
日本を代表する山岳風景 ゴンドラと観光リフトを乗り継ぎ、標高2060mの
神秘の池「八方池」へ。コースは整備されているので、
ハイキング気分で、眼前に迫る圧倒的な山々の景色が楽しめます。
様々な屋外・屋内の体験プログラムや
絶景テラスが楽しめる「八方うさぎ平」は
雨の日やハイキングはちょっと…という方にもオススメ！
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八方池
雪解け水や雨水によって作り出された八方池と水面に映る
白馬三山（白馬岳、杓子岳、白馬鑓ヶ岳）は日本を代表する山岳風景です。

「絶景リフトベスト10」 1位受賞
2014年実施の日本経済新聞NIKKEIプラス1「何でもランキング」で、
専門家が選ぶ大パノラマを堪能できるリフトの1位に輝きました。

「日本の最も美しい場所31選」 選出
2016年アメリカのニュース専門放送局・CNNが選んだ

「日本の最も美しい場所31選」に選ばれました。

「息を呑むような美しさで人々を魅了する日本の池5選」 1位受賞
2015年実施のZEKKEI JAPAN発表のランキングで1位に輝きました。

◉黒菱第3リフト／2人乗り 5分 ◉グラートクワッドリフト／4人乗り 5分
運行期間 2017年7月1日（土）〜10月22日（日）
運　　賃 往復／大人1,120円、小児800円
 片道／大人600円、小児440円 ※小児は小学生
運行時間 8：15〜16：30 ※繁忙期は早朝・延長運行いたします。

［お問い合わせ］ 八方尾根開発（株） ☎0261-72-2715

［お問い合わせ］ 白馬観光開発（株）八方営業本部 ☎0261-72-3280

［お問い合わせ］ 白馬観光開発（株）八方営業本部 ☎0261-72-3280

◉八方尾根ゴンドラリフト「アダム」／6人乗り 8分
◉アルペンクワッドリフト／4人乗り 7分 ◉グラートクワッドリフト／4人乗り 5分
運行期間	 2017年6月3日（土）〜10月29日（日）
運　　賃	往復／大人2,900円、小児1,750円
 片道／大人1,550円、小児950円
　　　　  （ゴンドラリフト「アダム」往復／大人1,780円、小児950円）
  ※小児は小学生
運行時間	 8：00〜17：00 ※繁忙期は早朝・延長運行いたします。

運行期間	 7月15日（土）〜8月20日（日）の土・日・祝日、
 9月16日（土）〜24日（日）の土・日・祝日
運行時間	 6：30〜営業開始

夕暮れ時の景色と涼風を感じながら、
標高1400mのCorona	Escape	Terraceで
素敵なひとときを。
※15:00以降ご利用できるプランとなります。
料金 大人1,200円、小児800円
　　（ゴンドラ往復＋1ドリンク付き）
期間 7月15日（土）〜8月27日（日）
※本パンフレットまたはクーポンチラシ、WEBクーポンページをチケット窓口に提示ください。

八方アルペンライン往復乗車が子供無料！  
開催日 9月30日（土）、10月1日（日）

ゴンドラ・リフト情報

イベント情報

八方アルペンライン

黒菱ライン

うさぎ平 夕涼み絶景テラスプラン

親子で山へ登ろう！ 子供無料キャンペーン！

［お問い合わせ］ 白馬山麓ツアーズ ☎0261-72-6900

八方池までのガイド付プラン。ガイドがトレッキング途中で出会える花や
山をご案内します。

八方ネイチャーウォーク

紅葉のアルプスと八方池の鮮やかなコントラストは絶景そのもの ［9月下旬〜］

景観が開けている八方尾根では、
足元から周囲の山 ま々で広がる
格別な紅葉が楽しめます。

紅葉は
9月中旬～
10月下旬まで
楽しめます！

紅葉シーズンも
訪れたい！

紅葉オススメスポット 見頃
八方池 9月下旬〜

鎌池湿原 10月上旬

アルペンクワッドリフト 10月中旬

ゴンドラリフト 〜10月下旬

Certificate of Excellence
「エクセレンス認証」2016受賞施設
世界最大の旅行サイト

「トリップアドバイザー」で、
高く評価されているホスピタリティ施設に
選ばれました。

早朝運行

高山植物＆紅葉見頃カレンダー ■花 ■紅葉 ※気候により開花時期が前後する場合がありますので、ご了承ください。

親子で
八方尾根へ！

早朝のすがすがしい
アルプスを見るなら

リニューアル！

ナイトゴンドラに乗って、
標高1400mから満天の星を眺めよう！
天体ガイドが子どもから大人まで
分かりやすく楽しく星空をご案内します。
白馬での素敵な思い出に、ぜひご参加ください！

詳しい情報はP26でご紹介！ ➡

夏の夕暮れは
オープンテラスで

新しくなった
体験プログラム＆
新装・絶景テラスで
楽しさスケールアップ！

八方うさぎ平が
今シーズン
リニューアル！

詳しい情報は
次ページでご紹介！ ➡

八方うさぎ平
天空の天体ショー＆流星群観察会 
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天狗ノ頭
2812m

不帰ノ嶮 白馬鑓ヶ岳
2903m

杓子岳
2812m

白馬岳
2932m

唐松岳 2696m

うさぎ平テラス1

八方尾根花散歩・山紀行

鎌池

この先は
登山装備が必要

7月中旬まで残雪あり

北尾根高原

!

歩きやすく整備
された木道コース

地面との高さが1.5m！
リフト下に種類豊富な
花が咲き白馬三山の
眺めがおすすめ！

朝の眺めもおすすめ！
条件が揃うと午後には
ブロッケン現象も！

澄んだ空気の日には第1ケルンから「富士山」が望めます

岩がゴロゴロ、
登りに通るのが
おすすめ！
登山道コース

ゴンドラリフト「アダム」
6人乗り	8分

グラートクワッドリフト 
4人乗り	5分

黒菱第3リフト 
2人乗り	5分

北尾根クワッドリフト
4人乗り	9分

アルペン
クワッドリフト
4人乗り	7分 長野

オリンピック
スタート
ハウス

6月中旬〜10月中旬	
利用可能

雲海デッキ
黒菱平 鎌池湿原 1680m

第1ケルン 1820m

 第2ケルン
（息
やすむ

ケルン）
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第3ケルン
2080m

八方ケルン
2035m

石
し ゃ く じ い

神井ケルン
（八方山ケルン） 
1974m

八方駅
770m

兎平
1400m

オープンテラス

凡例

 駐車場  トイレ

 水場  お土産

 レストラン  AED

八方池山荘
1830m 

A

B

2B

2A
八方池 
2060m

八方池の周りには種類豊富な高山の花々が咲き、
サンショウウオやモリアオガエルも生息しています

!

距離（往復）：約6km 所要時間（往復）：約4時間30分八方池 ▶ 唐松岳
八方池山荘 ▶ 八方池 距離（往復）：約3.3km 所要時間（往復）：約2時間30分

9月下旬

中部山岳国立公園 | 八方尾根ハイキングコース
第1ケルンから八方池を結ぶ約2時間30分のハイキングコース。大迫力のパノラマと可憐な高山植物、秋は紅葉を眺めながら

ハイキングが楽しめます。八方池から唐松岳への登山道は、登山初級者でも日帰りで北アルプス稜線まで行くことができる数少ないルートです。

長野県天然記念物：
八方尾根高山植物帯

オススメ
絶景スポット

神秘の池「八方池」と
白馬三山の絶景

オススメ
絶景スポット

八方ケルンから
見渡す360°の山並み

オススメ
絶景スポット

五竜岳・鹿島槍ヶ岳を望む
迫力の北アルプスの稜線

オススメ
絶景スポット

東山のパノラマ
澄んだ空気の日には富士山も！

オススメ
絶景スポット

白馬三山・
東の山並み絶景スポット

オススメ
絶景スポット 鎌池湿原と白馬三山

カフェピラール（アルペンリフト山頂駅内）2

アダムプラザ（ゴンドラ八方駅内）3

オススメ
絶景スポット

唐松岳・不帰ノ嶮
絶景スポット

ハイキングコースMAP

天空の野遊びフィールド
天空牧場

天空のカフェ＆レストラン
天空の食の体験スタジオ

天空の“Corona Escape Terrace”

北尾根高原の詳しい情報はP5・6でご紹介！➡

◦170台
料金 土・日・祝日、7月8日（土）〜8月31日（木）、
　　 9月16日（土）〜10月15日（日）の期間
　　 有料 600円 
※上記期間以外は無料。
※他にも、800台収容の無料駐車場があります。

駐車場 parking

うさぎ平テラス1

おすすめお土産情報

営業時間 8:30〜16:30
ゴンドラリフト山頂駅
に併設する八方尾根
観光の拠点。レストラン
や八方尾根の珍しい自
然環境を展示するネイ
チャールームがあり、大
スクリーンでは八方尾
根の自然の様子なども
上映。雨天でも楽しめ
るプログラムが充実！

営業時間 8：00〜17：00
困った時のハイキング用品

（靴、ストック、タオルマフ
ラー、リュック等）を取り揃え
ています。信州の日本酒やワ
インなど地場産の特産品など
を豊富に用意しています！

白馬ブルーベリー
ヨーグルトクッキー
650円〜

安曇野わさび
チョコレート
330円〜

白馬オリジナル
スイートクッキー
600円

アダムプラザ（ゴンドラ八方駅内）3

営業期間 カフェ：6月10日（土）〜10月28日（土）
 レストラン：7月15日（土）〜10月9日（月・祝）
営業時間 9：00〜16：00
軽食から各種飲み物まで充実のメニュー。レストラン（要予約）も併設。

カフェピラール（アルペンリフト山頂駅内）2

［お問い合わせ］ ☎0261-72-8438

八方うさぎ平

八方尾根の広大な敷地に乳牛が放牧されている風景は、絶好の撮影
ポイント！ゴンドラリフトからも狙ってみよう！

のどかな牧場に囲まれた
大自然の中で、燻製作りや
クラフト作りなど、
いろいろなアウトドア・
手作り体験ができます！
※写真はイメージです。

新鮮な牛乳を使ったバター、アイス、ピザや
チーズ作りなど、親子で楽しめる美味しい
プログラムがずらり！食以外にも、天体望
遠鏡の手作り体験ができます！

高原で過ごすひとときを特別にしてくれるシェフのオ
リジナルメニューがたくさん！人気は新鮮な卵と牧
場の牛乳を使った八方黒糖プレミアムプリン！
営業期間 6月3日（土）〜10月29日（日） 10:00〜15:00

これまでの日本の山岳観光地の常識を変える「本格派山岳リゾート
の展望テラス」が八方うさぎ平に新登場。絶景が楽しめるゆったりソ
ファーでコロナビールを片手に心を解放！「野遊びフィールド」で作っ
たお手製のデザートやおつまみを持ち込んだり、テラス内の焚火で
炙ったジャイアントマシュマロなどを味わう事もできます。
営業期間 7月14日（金）〜10月15日（日）

◦バター作り／1名600円
◦アイス作り／1組2,000円（1組4名まで）
◦チーズ作り／1組2,000円（1組4名まで）
◦ピザ作り／1組3,000円（1組4名まで）
◦天体望遠鏡づくり／1名3,500円
営業期間 
6月3日（土）〜10月29日（日） 10：00〜15：00
※天体望遠鏡づくりは7月15日（土）〜8月31日（木）まで

天空牧場

天空の野遊びフィールド

天空のカフェ＆レストラン

天空の“Corona Escape Terrace”

天空の食の体験スタジオ

◀八方黒糖プレミアムプリン 350円
杉浦総料理長が作るオリジナルプリン。
八方・岩岳・栂池、3つの味わいがあります。

上記以外にも多彩なコンテンツを予定！ 詳しくは www.nsd-hakuba.jp をチェック！

標高1400m、信州の壮大な山々に囲まれた
「天空牧場」や「絶景テラス」、
「野遊びフィールド」で
大自然を体感する贅沢な一

ひととき

刻を。
ファミリーやカップルを始め、
雨天でも楽しめる様々なプログラムがあります。

リニューアル！

当日受付可雨天も実施

黒菱からは無料のシャトルバスで、
北尾根高原に接続が可能です。

ハイキングの

お供に大好評

➡白馬八方尾根へ接続できます。

北尾根高原へ接続できます。➡

リニューアル！

毎週更新で、その時季に見られる花情報や八方尾根
から眺められる山 を々紹介！高山植物がいっぱい！
料　　金 1部100円〜 
販売場所 ゴンドラリフト八方駅、アルペンクワッドリフト
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