外教育キャンプなど、アウトドア全般にかかわり長年にわたり
現場のディレクターを勤める。山岳旅行のツアーリーダーとしても国内、
海外ともに多数の山域のツアーガイドをする。ヨセミテなどのビッグウォー
ルを登るクライマーだったという話もあるとか。

基本方針「安全で楽しい」
安全は大自然の中では自ら意識し行動し獲得するもの。
その土台の上に楽しさがあると私達は考えます。
そのために私達は
●行程と安全を確保する ガイディング
●装備や技術面での インストラクション
●人と自然の橋渡しを行う インタープリテーション
●人間味のある自然な ホスピタリティー
を大切にしています。

ガイドの声
冬の大自然の中に分け入るには知識と経験が必
要です。当校のスタッフは必要な技術、知識、
経験そしてホスピタリティーを兼ね備えたプロ
フェッショナルです。
大自然相手のガイドツアーに求められるのが安
全と安心であるならば、当校のスタッフに間違
いはありません。
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えぼしスキー場へのアクセス
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蔵王スノーシュー
ガイドツアー

蔵王スノーシュー
ガイドツアー

雪の蔵王登頂 !  刈田岳コース

レンタル付
スノーシュー・ブーツ・ストック

雪の蔵王登頂 !  えぼし岳コース

全コース暖かい
飲み物サービスあり

蔵王山麓  スノーシュー体験コース
ゆっくりと自然を楽しめる半日のガイドツアーです。スノーシューが始め
ての方や山歩きに自信のない方も安心してご参加ください。

午前の部　9：30～ 12：30 
午後の部　12：30～ 15：30
ガイド料金　3,800 円 / 人 ゴンドラ代別
スノーシューレンタル込　歩行時間　下り1.5時間程

ダイナミックに雪の蔵王「えぼし岳」に登頂する1日のガイド付きツアーです。
アオモリトドマツの森を抜け、樹氷原のある山頂を往復。晴れれば大展望が
広がります。登頂の充足感が人気のコースです。
時間　9：30～15：00
ガイド料金　6,000円/人　ゴンドラ、リフト代別
スノーシューレンタル込　歩行時間　登り2時間　下り2時間程

中央蔵王の名峰「刈田岳」をすみかわスノーパークから目指します。
日本の中でも数箇所でしか見られない樹氷の完全体「モンスター」が林立
し、眼下には蔵王「お釜」が悠然とその姿を現します。
厳冬期は気象条件の厳しい場所ですが、晴れて展望に恵まれれば神々し
いまでの風景に心を奪われることでしょう。
時間　9：00～ 15：30　2名様より催行
　　　　　  すみかわスノーパーク集合解散
ガイド料金　7,000 円 / 人　リフト代別
　　　　　　スノーシューレンタル込
歩行時間　登り 2.5 時間　下り 3時間程

テレマークスキー
スクール＆ガイドツアー

テレマークターン習得コース

テレマーク応用コース

 お問合せ・ご予約はこちら
期間中　毎日開校
全コース予約制です。

予約・受付はこちら
0224（34）4665
現地スクール直通（12 月～ 4 月）
info@mz-natureschool.com
http://www.mz-natureschool.com
えぼしスキー場ジャンボリフト乗り場前

テレマーク入門コース
まったく初めてテレマークスキーをする方のためのレッスンです。
はき方、歩き方、滑走、停止などの基本から学べます。進歩状況に応じ
てさらに先にすすむことや、繰り返し基本を練習することができます。
テレマークを始める方はぜひご利用ください。

テレマークターンは覚えたけれど雪質や斜面が難しくなると滑れなくなっ
てしまう方、さらに上達したい方、深雪、不整地、急斜面、ショートター
ンなど積極的にチャレンジします。雪まみれに転がるのも楽しいですよ。
時間　9：00～16：00（22：00）の 1時間単位
えぼしスキー場ナイター営業期間は 22：00まで
料金　2,500 円 / 時間 /人（プライベートレッスン）

※同じレベルの方が 2名以上のグループで受講の場合は 500円割引いたします。
用具は各自ご用意ください。

アルペンスキー(普通のゲレンデスキー)経験者がテレマークを始めるのに
最適なレッスンです。独学では苦労する、かかとを上げた独特の正しい
テレマーク姿勢を覚え、ターンへと導きます。

蔵王バックカントリー
スクール＆ガイドツアー

蔵王えぼし岳バックカントリーツアー

蔵王刈田岳バックカントリーツアー

その他

スペシャルイベント

スキー場上部から「えぼし岳」へ登り山頂からダイナミックにダウンヒル。
その日最高の斜面をライディング。
天気の良い日は展望も最高です。スノーボード、テレマークの方もどうぞ。
時間　9：30～ 14：30　登行 2時間程
ガイド料金　6,000 円 / 人
スキー場上部へのリフト券は各自でご用意ください。
登行はシール、スノーシューどちらも可能です。
スノーシューレンタルできます。別途 1,000 円

厳冬期はモンスター（樹氷）を間近に見て大斜面を滑降！ 広大な斜面か
らレベルに合わせたライン取りが出来ますので、BC入門者からエキス
パートまで満足できる 1日のガイドツアーです。
時間　9：00～ 15：00　すみかわスノーパーク集合解散
ガイド料金　7,000 円 / 人
スキー場上部へのリフト券は各自でご用意ください。
登行はシール、スノーシューどちらも可能です。
スノーシューレンタルできます。別途 1,000 円

「月夜のナイトスノーシュー」
「キャットで行く刈田岳バックカントリーツアー」
「かぐらバックカントリーツアー」など期日限定の特別企画
詳しくはWebサイトか直接お問合せください。

歩くスキー、キャンプ、山岳講習、
登山ガイドなども可能です。
蔵王以外でのアウトドアプログラム
作成、運営も承ります。
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