
 
 

白馬山麓 写真撮影ツアー 
 

天体写真のほか、写真愛好家に人気の風景・山岳写真や野鳥など幅広いテーマで開催し

ます。初心者からハイアマチュアまで、スマートフォンからデジタル一眼レフまで、レベ

ルと機材に合わせた全 8 回のイベントをご用意しています。グリーンシーズンの白馬でし

か撮影できない絶景スポットで、専門講師が撮影のコツをレクチャーいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 天体写真・星景写真を撮ろう！  

・開催日：10 月 14 日（土）＠白馬八方尾根 

・講師：田原栄一（ケンコー・トキナー所属、日本写真家協会会員） 

・お客様にご用意いただくもの：カメラ、レンズ、三脚 

・概要：夜のゴンドラリフトで標高 1,400m の絶景スポットへ上がり、漆黒の夜空に光る満天の星を撮影

いただけます。勉強会の時間を設けており、専門講師が綺麗な天体写真・星景写真の撮影のコツを伝授

します。 

・スケジュール 

19:10  ゴンドラ山麓駅集合・ゴンドラ乗車 

19:30～20:30 天体撮影の勉強会とともに、撮影スポットの紹介。 

20:30～21:30 撮影タイム（屋外に講師とともに出て撮影） 

21:30～ 写真講評 

22:00  ゴンドラ下山、解散 

※勉強会、写真講評はうさぎ平イエティ 3 階「シアタールーム」で実施 

・参加料金：2,300 円（ゴンドラリフト往復代、講師料含む） 

 

※お申し込み時にお持ちのカメラのメーカーと機種をお知らせください。 

※防寒着を必ずご用意ください。 



 
 

 

③ 風景写真を撮ろう！ 

・開催日：10 月 15 日（日）＠白馬岩岳 秋の森マウンテンビュー 

・講師：田原栄一（ケンコー・トキナー所属、日本写真家協会会員） 

・お客様にご用意いただくもの：レンズ交換式カメラ、レンズ、（あれば）三脚 

・概要：初級～中級者向けの風景写真撮影会です。撮影機材の勉強会を実施した後、講師とともに白馬の

自然を心ゆくまで撮影いただきます。最後には参加者の皆様との写真講評の時間を設けています。 

・スケジュール 

10:30  白馬岩岳ゴンドラ山麓駅 集合・ゴンドラ乗車 

11:00～12:00 フィルター等、機材の勉強会とともに、撮影スポットの紹介。 

12:00～13:00 昼食＠山頂レストラン「スカイアーク」 

13:00～14:30 撮影タイム（屋外に講師とともに出て撮影） 

14:30～15:00 写真講評 

15:00～ ゴンドラで下山、解散 

※勉強会、昼食、写真講評は山頂レストラン「スカイアーク」で実施 

・参加料金：3,200 円（ゴンドラリフト往復、昼食代、講師料含む） 

 

※お申し込み時にお持ちのカメラのメーカーと機種をお知らせください。 

※防寒着を必ずご用意ください。 

 

④ 角型フィルターを使って、風景写真を撮ろう！  ※催行中止となりました。 

・開催日：10 月 14 日（土）＠白馬岩岳 秋の森マウンテンビュー 

・講師：田原栄一（ケンコー・トキナー所属、日本写真家協会会員） 

・お客様にご用意いただくもの：レンズ交換式カメラ、レンズ、三脚 

・概要：中級～上級者向けの風景写真撮影会です。風景写真家の間で近年人気が高まっている角型フィル

ターの使用方法をお伝えします。機材をご用意しており、角型フィルターをお持ちでない方もご参加可

能です。 

・スケジュール 

② 天体写真が撮れちゃった！天体撮影体験会   

・開催日：9 月 2 日（土）＠白馬八方尾根 

・講師：渡辺康充（「星空案内のアステリズム」代表、日本天文学会所属） 

・お客様にご用意いただくもの：SD カード 

・概要：夜のゴンドラリフトで標高 1,400m の絶景スポットへ上がり、漆黒の夜空に光る満天の星を撮影

いただけます。撮影機材をご用意しており、カメラをお持ちでない方もご参加可能です。 

・スケジュール 

20:30     ゴンドラ山麓駅集合・ゴンドラでうさぎ平へ 

21:00～22:00 撮影タイム（屋外に講師とともに出て撮影） 

22:00～ ゴンドラにて下山、解散 

※勉強会、写真講評はうさぎ平イエティ 3 階「シアタールーム」で実施 

・参加料金：2,300 円（ゴンドラリフト往復代、講師料含む） 

・最少催行人数：9 名 



 
 

9:30  白馬岩岳ゴンドラ山麓駅 集合・ゴンドラ乗車 

10:00～12:00 角型フィルターの勉強会とともに、撮影スポットの紹介。 

12:00～13:00 昼食 

13:00～15:00 撮影タイム（屋外に講師とともに出て撮影） 

15:00～15:30 写真講評 

15:30～ ゴンドラで下山、解散 

※勉強会、昼食、写真講評は山頂レストラン「スカイアーク」で実施 

・参加料金：3,200 円（ゴンドラリフト往復、昼食代、講師料含む） 

※お申し込み時にお持ちのカメラのメーカーと機種をお知らせください。 

※防寒着を必ずご用意ください。 

 

⑤ 山岳写真入門 

・開催日： 10 月 21 日（土）＠つがいけ高原 

・講師：眞鍋 英敏（日本写真講師協会所属） 

・お客様にご用意いただくもの：カメラ、レンズ、三脚 

・概要：中級～上級者向けの山岳写真撮影会です。専門講師のレクチャーのもと、標高 3,000ｍ級の山々

が連なる北アルプス連峰を、最高の撮影スポットからご撮影いただけます。 

・スケジュール 

9:30 ゴンドラ山麓駅集合・ゴンドラで中間駅へ 

10:00～12:00 山岳写真の勉強会とともに、撮影スポットの紹介。 

12:00～12:30 栂池自然園へ移動 

12:30～15:30 撮影タイム（屋外に講師とともに出て撮影、途中昼食休憩あり） 

15:30～16:00 ゴンドラ中間駅へ移動 

16:00～16:30 写真講評 

16:30～ ゴンドラにて下山、解散 

※勉強会、写真講評はゴンドラ中間駅「雪の広場」にて実施 

・参加料金：6,000 円（栂池パノラマウェイ往復代、昼食代、講師料含む） 

・最少催行人数：10 名 

※お申し込み時にお持ちのカメラのメーカーと機種をお知らせください。 

※防寒着を必ずご用意ください。 

 

⑥ 野鳥教室 

・開催日：10 月 8 日（日）＠白馬岩岳 秋の森マウンテンビュー ※催行中止となりました。 

10 月 22 日（日）＠つがいけ高原 

・講師：菅原 貴徳（日本自然科学写真協会所属） 

・お客様にご用意いただくもの：特にありません（撮影時間は設けませんが、ご希望の方は機材をお持ち

ください。） 

・概要：専門講師が野鳥の鳴き声で、野鳥の種類や見分け方から見つけ方、観察の楽しみ方、豆知識をご

案内します。希望の方には撮影のアドバイスをいたします。双眼鏡を無料レンタルいたします。 

・スケジュール 

●白馬岩岳会場 



 
 

9:30      ゴンドラ山麓駅集合、ゴンドラ乗車    

10:00～11:30 野鳥観察の勉強会  

11:30～12:30 昼食     

12:30～15:00 観察タイム（屋外で講師とともに観察）   

15:00～15:30 まとめ     

15:30～ ゴンドラにて下山、解散   

※勉強会、昼食は山頂レストラン「スカイアーク」にて。 

 

●栂池高原会場 

9:30    ゴンドラ山麓駅集合、ゴンドラにて中間駅へ 

10:00～11:30 野鳥写真の勉強会とともに、撮影スポットの紹介。 

11:30～12:00 栂池自然園へ移動 

12:00～15:30 観察タイム（屋外で講師とともに観察、途中昼食休憩あり） 

15:30～16:00 まとめ 

16:00～ ロープウェイ、ゴンドラにて下山、解散 

※勉強会はゴンドラ中間駅「雪の広場」にて実施 

 

・参加料金 

●白馬岩岳会場：5,000 円（ゴンドラリフト往復代、昼食代、講師料含む） 

●栂池高原会場：6,000 円（栂池パノラマウェイ往復代、栂池自然園入園料、昼食代、講師料含む） 

・最少催行人数：10 名 

※防寒着を必ずご用意ください。 

 

⑦ プロ写真家「スマホ撮影の鉄人・斎藤志津代」が教える、Facebookやインスタ映え

する写真を撮るテクニック！ 

・開催日：9 月 30 日（土）＠つがいけ高原 

10 月 1 日（日）＠白馬八方尾根 

・講師：斎藤志津代（日本写真講師協会所属） 

・お客様にご用意いただくもの：スマートフォン 

・概要：スマホ撮影に特化した写真教室。 

・スケジュール 

●つがいけ高原会場 

10:30    ゴンドラ山麓駅集合、ゴンドラにて中間駅へ 

11:00～12:00 スマホ撮影でのテクニック 

12:00～13:00 昼食＆テーブルフォト 

13:00～13:30 栂池自然園に移動 

13:30～15:00 撮影タイム（屋外に講師とともに出て撮影） 

15:00～15:30 雪の広場へ移動 

15:30～16:00 写真講評 

16:00～ ゴンドラにて下山、解散 

※勉強会、写真講評はゴンドラ中間駅「雪の広場」にて実施 

 

 ●白馬八方尾根会場 

・スケジュール 

10:30      ゴンドラ山麓駅集合、ゴンドラにてうさぎ平へ 



 
 

11:00～12:00 スマホ撮影でのテクニック 

12:00～13:00 昼食&テーブルフォト 

13:00～13:30 リフトで第 1 ケルンに移動 

13:30～15:00  撮影タイム（屋外に講師とともに出て撮影） 

15:00～15:30 リフトでうさぎ平へ 

15:30～16:00  写真講評 

16:00～     ゴンドラにて下山、解散 

※勉強会、写真講評はゴンドラ山頂駅「うさぎ平テラス」にて実施 

 

・参加料金 

●つがいけ高原会場：6,000 円（栂池パノラマウェイ往復代、栂池自然園入園料、昼食代、講師料含む） 

●白馬八方尾根会場：5,000 円（八方アルペンライン往復代、昼食代、講師料含む） 

・最少催行人数：12 名 

 

■注意事項■ 

・本イベントの特性上、悪天候等により目的とされる被写体（イベント主題となっている被写体）の撮影

が不可能と判断した場合、撮影会を中止とさせていただきます。その際は早急にご予約者にご連絡いたし

ます。 

・最少催行人数の記載がある撮影会の催行可否は撮影会の 3 日前となります。 

・その他の予約受付、実施に関する注意事項は白馬山麓ツアーズの旅行業約款に基づきます。 

http://www.hakuba1.com/infom/yakkan_syosai_1.html 

 

 

○「写真撮影イベント」お申込み・お問合わせ 

白馬山麓ツアーズ 

長野県北安曇郡白馬村北城 6329-1（JR 白馬駅前） 

TEL：0261-72-6900 FAX：0261-72-6922  Mail：booking＠hakuba1.com 

旅行業務取扱管理者 太田 悟 ／ 長野県知事登録旅行業 2-414 

http://www.hakuba1.com/infom/yakkan_syosai_1.html

