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株式会社岩岳リゾート（本社：⻑野県北安曇郡白馬村、代表取締役社⻑：和田寛、以下「岩岳リゾート」）は、株

式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市中区丸の内、代表取締役社⻑：水野敦之）の協賛のもと、岩岳リゾートが運

営する「白馬岩岳マウンテンリゾート」にて、2022年 5月 21日（土）～29日（日）の 9日間で「アルペンアウトドア

ーズ プレゼンツ『HAKUBAヤッホー！FESTIVAL 2022』」を開催いたします。 

期間中に実施する、自然を体感できる各種コンテンツや音楽ライブ向け「VIP席鑑賞プラン」などが決定しましたのでお

知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白馬の自然を体感できる 9日間限定のコンテンツ 

 

 「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2022』」は、2022 年 5 月 21 日（土）〜29 日

（日）に標高 1,289m の白馬岩岳山頂で開催予定です。オープニングを飾るのは、4 人の新世代女性ボーカルグループ

「et-アンド-」と元乃木坂 46 の真洋（mahiro）によるフレッシュなライブ。スポーツと音楽をテーマにする初日は、山麓エリアで

「白馬岩岳 Trail Race Spring 2022」、山頂エリアで音楽に合わせてエクササイズする「FITNESS FESTIVAL in 白馬」を

開催します。 

 

山頂フェス「HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2022」 

熱気球や青空の下でのエクササイズなど大自然を体感できるコンテンツを決定 
 

〜新世代アーティストによるオープニングアクトや音楽ライブを満喫できる新プランも登場〜 

「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2022』」が開催予定の 

5 月下旬頃の北アルプスの残雪と新緑の景色 



 

 

 

さらに期間中、様々な自然体験コンテンツを提供します。2022 年春にグランドオープン予定の展望エリア「白馬ヒトトキノモ

リ」では、白馬村の街並みや北アルプスを眺めながら大自然に癒されるヨガ教室を開催。また、標高約 1,200m 地点に係留す

る熱気球からの浮遊体験も催行します。 

 

山頂では森の中の各種ワークショップや地元特産品が揃うマルシェのほか、「サステナブル・リゾート」の実現に取り組む岩岳リ

ゾートと、気候変動からスノースポーツやそのフィールドを守る活動に励む POW（Protect Our Winters Japan）による環

境保全啓発イベントを行う予定です。また、「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2022』」のフ

ィナーレとなる、元キマグレンの「ISEKI」がプロデュースする音楽ライブ終演後に、後夜イベントも企画。詳細は決まり次第、HP

にて発表します。 

 

 

音楽ライブをより楽しめる「VIP席鑑賞プラン」と「宿泊プラン」が登場 

 

5 月 28 日（土）・29 日（日）の 2 日間は、音楽ライブを開催。音楽ライブの初日は、大⽯昌良、K、さくらしめじ、⽵本

健⼀、藤巻亮太、森恵、ロザリーナといった個性豊かで表現力溢れる全 7 組が出演します。翌 5 月 29 日（日）は、家⼊レ

オ、ISEKI（ex.キマグレン）、GAKU-MC、スキマスイッチ、⽮井⽥ 瞳、wacci のライブパフォーマンスに定評のある全 6 組が

出演します。 

 

 この度、音楽ライブへの来場者に向けて、特等席に外ごはんスタイリストの風森美絵氏が監修する BBQ ランチが付帯した

「VIP 席鑑賞プラン」（先着 10 組限定予定）と、岩岳山麓エリアに点在するユニーク且つ魅力的なホテルや旅館、民宿から

宿泊先を選べる「宿泊プラン」をご用意しました。VIP 席鑑賞プランの席は、通常の客席スペースより⼀段高く位置するため、ス

テージ全体を見渡すことができます。両プランともに、2 月 25 日（金）11:00 より予約受付を開始します。 

 

■風森美絵 公式 HP：http://yoshiekazamori.com/ 

 

＜ VIP 席鑑賞プラン＞ 

・催行日：2022 年 5 月 28 日（土）・29 日（日） 

・料金： 

① 音楽ライブチケット付き 1 日券 

2 名〜3 名様グループ 17,000 円／人、4 名様グループ 16,500 円／人（音

楽ライブ⼊場、ゴンドラリフト往復乗車、特設エリアへの⼊場、BBQ ランチ込み。チ

ケット引換時に別途ドリンク代必要） 

② VIP サービスのみ 1 日券 

2 名〜3 名様グループ 8,600 円／人、4 名様グループ 8,100 円／人（特設

エリアへの⼊場、BBQ ランチ込み） 

・予約：要予約、先着 10 組限定（予定） 

※2 名様からの受付となります。予約状況によって当日受付を行います。 

・予約サイト：https://www.hakuba1.com/summer/event/hakuba-

yahoofes-vipplan/ 

 
（イメージ） 

http://yoshiekazamori.com/
https://www.hakuba1.com/summer/event/hakuba-yahoofes-vipplan/
https://www.hakuba1.com/summer/event/hakuba-yahoofes-vipplan/


 

 

 

＜宿泊プラン＞ 

・対象日：2022 年 5 月 27 日（金）〜29 日（日） 

・宿泊先：白馬岩岳山麓エリアの宿泊施設 

・プラン：宿泊先タイプ（ホテル・旅館／民宿）をお選びいただき、ご希望に沿った宿泊

施設を手配いたします。 

・料金：ホテル・旅館プラン 8,100 円〜、民宿プラン 6,600 円〜 

 ※2 食付き、消費税・⼊湯税込み 

・予約サイト：https://www.hakuba1.com/summer/event/hakuba-yahoofes-stay/ 

 

 また、会場への往来をスムーズにする JR 長野駅からの直通シャトルバスのほか、JR 白馬駅や白馬八方バスターミナル、岩岳

山麓の新⽥旅館街をまわる無料シャトルバスも運行します。発着時間や予約方法など詳細は決定次第、公式ホームページに

てご案内します。 

 

音楽ライブのチケットはローソンチケット、チケットぴあ、イープラス、楽天チケットの各プレイガイドにて先行受付中です。各プレイ

ガイドでの⼀般販売は、3 月 5 日（土）10:00 から開始します。 

 

 

【「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2022』」開催概要】 

■開催日時：2022 年 5 月 21 日（土）〜29 日（日） 

■会場：白馬岩岳マウンテンリゾート（〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城 12056） 

■イベント内容：詳細は下記参照 

■料金 

・ゴンドラリフト往復：大人 2,400 円、子供 1,300 円 

・その他有料プログラムあり 

■公式 URL：https://hakuba-yoo-hoo-festival.com/ 

■主催：HAKUBA ヤッホー！ FESTIVAL 実行委員会 

■特別協賛：株式会社アルペン 

■企画制作：株式会社 葉風舎 

■後援：白馬村観光局、白馬岩岳観光協会 

 

【各種イベント概要】 

■白馬岩岳 Trail Race Spring 2022 

・開催日時：2022 年 5 月 21 日（土）受付 8:00〜 

・場所：白馬岩岳マウンテンリゾート 特設コース 

・料金：15 ㎞ 7,000 円、30 ㎞ 9,000 円 

・詳細・申込み：https://moshicom.com/65802/?fbclid=IwAR1-

HY7EBXKuIs0EMR1oWRVnCMy9B_vn6Trq3Ca32TfBiOn78or35_vAbc0 

 

■オープニングアクト 音楽イベント 

・開催日時：2022 年 5 月 21 日（土）14:00〜15:30／22 日（日）：10:30〜12:00、14:00〜15:30 

・場所：山頂スカイアーク特設ステージ ※雨天時は屋内にて開催予定 

・料金：無料 

・予約： 不要 

（イメージ） 

https://www.hakuba1.com/summer/event/hakuba-yahoofes-stay/
https://hakuba-yoo-hoo-festival.com/
https://moshicom.com/65802/?fbclid=IwAR1-HY7EBXKuIs0EMR1oWRVnCMy9B_vn6Trq3Ca32TfBiOn78or35_vAbc0
https://moshicom.com/65802/?fbclid=IwAR1-HY7EBXKuIs0EMR1oWRVnCMy9B_vn6Trq3Ca32TfBiOn78or35_vAbc0


 

 

 

・出演アーティスト：et-アンド-、真洋（mahiro） 

「et-アンド-」 

作曲家・菊池⼀仁氏による楽曲プロデュースのもと、現代に生きる若者の胸中をエモ

ーショナルなサウンドに乗せて演出する、新世代女性ボーカルグループ。2022 年 3 月

に 4th Digital Single「花心」のリリースを決定。 

URL：https://www.zest-corp.com/management/1146/ 

 

「真洋（mahiro）」 

2011 年に「乃木坂 46」の 1 期生・川村真洋として活動スタート。2018 年に「乃木坂 46」

卒業後、多国籍ガールズグループ「Z-Girls」として韓国でデビュー。2021 年、活動拠点を再

び日本に移し、真洋（mahiro）として活動スタート。 

URL：https://www.zest-corp.com/management/1208/ 

 

■FITNESS FESTIVAL in 白馬 

・開催日時：2022 年 5 月 21 日（土）16:30〜19:00 

・場所：山頂スカイアーク特設ステージ ※荒天時は屋内で開催予定 

・料金：プレミアム ¥7,000（先着 60 名）／⼀般 ( 中学生以上 ) ¥6,000／小学

生 ¥1,300／幼児 無料 ※イベント参加料、ゴンドラリフト往復料金込み 

・内容：今回が 3 回目となる人気イベント。スペシャルヨガやラテン音楽を中心とした様々

なジャンルのダンスを楽しみながら運動できます。 

・定員：150 名 

・予約：完全予約制（TEL：070-8577-7575、MAIL：kfbnagano@gmail.com）  

 

■ヨガ 

・開催日：2022 年 5 月 28 日（土）・29 日（日） 

 ※音楽ライブの休憩時間に開催予定 

・場所：白馬ヒトトキノモリ 

・料金：無料 

・内容：2022 年春にグランドオープン予定の展望エリア「白馬ヒトトキノモリ」で大パノラマ

を眺めながら講師とヨガでリフレッシュしましょう。 

・詳細： https://www.hakuba1.com/summer/event/hakuba-yahoofes-yoga/ 

 

■熱気球体験 

・開催日：2022 年 5 月 21 日（土）・28 日（土） 

・場所：白馬岩岳マウンテンリゾート中腹エリア 

・料金：熱気球体験のみ 大人 2,800 円、小児（3 歳〜小学生）1,800 円 

    ゴンドラ往復券＋熱気球体験 大人 4,800 円、小児（小学生）3,000 円 

・内容：標高 1,200m から、夕焼けの北アルプスの絶景を鑑賞いただけます。 

・問い合わせ先：白馬山麓ツアーズ（TEL：0261-72-6900） 

 

■音楽ライブ 

・開催日時：2022 年 5 月 28 日（土）・29 日（日） 

・料金：ブロック指定 8,400 円／2 日間通し券 15,000 円 

※ゴンドラリフト往復乗車込み、⼊場時別途ドリンク代必要 

https://www.zest-corp.com/management/1146/
https://www.zest-corp.com/management/1208/
mailto:kfbnagano@gmail.com
https://www.hakuba1.com/summer/event/hakuba-yahoofes-yoga/


 

 

 

※小学生以下のお子様は保護者帯同の場合、ライブエリアへの⼊場は無料です。ゴンドラ乗車代は小学生以上有料、未就学児無料となりま

す。 

・出演アーティスト 

 2022 年 5 月 28 日（土）：大⽯昌良、K、さくらしめじ、⽵本健⼀、藤巻亮太、森恵、ロザリーナ 

 2022 年 5 月 29 日（日）：家⼊レオ、ISEKI（ex.キマグレン）、GAKU-MC、スキマスイッチ、⽮井⽥ 瞳、wacci 

・チケット販売 

① 各プレイガイド先行受付中 

イープラス：https://eplus.jp/hakuba/ 

チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2137236 

ローソンチケット：https://l-tike.com/order/?gLcode=74437 

楽天チケット：https://r-t.jp/hakuba-yoo-hoo-festival 

② 各プレイガイド販売：2022 年 3 月 5 日（土）10:00〜 

・VIP 席鑑賞プラン／宿泊プラン：上述の通り 

・シャトルバス：JR 長野駅〜会場への直通往復シャトルバス、白馬村内の無料シャトルバスを運行予定。詳細は決まり次

第、HP にてご案内いたします。 

・駐車場：ゴンドラ山麓駅前に大駐車場がございます。音楽ライブ開催日は、駐車料金が 1 日 1,000 円／台となります。夜

間は駐車できません（駐車場営業時間：7:30〜20:00）。 

・その他：当日は⼀般観光向けの営業も行います。通常と導線が異なるエリアもございますので予めご了承ください。 

 

※イベントは新型コロナウイルス感染症に対する政府・自治体の意向で参加条件が変わる可能性があります。また内容が変更となる場合がございま

す。 

 

【会社概要】 

会社名：株式会社岩岳リゾート  IWATAKE RESORT Co., Ltd. 

代表：代表取締役社長 和⽥ 寛 

所在地：〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城 6329-1 

設立：1985 年（昭和 60 年）8 月 8 日 

事業内容：スキー場⼀般（索道事業・飲食業） 

URL：https://iwatake-mountain-resort.com/ 

 

■新型コロナウイルス感染防止対策 https://iwatake-mountain-resort.com/ 

岩岳リゾートは、地域社会の安全と共にお客様と従業員の健康を守るため、新型コロナウイルス感染防止対策を講じて営業し

てまいります。「白馬岩岳マウンテンリゾート」では、トレッキングや MTB、キャンプ、ブランコなどアウトドアでお楽しみいただけるサー

ビスを提供していますが、レストランやゴンドラなど”三密”（密閉、密集、密接）になり得る箇所も存在します。こうした箇所につ

いては、消毒をはじめとする対策を徹底する⼀方、お客様にも細心の注意を払っていただくようご協力を依頼しております。今後

も安心して大自然の素晴らしさを体感いただけるよう感染防止に努めてまいります。具体的な感染防止対策は HP をご参照く

ださい。 

 

■岩岳リゾートの SDGsの取り組み 

https://iwatake-mountain-resort.com/green/sustainable 

 《本件に関するお問い合わせ先》 

岩岳リゾート PR 事務局（スキュー内）担当：大久保・中田・玉越 

TEL：03-6450-5457 FAX：03-5539-4255 MAIL：iwatake-pr＠skewinc.co.jp 

https://eplus.jp/hakuba/
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2137236
https://l-tike.com/order/?gLcode=74437
https://r-t.jp/hakuba-yoo-hoo-festival
https://iwatake-mountain-resort.com/
https://iwatake-mountain-resort.com/
https://iwatake-mountain-resort.com/green/sustainable

