
白馬岩岳ゆり園＆マウンテンビュー
山麓エリアとゴンドラで行く山頂エリアがあり、7月から8月にかけて色彩豊かなゆりが咲き誇ります。
山頂ゆり園から望む大パノラマも必見です。

11月10月9月8月7月

花びらが重ならずに隙間があるのでスカシユリと言われていま
す。北海道のエゾスカシユリや太平洋側のイワトユリ、日本海側
のイワユリなどのアジア原産種の交配品種。
◦花弁／上向き　◦色／鮮やか　◦香り／無香
代表的な花：ミュージック、サーモンクラシック

スカシユリ ハイブリッドユリ 下向きに咲き大輪で華やか。豊かな香りを持ち最も華麗な
ユリと言われています。日本固有のヤマユリ・カノコユリな
どの交配品種。
◦花弁／横・下向き　◦色／淡色　◦香り／ユリ本来の香り
代表的な花：カサブランカ

山頂	スカシユリ
山麓	ハイブリッドユリ

山麓	スカシユリ

山頂	ハイブリッドユリ

北アルプス
ブナ林遊歩道
ねずこの森

山麓〜赤松の森

絶景アルプスと天空ゆり園＆春・秋の森
H A K U B A - I W A T A K E

愛犬と一緒にゴンドラで標高1289mの山頂へ！
そこは、色とりどりの「ゆりの花畑」が広がり、
白馬の街並みと北アルプスの大パノラマを望む別天地！
木漏れ日が優しく降りそそぐ緑豊かな「ねずこの森」は、
秋になると鮮やかな“紅葉の森”に衣替え。
みんなで楽しめるアクティビティも充実しています！

ゆりの花＆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。

雄大な景色をパノラマで楽しめるのが岩岳の魅力 ［10月中旬］

ゴンドラの車窓から鮮やかな紅葉とアルプスを望む ［11月上旬］

紅葉のじゅうたんを踏みしめる音が響く、非日常な癒しの時間 ［10月下旬］

緑と紅葉のコントラストが見事。木々を抜けるとアルプスの絶景が広がる ［10月下旬］

ブナ林ともみじの色鮮やかな紅葉が美しい
「ねずこの森」と、「北アルプス三段紅葉」の
眺望が楽しめます♪

紅葉は
10月中旬～
11月上旬まで
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
1 北アルプス三段紅葉 10月中旬

2 ブナ林散歩道 10月下旬

3 岩岳遊歩道 10月下旬

4 ゴンドラリフト 11月上旬

ゴンドラ・リフト情報

◉岩岳ゴンドラリフト「ノア」／6人乗り 8分
営業期間	春／2017年5月6日（土）・7日（日）・13日（土）・14日（日）・
　　　　 　　20日（土）・21日（日）・27日（土）・28日（日）
　　　　 秋／2017年9月30日（土）〜11月5日（日）
営業時間	 8：30〜16：00
料　　金	大人1,800円、小児1,000円、ペット600円 ※小児は小学生

◉岩岳ゴンドラリフト「ノア」／6人乗り 8分
営業期間	 2017年7月1日（土）〜8月27日（日）
営業時間	 8：30〜17：00

料　　金	大人1,800円、小児1,000円、ペット600円 ※小児は小学生

料　　金 大人1,200円、小児700円、ペット600円 ※小児は小学生

［お問い合わせ］ 白馬観光開発（株）岩岳営業本部 ☎0261-72-2474

白馬岩岳 ゆり園＆マウンテンビュー

白馬岩岳 春・秋の森マウンテンビュー

岩岳ゆり園券 ／ ゴンドラ「ノア」往復乗車券＋入園料（山麓＋山頂）

山麓ゆり園券 ／ 山麓ゆり園の入園料

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。

1

432

友達やファミリーで気軽に参加できるロゲイニング大会を開催！
チーム、家族部門に加えてソロの男性・女性部門も設定しました。
開催日 7月30日（日）

OMM LITEは、OMMに必要なナビゲーションスキルと経験を学ぶイベント。白
馬岩岳の大自然の中や白馬山麓の名所を巡り、より多くのポイントをＧＥＴする
ロゲイニング形式のレース。レース後は最高に楽しくリラックスした夏の白馬
を存分に堪能！チーム、家族部門に加えて、お一人からのご参加もＯＫです！
開催日 7月15日（土）・16日（日）　詳細・申込サイト http://theomm.jp/

ノルディックウォークと旬の昼食がセットになったツアーです。
開催日 7月1日（土）〜8月27日（日）、9月30日（土）〜11月5日（日）

［お問い合わせ］ 白馬山麓ツアーズ ☎0261-72-6900

イベント情報

FM長野共催 「白馬岩岳ロゲイニング2017 summer」

OMM LITE／RUN・BIKE

白馬岩岳 旬の昼食ツアー

白馬岩岳 
春の森マウンテンビュー

5月の週末、ゴンドラリフトを特別運行！カタクリの群生地を巡る
「春の花々を巡るガイドツアー（詳しくはP9）」や専門家と星を観
察する「天空の天体ショー・みずがめ座流星群観察会（詳しくは
P26）」も開催します。残雪でソリ遊びが楽しめるかも！？

NEW
5月、毎週末
OPEN！

［お問い合わせ］ 白馬観光開発（株）岩岳営業本部 ☎0261-72-2474
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岩茸山 山頂
1289m

北アルプス
見晴し台

ゴンドラ「ノア」
6人乗り	8分

中央駐車場
600台（ゴンドラ「ノア」運行期間中無料）

山頂ゆり園
所要時間：約30分

ブナ林散歩道
所要時間：約15分

2C2B2A

あずま屋
森の中のウッドテーブルで
ティータイム♪

花畑の記念撮影に
おすすめスポット！

ゆりとは違う
お花が楽しめます！

ゆりの一部を
展示販売

地元の特産品や工芸品を
ご用意しています。
旅のお土産にどうぞ♪

赤松の森

A

B

C

うまブナ ネズコの巨木
見た目が"馬"の形に
似ていることから"うまブナ"
と呼ばれています

樹齢約200年のネズコの
巨木と小さなネズコの
親子の木があります

営業時間 8：30〜16：00　お 食 事 11：00〜14：00
緑豊かな癒しのブナ林に囲まれ、眼下に田園風景を
望むカフェレストラン。地粉を使った手打ちそばや白
馬豚を使ったジューシーな丼など、地元食材にこだ
わったオリジナルメニューが好評。地元で採れたハチ
ミツをかけたスイーツはクセになる美味しさです。

地元の職人に教わりながら、そば打ち体験をしてみませんか？
自分で打ったそばを自分で作った世界に一つだけの箸で食べれば、
そばの味も、箸の使い勝手も、きっと格別です！

木々の呼吸を感じるブナやナラ、伝統樹木のネズコなど、緑豊かな森が広がる「ねずこの森」でノルディックウォークをしてみませ
んか？ガイドツアーは、ねずこの森を知り尽くした現地スタッフがご案内！「ねずこの森ビュー自然探勝路」では、大自然の生命が
作り出す樹齢約200年の“ネズコの巨木”に出会えます。ツアー参加者は無料でポールが借りられる特典付き！
期間 ゴンドラ「ノア」運行期間中毎日　受付 スカイアーク内 ガイドセンター
時間 午前の部 10：00／午後の部 13：00 ※出発時間の30分前までに受付をお願いします。
料金 ◦ショートコース 約60分／大人1,000円、小児500円 あずま家の往復＆山頂ゆり園をご案内。
 ◦ロングコース 約120分／大人1,500円、小児1,000円 ねずこの森一周＆山頂ゆり園をご案内。

開催期間 7月1日（土）〜8月27日（日）、9月30日（土）〜11月5日（日）
開催時間 ◦午前／10：00〜12：00　◦午後／12：00〜14：00
場　　所 カフェレストラン スカイアーク
料　　金 大人2,900円、小児2,200円（そば打ち・箸作り・
　　　　 ゴンドラ「ノア」往復乗車券含む）
※前日までにお電話にてご予約ください。　
※体験人数は2名からお申し込みいただけます。
※申込状況により、当日の受付も可能です。開催時間30分前
　までにチケットセンターへお申し込みください。 
※ゆり園もご覧いただけます。　
※写真はイメージです。

7月には大きな
ゆりの花が見られる
スポット！

秋は紅葉街道になり
もみじの紅葉がきれい！

ねずこの森ビュー自然探勝路
所要時間：約1時間30分

 駐車場  トイレ  お土産  レストラン  エレベーター

 案内所  AED  温泉  車いす利用トイレ
凡
例

山麓ゆり園
所要時間：約45分

白馬EXアドベンチャー

MTB
クロスカントリー
コース
START

岩岳の湯（詳しくはP22）

MTBダウンヒル
コースSTART

スパイダー
ネット

ツリー
デッキ

ハンモック スラック
ライン

ハイジの
ブランコ

ワンワン
広場

ヨガ
スペース

ヨガスペース

デュアル
パンプトラック

MINI
クロス
コース

北アルプスを望みながら「“おら”のそば打ち道場」

ねずこの森ウォーキングガイドツアー

春の花々を巡るガイドツアー

白馬岩岳ゆり園＆春・秋の森マウンテンビュー散策コース
標高1289mの山頂に降り立った瞬間、一面に広がる色鮮やかなゆりの花畑と白馬の街並みそして東の山並を見渡す大パノラマ！

「ねずこの森ビュー自然探勝路」では春から秋にかけてセラピーウォーキングを楽しむことができます。

散策コースMAP

カフェレストラン スカイアーク1

オススメ
絶景スポット

北アルプス白馬三山を
一望できる絶景スポット！

オススメ
絶景スポット

階段を上がると北アルプスの
山並みがきれい！

オススメ
絶景スポット

北アルプスとゆりの競演
ベスト撮影スポット！

オススメ
絶景スポット

スタッフおすすめの
山麓ビューポイント！

ブナの森パークから奥への
ペットの入場はご遠慮ください

ブナの森パーク2

ゴンドラ山麓駅 750m3

営業時間 8：30〜17：00
地元で採れたはちみ
つや、「青こしょうシ
リーズ」など、北アルプ
ス山麓が育んだ地域
ブランド商品を取り揃
えています。

園内に咲き
誇る50種類
のゆりの一
部を展示、
販売をして
います。

ツリーデッキやツリーブランコ、スパイダーネットなど、子どもに人気のアス
レチックパーク「ブナの森パーク」に、今シーズンスラックラインコースが追
加！大人も童心に返って、思う存分自然と遊ぼう！

ブナの森パーク2

ゴンドラ山麓駅（売店）3

ゆり直売所4

My箸作りからそば打ちを体験しよう！

［ お申し込み・お問い合わせ ］  白馬観光開発（株）岩岳営業本部☎0261-72-2474 ［ お申し込み・お問い合わせ ］  白馬山麓ツアーズ☎0261-72-6900

詳細は随時HPにて公開！ ▶ www.nsd-hakuba.jp

岩岳山頂へ続くハイキングコースをポールウォーキングしながら春の
花々の群生地をご案内します。山頂の「ねずこの森」では、カタクリの
群生地帯を巡ります。 ※カタクリは時期により開花状況が異なります。
開催日 5月6日（土）・7日（日）・13日（土）・14日（日）・20日（土）・
　　　 21日（日）・27日（土）・28日（日） 全8回
時　間 ◦１日コース／9：00〜15：00
　　　 ◦半日コース／9：00〜11：30、12：00〜14：30
料　金 ◦１日コース／5,000円　◦半日コース／3,700円

揚げたての
天ぷら山菜昼食

※1日コースのみ

ポール
ウォーキング体験 山菜採り＆ ＆

※ペットの入場は
　ご遠慮ください

カフェレストラン スカイアーク1

NEW

おすすめグルメ情報 岩岳そば茶プリン	350円	▶

ロングコースはちょっと楽しみなおもてなし♪

カタクリの花

スラックラインの
ロングコース新登場！

ゆり直売所4

そば打ち
体験との
セット券も
あります。
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手ぶらで白馬に来ても安心。ハイキングや
雨対策などのご準備のない方も
現地でアイテムが揃います！
◦レインウェア上下セット 1泊2日／2,500円〜
◦トレッキングブーツ 1泊2日／3,500円〜
◦タウンサイクル 1時間／450円〜
◦MTB＆電動自転車 1時間／850円〜

清流・姫川をみんなで爽快な川下り！
所要時間 約3時間30分
料　　金 大人8,000円、小人6,000円
開  催  日 4月下旬〜10月上旬

ゴンドラで山頂へ。自然のエネルギーを存分に
感じながら体をゆったり動かしてみませんか？
所要時間 約1時間　
料　　金 2,500円（ゴンドラ代含む）　
開  催  日 岩岳・八方ゴンドラ営業日

北アルプスを眺めながら本格的な森のシングル
トラック（小径）、林道、パワースポットなどを巡ります。
所要時間 半日（3時間）、1日（6時間）
料　　金 半日4,500円、1日6,500円
※13歳以上の健康で自転車に乗ることが出来る方のみ

17のエレメント（遊び）をクリアしながらゴールをめざします。10mほどの高
さに設けられたハイエレメントは興奮間違いなし！ぜひ挑戦しよう！

［ お問い合わせ ］ 白馬EXアドベンチャー ☎0261-72-7860

［ お問い合わせ ］ 白馬観光開発（株）岩岳営業本部 ☎0261-72-2474　［ MTBレンタル・MTBガイド ］ スパイシーレンタル ゴンドラ山麓駅内 ☎0261-72-2479

［ お問い合わせ・お申し込み ］ ☎0261-72-6900 営業時間／8：00〜18：00 白馬観光開発株式会社 〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城6329-1（JR白馬駅より徒歩1分） 

www.Hakuba1.com 白馬山麓 検索

多彩なツアー商品をご用意しております。
また、リゾートホテルから旅館・民宿まで、宿泊施設の
ご案内もいたします。詳しくはホームページをご覧ください。

ドライバーとコースを決めて
自由に白馬村内観光♪
所要時間 約2〜3時間　料金 8,500円〜
開  催  日 4月1日（土）〜11月30日（木）

白馬の風景を見ながら
ゆっくりお散歩♪
所要時間 約2時間　料金 2,500円
開  催  日 4月1日（土）〜11月30日（木）

［ お問い合わせ ］ 白馬観光開発（株）岩岳営業本部 ☎0261-72-2474

ロゲイニングは、コントロール（チェッ
クポイント）位置と得点が設定された
地図を基に、制限時間内にできる限
り高得点を獲得するルートを巡る新
しい野外スポーツ。友だちや家族を
誘ってお気軽にご参加ください。

開催期間 7月1日（土）〜8月27（日）・9月30日（土）〜11月5日（日）
受付時間 9：00〜14：30 場　　所 岩岳山頂山麓エリア
競技時間 90分 受付場所 岩岳スカイアーク内ガイドセンター
料　　金 1名500円（地図・コンパスレンタル代を含む）、
　　　　 セット券1名2,200円（ゴンドラ往復乗車券・地図・コンパスレンタル代を含む）
　　　　 1チーム2名〜4名での参加となります。
表　　彰 開催期間終了後に上位チーム表彰。期間中HP上で順位をアップいたします。

営業期間 2017年4月下旬〜11月上旬
営業時間 9：00〜17：00（最終受付16：00）
料　　金 ◦第1＆第2コース 大人4,600円、小児3,600円
　　　　 ◦どちらか1コース 大人3,600円、小児2,600円

スタートタワー内にあ
るギャラリーでは、長
野冬季オリンピック・
パラリンピックの各種
メダルや選手が使用
した板などを展示し
ています。

白馬に来たなら、絶対立ち寄りたい！

ラージヒル

金メダル
モニュメント

ノーマルヒル

リフト乗場 スタンド
観客席

ロータリー
スコアボード

芝スタンド
観客席

入場トンネル

第1
駐車場

2・3・4F

第2駐車場

日本オリンピック通算100個目となった金メダルを獲得した場
所。リフトと展望エレベーターを使い標高差138m（ラージヒル）
のスタート地点に立てば、選手と同じ風景を体感できます。
※ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設

日本中に感動を与えた金メダルの舞台！

営業期間 4月15日（土）〜11月30日（木）
営業時間 8：30〜16：30　リフト上り最終16：10
料　　金 大人460円、小中学生280円、
 団体15名以上大人420円、小中学生260円
所要時間 40分〜60分
※大会・イベント等でリフトの乗車をご遠慮いただく場合がございます。

［お問い合わせ］ ☎0261-72-7611
ジャンプ競技場情報をwebで配信中

金色のNo.1リフト
これに乗れば
願いが叶うかも！!
必勝、合格祈願に！

見つけてみよう！
ラッキーアイテム平成28年、改修工事

に伴い観覧ステージ
が広くなりました。ス
タート地点が一層近
くに感じることができ
ます。

白馬ジャンプ競技場

Facebook ▶https://www.facebook.com/hakuba.jump

ブログ ▶http://blogs.yahoo.co.jp/hakuba_jump

ツイッター ▶https://twitter.com/hakubajump

1998年長野冬季
オリンピック会場

スタート地点2

スタートタワー1
燃え続けた
炎は選手に
勇気を与え
ました。

オリンピック聖火台3
スタートタワー1 スタート地点2

オリンピック聖火台3

白馬岩岳 アクティビティ 自然を肌で感じられるアクティビティがたくさん！
開放感・爽快感満点の白馬岩岳で1日遊びつくそう！

マウンテンバイク（MTB）

白馬発着  オプショナルツアー

リゾートレンタル&レンタサイクル

アクティビティツアー

白馬岩岳ロゲイニングダービー2017 白馬EXアドベンチャー

白馬の絶景を眺めながら走る爽快なコース

白馬岩岳
ゴンドラ

山麓駅から
徒歩3分

チャレンジ精神がくすぐられる、自然地形を活かしたコース

白馬村名所めぐり（2時間・3時間コース） 姫川ラフティング（白馬村内）

YOGA（岩岳森林ヨガ・八方うさぎ平テラスヨガ）

木流し川あぜみち散歩 里山サイクリングツアー

雨天催行

ガイド付き

ガイド付き送迎付き

前日17時
まで受付 ガイド付き 毎日開催

ヨガマット
付き

前日16時
まで受付

温泉
入浴付き

当日午前
まで受付

前日17時
まで受付

前日16時
まで受付

長野県知事登録旅行業第2-414号

白馬岩岳ゆり園＆マウンテンビュー、
春・秋の森マウンテンビューとの相互利用割引特典あり。

お得な
セット

2日間に渡って繰り広げられるマウンテンバイクフェス！
大自然のフィールドを自転車で駆け巡ろう！
開催日 9月2日（土）・3日（日）　WEBサイト http://www.akigreencup.com/

MTBエンデューロ競技のシリーズ第3戦は岩岳で開催！
開催日 8月26日（土）・27日（日）　WEBサイト http://ens.dynoco.jp/

AKI GREEN CUP FESTIVAL

エンデューロ ナショナル シリーズ

人気急上昇のMTBのコースを完備。山頂から駆け下りるダウンヒルコースや涼しい木々の中をゆっくりと走るクロスカントリーコースなど、みんなで盛り上がること
間違いなし！初心者、女性でも楽しめる！また夏にはビギナー向けダウンヒルコース、山頂周遊コースもオープン予定！詳しくはWebへ！
※イベントにより使用できない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

クロスカントリーコース

国内初MTBデュアルパンプトラック＆MINIクロスコース

仲間と一緒に森の中を涼しく駆け抜けよう！
コース距離 4.1km 標高差 65ｍ　所用時間 30分
営業時間 8：30〜16：00　受付 ゴンドラ山麓駅

パンプトラックを2コース設置＆MINIクロスコースも常設で楽しさ倍増！
子どもや初心者でも楽しめるコースをぜひ体感しよう！
営業時間 8：30〜16：00　受付 ゴンドラ山麓駅

ダウンヒルコース
パノラマ風景を眺めながら駆け下りるコースは爽快感＆迫力満点！
コース距離 3.6km　標高差 530m　所要時間 20分
営業時間 9：00〜15：30

子どもでも
安全に遊べる！

全コース共通券
◦１日券／大人4,200円、小児3,000円（ゴンドラ片道含む）
◦シーズン券／大人40,000円、小児25,000円（ゴンドラ片道含む）
クロスカントリーコース・MTBデュアルパンプトラック＆MINIクロスコース共通券
◦１日券／大人1,000円、小児500円（ゴンドラ料金別）
ダウンヒルコースのみ
◦３回券／大人3,200円、小児2,300円（ゴンドラ片道含む）
◦１回券／大人1,200円、小児800円（ゴンドラ片道含む）

営業日 7月1日（土）〜8月27日（日）、9月30日（土）〜11月5日（日） 

コースMAP

料
金 

ゴンドラ
「ノア」

START
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クロス
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クロス
コース

チビッ子、
初心者もOK！
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