関係者各位

s

2019 年 7 ⽉ 11 ⽇
⽩⾺観光開発株式会社

標⾼ 1,289m の⽩⾺岩岳⼭頂にスノーピーク監修の絶景マウンテンリゾート空間

「IWATAKE GREEN PARK（イワタケ グリーン パーク）
」7/13 オープン
〜⼤⾃然の中で仕事ができる「⼭頂シェアオフィス」も設置、
夏休みの⼟⽇・お盆期間にはマジック・アワーと夜景・星空を楽しむ延⻑営業を実施〜
⽩⾺観光開発株式会社（本社︓⻑野県北安曇郡⽩⾺村、代表取締役社⻑︓和⽥寛、以下「⽩⾺観光開発」
）
は、株式会社スノーピーク監修の下、⽩⾺岩岳マウンテンリゾートのゴンドラリフト「ノア」⼭頂駅付近
やブナの森内部をリニューアルし、マウンテンリゾート空間「IWATAKE GREEN PARK（イワタケ グ
リーン パーク）
」として 2019 年 7 ⽉ 13 ⽇(⼟)よりオープンいたします。

IWATAKE GREEN PARK（イメージ）

標⾼ 1,289m の⽩⾺岩岳マウンテンリゾートの⼭頂には、2018 年 10 ⽉、北アルプスを⼀望できる絶
景テラス「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR（⽩⾺マウンテンハーバー）
」を開業。圧倒的なパノラマ絶景
が SNS などを中⼼に話題となり、2019 年の GW には 10 ⽇間で前年⽐の 10 倍近い約 1 万 3000 ⼈が
訪れており、⽩⾺エリアで⼈気の絶景スポットとなっております。
そしてこの度、岩岳⼭頂に新たにオープンする「IWATAKE GREEN PARK」は、⼤⾃然のなかで“読書
や昼寝をしながらリラックスしたい⼈”、“⼦どもとアスレチックなどで遊びたい⼈”、“愛⽝と思いっきり
⾛り回りたい⼈”、“いつもと違う環境で仕事をしたい⼈”などが⽇常から⼼と⾝体を解放し、思い思いの

時間を過ごせる新しいマウンテンリゾート空間です。
パーク内には、スノーピーク監修の下、
「展望ピクニックラウンジ」、
「プライベートデッキ」
、
「森のテラ
ス」
、
「芝⽣広場」、
「ブナの森パーク」の 5 エリアが新設されるほか、総合ペット企業である株式会社 PECO
と連携し「森の遊歩道＆ドッグラン」を新たに設置。⼦どもから⼤⼈、ペットまでマウンテンリゾートの”
⾮⽇常”を体感いただけます。
また、⽩⾺岩岳マウンテンリゾートでは、7・8 ⽉の⼟⽇やお盆期間を中⼼に⼣⽅から夜間にかけた延
⻑営業を実施いたします。⽩⾺エリアは、北アルプスの⼭並みが⻄側にそびえるため平地よりも早く⽇が
沈み、⽇没後、空と⼭並みの⾊が刻⼀刻と変わっていく「マジック・アワー」を⻑時間お楽しみいただく
ことができます。延⻑営業時には、
「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」内にある「THE CITY BAKERY」
において、⽩⾺の地ビールや⽩⾺豚を使ったアペタイザー、温かい飲み物などを提供いたします。⽇中と
は異なる絶景と味、満天の星空をお楽しみいただけるほか、
「芝⽣広場」や「森のテラス」において幻想
的なライトアップも実施いたします。
さらに、アルピコ交通株式会社と協働して、2019 年 7 ⽉ 12 ⽇（⾦）より⼤阪・京都と⽩⾺岩岳マウ
ンテンリゾートを結ぶ⾼速バスの運⾏を新たに開始いたします。グリーンシーズンにおける関⻄⽅⾯か
らのアクセスが向上し、より多くの⽅に気軽にお越しいただけます。
【IWATAKE GREEN PARK の各エリアについて】
■絶景を⾒渡せる「展望ピクニックラウンジ」
スキー場斜⾯⼀⾯に芝⽣が敷かれた岩岳⼭頂のウッドデッキラウンジ。⼤⼩のデッキにキャンピング
チェアが設置され、美しいパノラマ⾵景を⾒渡しながら読書や昼寝など居⼼地の良い快適な時間をお過
ごしいただけます。
■家族や仲間、愛⽝と⾃由に過ごせる「プライベートデッキ」
「展望ピクニックラウンジ」の隣には「プライベートデッキ」を設置。スノーピークが監修したプレミ
アムなデッキを貸し切ってご利⽤いただけます。区画ごとに柵で囲われているため、愛⽝と⼀緒にご利⽤
いただくことも可能。絶景を眺めながら⼤切な家族全員と⾃由で快適な時間をお過ごしいただけます。
【概要】
・利⽤期間︓2019 年 7 ⽉ 20 ⽇（⼟）〜11 ⽉ 10 ⽇（⽇）
・利⽤時間︓9:00〜16:45
・料⾦︓1 デッキ 3,000 円／45 分 ※終⽇貸切 1 デッキ 15,000 円
・予約について︓要事前予約 ※予約状況によっては当⽇受付も可能。電話（岩岳インフォメーション︓
0261-72-6788）またはオンライン（https://iwatake-mountain-resort.com）にてご予約ください。
※オンライン予約は利⽤⽇の前⽇ 14 時まで。
（7 ⽉ 20 ⽇より受付開始）
■⽊陰の涼⾵が気持ちいい「森のテラス」〜アウトドア・ワーキングスペースも開設〜
ブナの森に新設する⼤⼩のデッキテラス。夏でも涼しい森の中で「THE CITY BAKERY」のパンやコー
ヒーを持ってゆっくりとくつろぐことができます。公衆無線 LAN（Wi-Fi）接続や電源を整備しており、
アウトドア・ワーキングスペース「⼭頂シェアオフィス」として、⾃由にミーティングや仕事場として利
⽤可能。また、貸切スペース（※1）としてもご活⽤いただけます。昨今、働き⽅改⾰の⼀つとして注⽬
を集めている”ワーケーション（※2）”が実現でき、壮⼤な⼤⾃然による開放的な空間が新しいアイディ
アを創出する場になります。（7 ⽉ 20 ⽇より利⽤開始予定）
※1 貸切利⽤の場合は要事前予約（有料）
。予約先︓⽩⾺観光開発㈱ 岩岳営業本部 TEL︓0261-72-2474
※2 リゾート地などで休暇を兼ねてリモートワークを⾏う労働形態

■⽤途⾃由な緑地エリア「芝⽣広場」〜リゾートウェディングや⾳楽フェスなども開催予定〜
⼭頂カフェレストラン「スカイアーク」前に広がる緑がまぶしい芝⽣エリア。ウッドテーブルとパラソ
ルが並び、ピクニックや⼩休憩にも最適です。また、⼤⾃然の空間とモダンな街並み空間の中で⾏うリゾ
ートウェディングや⾳楽フェス、ネイチャーヨガなど様々なイベントの開催を予定しています。
【開催予定イベント】
2019 年
8 ⽉ 24〜25 ⽇ ︓AKI GREEN CUP（http://www.akigreencup.com/）
9 ⽉ 1、8、29 ⽇ ︓⽩⾺岩岳ネイチャーヨガ（朝）
（https://www.hakuba1.com/summer/event/）
9 ⽉ 14〜16 ⽇ ︓信州ワインサミット in ⽩⾺岩岳マウンテンリゾート
10 ⽉ 5、12 ⽇ :⽩⾺岩岳ネイチャーヨガ（⼣）
（https://www.hakuba1.com/summer/event/）
■アクティビティが豊富な「ブナの森パーク」
涼しい森の中で⼦どもが⼤⾃然に触れ、のびのびと遊べるエリア。ネットにしがみついて登る「スパイ
ダーネット」などのアスレチックのほか、スラックラインやハンモックなど様々なタイプのアクティビテ
ィをお楽しみいただけます。ブナの森パークからつながる「ねずこの森」は⾼低差が少なく、約１時間 30
分のハイキングをお楽しみいただくことができ、樹齢約 200 年の”ねずこの巨⽊”なども⾒ることができ
ます。
■ペット連れに最適な「森の遊歩道＆ドッグラン」〜マウンテンリゾートの核となる施設として新設〜
株式会社 PECO と連携し新設する、愛⽝も”⾮⽇常”を体感できるペットフレンドリーエリア。愛⽝が
涼しい森の中で⾃由に歩き回れる散策ルート「森の遊歩道＆ドッグラン」では、ペットと⼀緒に⼤⾃然が
織りなすリゾート空間を満喫していただけます。今後はペット愛好家の⽅々に快適に過ごしていただけ
るサービスや施設も展開予定です。
■ワンバーナー体験ができる「アウトドア・クッキングランチ」
「芝⽣広場」や「展望ピクニックラウンジ」、
「森のテラス」などで
お楽しみいただけるワンバーナーを使⽤した体験型のお⾷事を提供
いたします（7 ⽉ 27 ⽇より受付開始）
。ワンバーナーでお湯をわかし
てコーヒーを淹れたり、ピクニックボックスに準備された⾷材を使っ
てフライパンで⾃由に調理ができ、よりアウトドア・リゾート空間を
満喫できるランチタイムをお過ごしいただけます。
「アウトドア・クッキングランチ」

【概要】
（イメージ・写真は 2 名様⽤）
・提供期間︓7 ⽉ 27 ⽇（⼟）〜11 ⽉ 10 ⽇（⽇）
・料⾦︓1,500 円（税込）／⼈
・受付︓Iwatake Green Park 内ガイドセンターにて当⽇受付（予約不要。数量限定）

今後も⽩⾺観光開発は、四季を通して楽しめる“オールシーズン・マウンテンリゾート”に向けて様々な
取り組みを展開してまいります。
【⽩⾺岩岳マウンテンリゾート 施設概要】
営業期間︓2019 年 4 ⽉ 27 ⽇（⼟）〜11 ⽉ 10 ⽇（⽇）
営業時間︓通常期 8︓30〜16︓30
延⻑営業︓

①7 ⽉ 13 ⽇〜8 ⽉ 25 ⽇の毎週⼟⽇、お盆休み期間（8 ⽉ 13 ⽇〜8 ⽉ 16 ⽇）8:00〜20:00
②7 ⽉ 15・29 ⽇、8 ⽉ 1〜9 ⽇・19〜23 ⽇、9 ⽉ 16・23 ⽇、10 ⽉ 5〜20・26・27 ⽇
8:00〜17:00
③9 ⽉ 14 ⽇〜9 ⽉ 28 ⽇の毎週⼟⽇ 8:00〜19︓30
※「THE CITY BAKERY」のラスト・オーダーは営業終了の 1 時間前となります

アクセス︓ ⻑野・安曇野・⽷⿂川 IC から約 60 分／⻑野駅から直⾏特急バスで 85 分
URL︓https://iwatake-mountain-resort.com
■「⼤阪・京都〜⽩⾺マウンテンリゾート線」⾼速バス
時刻表︓ https://www.alpico.co.jp/access/express/hakuba_osaka/
【会社概要】
会社名︓⽩⾺観光開発株式会社 HAKUBA RESORT DEVELOPMENT Co.,Ltd.
代表︓和⽥ 寛
住所︓〒399-9301 ⻑野県北安曇郡⽩⾺村⼤字北城 6329-1
設⽴︓1958 年 7 ⽉ 4 ⽇
事業内容︓スキー場⼀般(索道事業・飲⾷業)、索道施設 32 基、⾷堂施設 8 店舗

《本件に関するお問い合わせ先》
⽩⾺観光開発 PR 事務局（スキュー内）担当︓⽟越・草野・中⽥
TEL︓03-6450-5457 FAX︓03-5539-4255 MAIL︓hakuba-pr＠skewinc.co.jp

