
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
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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
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チビッ子、
初心者もOK！
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