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株式会社岩岳リゾート

ヨーロッパで人気のアクティビティが日本初登場！
白馬岩岳の山頂から北アルプスの絶景を眺めながら最大時速 50km で疾走する
「Mountaincart（マウンテンカート）」が 7 月 17 日より提供開始
はたあ h
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、2021 年 7 月 17 日（土）より、ヨーロッパの山岳リゾートを中心に人気を集めている疾

白馬
走感にあふれたスリリングなマウンテン・アクティビティ「Mountaincart（マウンテンカート）」を日本で初めて提供開始いたしま
す。（※1）
さらに、山頂で手ぶら BBQ が楽しめる「Hakuba Deli BBQ Garden」やスラックラインやミニジップラインが楽しめる「白馬
忍者アドベンチャー【スラックラインの森】」など、夏休みの思い出となるような新規アクティビティを拡充いたします。
※1...ドイツ Mountaincart 社(https://mountaincart.com/en/)調べ

＜最大時速 50km で大自然を疾走する「Mountaincart（マウンテンカート）」＞
2021 年 7 月 17 日（土）、「白馬岩岳マウンテンリゾート」に新たに誕生するドイツ Mountaincart 社製の
「Mountaincart（マウンテンカート）」は、エンジンがついておらず、山の上からハンドル操作とブレーキで山を駆け降りるスリリ
ングなマウンテン・アクティビティです。加えて、低重心と広い幅のホイール、操作性の高いハンドルで、初心者でも安心安全に
楽しめる設計になっていることから、ヨーロッパなど世界 20 か国以上で親しまれており、日本で走行できるのは白馬岩岳が初
めてとなります。
標高 1,289m の岩岳山頂から、大自然の中を最大時速 50km のスピードで駆け抜けることができ、ガイドとともに全⻑
2.1km、標高差約 200m のコースを約 15 分かけてお楽しみいただけます。白馬村の街並みを見下ろし、北アルプスの絶景
を眺めることのできるコースとなっており、これまでにない爽快感とスリルを味わえます。

【Mountaincart（マウンテンカート）概要】
営業期間：2021 年 7 月 17 日（土）～11 月 14 日（日）
※7 月～8 月：毎日営業、9 月～：土日のみ営業
※季節により営業期間が変わる場合がございます。詳細は専用
WEB サイトにてご確認ください。
営業時間：9:00 ~ 16:00 ※30 分間隔で運行
受付場所：白馬岩岳山頂ガイドセンター
※1 日最大 60 名様まで（1 組最大 4 名様まで）先着順での受け
付けとなります。
料金：1,500 円（ゴンドラリフト料金別途）
無料レンタル：ヘルメット・ゴーグル・プロテクター
対象：10 歳以上、身⻑ 140 ㎝以上、体重 110 ㎏未満
※ご自身でハンドル操作を行えることが乗車条件となります。
専用 WEB サイト：https://iwatake-mountain-resort.com/green/greenpark/mountaincart
＜その他、夏休みに向けてマウンテン・アクティビティが続々登場＞
■標高 1,289m の山頂で手ぶらで BBQ を楽しめる「Hakuba Deli BBQ Garden」
標高 1,289m の白馬岩岳山頂に佇むカフェレストラン「スカイアーク」
前に広がる、新設芝生エリアに、手ぶらで BBQ を楽しめる「Hakuba
Deli BBQ Garden」が 7 月 22 日にオープン。コンロやテーブル、チェ
アなど必要機材はすべて完備するため、気軽に BBQ を堪能できます。
プランは、BBQ がお手軽な料金で楽しめる「おまかせプラン」と、すべて
の食材を信州産にこだわった Hakuba Deli シェフおすすめの
「Hakuba Deli オリジナルプラン」を用意。信州牛や白馬豚、福味鶏
などを味わえます。隣接する「Hakuba Deli STAND」では、「信州野
菜のアヒージョ」や「焼きトウモロコシ」、「白馬ハム ソーセージ」、「北ア
ルプス牧場 ミルクソフトクリーム」など BBQ シーンを彩るメニューを提供

（イメージ・画像は 2 人前）

します。
【「Hakuba Deli BBQ Garden」概要】
営業期間：2021 年 7 月 22 日（木・祝）～11 月 14 日（日）の期間中の土曜・日曜・祝日および 8 月 7 日
（土）～15 日（日）の毎日
営業時間：11:00~13:00／13:00~15:00 の二部、完全予約制
※時期によって 1 時間半制となる場合がございますので、詳細は専用 WEB サイトにてご確認ください。
受付場所：白馬岩岳山頂 Hakuba Deli STAND
料金：
①おまかせプラン（2,500 円／人）
食材：牛 100g、豚 100g、鳥 100g、野菜、おにぎり

②Hakuba Deli オリジナルプラン（3,500 円／人）
食材：信州牛 100g、白馬豚 100g、福味鶏 100g、野菜、おにぎり
※いずれのコースも 2 名様よりご利用いただけます。
※BBQ コンロ（ガス）、テーブル＆チェアセットが付属します。
※会場までのゴンドラリフト料金別途。
専用 WEB サイト：https://iwatake-mountain-resort.com/green/hakuba-deli-stand-bbq
予約 WEB サイト：https://www.nap-camp.com/nagano/14487
■涼しい白馬岩岳山頂で体を動かして遊べる「白馬忍者アドベンチャー【スラックラインの森】」
小さなお子様から楽しめる、スラックラインやミニジップラインが白馬岩
岳山頂のねずこの森に出現。スラックラインは、細いベルト状のラインの
上で、バランスを楽しむアスレチックとなっており、「白馬忍者アドベンチャ
ー【スラックラインの森】」ではスラックライン上に設置されたアイテムを使っ
てゴールを目指します。
夏の涼しい白馬岩岳山頂で、夏休みもおもいっきり体を動かして楽しん
でいただけます。
【「白馬忍者アドベンチャー【スラックラインの森】」概要】

（イメージ）

営業期間：2021 年 7 月 17 日（土）～8 月 29 日（日）
営業時間：9:00～16:00
受付場所：白馬岩岳山頂ブナの森パーク内
料金：500 円（ゴンドラリフト料金別途）
対象年齢：5 歳以上
岩岳リゾートは、今後も感染症予防対策を講じて安心安全な環境のもと、白馬の大自然の中でこそ体験できる遊びや感
動をお届けできるよう尽力してまいります。
【絶対に行きたい信州の絶景】
白馬岩岳マウンテンリゾートをはじめ、八方尾根、栂池高原、北志賀竜王の信州を代表する絶景スポット 4 か所で利用でき
るスペシャルチケットが販売中です。1 セット 4 枚綴り 9,800 円で販売、最大 5,000 円オフのお得なチケットです。
※つがいけロープウェイ（自然園入園料込み）を大人 4 名で利用された場合
https://www.geekout.jp/lp/zekkei/

【会社概要】
会 社 名：株式会社岩岳リゾート IWATAKE RESORT Co., Ltd.
代
表：代表取締役社⻑ 和田 寛
所 在 地：〒399-9301 ⻑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）
U R L：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
をご参照ください。
https://iwatake-mountain-resort.com/

【岩岳リゾートの SDGs の取り組み】
「白馬岩岳マウンテンリゾート」は、四季豊かな自然の恵みを最大限に活用し、その素晴らしさを
お客様に体験いただく施設です。今後も多くのお客様にこの大自然の中で遊び、癒され、楽しみ
続けていただけるよう、「持続可能な開発目標」（SDGs）に賛同し、自然環境への負荷を低
減しつつ、より良い環境を作り出していくことに積極的に貢献する「サステナブル・リゾート」の実現
に向けた取り組みを進めてまいります。具体的な取り組みについては HP をご参照ください。
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・中辻・玉越
TEL：03-6450-5457 FAX：03-5539-4255 MAIL：iwatake-pr＠skewinc.co.jp

