
 

 
 

関係者各位 
2023 年 2 ⽉ 24 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、運営する「⽩⾺岩岳マウンテンリゾート」にて、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）による協賛のもと、5 ⽉ 27 ⽇（⼟）・28 ⽇（⽇）の 2 ⽇間、「アル
ペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2023』」において⾳楽ライブを開催い
たします。この度、追加出演アーティスト 2 組が決定しましたのでお知らせいたします。 
 

 
⾳楽ライブ 1 ⽇⽬に「⽥島貴男（Original Love）」、2 ⽇⽬に「GAKU-MC」の出演が決定 
 
 標⾼ 1,289m の⽩⾺岩岳⼭頂で、2023 年 5 ⽉ 20 ⽇（⼟）〜28 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 2023』」。フィナーレを飾る 5 ⽉ 27 ⽇（⼟）・28 ⽇
（⽇）の 2 ⽇間、元キマグレンの「ISEKI」がプロデュースする⾳楽ライブを開催いたします。 
 
 ⾳楽ライブ 1 ⽇⽬となる 5 ⽉ 27 ⽇（⼟）には、数々のヒット曲を持つ実⼒派アーティスト「⽥島貴男
（Original Love）」、2 ⽇⽬の 5 ⽉ 28 ⽇（⽇）は、⽇本ヒップホップ界のリビングレジェンド「GAKU-
MC」の追加出演が決定しました。これにより、総勢 11 組のアーティストが出演予定となります。 
 
 回を重ねるごとに反響が⼤きくなり、第 3 回⽬となる今回は、チケットの先⾏販売時に多くのお申し込み
をいただきました。そしていよいよ、2 ⽉ 25 ⽇（⼟）より、⼀般プレイガイドでの販売を開始いたします。 
 
 ステージに近い特等席で鑑賞できる BBQ 付きの VIP プランの 2 ⽇⽬チケットも⼈気で完売となりまし
た。ご要望を受け、枠数を拡⼤して同⽇より、再度販売を開始いたします。会場から好アクセスの⼭麓エリ
アには、ホテルや旅館が点在し、⾳楽ライブや村内観光をお楽しみいただけます。 

“絶景”と“⾳楽”が織りなす⼭頂フェス「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ 
『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2023』」追加出演アーティストが決定 

 
〜⾳楽ライブ 1 ⽇⽬に「⽥島貴男（Original Love）」、2 ⽇⽬に「GAKU-MC」が出演決定〜 

「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2023』」出演予定アーティスト 



 

 
 

 
 JR ⻑野駅から会場までの特急バスおよび臨時バス、⽩⾺村内の無料シャトルバスの運⾏につきましては 4
⽉頃に決定予定です。確定次第、HP や SNS でご案内いたします。 
 
 VIP プラン予約サイト：https://www.jalan.net/kankou/spt_20485ac2102097828/activity_plan/ 
 
 
⾳楽ライブのチケット購⼊者限定、キャンププランの販売を開始 
 
 ⾳楽ライブが⾏われる⽩⾺岩岳⼭頂からリフトで 200mほど下った先にある展望エリア「⽩⾺ヒトトキノ
モリ」に昨年移転オープンした、絶景キャンプ場「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ ⽩⾺岩岳マウンテ
ンフィールド」では、⾳楽ライブのチケット購⼊者限定で宿泊予約を 3 ⽉１⽇（⽔）より開始いたします。 
 

「Alpen Outdoors」が厳選したギアでキャンプが楽しめる「⼿ぶらプラン」のみの提供となり、⼭のど真
ん中で⽩⾺のパノラマビューを眺めながら⼿軽にキャンプをお楽しみいただけます。朝⾷はティーラテとス
コーンの専⾨店「CHAVATY HAKUBA」のキャンプ宿泊者限定メニュー、⼣⾷は BBQ セットをオプション
でつけることができます。⾳楽ライブと合わせて、⼤⾃然の開放感を存分に体感できるプランをぜひご利⽤
ください。 
 
 キャンプ⼿ぶらプラン予約サイト：https://www.nap-camp.com/nagano/14487 
 アルペンアウトドアーズ プレゼンツ ⽩⾺岩岳マウンテンフィールド HP： 
https://iwatake-mountain-resort.com/green/camp 

 
 
追加出演アーティストプロフィール 
 
DAY 1（2023 年 5 ⽉ 27 ⽇（⼟））： 
【⽥島貴男（Original Love）】 

1987 年、⽥島貴男を中⼼とする 前⾝バンド“レッドカーテン”から“Original Love”
に改名し、Original Love としてのキャリアがスタート。 
1991 年 Original Love としてアルバム『LOVE! LOVE! & LOVE!』でデビュー。代
表作は、シングル『接吻』（93 年）、アルバム『⾵の歌を聴け（94年）』など。
2022 年発売 20作⽬の最新アルバム『MUSIC, DANCE & LOVE』は、現代のニュ
ーソウル的な作品と話題となり、2022 年度 CDショップ⼤賞にノミネート。バン
ドでの表現以外に、2011 年頃より⽥島貴男がひとりでフット・タンバリン、フッ
ト・ストンプ、リゾネーターギターのボディヒットなどを駆使して⾏う「ひとり
ソウルショウ」や”弾き語り”での独⾃の表現で新機軸を⾒せ、数々のフェスやイベ
ントへ出演。近年さらなる活躍を⾒せている。 

オフィシャルサイト：http://originallove.com/ 
 
  



 

 
 

DAY 2（2023 年 5 ⽉ 28 ⽇（⽇））： 
【GAKU-MC】 

東京都出⾝。アコースティックギターを弾きながらラップ
する⽇本ヒップホップ界のリビングレジェンド。1990 年、
学⽣時代の友⼈と共に後の⽇本ヒップホップ界に⼤きな影
響を与えるグループとなる”EASTEND”を結成。1994
年、”EASTEND X YURI”名義として『DA.YO.NE』でヒップ
ホップ初のミリオンセラーを記録。また紅⽩出演を果た
す。1999 年にソロ活動を開始し、これまでに 9枚のオリジ
ナルアルバムと 1枚のベストアルバムをリリース。2022 年
4⽉より、全国ツアーを開催。現在は年間約 60 本のライブ
に出演する傍ら、レギュラーラジオ番組（J-WAVE）、TV

出演や作詞作曲など作品提供を⾏う。 
オフィシャルサイト：http://www.gaku-mc.net 
 
 
 今後も出演アーティストの追加を予定しており、決定次第、発表いたします。 
 
 
■「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL』」 
オールシーズンで⼤⾃然を楽しめる標⾼ 1,289m の⼭頂を舞台に、絶景とともに⾳楽やご当地グルメ、アク
ティビティ、各種イベントなどが楽しめるアウトドアフェスティバル。2020 年を⽪切りに、回を重ねるごと
に来場者数が増加し、第 2 回⽬（2022 年）は総勢約 8,000 ⼈の来場者数を記録。 
2 ⽇間に渡って開催する⾳楽ライブは、第 1 回⽬からプロデューサーを務める元キマグレンの「ISEKI」⽒が
担当し、⽩⾺の絶景空間で⾳を紡ぐ。 
 
 
【「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2023』」開催概要】 
 
■開催⽇時：2023 年 5 ⽉ 20 ⽇（⼟）〜28 ⽇（⽇） 
■会場：⽩⾺岩岳マウンテンリゾート（〒399-9301 ⻑野県北安曇郡⽩⾺村⼤字北城 12056） 
■体験メニュー（予定） 
・⾳楽ライブ ※詳細は下記参照 
・ヨガイベント 
・ワークショップなど 
■料⾦ 
・リゾート⼊場チケット（ゴンドラリフト往復乗⾞・5線サウスリフト乗⾞含む）：⼤⼈ 2,400円、⼩⼈
1,300円、ペット（⼀頭につき）700円 
・その他有料プログラムあり 
■⾳楽ライブ 
・開催⽇時：2023 年 5 ⽉ 27 ⽇（⼟）9:30 リストバンド交換開始、11:00 開演、16:00終演（予定） 

2023 年 5 ⽉ 28 ⽇（⽇）10:30 リストバンド交換開始、12:00 開演、16:40終演（予定） 
・通常料⾦：ブロック指定 8,900円／2 ⽇間通し券 16,000円（いずれもゴンドラリフト往復乗⾞、5線サ
ウスリフト乗⾞込、⼊場時別途ドリンク代 500円必要） 
・出演アーティスト（2023 年 2 ⽉ 24⽇現在） 



 

 
 

2023 年 5 ⽉ 27 ⽇（⼟）：クリス・ハート、⽥島貴男（Original Love）、半﨑美⼦、ヒグチアイ、吉澤嘉代
⼦ 
2023 年 5 ⽉ 28 ⽇（⽇）：Anly、ISEKI（ex.キマグレン）、GAKU-MC 、KEYTALK、ゴスペラーズ、スキ
マスイッチ 
・チケット販売：⼀般プレイガイド 2023 年 2 ⽉ 25 ⽇（⼟）〜 

Ø イープラス https://eplus.jp/hakuba/  
Ø ローソンチケット https://l-tike.com/hakuba-edw/  
Ø チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hakuba-yoo-hoo-fes23/  

■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／FM ⻑野／SBC信越放送／NBS ⻑野放送／ 

TSB テレビ信州／abn ⻑野朝⽇放送 
 
【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） 
URL：https://iwatake-mountain-resort.com/ 
 
本イベントにおける新型コロナウイルス感染防⽌対策：https://hakuba-yoo-hoo-festival.com/guideline 
※状況に応じて随時アップデートをしており、公演⽇が近づきましたら再度の確認をお願いいたします。 

《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：03-6438-9808 FAX：03-5539-4255 MAIL：iwatake-pr＠skewinc.co.jp 


