関係者各位
2022 年 9 月 6 日
株式会社岩岳リゾート

三段紅葉が見渡せる「⽩⾺岩岳マウンテンリゾート」
秋季限定ナイトイベントや「第 3 回全⽇本靴飛ばし選手権」を開催、
夏に続き期間限定グルメも登場
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、秋の紅葉シーズンに向けて 2022 年 9 月 16⽇（土）より、非⽇常を楽しめる各
種イベントや期間限定グルメなどを順次提供いたします。

絶景テラス＆カフェ「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」から望む紅葉

「白馬岩岳マウンテンリゾート」は、標高 1,289m の山頂から北アルプスを一望でき、自然豊かな「ねずこの森」や地形をいか
したアクティビティのほか、信州の素材をふんだんに使ったグルメなどを楽しめます。例年 10 月頃には、“山頂の冠雪”と“山の中
腹の紅葉”、“麓の樹木の緑”が一度に楽しめる国内でも希少な「三段紅葉」によって色鮮やかな世界が広がります。

■秋の夜⻑を満喫できるイベントを多数開催

IWATAKE AUTUMN NIGHT FESTIVAL
秋の夜長を岩岳山頂で楽しめる一夜限りの「IWATAKE AUTUMN NIGHT FESTIVAL」を 2022 年 9 月 24 日
（土）に開催します。当日は、ゴンドラリフトを延長営業して、日没後に幻想的な色味に移りゆくマジックアワーの時間帯を山
頂でお過ごしいただけます。

エクササイズの一種であるズンバ（※1）を楽しめる「FITNESS FESTIVAL in 白馬」や夜空に舞い上がるランタンに加え
て、2022 年 5 月 21 日（土）～29 日（日）に開催された「アルペンアウトドアーズプレゼンツ HAKUBA ヤッホー！
FESTIVAL 2022」のダイジェスト版動画の上映会、MTB（マウンテンバイク）のナイトライドイベントなど、年齢性別問わずど
なたでも気軽にご参加いただけるイベントを企画。眼前に打ち上がる花火がフィナーレを飾ります。
※1…承認 NO:19885

日程：2022 年 9 月 24 日（土）
時間：17:00～19:30（ゴンドラリフト下り最終 20:00）
場所：白馬岩岳マウンテンリゾート 山頂エリア（雨天時は催し物によっては中止、またはスカイアーク屋内で開催）
内容：
① FITNESS FESTIVAL in 白馬
場所：山頂スカイアーク前特設広場
時間：17:00～18:00
料金：参加無料
② HAKUBA MOUNTAIN HARBOR マジックアワー営業
場所：HAKUBA MOUNTAIN HARBOR
時間：17:00～19:30（無料焼きマシュマロは先着 100 個）
③ MTB（マウンテンバイク）ナイトライドセッション
ゴンドラ乗車時間：17:00～18:30（コースオープン 17:00、クローズ 18:45）
料金：2,400 円
※必須装備：通常の MTB 装備のほか、1000 ルーメン以上のメインライトと補助ライト

④ 2022 年 5 月 21 日～29 日に開催！「アルペンアウトドアーズプレゼンツ HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2022」ダイ
ジェスト映像上映会
場所：山頂スカイアーク前特設広場
時間：18:15～18:30 予定
料金：鑑賞無料
⑤ エコランタン
場所：山頂スカイアーク前特設広場
時間：19:00（受付：ガイドセンターにて 15:00～17:00、100 個限定、先着順）
料金：1,500 円／個
⑥ 打ち上げ花火
時間：19:30
料金：観覧無料
※上記料金の他、リゾート入場チケットが別途必要となります
※天候等により内容が変更となる場合がございます

（左から）HAKUBA MOUNTAIN HARBOR から見るマジックアワー、
FITNESS FESTIVAL in 白馬、エコランタンのイメージ

絶景リラックス YOGA
夏季に引き続き、標高 1, 100m の展望エリア「白馬ヒトトキノモリ」にて「絶景リラック
ス YOGA」を開催。紅葉に色づく北アルプスの眺望と秋の風を受けながら身体を整えるこ
とができます。インストラクターは今年 5 月に当地で開催した「アルペンアウトドアーズ プレ
ゼンツ HAKUBA ヤッホー！FESITVAL」の「FITNESS FESTIVAL in 白馬」を運営
したスポーツトレーナーの KAYO 氏が務めます。
日程：2022 年 9 月 24 日（土）／10 月 22 日（土）／10 月 23 日（日）／
11 月 6 日（日）
時間： 10:00～10:30、12:00～12:30、14:00～14:30 予定
場所：白馬ヒトトキノモリ（雨天時は山麓ホワイトプラザ体育館で実施）
料金：参加無料（ヨガマットの無料貸し出しあり）※別途、リゾート入場チケットが必要になります

第 3 回 全⽇本靴飛ばし選手権
2020 年より開催している「全日本靴飛ばし選手権大会」は、標高 1,289m の白
馬岩岳山頂にある絶景大型ブランコ「ヤッホー！スウィング presented by にゃんこ大戦
争」から紅葉が色づく北アルプスに向かって専用の靴（スリッパ）を飛ばして、その飛距離
を競う大会です。公園に設置されているブランコの約 2 倍の大きさを誇る、高さ約
3.6m、横幅約 4.5m のブランコから 30 秒の助走後 5 秒以内に全力で靴を飛ばすル
ールで、身長別の 3 クラス（「アルプスの少女・少年」「アルプスの若者」「アルプスの大
人」）に分かれて競い合います。
第 3 回目となる今年は、2022 グリーンシーズン最後の週末の 11 月 12 日（土）に開催します。今大会も各クラスの上
位 3 位までの入賞者に、白馬岩岳マウンテンリゾート 2023 年グリーンシーズンのゴンドラ乗り放題チケットをはじめ、オリジナル
グッズを贈呈します。「アルプスの大人」部門では、初代チャンピオンが過去 2 大会連続で連覇しており、今大会も熱戦が予想
されます。
日時：2022 年 11 月 12 日（土）15:30～17:00（受付 11:00～12:00、悪天候により中止の可能性あり）
場所：ヤッホー！スウィング presented by にゃんこ大戦争
スケジュール：
10:00～11:00 大会受付／15:30～16:30 競技／17:00 表彰式
参加料：1,000 円（山頂の「Hakuba DELI」と「Skyark DECK CAFE」の両施設で使える 500 円のお食事券つき）※
別途、リゾート入場チケットが必要になります

定員：60 人（先着順）
対象：身長 110 ㎝以上、体重 100 ㎏未満、ウエスト 100 ㎝未満の方
賞品：身長別各クラス
＜優勝＞白馬岩岳マウンテンリゾート 2023 年グリーンシーズン ゴンドラ乗り放題チケット（※2）

＜2 位＞白馬岩岳マウンテンリゾート オリジナル T シャツ
＜3 位＞白馬岩岳マウンテンリゾート オリジナルトートバッグ
※2…MTB （マウンテンバイク）ではご利用いただけません。天候等により営業内容が変更する場合がございます。

■地産地消にこだわった秋季限定グルメが続々登場
2022 年 9 月 16 日（土）より、リゾート内にある各種レストランで秋季限定メニューを提供します。白馬ヒトトキノモリ内の
「CHAVATY HAKUBA」では、長野県産の真っ赤な完熟プラム「貴陽」を使い、コンポートとウバティーの２種のゼリーをソーダ
で割った「プラムジェリーティーソーダ」（858 円）、大きく刻んだプラムとホイップクリームをクルミのスコーンでサンドした「プラムクリ
ームスコーンサンド」（363 円）、「プラムジェリーサンデー（ウバ・クロモジ）」（660 円）の 3 メニューが期間・数量限定で登
場します。
また、山頂エリアの「Skyark DECK CAFÉ」では、今夏より地元長野県の株式会社黒姫和漢薬研究所とタイアップして提
供をしている「カフェド漢方」のメニューのうち、白馬村の村花であるカタクリの花（キバナカタクリ）からインスパイアされたお茶
「HAKUBA YELLOW」を使ってターメリックミルクとブレンドした、ほんのり甘く、優しい味わいの「HAKUBA MOON MILK」
（660 円）を提供します。
その他、「Hakuba DELI STAND」では蜜芋を使った「蜜芋ソフト」（690 円）、山頂カフェレストラン「Hakuba DELI」で
は秋の味覚をふんだんに使ったポトフや「信州キノコおろし和え」、「白馬産ビーツのボルシチ」など、食からも秋を感じていただける
メニューを提供します。

（左から）CHAVATY HAKUBA の「プラムジェリーティーソーダ」、Skyark DECK CAFÉ の「HAKUBA MOON MILK」、Hakuba DELI
の「秋の味覚ポトフ」のイメージ

■⽩⾺ヒトトキノモリに下りる、初級者向けのマウンテンバイクコースを新設
白馬岩岳 MTB PARK には、初級～中級／中級／上級／山頂周遊コースなどレ
ベルや気分に合わせて滑走できる複数のコースがあります。その一つである白馬ヒトトキ
ノモリに下りる「ヒトトキダウンヒル」コースに今回、さらに緩やかな斜度のコース設定でスピ
ードコントロールが容易な初級者向けコースを新設しました。5 線サウスリフトを用いて、
ダウンヒルコースのライディングの繰り返しの練習にも最適で、コース途中には白馬ヒトトキ
ノモリや北アルプスを見渡せる休憩スポットもあります。山頂でのレンタル MTB プランで
は、白馬ヒトトキノモリに下りる 2 つのコース（既存コースと新コース）からお選びいただ
け、これまで以上に MTB の魅力に触れていただけます。
※天候によりコースクローズとなる場合がございます。

岩岳リゾートは、今後もお越しいただけるお客様に白馬の大自然の中での感動体験を提供できるよう、尽力してまいります。
【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：リゾート入場チケット（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： 800 台（無料）
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
【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
https://iwatake-mountain-resort.com/

■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：中田・玉越
TEL：03-6450-5457 FAX：03-5539-4255 MAIL：iwatake-pr＠skewinc.co.jp

