
 

 

 

関係者各位 

2022 年 4 月 28 日 

株式会社岩岳リゾート 

  
 
 
 
 

 

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。 

この度、各種ワークショップの開催やマウンテンバイク初心者向けプラン、音楽フェス後夜イベントなど新たなコンテンツが

決定しましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 年 5 月 21 日（土）〜29 日（日）に開催予定の「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！

FESTIVAL 2022』」は、標高 1,289m の白馬岩岳山頂からの絶景とともに音楽やスポーツ、ご当地グルメ、各種アクティビテ

ィなどが楽しめるアウトドアフェスティバルです。この度、よりアウトドアを満喫いただけるよう新たなコンテンツを追加決定しました。 

 

森のワークショップ 

絶景テラス＆カフェ「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」へと続く、新緑が輝くブナ

の森の中に薪わり体験やステッカー作成、ペンダントづくりなど多彩なワークショップを展開

します。 

・日程：2022 年 5 月 21 日（土）〜29 日（日）各日 10:00〜15:00（予

定） 

・場所：ブナの森パーク（白馬岩岳山頂） 

・料金： 体験により異なります。 

山頂フェス「HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2022」 

薪割り体験やマウンテンバイク初心者向けプラン、音楽フェス後夜イベントなど 

アウトドアを満喫できるコンテンツを追加決定 



 

 

 

 

MTB「ヒトトキダウンヒル」初心者向けガイド付きプラン  

MTB（マウンテンバイク）で山頂から白馬ヒトトトキノモリまで下る新ダウンヒルコース

「ヒトトキダウンヒル」は、MTB 初心者でも気軽に楽しめるようレンタルとガイドを付帯。眼

下に広がる白馬村を眺めながら駆け下りる爽快感をぜひ味わってください。 

・日程：5 月 21 日（土）〜27 日（金）9:30、10:30、11:30、13:00、

14:00 

    5 月 28 日（土）、29 日（日） 9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、13:00、14:00、15:00 

・所要時間：約 1 時間 

・人数：1 回 10 名まで（最小催行なし） 

・料金：1,200 円（レンタル MTB、5 線サウスリフト 1 回券、ガイド料込） 

 

チアリーディング 

地元のチアリーディングチームが元気なパフォーマンスでフェスティバル初日を盛り上げます。チー

ムワークを大切に、子どもたちがパワフルでスピード感あふれる技の数々を披露します。 

・日程： 5 月 21 日（土）14:40〜15:00 

・場所：山頂スカイアーク前特設ステージ 

・料金：無料 

 

Alpen Outdoors Village at HAKUBA ヤッホー！ FESTIVAL 

岩岳山頂の森の中にあるデイキャンプ体験・リラクシングエリアの「Alpen Outdoors Village」

がイベント期間中は拡張して、より幅広いアウトドアブランドのアイテムを展示いたします。上品な

仕上がりのデザイナーズチェア、リラックスタイムを創出するサイドテーブルやタープなど、これからの季

節に活躍するアイテムを揃え、実際の環境下で誰でも「見て」「触れて」「体験できる」機会を提供

します。5 月 28 日（土）、29 日（日）の音楽フェス開催時には音楽フェスオリジナルグッズな

どの販売もいたします。 

・日程：2022 年 5 月 21 日（土）〜29 日（日）8:30〜16:30 ※5 月 28 日・29 日は、

18:15 まで営業予定 

・場所：ブナの森内（白馬岩岳山頂） 

 

音楽フェス後夜イベント 

音楽フェス終了後、山頂の絶景テラス＆カフェ「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」にて、

焚火を囲みながら焼きマシュマロとチョコレートをクッキーやクラッカーで挟んだキャンプシーンの定番

デザート「スモア」を頬張りながら、通常の営業時間では見ることができない夕空の幻想的な時間

帯をお過ごしいただけます。 

・日程：5 月 28 日（土）、29 日（日）各日、音楽フェス終了後〜18:15 まで 

・場所：HAKUBA MOUNTAIN HARBOR 

・料金：無料 

 

 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

山麓の新田旅館街と切久保旅館街をまわる無料シャトルバスも運行します。 



 

 

 

 

＜村内限定の無料シャトルバス＞ 

日程：5 月 28 日（土）／29 日（日） 

時間：白馬駅発 8:30、9:30、10:30 

   岩岳発 13:00、16:30、17:30、18:30 

ルート：JR 白馬駅〜Snow Peak Land Station Hakuba〜白馬八方バスターミナル〜新田旅館街〜切久保旅館街〜

白馬岩岳マウンテンリゾート 

料金：無料 ※音楽フェス来場者に加えて、運行日に当施設に来場される方はどなたでも乗車可能です 

 

＜音楽フェスに最適の臨時特急バス＞ 

日程：5 月 28 日（土）／29 日（日） 

時間：（往路）JR 長野駅東口 8:20 発⇒白馬岩岳マウンテンリゾート 9:46 着 

   （復路）白馬岩岳マウンテンリゾート 18:30 発⇒JR 長野駅東口 20:10 着予定 

ルート：JR 長野駅東口〜白馬岩岳マウンテンリゾート 

料金：大人 2,200 円（片道）、小児・幼児 1,100 円（片道） 

・予約・詳細：https://www.hakuba1.com/summer/event/yoohoo-naganohakubabus/ 

 

【「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 

※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。 

■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 

■シャトルバス：上述の通り 

■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）。 

■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、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 

・予約：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 

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


 

 

 

・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 

・出演アーティスト：et-アンド-、真洋（mahiro） 

 

■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 

・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）各日 9:45〜10:30 

・場所：白馬ヒトトキノモリ 

・料金：無料 

・予約：要予約 

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

 

■熱気球体験 

・開催日：2022 年 5 月 21 日（土）17:00〜／28 日（土）17:00〜 

・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 3,000 円、小児（3 歳〜小学生）2,000 円 

・予約・問い合わせ先：白馬ライオンアドベンチャー（TEL：0261-72-5061） 

https://urakata.in/new_reserve/calendar/hakuba_lion_adventure?course_id=23281 

 

■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：各プレイガイド発売中 

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://ticket.rakuten.co.jp/features/hakuba-yoo-hoo-festival/index.html/ 

  

＜VIP 席鑑賞プラン＞ 

・催行日：2022 年 5 月 28 日（土） 

・料金： 

mailto:kfbnagano@gmail.com
https://www.hakuba1.com/summer/event/hakuba-yahoofes-yoga/
https://urakata.in/new_reserve/calendar/hakuba_lion_adventure?course_id=23281
https://eplus.jp/hakuba/
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2137236
https://l-tike.com/order/?gLcode=74437
https://ticket.rakuten.co.jp/features/hakuba-yoo-hoo-festival/index.html/


 

 

 

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 12 組限定（予定） 

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

※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。 

※5 月 29 日は好評につき受付終了となりました。 

 

＜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 

・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/ 

 

※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 

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。「具体的な感染防止対策は HP（https://iwatake-mountain-resort.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 

https://www.hakuba1.com/summer/event/hakuba-yahoofes-vipplan/
https://www.hakuba1.com/summer/event/hakuba-yahoofes-stay/
https://iwatake-mountain-resort.com/
https://iwatake-mountain-resort.com/
https://iwatake-mountain-resort.com/green/sustainable

