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白馬観光開発株式会社 （本社:⾧野県北安曇郡白馬村、代表取締役社⾧:和田 寛、以下 「白馬観光開
発」）が運営する白馬八方尾根および栂池高原は、2020 年 6 月 1 日 （月）より、グリーンシーズンの営
業を順次開始いたします。 （※）また、5 月 16 日 （土）より⾧野県内にお住まいの方を対象とした週末限
定営業を開始していた白馬岩岳マウンテンリゾートにおいても、6 月 1 日（月）より地域を限定せず、
平日も含めた一般営業を開始いたします。 
なお、営業開始に当たっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止における政府 ・自治体方針を踏ま

え、ご来場いただく皆様に安心して白馬の大自然を楽しんでいただけるよう感染防止対策を講じてまい
ります。 
※新型コロナウイルス感染症の影響により、営業 ・イベント内容を変更 ・中止する場合がございます。変更については、公式 HP ・

SNS にてご案内いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ５月 25 日に政府より、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために発出していた緊急事態宣言を全面的
に解除することが正式決定されました。こうした中、白馬観光開発が運営する各施設では、”三密” （密閉、
密集、密接）を避ける施設の運営方法や消毒などの感染防止対策を講じた上で、以下の通りグリーンシー
ズンの営業を開始します。 
 
＜感染防止対策について＞ 
白馬観光開発では、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、以下の対応に努めてまい

ります。 
 
■各施設共通の感染防止対策 
 ゴンドラチケット購入の際にご本人のお名前、住所等の情報を含む乗車申込書の記載と本人確認の

できる身分証の提示をお願いいたします。（万が一、感染者がご来場者や当社従業員に出た場合の連
絡体制整備のため） 

 ご来場されるお客様には、ゴンドラ乗車前後でのご自身の手指除菌・マスク着用をお願いします。 

「新しい生活様式」に対応、大自然で”非日常”を体感できる 
白馬エリアのグリーンシーズン営業が 6 月 1 日より順次スタート 

～ガイドラインを新たに策定し、安全な環境下で村内の主要宿泊施設も順次営業開始～ 



 

 
 

 ゴンドラリフト・ロープウェイの乗車人数の制限・換気・消毒を行います。 
 屋内施設の十分な換気を行うほか、密閉空間になりやすい施設は営業を行いません。 
 従業員の毎日の健康確認、マスク着用と手指除菌の徹底を行います。 
 栂池ロープウェイや「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」など比較的人が密集しやすい空間について

は、一時にご利用いただく人数を制限させていただくことがあります。詳しくは各施設の公式 HP を
ご確認ください。 

 
■白馬八方尾根 
 6 月 1 日 （月）より、八方ゴンドラ・アルペンクワッドリフト・グラートクワッドリフトを乗り継い

でご利用いただく「八方アルペンライン」の営業を開始します。 
 「日本の最も美しい場所」（米国 CNN 発表）のひとつに選ばれた「八方池」までのトレッキングコ

ースである 「八方尾根自然研究路」や、八方ゴンドラ山頂駅に 2019 年夏にオープンした、八ヶ岳や
浅間山など山岳風景を見渡しながらまるでビーチリゾートにいるかのような上質なひと時をお過ご
しいただける 「HAKUBA MOUNTAIN BEACH」などをお楽しみいただけるようになります （ただし、
サウナ＆ジャグジーエリアについては感染防止のため、当面の間、営業を見合わせております）。 

 唐松岳への登山道については、登山自粛に関する⾧野県からの指示が解除されるまではご利用にな
らないようお願いいたします（八方尾根公式 HP にて順次情報を掲示いたします）。 

 
■栂池高原 
 6 月 1 日 （月）より、栂池ゴンドラおよび栂池ロープウェイを乗り継いでご利用いただく 「栂池パノ

ラマウェイ」と「白馬つがいけ WOW!」の営業を開始します。これにより、これから見頃を迎える
本州で最も遅咲きの水芭蕉で有名な 「栂池自然園」のトレッキングや、子どもから大人まで楽しめる
“絶叫”アドベンチャーがお楽しみいただけます （ 「白馬つがいけ WOW!」については、当面の間、ア
ミダスのみの営業 （水曜 ・木曜定休）として、利用人数を各利用枠時間内で最大 50 人とさせていた
だきます）。 

 白馬乗鞍岳、白馬岳等への登山道については、登山自粛に関する⾧野県からの指示が解除されるまで
はご利用にならないようお願いいたします（栂池高原公式 HP にて順次情報を掲示いたします）。 

 
■白馬岩岳マウンテンリゾート 
 5 月 16 日 （土）より、⾧野県内にお住まいの方を対象とした週末限定営業を開始していた白馬岩岳

マウンテンリゾートにおいては、6 月 1 日 （月）より地域を限定せず、平日も含めた一般営業を開始
いたします。 

 これまで実施していた人数制限（1 時間当たり 50 人まで）については、比較的人が密集しやすい、
絶景テラス＆カフェ「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」に入場される人数を一定数以下に制限する
形に変更し、事前予約についても不要とさせていただきます （これまでご予約いただいた方について
は、そのままご来場いただけます）。 

 「白馬岩岳 MTB PARK」についても、上記同様となります。 
 
 
＜標高 1,400m の山岳でビーチリゾートが楽しめる!八方エリア＞ 
 
■ビーチリゾートをイメージした絶景リラクシングテラス「HAKUBA MOUNTAIN BEACH」 



 

 
 

 2019 年夏にオープンした「HAKUBA MOUNTAIN BEACH」は、八ヶ岳や
浅間山など山岳風景を見渡しながらまるでビーチリゾートにいるかのような
上質なひと時をお過ごしいただける新スポットです。 
 フリースペースとしてご利用いただける広々としたビーチラウンジエリア
には、ビーチパラソルやビーチベッド、アースカラーを基調としたベンチなど
を配置。大自然に囲まれた解放的な空間でのんびりとした時間をお過ごしく
ださい。施設内の BAR では、ここでしか味わうことができない信州産の食材
を使ったフード、ドリンク、デザートの限定メニューをご用意しています。 
※当面の間、サウナ＆ジャグジーエリアは営業を見合わせております。 
 
■標高 2,060m に現れるエメラルドグリーンの美しい自然池「白馬八方池」 
八方アルペンライン（ゴンドラリフトと観光リフト 2 本の総称）で標高
1,830m まで上がり、「日本の最も美しい場所」（米国 CNN 発表）のひとつに
選ばれた 「八方池」までのトレッキングコースは、北アルプスの絶景を見るこ
とができるほか、周囲の山々を眺めながら歩ける開放感と、山歩き初心者でも
挑戦できる手軽さから人気があり、老若男女問わず山歩きを楽しむ人たちに
人気のスポットです。 
 
 
＜絶景アドベンチャーや”春の息吹”を感じられる栂池エリア＞ 
 
■子どもから大人まで楽しめる“絶叫”アドベンチャー「白馬つがいけ WOW!」 
2018 年夏に日本初上陸した 「白馬つがいけ WOW!」は、栂池高原スキー場

内に位置し、地上 10m の空中自転車綱渡り 「コギダス」や三層式ネット型ア
ドベンチャー 「アミダス」、4 種の様々な飛び系 ・登り系アクティビティが楽
しめる複合型タワー 「トビダス・タワー」など、50 種類以上の遊びを体験で
きるフランス発のアドベンチャー施設です。 
※当面の間、アミダスのみの営業 （水曜 ・木曜定休）、利用人数は各利用枠時
間内で最大 50 人とさせていただきます。 
 
■大雪原を歩きながら花や植物の息吹を感じられる「栂池自然園」 
ゴンドラとロープウェイを乗り継いだ標高 1,900ｍに位置する「栂池自然

園」。まだ残雪が残り遅い春が訪れた自然園では、本州で一番遅咲きの水芭蕉
の鑑賞ができます。花や植物の芽吹き・息吹を感じながら、眼前に広がる白馬
三山の絶景をお楽しみいただけます。 
※自然園の営業施設は、ビジターセンターのみとなります。当面の間、栂池山
荘および栂池ヒュッテの飲食施設の営業は見合わせております。 
 
 
＜北アルプスの大自然の中で”リラックス”も”アクティブ”も楽しめる新緑の岩岳エリア＞ 
 



 

 
 

■絶景テラス＆カフェ「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」 
 2018 年 10 月に標高 1,289m の白馬岩岳山頂にオープン、テラスからは
北アルプスの大パノラマと 2019 年に氷河に認定された「唐松沢雪渓」も一
望することができる「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」。 
 併設する、ニューヨーク発の人気ベーカリー「THE CITY BAKERY」では、
地元食材を使った 「白馬豚のクロワッサンサンド」（950 円／税込）や、数量 ・
期間限定商品 「白馬で育った信州サーモンのスモークサンド」（1,150 円／税
込）を提供します。 
※混雑時はご入場をお待ちいただく可能性がございます。 
※混雑時はお 1 人様当たり 30～40 分を目安にお席を交代していただくようお声掛けする場合がござい
ますので、予めご了承ください。 
 
■大自然の中でマウンテンバイクが楽しめる「白馬岩岳 MTB PARK」 
”マウンテンバイクの聖地”と呼ばれた魅力あるコースを有する「白馬岩岳

MTB PARK」。山頂から駆け下りる総距離約 6,900m を誇るダウンヒルのコ
ースや、涼しい木々の中をゆっくりと走るクロスカントリーコースなど、レ
ベルや気分に合わせたバラエティ豊かなコースを用意して大自然を肌で感じ
られる遊びを提供します。 
 
 
【「八方尾根」ゴンドラリフト運行情報】 
運行期間:6 月 1 日（月）～10 月 25 日（日） 
運行時間:8:00～17:00 
料金:大人 2,980 円、小児 1,820 円  
URL:https://www.happo-one.jp 
お問い合せ:白馬観光開発㈱八方営業本部 
TEL:0261-72-3280 
 
【HAKUBA MOUNTAIN BEACH 施設概要】 
営業期間:6 月 1 日（月）～10 月 25 日（日）予定（L.O.16:00） 
営業時間:9:00～16:30 
アクセス: 八方尾根ゴンドラリフト「アダム」乗車約 8 分、うさぎ平駅下車（山頂駅） 
URL:https://hakuba-mountain-beach.com/ 
 
【「栂池高原」ゴンドラリフト・ロープウェイ運行情報】 
運行期間:6 月 1 日（月）～10 月 31 日（土） 
運行時間:8:00～16:40（繁忙期延⾧運行あり） 
料金:大人 3,700 円、小児 2,100 円 （栂池自然園入園料込み） 
URL:https://sizenen.otarimura.com/about/ 
お問い合わせ:白馬観光開発㈱栂池営業本部 
TEL:0261-83-2255 
 
【「白馬つがいけ WOW!」施設概要】 
営業期間:6 月 1 日（月）～10 月 25 日（日） 
営業時間:9:00～16:00（最終入場 15:00） 
アクセス:山麓駅からゴンドラリフト乗車、中間駅下車 
URL:https://hakubawow.jp/ 



 

 
 

 
【「白馬岩岳」ゴンドラリフト運行情報】 
運行期間:5 月 30 日（土）～11 月 8 日（日） 
運行時間:8:30～17:00 
料金:大人 2,100 円、小児 1,150 円、ペット 700 円 
URL:https://iwatake-mountain-resort.com/green 
お問い合わせ:白馬観光開発㈱岩岳営業本部 
TEL:0261-72-2474  
 
【白馬岩岳「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」施設概要】 
店舗名 :HAKUBA MOUNTAIN HARBOR（白馬マウンテンハーバー） 
営業期間:5 月 16 日（土）～11 月 8 日（日） 
営業時間:9:00～16:30 （THE CITY BAKERY L.O.16:15）（※） 
※営業時間は時期により変動いたします。 
 
【会社概要】 
会社名:白馬観光開発株式会社  HAKUBA RESORT DEVELOPMENT Co.,Ltd. 
代表:代表取締役社⾧ 和田 寛 
住所:〒399-9301 ⾧野県北安曇郡白馬村大字北城 6329-1 
設立:1958 年（昭和 33 年）7 月４日 
事業内容:スキー場一般（索道事業・飲食業）、索道施設 32 基、食堂施設 8 店舗 
 
【白馬観光開発の SDGs の取り組み】 
スキー場事業は 「雪」と 「山」という大自然の恵みをお客様に味わっ
ていただくことで成立しています。しかし、近年の地球規模での気
候変動の影響で、世界で最も豊富な降雪量を誇るエリアの一つであ
る白馬においても小雪による影響が出始めています。こうした中、
白馬観光開発は今後の事業運営において、「持続可能な開発目標」
（SDGs）に賛同し、スキー場運営を通してより良い自然環境を作り
出すことに貢献いたします。具体的な取り組みについては HP
（https://www.nsd-hakuba.jp/company/sdgs.html）をご参照くだ
さい。また、この取組の推進に当たっては、Protect Our Winters Japan 
(POW Japan) と効果的な連携をしてまいります。 
 

 《本件に関するお問い合わせ先》 
白馬観光開発 PR 事務局（スキュー内）担当:梶沼・玉越 

TEL:03-6450-5457 FAX:03-5539-4255 MAIL:hakuba-pr＠skewinc.co.jp 


