
蔵王山
周辺

07

県南エリア

キャニオニング
沢登りや川への飛び込みな
ど、フランス発祥の沢遊びス
ポーツが体験できる。

御釡
エメラルドグリーンの湖水を
たたえる火口湖。大自然の息
吹を感じる佇まいが魅力。

P.082

国営みちのく
杜の湖畔公園

東北唯一の国営公園。遊具広場やキャンプ場
などを有し、幅広い世代の人々が訪れる。

P.082

樹氷めぐり
世界的にも稀少な自然現象･樹氷を間近で
見学。ダイナミックな光景は感動必至。

P.082

蔵王
エコーライン
宮城県と山形県をつなぐ山
岳道路。雪壁や紅葉など、季
節の景色が楽しめる。

P.082

080 県南
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県南エリア

キャニオニング
沢登りや川への飛び込みな
ど、フランス発祥の沢遊びス
ポーツが体験できる。

P.017

御釡
エメラルドグリーンの湖水を
たたえる火口湖。大自然の息
吹を感じる佇まいが魅力。

P.082

国営みちのく
杜の湖畔公園

東北唯一の国営公園。遊具広場やキャンプ場
などを有し、幅広い世代の人々が訪れる。

P.082

樹氷めぐり
世界的にも稀少な自然現象･樹氷を間近で
見学。ダイナミックな光景は感動必至。

P.082

蔵王
エコーライン
宮城県と山形県をつなぐ山
岳道路。雪壁や紅葉など、季
節の景色が楽しめる。

P.082

081県南
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082 蔵王山周辺

蔵王町
MAP P.78

　蔵王刈田岳・熊野岳・五色岳の３峰に抱かれた円型の火口湖。湖面のエメラルドグリー
ンの水の輝きは、荒 し々い火口壁と対比して神秘的な雰囲気だ。
交145P参照 ☎0224-34-2725（蔵王町観光案内所） ☎0224-84-6681（川崎町観光協会）

●御釜
　園内にあるキャンプ場。コテージ、プレイラン
ドなど充実した施設がある。 
★4月1日〜11月30日 休火曜休（月曜の宿泊は可
能） 料オートキャンプサイト3150円〜、テントサイト
1600円〜、コテージ15750円〜
☎0224-84-6633

●�北地区・オートキャンプ場
　エコキャンプみちのく

　刈田岳の東の山麓。溶岩が冷えて固まった
火山岩や火山礫がむきだしになっていることか
ら、賽の磧の名が付いている。山岳修験の霊
場としても知られ、蔵王寺が残る。
P 70台 交145P参照

●賽
さい

の磧
かわら

　蔵王町・遠刈田温泉と川崎町・青根温泉を
結ぶ国道457号の途中、大きな赤い鳥居が
蔵王エコーラインの入口。
交145P参照

●蔵王エコーライン

　蔵王を代表する高山植物コマクサが群生す
ることから、この名前がある。コマクサが最盛
期を迎える頃、多くの登山客が訪れる。展望
台から不帰（かえらず）の滝や、太平洋まで遠
望できる。
P 50台 交145P参照

●駒草平

　 「ふるさと村」には、東北6県の古民家が移
築され、懐かしい農村風景が広がる。古民家
内ではパネルや古民具などの展示物で各県
の文化を紹介。土・日曜、祝日を中心にさまざ
まなイベントが開催される。

●南地区・ふるさと村

自然 御釜・蔵王エコーライン
新緑から紅葉まで楽しめる

MAP P.78
蔵王町・川崎町 レジャー・ショッピング 国営みちのく杜の湖畔公園

四季の花が美しく咲く公園
　釜房ダム湖畔にある東北唯一の
国営公園。季節の美しい花 が々咲く
大花壇や花畑、大型遊具、東北6県
の古民家がそろう「南地区」、キャン
プ場やドッグラン、各種スポーツが楽
しめる「北地区」、里山の自然や文化
を体感できる「里山地区」に分かれ
る。年間を通してさまざまなイベントも
開催され1日中楽しめる。

9時30分〜17時（7・8月は〜18時、11
〜2月は〜16時）。 休火曜休（祝日の場合
は翌日休）、4月1日〜6月は第3日曜まで無
休、7月第3月曜〜10月31日は無休 
料入場料450円 P 1400台（有料320円） 
交145P参照 ☎0224-84-5991

MAP P.78
川崎町

　初級者から上級者向けまで多彩なコースがあり、
山頂から4.3㎞のロングクルージングも楽しめる。

ゴンドラ運行は9時より、ナイター営業もある。

●スキー・スノーボード

　夏のシーズンには、水遊び広場やゴーカート
のほか、釣り堀での釣りも楽しめる。釣った魚
は、その場で調理され、塩焼きなどで味わうこと
ができる。

●�水遊び広場、ゴーカート、釣り体験

レジャー・ショッピング みやぎ蔵王えぼしリゾート
蔵王山麓レジャーの基地

　県内最大規模のスキー場・みやぎ蔵王えぼしリゾートは、四季を通して楽しめる。4月下旬か
ら5月中旬のすいせん祭りや、シロヤシオツツジ観賞、トレッキング、夏休みイベント、星空観察
イベントや秋のいも煮などが体験できる。ロープウェーに乗れば、遠く仙台平野、太平洋、牡
鹿半島まで見える。
交145P参照 ☎0224-34-4001

MAP P.78
蔵王町

レジャー・ショッピング みやぎ蔵王の樹氷めぐり
スノーモンスターを間近で眺める

　キャビン搭載の暖房付乗用雪上車「ワイルドモンスター号」に乗り樹氷原を巡る人気の
ツアー。鑑賞スポットでは車を降り、巨大な樹氷を間近で眺めることができる。
★12月下旬〜3月中旬 全日11時出発〜13時戻り、13時半出発〜15時半戻り 料コースによる

（4000〜10000円） 交 145P参照 ☎ 0224-85-3055
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ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '21
WG21_335記事体広告　88.5mm×80.8mm

ウィンターも、グリーンシーズンも

DATA
9〜16時30分 交

東北自動車道村田
I.Cより30分、白 石
I.Cより車で30分 ☎
0224-34-4001 
URL：http://www.
eboshi.co.jp

　蔵王国定公園内、遠刈田温
泉を基地として温泉も楽しみな
がら、オールシーズンのレジャー
が楽しめる施設。冬はみやぎ蔵
王のスキー・スノーボードのメッ
カとして、グリーンシーズンには
すいせんの名所（4月下旬〜5
月中旬◆すいせん祭り）、5月中
旬〜6月上旬はシロヤシオツツ
ジ観賞、好天時は満天の星空
を楽しめるナイトゴンドラ、トレッ
キングや合宿。秋にはいも煮会

（9月下旬〜10月下旬）の場所
として人気になる。

みやぎ蔵王えぼしリゾート遊ぶ 蔵王町

すいせん祭り スキーシーズン

レジャー・ショッピング みやぎ蔵王セントメリースキー場
アクセス抜群！笹谷インターを降りてすぐ
　仙台市から車で約40分、国道286号沿いに立地し、
山形自動車道笹谷ICから3分という好アクセスが魅
力。高速道路と立体交差するユニークなレイアウトのコ
ースをはじめ、ビギナー、キッズ向けのコースや、最大35
度の上級者コースもあり、そり専用コースにはスノーエス
カレーターを完備。スノーパークやナイター設備も充実。
交145P参照 ☎0224-84-5880

MAP P.78
川崎町

レジャー・ショッピング 蔵王酪農センター 蔵王町

豊かな自然をいかした施設がいっぱい
　遠刈田温泉街の西側、蔵王山麓に広がる高
原内にある観光牧場を中心とした施設。乳製品
の販売だけでなく、乳製品作りも体験できる。

9〜17時（施設によって異なる） 休無休 P 50台 
交 145P参照 ☎ 0224-34-3311

MAP P.78
蔵王町

温泉 遠刈田温泉
蔵王山麓に広がる温泉街
　開湯から400余年。昔は蔵王権現の参
拝のための湯治場として栄えた。ペンション
を含め30軒以上の宿がある。〈泉質〉ナトリ
ウム、カルシウム、硫酸塩・塩化物泉。にぎ
やかな温泉街には、「神の湯」と「壽の湯」の
2つの共同浴場があり、食べ歩きも楽しめる。
交 145P参照 ☎ 0224-34-2725（蔵王町観光
案内所）

　遠刈田温泉街にある2つの共同浴場。「神の湯」は、
男湯と女湯それぞれに熱い湯とぬるめの湯の二つの浴
槽があり、外には無料の足湯もある。「壽の湯」は、風
情ある江戸時代の湯小屋を再現した建物。熱めの湯。
どちらも、地元住民や観光客で朝から賑わっている。

〈神の湯〉
10〜13時30分、16〜19時30分 休 無休 料 330円 

P 15台 交145P参照 ☎0224-34-1990
〈壽の湯〉

6〜9時30分、16〜19時30分 休無休 料330円 
P 9台 交145P参照 ☎0224-34-1990

●2つの共同浴場

MAP P.78
蔵王町

温泉 青根温泉
豊富な湯量を誇る歴史ある温泉地

　藩政時代、仙台藩主の御殿湯として栄えた。山間部にありながら太平洋が眺められる眺
望の良さが魅力の一つ。宿泊施設と公衆浴場「じゃっぽの湯」がある。〈泉質〉弱アルカリ
単純温泉。 
交145P参照 ☎0224-85-3122（青根洋館内青根温泉観光案内所）

　川崎町産木材を使用した源泉かけ流し
の公衆浴場。中庭には野外ステージも設
置。さまざまなイベントや活動に利用でき
る温泉街の中心施設。

6時30分〜21時30分 休無休 料320円 
P 25台 交145P参照 ☎0224-87-2188

●�公衆浴場「じゃっぽの湯」

MAP P.78
川崎町 温泉 峩々温泉

宮城の秘湯
　蔵王の山々に囲まれた標高850mにある温泉。

「日本三大胃腸病の名湯」として知られる1軒
宿。断崖を眼前にして入る露天風呂が迫力満
点。〈泉質〉含石膏重曹泉。
交145P参照 ☎0224-87-2021

MAP P.78
川崎町

MAP P.78
蔵王町レジャー・ショッピング マウンテンフィールド宮城蔵王すみかわスノーパーク

四季折々のアクティビティが充実
　グリーンシーズンはキャンプや星空観賞、ウィン
ターシーズンはスキーに樹氷めぐりと、多彩な楽し
み方ができるスキー場。春から秋にかけての時期
にオープンするカフェ「くもわくテラス」も人気。

9〜16時（3月以降の土日祝は9〜16時30分） 料大
人3500円（1日券） P 600台 交 145P参照 ☎ 0224-
87-2610
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084 蔵王山周辺

もの知リーズ
人から街へ、新発見、新体験 !

宮城
世界でも例がない！「特殊双温水層」の御釜

蔵王町、川崎町のシンボル・
御釜は、蔵王刈田岳・熊野
岳・五色岳の3峰に抱かれ
たエメラルドグリーンの水を
たたえる火口湖。水温は表
面から十数mの深度で摂氏
2度まで下がり、それより深度
を増すと水温が高くなる「特
殊双温水層」で、世界に例が
ない湖。天気や日差しによっ
てさまざまに色を変えるため
「五色湖」とも呼ばれる。

「白石温麺」は
片倉小十郎が名づけ親？
400余年前、味右衛門という人が、胃病の父のため
に油を使わない消化の良い麺を作って食べさせた
ところ、病気が回復し
た。それを聞いた片倉
小十郎がその親孝行
の温かい心を称えて、
「温麺」と名付けられ
たといわれている。

もの知リーズ
人から街へ、新発見、新体験 !

宮城

実は、笹かまぼこは保存食だった？
大漁でとれ過ぎてしまった魚の利用と保存のため、白身魚をすリ
身にし、手のひらでたたいて焼いたのが笹かまぼこの始まり。生の
魚よりも保存がきき、おいしいということから、広く食べられるよう
になった。その名は笹
の葉に似ている事と、
伊達家の家紋「竹に
雀」の笹の葉にちなん
で名づけられた。

童謡「どんぐりころころ」の舞台は松島？
松島町出身で国文学者の青木存義は、文部省（現文部科学省）時代に童謡「どん
ぐりころころ」を作詞した。松島町の観爛亭と、生家跡にある松島町立松島第五小
学校には石碑が立っている。

利府町のJR東日本新幹線
総合車両センターの広さは日本ー！

敷地面積は約53万ｍ2と広大で、現
在稼働している鉄道車両基地の施
設としては日本一の広さ。すべての
検査を行うことができるJR東日本
で唯一の総合メンテナンス基地で
あり、新しい車両技術の開発試験
の計画段階から、使用期間中の保

守・整備など、いろいろな役割を果たしている。

宮城もの知リーズ③

宮城もの知リーズ④

レジャー・ショッピング ことりはうす
自然観察に最適
　自然観察の場所となる蔵王野鳥の森にある施
設。プロジェクションマッピング、鳥類の剥製、昆
虫標本などを展示。観察室から野鳥の観察がで
きるほか、毎月楽しいイベントが開催される。 

9〜16時30分 休月曜休（祝日除く）、祝日の翌日休
（土・日曜、祝日を除く） 料350円、高校生以下無料 
P 30台 交145P参照 ☎0224-34-1882

MAP P.78
蔵王町

ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '21
WG21_5734/12　187mm×85mm

海と山と森の温泉リゾート
～オールインクルーシブで過ごす 理想の日常～

森林温泉リゾート 日本初！4年連続野菜ソムリエアワード受賞

 ICHINOBO Resort

山と呼吸をあわせる宿
仙台•作並温泉
ゆづくし Salon 一の坊

 山の温泉リゾート 

全室オーシャンビューの絶景
松島温泉湯元 松島一の坊

海の温泉リゾート 

MAP P.78レジャー・ショッピング イーレ！はせくら王国
かつての学校が観光交流施設に
　2012年に廃校となった支倉小学校が、「食・遊・選」をテー
マにした観光交流施設に生まれ変わった。かつての職員室は、
レストラン「支倉庭」となり、地元の食材や支倉常長に因みカカ
オを使用した料理を提供し話題になっている。地元の新鮮な
旬野菜や東北各地の逸品を揃えた直売所も併設されている。

10〜17時 休水・木曜休 P 90台 交 145P参照 
☎ 0224-51-9131

川﨑町

MAP P.78レジャー・ショッピング 宮城県蔵王自然の家
蔵王の大自然の中でキャンプ
　宿泊棟や山小屋、野外炊飯場、体育館、キャ
ンプファイヤー場、温泉、スキーゲレンデなどの施
設がある。蔵王野鳥の森にも隣接し、多様な野
外活動プログラムができる。日帰り利用も応相
談。（詳細はHPで確認）
★利用日の3週間前までに電話連絡後、書類にて申請 
休月曜休 P 70台 交 145P参照 ☎ 0224-34-2101

蔵王町

MAP P.78レジャー・ショッピング AONE×MATKA（アオネマトカ）
完全貸切のキャンプ場
　廃校した前川小学校青根分校を利用して新た
にできたプライベートキャンプスペース。静かな森
に囲まれ、周辺では沢遊びや山遊びができる抜
群の環境。思い切りアウトドアライフが楽しめる。

日帰り利用10〜15時、宿泊利用15〜翌10時 料マ
トカベース（貸切）日帰り4万円、宿泊10万円 P 20台 
交 145P参照 ☎ 090-2994-8070

川崎町
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ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '21
WG21_3392/12　89mm×85mm

MAP P.78
蔵王町歴史･文化 手作り体験

蔵王の豊かな自然の中で創作活動にチャレンジ！
　陶芸教室「蔵王焼 万風窯」では、手回しろくろ
を使って自分の好きな作品が作れる。白土、赤
土、ブレンド土の3種類の粘土から選べ、色も30
種類の中から選択可能。講師が丁寧に教えてく
れるので、初めてでも安心して陶芸体験ができる。

9〜17時(入室16時まで)体験時間60分〜 休第1・3火曜
日、年末年始 料手びねりコース大人3,000円、小人1,500円 
P 30台 交 145P参照 ☎ 0224-34-4117（蔵王焼 万風窯）

歴史・文化 みやぎ蔵王こけし館
伝統こけしを数多く紹介
　遠刈田系をはじめ、東北各地の伝統こけしや
木地玩具5500点以上を展示している。絵付け
も体験できる。 

9〜17時（入館は〜16時30分） 休無休 料300円 P
50台  交145P参照 ☎0224-34-2385

MAP P.78
蔵王町

歴史･文化 新地こけしの里
こけし工人の仕事を見学
　遠刈田こけしのこけし工人の店が軒を連ねる
集落。集落内にある一部のこけし工人宅では、
ろくろ挽きや絵付け体験などもできる。茅葺き屋
根の工人宅もあり、昔にタイムスリップしたかのよ
うな雰囲気のなか、遠刈田こけしにふれてみよう。

工房により異なる 料無料 P 20台 交 145P参照 
☎ 0224-34-2385（みやぎ蔵王こけし館）

MAP P.78
蔵王町

自然 観光花木園
鮮やかな花や木を見ることができる
　曲竹地区にある。町花の桃、桜、梅などを中心
とした花木が植えられている。4〜7月の間、色とり
どりのさまざまな花が鮮やかに咲く。展望台から眺
めることもできる。

9〜17時 料無料 交 145P参照 ☎ 0224-33-2565
（観光花木園）

MAP P.78
蔵王町蔵王町レジャー・ショッピング 乗馬体験

心が通う馬は素敵なパートナー
　みやぎ蔵王の自然をフィールドに、楽しく爽快な
乗馬をプロデュースしてくれる。四季折々の風景
を馬に乗りながら感じてみよう。

9時〜日没 休不定休 料ビジター料金6000円〜。要
事前予約。 ☎0224-33-3197（ホワイトストーンR.C.）

MAP P.78

　夏には、七日原のブルーベリー農園で、ブル
ーベリー摘みを体験し、ブルーベリー食品を味
わえる。
☎0224-34-2725（蔵王町観光案内所）（写真協力：
蔵王ブルーベリーファーム ☎0224-35-3014）

●夏のブルーベリー

　蔵王町の町役場から遠刈田温泉への道は
「フルーツライン」と呼ばれる。夏には、モモ狩
りができる。
☎0224-33-3004（蔵王町農林観光課）（写真協力：
室野井果実園 ☎0224-33-2669）

●夏のモモ狩り

　フルーツラインの果樹園や、町内の山間部
ではナシやリンゴの栽培も盛んで、ナシ狩り、リ
ンゴ狩りもできる。
☎0224-33-3004（蔵王町農林観光課）（写真協力：
室野井果実園 ☎0224-33-2669）

●秋のナシ狩り、リンゴ狩り

　晩秋になると、10月には「里いもまつり」が
開かれ、11月上旬には七日原高原で大根狩り
が開かれる（有料）。
☎0224-33-3004（蔵王町農林観光課）

●晩秋の里いもまつり、大根狩り

レジャー・ショッピング フルーツと高原野菜
フルーツ狩りや大根狩りも体験できる

蔵王町
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