
最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

大人 4,000

小児 2,800

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

大人 4,000

小児 2,800

3. 白馬岩岳満喫パック（食事券(1,000円分)・岩岳の湯温泉付）

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

大人 3,000

小児 2,200

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

大人 6,800

小児 5,400

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

大人 3,000

小児 1,600

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

大人 3,500

小児 2,100

8. ノルディックウォーキングで白馬の秋風景を巡る

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

6. 白馬岩岳ねずこの森を堪能するウォーキングガイドツアー(ショートコース60分) 午前・午後

7. 白馬岩岳ねずこの森を堪能するウォーキングガイドツアー(ロングコース120分) 午前・午後

大人

小児
3,000

ガイド付きツアー　　※ご希望日に団体対応その他の理由により、ご予約のご希望に沿えない場合がございます。ご了承ください。

前日12時まで 白馬山麓ツアーズ

金額 料金に含まれるもの

前日12時まで

前日12時まで

ゴンドラ・ロープウェイ往復

乗車券代、栂池自然園入園料、

ガイド料

岩岳ゴンドラ「ノア」

チケット売り場

ゴンドラ・リフト往復乗車券代、

ガイド料

1名

3名～
ビレッジ栂池横

ロータリー前

八方ゴンドラ「アダム」

チケット売り場

料金に含まれるもの

2名～ 前日12時まで
岩岳ゴンドラ「ノア」

インフォメーションセンター

ゴンドラ・リフト往復乗車券代、

行楽弁当代 (お茶付)、八方温泉入浴券

4月29日(木)～11月14日(日)

6月12日(土)～10月31日(日)

金額

岩岳ゴンドラ「ノア」

インフォメーションセンター

内容

「白馬マウンテンハーバー」「ヤッホー！スウィング」など魅力満載の白馬

岩岳マウンテンリゾートを満喫しよう！絶景テラスで時間を忘れてゆっくり

過ごし、昼食は地元食材を使用した「白馬デリ」をご利用ください。

料金に含まれるもの

ゴンドラ往復乗車券代、

食事券(1,000円分)、

岩岳の湯温泉券

期間

6月12日(土)～10月24日(日)

期間

4. ネイチャーガイドと歩く 秋の栂池自然園

料金に含まれるもの

期間

6月12日(土)～10月24日(日)

金額 料金に含まれるもの

ゴンドラ・ロープウェイ往復

乗車券代、栂池自然園入園料、

行楽弁当代(お茶付)

添乗員は同行しません。

内容 期間 金額 料金に含まれるもの

集合時間 9:20

9:30～11:30

ゴンドラ往復乗車券代、ガイド料、

ポールレンタル代、岩岳の湯温泉券
2名～

期間

4月29日(木)～11月14日(日)

ゴンドラ往復乗車券代、ガイド料、

ポールレンタル代、岩岳の湯温泉券

白馬の田園風景の中をポールを使って楽々ウォーキング。初めての方でも

使い方を丁寧にご案内するので、安心してご参加いただけます。地元ガイド

とのんびり歩きながら白馬の風景、歴史をお楽しみください。

8月26日(水)～9月17日(金)

11月1日(月)～11月14日(日)
ガイド料、ポールレンタル代 2名～

集合時間 午前9:30 午後12:30

午前の部10:00～12:00

午後の部 13:00～15:00

添乗員は同行しません。

ツアー後は岩岳山頂をお楽しみください。

内容

白馬の絶景地、岩岳山頂にある「ねずこの森」を地元ガイドがご案内します。

ノルディックポールを持って足腰に優しい土の上を歩きます。紅葉時期の森

の中は素敵な景色が広がります。下山後の温泉券もセットにした満喫プラン

です。

内容 期間 金額 料金に含まれるもの

白馬の絶景地岩岳山頂にある「ねずこの森」を地元ガイドがご案内します。

こちらは120分のロングコースです。紅葉時期の森の中は素敵な景色が広がります。

下山後の温泉券もセットにした満喫プランです。

集合時間 8:50

9:00～13:00

(歩行時間 約2時間)

内容

栂池自然園を地元ガイドがご案内するツアー。高山植物や紅葉の景色の中を

ガイドと一緒に散策しましょう。このツアーでは比較的平坦な木道が続く

自然園内の楠川まで歩きます。

添乗員は同行しません。

ツアー後は自由散策となります。

内容

唐松岳登山の手前、八方池までのトレッキングルートを地元ガイドと一緒に

歩きましょう。北アルプスの山々や可憐な高山植物をガイドが丁寧にご案内

します。美しく紅葉した北アルプス稜線の山岳パノラマを満喫しませんか。

3日前12時まで
八方ゴンドラ「アダム」

チケット売り場前
6,900 3名～

大人

小児

添乗員は同行しません。

ツアー後は自由散策となります。

集合時間 午前9:30 午後12:30

午前の部10:00～11:00

午後の部 13:00～14:00

添乗員は同行しません。

ツアー後は岩岳山頂をお楽しみください。
前日12時まで

集合時間 8:50

9:00～13:00

(歩行時間約2.5時間)

金額

3日前12時まで

5. 八方尾根ガイドツアー

1. 八方尾根トレッキングパック（お弁当・八方温泉付）自由散策

ゴンドラ乗り場から八方池まで

往復約3時間～3時間30分

添乗員・ガイドは同行しません。

お弁当の受取時間は8時以降となります。

ゴンドラ乗車は8分間。

山頂で様々なアクティビティを

お楽しみください。

添乗員・ガイドは同行しません。

食事券(1,000円分)は山頂レストラン「スカイアーク」

又は「デッキカフェ」でご利用いただけます。

期間

4月29日(木)～11月14日(日)

トレッキングパック・満喫パック

1名
ビレッジ栂池内

チケット売り場
前日12時まで

1名

金額

ゴンドラ乗り場から自然園一周

往復約4時間～5時間

添乗員・ガイドは同行しません。

お弁当の受取時間は8時以降となります。

内容

八方尾根トレッキングといえば神秘の池「八方池」までのトレッキングコース。

尾根沿いに歩きながら見える、目の前に広がる北アルプスの景色は圧巻です。

お弁当を持ってゆっくりと歩くことができます。下山後のうれしい温泉券付き。

期間

6月12日(土)～10月31日(日)

金額 料金に含まれるもの

2. 栂池自然園トレッキングパック（お弁当付）　自由散策

内容

標高1,880mに広がる栂池自然園。一周約5.5kmの遊歩道を自由に散策する

パックです。最奥の展望湿原からは北アルプスと白馬大雪渓が間近に望める

スポット。お弁当付きで栂池の自然を一日お楽しみください。



最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

大人 6,000

小児

低学年
3,000

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

大人 5,000

小児 4,000

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

大人 5,500

小学4年

以上
5,500

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

大人 8,000

小児 6,000

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

大人 4,600

小児 3,600

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

大人 2,800

小児 2,800

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

大人 2,500

3歳以上 1,700

2名 前日12時まで
白馬ライオンアドベンチャー

青木湖ベース内

集合時間　午前8:50 / 午後12:50

午前の部 9:00～12:00

午後の部 13:00～16:00

添乗員は同行しません。

持ち物がありますのでご予約後ご案内致します。

内容 期間 金額 料金に含まれるもの

水の上に浮かんだ瞬間の不思議な浮遊感覚を一度は体験してみよう！初めは

漕ぐのに慣れるまで思うように進みませんが、慣れてくると早く何処にでも

行けるのがとても楽しくなってきます。

～10月25日
ガイド料、カヤック・パドル・

ライフジャケットレンタル料
大人4名 前日12時まで

白馬ライオンアドベンチャー

青木湖ベース

午前　9:30～12:00

午後　13:30～16:00

添乗員は同行しません。

別途施設使用料が300円掛かります。当日現地にてお支払いく

ださい。持ち物はご予約後にご案内致します。

添乗員は同行しません。

13歳以上で自転車に乗ることができる方に限ります

添乗員は同行しません。

基本コースのご利用となり、現地にてオプションも

ございます。

内容 期間 金額 料金に含まれるもの

カナディアンカヌーは二人乗りの大きなボートで、基本的に落ちたり濡れたり

しません。紅葉した木々のトンネルをくぐったり、二人の息を合わせてのんびり

湖をクルージングしましょう。

～10月25日
ガイド料、カヌー・パドル・

ライフジャケットレンタル料

添乗員は同行しません。

別途施設使用料が300円掛かります。当日現地にてお支払いく

ださい。持ち物はご予約後にご案内致します。

添乗員は同行しません。

持ち物等はご予約後にご案内致します。

添乗員は同行しません。

開催地は予約完了後にご案内致します。

終了後は自由解散となります。

内容 期間 金額 料金に含まれるもの

 北アルプスの山々が手が届きそうなくらい近くに感じられる地上30ｍからの

約5分間の係留フライトは、きっと白馬の忘れられない思い出になるでしょう。

金額 料金に含まれるもの

内容 期間 金額 料金に含まれるもの

白馬の里山を楽しむことを目的としたツアー。MTBが初めてでもガイドが丁寧に

お教えします。MTBで白馬の自然を満喫ください。MTB、ヘルメットレンタル

込みなので手ぶらでok.

4月29日(木)～11月14日(日)

MTBレンタル料、ヘルメットレンタル

料、

MTBガイド料

内容 期間 金額 料金に含まれるもの

透明度抜群の青木湖で、北アルプスを眺めながらSUP体験しませんか。初めての方

から経験者まで、幅広い層の方に楽しんでいただけるツアーとなっております。

※小学生低学年同乗のお子様は1人3,000円、小学生高学年のお子様は1人6,000円

6月～10月下旬

ガイド料、保険料、装備レンタル料

（SUP・パドル・ライフジャケット・

ウェットスーツ）

内容

大人 9,000

9. 青木湖SUPツアー　午前・午後

10. 青木湖カナディアンカヌー

11. 青木湖カヤック体験　午前・午後

13. 白馬EXアドベンチャー アスレチック

アクティビティ　　※ご希望日に団体対応その他の理由により、ご予約のご希望に沿えない場合がございます。ご了承ください。

大人4名 前日12時まで
白馬ライオンアドベンチャー

青木湖ベース
10:30～12:00

集合時間　8:20

8:30～9:30

前日12時まで 白馬EXアドベンチャー

午前 8:30～11:30又は9:00～12:00

午後 13:00～16:00又は

　13:30～16:30

12名 前日12時まで
八方第6駐車場

（白馬ジャンプ場手前）

集合時間　6:00～7:00

所要時間　20分

12. 姫川ラフティング　午前・午後

山の上でのびのびヨガを体験してみませんか？陽気な天気と鳥のさえずりを聞き、

五感を刺激する非日常的なひと時が味わえます。
4月29日(木)～11月14日(日)

ゴンドラ往復代、ヨガレッスン代、

ヨガマット代
2名 3日前12時まで

山麓駅チケットセンター前

※開催地は八方尾根又は白馬岩岳

です。

気球搭乗代

14. MTBファンライドツアー

15. ネイチャーヨガ

16. 熱気球 係留体験

添乗員は同行しません。

集合時間は予約完了後にご連絡致します。

中学生以下は保護者同伴で参加可能です。

2名 3日前12時まで
岩岳ゴンドラ山麓駅横

スパイシー岩岳店

集合時間　午前8:45 / 午後12:45

午前の部 9:00～11:30

午後の部 13:00～15:30

9:00～17:00の間の約2時間

内容 期間 金額 料金に含まれるもの

白馬村を流れる清流・姫川を北アルプスの雄大な景色を眺めながらボートで

下るラフティングツアー。ラフティングのあとはうれしい温泉付き！
4月～10月下旬

ガイド料、ラフティング装備品、ウェッ

トスーツなどのレンタル一式、

温泉利用料

2名

金額 料金に含まれるもの

スタートからゴールまで、約8mの高さの様々なエレメント（アスレチック）を

体験できるアドベンチャーコースです。ヨーロッパで開発された安全具を付ける

ので落ちることなくスリリングな体験ができます。

4月下旬～11月上旬 施設利用料、装備レンタル料 2名 前日12時まで 白馬EXアドベンチャー

期間

内容 期間

4月29日(木)～10月31日(日)

日曜祝日のみ



最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

大人 8,000

小学3年

以上
8,000

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

大人 3,300

小児 2,400

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

最少催行人数 予約受付 集合場所 行程 備考

1台1名～

4名まで
前日12時まで

村内ご指定の場所

(白馬駅・宿泊施設等)
ご指定の時間にお迎えから3時間

添乗員は同行しません。

運行会社：白馬観光タクシー、白馬交通又は

アルピコ交通

前日12時まで
村内ご指定の場所

(白馬駅・宿泊施設等)
ご指定の時間にお迎えから2時間

内容 期間 金額 料金に含まれるもの

気の合う仲間と気楽に白馬村内を観光してみませんか。宿泊施設などご指定の

場所までの嬉しい送迎付です！こちらはたっぷり回ることができる3時間コース

です。

4月1日(木)～11月30日(月) 1台当たり 13,500 タクシー貸切代、八方温泉入浴券

金額 料金に含まれるもの

気の合う仲間と気楽に白馬村内を観光してみませんか。宿泊施設などご指定の

場所までの嬉しい送迎付です！地元ドライバーと行き先を相談してコースを決める

ことができます。

4月1日(木)～11月30日(月) タクシー貸切代、八方温泉入浴券
1台1名～

4名まで

添乗員は同行しません。

運行会社：白馬観光タクシー、白馬交通又は

アルピコ交通

1台

当たり
9,500

添乗員は同行しません。

4歳以上小学生未満は現地にて1,600円お支払い

3歳以下のお子様は無料(付添の保護者は有料)

内容 期間 金額 料金に含まれるもの

長野県最大級のトランポリンパーク！天候に左右されずにいつでも遊べます。

初めての方でも安心、基礎やちょっとした技を学びたい方はスタッフがサポート

もします！岩岳の観光とセットでお楽しみください。

トランポリン体験代、岩岳ゴンドラ往復

乗車券代

添乗員は同行しません。

小学3年生(8-9歳)～小学生の方のお申込みには

身長・体重を事前にお知らせください。

トランポリン 1時間

岩岳マウンテンリゾート自由行動
1名 前日12時まで

白馬岩岳

ハクバウンス会場

1名 前日12時まで
HAKUBA47 スキー場 総合受付

(ゴンドラ乗り場に併設の建物)

内容 期間 金額 料金に含まれるもの

手ぶらで気軽にクライミングを体験してみませんか？クライミングシューズ・ハーネ

ス・ヘルメット等の必要なギアは全て完備。登り切れた達成感や挑むことの尊さ、仲

間や家族の声援…新たな自分に出会える体験をぜひ。

4月中旬～11月上旬 ガイド料、ギアレンタル代、保険料
午前の部　9:00～11:00

午後の部　13:00～15:00

17. 天然岩のアウトドアクライミング　午前・午後

18. ハクバウンス体験1時間（白馬岩岳ゴンドラ往復乗車券付）

19. タクシーで行く白馬村内名所巡り（2時間コース・八方温泉券付）

20. タクシーで行く白馬村内名所巡り（3時間コース・八方温泉券付）

内容 期間

4月1日(木)～11月上旬

定休日(火)

平日 14:00～18:00

土日祝 10:00～18:00



グリーンシーズン ゴンドラチケット

白馬地域の4つの山のゴンドラ券を取り扱っています。村内のアクティビティと組み合わせOK. 秋の白馬を楽しんじゃおう！

大人 2,700

小児 1,640

大人 1,950

小児 1,100

大人 3,300

小児 1,850

大人 2,160

小児 1,080

レンタル（自転車・トレッキング用品）

秋の白馬を快適に移動するならレンタサイクルがお勧め！本モニタープランの組み合わせOK. 

予約受付 貸出場所 営業時間

1時間 500

3時間 1,500

1日 3,000

予約受付 貸出場所 営業時間

1時間 1,500

3時間 2,500

1日 4,000

トレッキングしたいけど用具を持っていない。そんな方にはトレッキング用品のレンタルあります。本モニタープランの組み合わせOK. 

予約受付 貸出場所 営業時間

日帰り 2,000

1泊2日 2,500

予約受付 貸出場所 営業時間

日帰り 2,000

1泊2日 3,500

予約受付 貸出場所 営業時間

日帰り 1,500

1泊2日 2,500

予約受付 貸出場所 営業時間

日帰り 2,500

1泊2日 3,000

備考

前日12時まで 白馬山麓ツアーズ 1泊2日も安心な32Lのバックパックです。

28. トレッキング用品レンタル　トレッキングブーツ 期間 料金 備考

山に登るのは初めての方、用具を持っていない、または忘れてしまった方も安心。

各種トレッキング用品のレンタルを取り揃えています。
～11月14日(日) 前日12時まで 白馬山麓ツアーズ 8:00～17:00

サイズは22.5cm～27.5cmまで

ございます。

サイズにより数に限りがあります。

8:00～17:00

30. トレッキング用品レンタル　リュック

備考

備考

前日12時まで 白馬山麓ツアーズ 8:00～17:00
サイズは男性用、女性用でそれぞれ

S, M, Lがございます。

前日12時まで 白馬山麓ツアーズ 8:00～17:00

台数に限りがあります。

自転車は26インチです。

お子様用のサイズはありません。

前日12時まで 白馬山麓ツアーズ 8:00～17:00

備考

台数に限りがあります。

お子様用のサイズはありません。

料金

山に登るのは初めての方、用具を持っていない、または忘れてしまった方も安心。

各種トレッキング用品のレンタルを取り揃えています。
～11月14日(日)

29. トレッキング用品レンタル　ストック 期間 料金

期間

備考

山に登るのは初めての方、用具を持っていない、または忘れてしまった方も安心。

各種トレッキング用品のレンタルを取り揃えています。
～11月14日(日)

27. トレッキング用品レンタル　レインウェア上下 期間 料金

山に登るのは初めての方、用具を持っていない、または忘れてしまった方も安心。

各種トレッキング用品のレンタルを取り揃えています。
～11月14日(日)

前日12時まで 白馬山麓ツアーズ 8:00～17:00 伸縮型のトレッキングポールとなります。

村内を移動するならレンタサイクルがお勧め。秋の風を感じながら、村内の移動、観光地

巡りにご利用ください。坂道も楽々の電動自転車タイプとなります。
～11月14日(日)

25. レンタサイクル　タウンサイクル 期間 料金

村内を移動するならレンタサイクルがお勧め。秋の風を感じながら、村内の移動、観光地

巡りにご利用ください。こちらはリーズナブルなタウンサイクルタイプです。
～11月14日(日)

26. レンタサイクル　電動自転車 期間 料金

21. 八方尾根　八方アルペンライン往復乗車券 運行期間 料金

八方ゴンドラ+アルペンリフト+グラードリフトの3つを乗り継ぎ、標高2060mにある神秘の

池「八方池」へのトレッキングは北アルプスの雄大な景色を楽しむことができます。
6月12日(土)～10月31日(日)

22. 白馬岩岳　岩岳ゴンドラ往復乗車券 運行期間 料金

絶景テラス&カフェの「白馬マウンテンハーバー」をはじめ、話題のブランコ「ヤッホー！ス

イング」や日本初の「マウンテンカート」など絶景や自然の中で様々なアクティビティが体験

できます。

4月29日(木)～11月14日(日)

23. 栂池高原　つがいけロープウェイ往復乗車券 運行期間 料金

栂池ゴンドラ+ロープウェイを乗り継ぎ、高山植物の宝庫「栂池自然園」に到着。秋の黄色や

赤色の紅葉風景は圧巻。木道が整備され、気軽にハイキングを楽しめます。
6月12日(土)～10月24日(日)

24. 白馬五竜　五竜パノラマパック 運行期間 料金

ゴンドラ+展望リフトで標高1515mにある高山植物園へ。約300種の多様な高山植物が楽し

め、秋には見事な紅葉が広がります。
6月26日(土)～10月10日(土)


