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株式会社岩岳リゾート

標高 1,100m の展望エリア「⽩⾺ヒトトキノモリ」が 4 ⽉ 28 ⽇グランドオープン！
GW より「⽩⾺岩岳マウンテンリゾート」2022 グリーンシーズンの営業を開始
〜 白馬で“白い馬”に乗馬できる新体験に加えて
ヨガやズンバ、音楽ライブなどイベントも順次開催 〜
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」）が運営
する「⽩⾺岩岳マウンテンリゾート」は、2022 年 4⽉28⽇（木）より、2022 グリーンシーズンの営業を開始いたします。
2021 年秋、標高 1,100m に位置する「5 線サウスリフト」乗り場一帯にプレオープンした、展望エリア「⽩⾺ヒトトキノ
モリ」が芝生エリアやフォトジェニックエリア、各種遊具などを整備してこの度、グランドオープンいたします。また、⽩⾺の大自
然を舞台に「リード付きの体験乗⾺」や「ホーストレッキング（野外騎乗）」が楽しめる乗⾺アトラクションを順次開始いたし
ます。ゴールデンウィーク期間中、山々に響き渡る音楽ライブやテレワークキャンペーンなどグリーンシーズン・オープニング記
念イベントを開催予定です。

グランドオープンする「白馬ヒトトキノモリ」（イメージ）

「⽩⾺ヒトトキノモリ」がグランドオープン！芝生エリアやフォトジェニックエリアなどが続々と誕生
唐松沢氷河や北アルプスの山々、白馬村全景を見渡せる標高 1,100m の高原に、白馬の大自然を五感で味わえる展望
エリアとして 2021 年 11 月にプレオープンした「白馬ヒトトキノモリ」。雪解けを待ち、芝生が広がるエリア一帯を整備して、
2022 年 4 月 28 日（木）にグランドオープンいたします。

「5 線サウスリフト」や MTB（マウンテンバイク）、「Mountaincart（マウンテンカート）」を使った特別体験の先にアクセス
できる当エリアは、グランドオープンに合わせて、森の中にはゆっくりと森林浴ができるハンモックやブランコを設置。さらに、鏡面を用
いたフォトジェニックエリア、卓球とサッカーを組み合わせたハンガリー発祥の新しいスポーツ「テックボール」やキック式ビリヤードなど
各種遊具を点在させて、子どもから大人まで思い思いに楽しめる空間を提供いたします。
同エリア内にあり、“まるで草原に佇む教会のようだ”と話題の三角屋根
が特徴的な、ティーラテとスコーンの専門店「CHAVATY HAKUBA（チャ
バティ白馬）」では、地のものを使った「クロモジチャイ」が新メニューとして登
場。「クロモジスコーン」や「ピクニックセット」など、当店でしか味わえない限
定メニューと合わせてぜひご賞味ください。
また、2020 年 7 月に誕生した大自然の中の絶景キャンプ場「白馬岩
岳マウンテンフィールド」が今夏までに「白馬ヒトトキノモリ」内に移転しま
す。6 区画あるキャンプサイトは、72 ㎡以上の広さを確保し、宿泊が可
能。Wi-Fi や電源、ソーラー電力を完備して快適さと、眺望を兼ね備えた

「CHAVATY HAKUBA」の焼きたてスコーンとアイス
ボトルティーラテ

キャンプ場としてリニューアルする予定です。
そのほか、エリア内には木の上で冒険感を味わえるツリーハウスや、ススキの草原をかき分けてゴールを目指す巨大迷路など新
たなコンテンツが続々と誕生予定です。
https://iwatake-mountain-resort.com/hakuba_hitotoki-no_mori

⽩⾺に本物の⽩い⾺が出現、⾺上から眺める格別の景色
今シーズンより、「リード付きの体験乗馬」と「ホーストレッキング（野外騎乗）」の 2 プランから
選べる乗馬アトラクションの提供を順次開始いたします。
スタッフが手綱を引く馬に乗って、往復 200m の距離を約 15 分かけてゆっくりと散歩する「リー
ド付きの体験乗馬」プランは、小さなお子様（※1）や初心者でも安心して体験いただけます。馬
上で心地よい揺れを感じながら普段より高い目線で景色を眺めることができ、白馬三山を背景に
馬に乗った姿を撮影いただけます。
「ホーストレッキング（野外騎乗）」（※2）は、白馬岩岳山頂をフィールド

「リード付きの体験乗馬」（イメージ）

に乗馬体験を満喫できるプランです。乗馬経験を問わず、どなたでも体験い
ただけるよう、ヨーロッパで高い調教技術を習得したスタッフによる馬場内での
約 15 分の基礎学習の後に外乗コースに出発するため安心です。別の馬に
乗ったインストラクターが最前列で誘導し、約 3km の距離を 45 分かけて回
ります。人の足では踏み入れづらい山道でも入っていくことができ、これまでと
違った角度や視点で白馬の大自然と触れ合えます。全身を駆け巡る振動や
バランス感覚は、エクササイズとしてもお楽しみいただけます。
諸説ありますが、季節が流れるなかで山肌の雪が溶けて馬の形に見えるよ
うになった頃、村人達が田植え前の代掻きを始めたことなどが村や駅名の由
来になったと言われるほど、古くから馬との縁があった白馬村。乗馬を通して

「ホーストレッキング（野外騎乗）」
（イメージ）

白馬村の歴史に思いを馳せたり、白馬岩岳山頂に本物の馬が佇む壮観な姿を写真に収めたり、動物との触れ合いで心を育
む機会を創出してまいります。
＜料金＞
・「リード付きの体験乗馬」プラン：2,500 円
※1…身長 100cm 以上の方に限ります。また、安全を鑑み、5 歳以下のお子様は保護者と 2 人乗りになります（料金は 1 人様分）。

・「ホーストレッキング（野外騎乗）」プラン：15,000 円
※2…「ホーストレッキング（野外騎乗）」の営業期間は、2022 年 7 月〜11 月初旬を予定しています。

ほかにも、浮遊感満載の絶景大型ブランコ「ヤッホー！スウィング presented by にゃんこ大戦争」や、車体を一新してダイ
ナミックな揺れとスリル感が増した「バギークルーズ」など山頂でのアクティビティも営業いたします。また、大切なペットとともに過ごせ
る環境を創造すべく、愛犬のための絶景ドッグテラス「白馬ワン！テンハーバー」や山頂 2 ヵ所のドッグラン、山頂カフェレストラン
「スカイアーク」でのペット専用メニューの提供など、今シーズンもペット、ヒト、環境に優しい取り組みに励んでまいります。

ゴールデンウィーク期間中、地域を体感できるイベントを開催
ゴールデンウィーク期間中は、地域一体となったイベントを開催いたします。
白馬村観光局主催「GREEN HAKUBA ダイバーシティ ACT」の一環とし
て、5 月 2 日（月）に岩岳山頂エリアで Mr.Moi による特別公演を予定。
力強い歌声が人気の白馬ローカルの実力派アーティストが幻想的な風景の
なか、圧巻の生ライブを披露します。同じく「GREEN HAKUBA」のコンテンツ
の一つとして、5 月 2 日（月）・6 日（金）を「リゾートテレワーク DAYs」と
設定し、新緑が芽吹く爽やかな季節の白馬でのスローライフ体験を提案しま
す。
Mr.Moi

また、ゴールデンウィーク期間中にペット連れでお越しのお客様を対象に、獣医師が勧めるチキンアレルギー対応ドッグフード
（嗜好性と安全性をクリアした安心できるフード）「PURELUXE（ピュアラックス）」のサンプリングフードをペット１匹につき１
つ、期間限定で提供いたします。
https://www.pureluxe.jp/lp/dog/lamb/
＜サンプリングフード提供期間＞
2022 年 4 月 28 日（木）〜5 月 8 日（日）※なくなり次第終了
5 月 21 日（土）〜29 日（日）には「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。期間中は絶景ヨガや熱気球体験、山頂特設ステージにて音楽ライブを実施し、心地よい春の空気のなか、新緑
と残雪の北アルプスの絶景とともにお楽しみいただけます。

【⽩⾺岩岳マウンテンリゾート 概要】
営業期間：2022 年 4 月 28 日（木）〜11 月 13 日（日）
営業時間：8:30〜17:00
料金：入場料（ゴンドラ・リフト往復含む）：大人 2,400 円、小人 1,300 円、ペット（一頭につき）700 円
所在地：〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城 12056
TEL：0261-72-2474
駐車場： 600 台（無料） ※5 月 28 日・29 日はイベント開催につき、1 日 1,000 円
アクセス：東京から約 3 時間、名古屋から約 3 時間 30 分、関西から約 4 時間 30 分、最寄 IC（長野 IC、安曇野 IC、
糸魚川 IC）から幅広道路で約 1 時間
公式 HP：https://iwatake-mountain-resort.com
【「CHAVATY HAKUBA（チャバティ⽩⾺）」店舗概要】
営業時間：9:00〜15:30（LO）
アクセス：白馬岩岳山頂より「5 線サウスリフト」で約 7 分
公式 HP：https://iwatake-mountain-resort.com/hakuba_hitotoki-no_mori
【「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
イベント内容：ヨガ、熱気球体験、FITNESS FESTIVAL in 白馬、白馬トレイルラン、音楽フェスなど
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
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
※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
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://ticket.rakuten.co.jp/features/hakuba-yoo-hoo-festival/index.html/
・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 参照
・駐車場：（音楽ライブ開催日）駐車料金 1 日 1,000 円／台、7:30〜20:00

【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
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（https://iwatake-mountainresort.com/）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

