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コース・データ

規模 標高差 466m（655m～1121m）
 コース面積 61ha
 コース数 9本
 最長滑走距離 1600m
リフト リフト数 21本
 総輸送能力 27,342人/時
 総延長距離 10,907m

ゲレンデプロフィール

西日本有数のスケールを誇り、個性豊かな5つのエリアで構成されています。
そのバラエティーに富んだコースは、スノースポーツフリークにとっては
こたえられないゲレンデとして好評です。

絶景スポットからの日本海弓ケ浜

雪山のおいしい特集雪山のおいしい特集
鳥取県大山周辺の“おいしい”を集めました。

G O U R M E T  F O O D  O F  S N O W  M O U N TA I N

【レストラン350名】
ロッジ大山ロッジ大山

手作りがモットーのレストランメニュー
も充実。宿泊・休憩に利用できる和室
（6畳）を2部屋ご用意。

親子丼 750円
地元大山のがいな鶏を使用しています。

てりやきチキン丼 750円
人気No.1。香ばしいかおりと
温かなご飯が食欲をそそります。

豚丼 750円
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大山町産のはたけしめじとオリジナルの
タレが豚肉と相性バツグンでヘルシー。 

中の原スキーセンター中の原スキーセンター

ワイドな窓を通して、ゲレンデ、さらに
その向こうにそびえ立つ雄大な大山を
眺めながらお食事が楽しめます。

からあげセット
1,000円
ラーメンと唐揚げとの
コンビが最高!!
食欲を満たします。

半ちゃんセット
900円
中の原特製ラーメンと
半チャーハンのセット。
ボリュームたっぷりで、
満足度１００％
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8 スパゲッティー 650円（週末限定）
麺にマッチングしたミートソースが
絶品のスパゲッティーです。

ミックスサンド 550円（週末限定）
自家製の作りたてミックスサンドです。

担々麺780円
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ピリ辛で体があったまる！
ここでしか食べられない！

ヨーグルトソフトクリーム 300円
地元香取村のヨーグルトを使用した
限定販売のソフトクリーム

地元陣構の紅茶を使用。地元陣構の紅茶を使用。
紅茶ソフト 300円紅茶ソフト 300円
中の原スキーセンター豪円山ロッジ

スノービスケット
クルージング
スノービスケット
クルージング

お問合せ：豪円山ロッジ

土・日・祝日に営業予定

tel.0859-52-2311
豪円山エリア～国体広場

3人乗りビスケットボートに乗って
雪上のクルージングを楽しもう！!

◎子供1日券
◎レンタル料金 1,500円

3,500円→ 2,000円
→

◎親子券
1/10（月・祝）・2/13（日）・3/13（日）

7,000円→ 5,000円
ファミリーデーFAMILY DAY

スノーキッズデーSNOW KIDS DAY

毎週木曜日 お食事をされた女性の方に限り
ミニソフトクリームをサービス
対象施設 ： 豪円山ロッジ、中の原スキーセンター、ロッジ大山

レディースデーLADY'S DAY
1/16（日）・2/20（日）・3/6（日）

期間中、仮装してスキー場内に4箇所設置してあるスタンプを
３箇所以上集めて半額相当キャッシュバック！

平日 2,000円 土・日・祝日 2,400円

《受付》サービスセンター
《期間》1/3（月）～1/29（土）仮装してキャッシュバック！

DKスロープ
ゆったり楽しもう!!人気の「DKス
ロープ」はココにあるよ。

上部の急斜面のコブは手強いが、
第5リフト沿いのゲレンデは中級者
向けのゲレンデで滑りやすい1枚
バーン。ウォーミングアップのバー
ンとして最適。

パラダイスコース

標高差200m、滑走距離900mの
中・上級者向けのゲレンデ。
特にゲレンデ頂上まで直行のハイ
ペアリフト横のコースは直線のロ
ングコースで、ダイナミック派には
うってつけ。

初・中級者向けで、コース幅もゆった
りしているので安心して滑れます。

下の原エリア
全長1,600mで大山一のロング
コース。晴れた日は日本海にダイビ
ングするような気分でダウンヒルを
楽しもう!!

チャンピオンコース

国際エリア
大山唯一のフード付き高速ペアリフト、
センター4(フォー)は一気にゲレンデ
のトップへ直行できる。

北向斜面の均衡のとれた格好のゲ
レンデとして知られ、ゲレンデ中央
の道を境に上側のエリアで中・上級
者向けです。

上の原エリア

なだらかで起伏の少ない初心者、
ファミリー向き。コース幅も広く滑
りやすい。

ブナ林に囲まれた広大な扇型のゲ
レンデ。北向きの斜面は、一様に雪
質に恵まれ積雪量も充分。ゲレン
デはワイドな1枚バーンで上部に
行くほどテクニックが必要になる。
リフト総数は4基(ペアリフト1基・トリプル
リフト3基)で、待ち時間も少なめだ。

中の原エリア

第一リフト沿いのゲレンデは松林に
囲まれた平均斜度6度のなだらか
コース。

緩やかで幅広・フラットなゲレンデ
はスキー・スノーボードの初心者・
初級者にとって安心して練習がで
きる最適のコースだ。
さらに西日本初となるスポンジ・ボ
ブキッズパークが堂々のデビュー！！
お子様、ぜひお試しを！！
また、豪円山ロッジそばに、安全な
キッズスノースペース(無料)を設
置しております。

豪円山エリア

連絡通路 上級者向コース 中級者向コース 初級者向コース 連絡リフト（無料）

人工降雪コース 駐車場 トイレ スクール 診療所 チケット売り場 レストハウス キッズパークインフォメーション

event attraction

《日時》 平成23年1月30日（日）午前10時
《会場》 中の原エリア
　　　第2リフト沿い 特設会場

グランプリ賞金10万円グランプリ賞金10万円
★準グランプリ賞金5万円
★その他特別賞あり
★準グランプリ賞金5万円
★その他特別賞あり

仮装の部・コスプレの部仮装の部・コスプレの部

アナタだけの個性的なスタイルで
華麗に滑走しちゃって下さい!!

当日リフト券付!!

10回記念10回記念
コスプレの

部 追加！

参加無料

気持ちよくって超楽しい!!

気持ちよくって超楽しい!!

豪円山ロッジ豪円山ロッジ

レストランの窓際か
らはゲレンデを眺め
ることができ、230
席でゆったりと座る
ことができます。

【レストラン230名】

【レストラン330名】

10回記念として参加賞に

黒毛和牛セット
プレゼント

10回記念として参加賞に

黒毛和牛セット
プレゼント

入場料 : 300円
場　所 : 豪円山エリア内

※イメージ図

いろんな遊びが楽しめちゃうよ～


