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2018  Hakuba Outdoor Activity

Hakuba Lion Adventure

白馬ライオンアドベンチャー 〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城5746-3 TEL 0261-72-5061

死亡・後遺症障害 500万円 / 入院(1日) 5,000円 / 通院(1日) 3,000円

パラグライダー・スノーモービルアドベンチャー・ダッキー・ハイドロ
青木湖カヌー（カヤック）
犀川ラフティング・カナディアンカヌー・湖上ホタルツアー・ナイトレイク・シャワーウォーキング
スノーラフティング
貸切ラフティング・ラフトピクニック・シャワーピクニック
熱気球係留体験

年齢
中学生
小学４年
小学生
５歳
４歳
０歳

体験可能種目

お申し込み方法

お電話やインターネットでコース内容の詳細や空き状況をご確認ください。
お電話かインターネット（WEB予約限定でオンライン決済出来ます）で予約をします。
体験日・体験種目・代表者のお名前・連絡先・参加人数などをお知らせください。
お電話は9:00～17:00、インターネットは24時間受付けています。

TEL0261-72-5061  http://hakuba.lion-adventure.com
水のアウトドア体験はお申し込みから１週間以内に参加料を下記口座にお振込ください。お振込の控
えは確認のために当日ご持参ください。

お客様のご都合によりキャンセルされる場合は下記キャンセル料を申し受けます。
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キャンセル日　　 　　　　 ６～２日前    　　　　　　  前日　　　　　　            当日
キャンセル料　 　　　　 参加料の30%　 　　　　参加料の50%　  　　　  参加料の100%

参加条件
飲酒をされている方や一部の薬物を服用されている方は参加できません。
妊娠中の方や心臓疾患など体験に支障のある症状の方は参加できません。
中学生以下の方は保護者の同伴が必要です。
体験参加承諾書への記入が必要となります。
怪我等の補償は以下の補償金額を限度とさせていただきます。

八十二銀行　白馬支店　普通口座　109820　株式会社ポップ

Infomation

北海道

長野

徳島

北海道ライオンアドベンチャー
〒048-1512
北海道虻田郡ニセコ町字中央通 142-5
TEL 0136-43-2882 FAX 0136-43-2883
E-mail hokkaido@lion-adventure.com
http://hokkaido.lion-adventure.com

白馬ライオンアドベンチャー
〒399-9301
長野県北安曇郡白馬村北城 5746-3
TEL 0261-72-5061 FAX 0261-72-5947
E-mail hakuba@lion-adventure.com
http://hakuba.lion-adventure.com

四国ライオンアドベンチャー
〒779-5303
徳島県三好市山城町下川 103-1
TEL/FAX 0883-86-2022
E-mail shikoku@lion-adventure.com
http://shikoku.lion-adventure.com

ライオンカフェ
〒399-9301
長野県北安曇郡白馬村北城 5746-3
TEL 0261-72-5061 FAX 0261-72-5947
E-mail hakuba@lion-adventure.com
http://hakuba.lion-adventure.com

五色温泉インフォメーションセンター
〒048-1512
北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ 510番地
TEL 0136-59-2200
http://hokkaido.lion-adventure.com/goshiki-info/

北海道ライオンアドベンチャー 千歳ベース
TEL 0136-43-2882
（予約は北海道ライオンアドベンチャーにて受付）

富山
富山ライオンアドベンチャー
TEL 0261-72-5061
（予約は白馬ライオンアドベンチャーにて受付）

川の駅 さざなみ
〒399-7301
長野県大町市八坂舟場 15719
TEL 0261-26-2101
http://omachi.lion-adventure.com

志賀高原ライオンアドベンチャー
TEL 0261-72-5061
（予約は白馬ライオンアドベンチャーにて受付）

Lion Adventure Group MAP



川のアクティビティー River Activity

湖のアクティビティ Lake Activity

空のアクティビティ Sky Activity

期間限定のアクティビティ Limited Time Activity

秋のアクティビティ Autumn Activity

愛犬と遊べるアクティビティ Dog Activity

冬のアクティビティ Winter Activity

P4　　川の駅さざなみ
P8　　Hakuba47
P23 　インフォメーション・アクセスマップ

P3　　犀川ラフティング

P7　　平川シャワーウォーキング

P4　　ラフティング＆BBQプラン
P5　　ラフティング＆ハイドロスピード or ダッキー
P6　　ハイドロスピード
P6　　ダッキーツアー

P8　　シャワーウォーキング＆47パスポートプラン
P9　　平川シャワーピクニック
P10　 安曇野シャワーピクニック

P11 　ラフトピクニック

P14 　エアカヌー
P12 　レイクカヤック
P12 　カナディアンカヌー

P15 　熱気球係留体験
P16 　パラグライダー半日体験
P16 　パラグライダータンデムミドルフライト
P16 　パラグライダータンデムロングフライト

P17 　湖上ホタルツアー

P13 　桜Eボートクルージング
P17 　ナイトレイククルージング

P19 　Eボートクルージング
P19 　MTBファンライドツアー
P20 　パドル＆ペダルツアー

P18　 わんわんエアカヌー
P18　 わんわんと熱気球係留体験
P18 　わんわん SUPレンタル

P18　 わんわんラフトピクニック

P21 　スノーラフティング

P21 　スノーモービルツアー

その他の紹介 Other

P14 　SUPレンタル

仲間と家族と！絆が深まる川下り。初心者でも楽しく安心して遊んだり、泳いだりできます。

持ち物は水着と靴だけ★手ぶらでお手軽BBQ♪ラフティング後はお風呂でまったり

1種目じゃ足りない？？ガイドと行くお得に犀川満喫プラン♪

新感覚川下り！足ひれつけて自分たちで波の中に突っ込んで行きましょう。

波を超えるも、梶を取るのも自分次第！！ボートを操作して犀川のコースを堪能しよう！

終わる頃には成長した自分にあえるかも！？北アルプスの自然豊かな本格沢登り体験～入門編～

お得ｾｯﾄプラン。シャワーウォーキングに参加していただいたお客様だけの割引価格になっております。

新アクティビティ誕生！シャワーウォーキングとは違い限られたスペースで遊ぶ、川のキッズパーク
自然いっぱいの乳川で、ワンランク上の川遊び！本格的な装備をつけて普段とはちょっと違った川遊びに挑戦！

みんなで青木湖を探検しよう！ボートの上でゲームをしたり、深いところで思いっきり飛び込んだり。

一人一艇！すべては自分次第！極上の浮遊感をお楽しみください。

インディアンが釣りや移動に使っていた歴史あるこのボート、実はとても扱いやすく水面を滑るように進みます。

FUN, EASY,SAFE・・・三拍子そろっているのがエアカヌー。すぐに慣れるから、自由に青木湖ツーリング！

いざ湖へ！バランスを失えば水にドボン？！みんなで出発すればそれも醍醐味！

早起きして熱気球体験！乗るとみるとでは大違い。大迫力の熱気球を身近で感じてみよう！

日常では味わえない浮遊感を感じて楽しもう！

大空をインストラクターと気軽に早朝散歩、朝の済んだ空気の中を飛び回ろう！
ちょっとだけでは満足できない、白馬の上空を名一杯飛んじゃおう。

静寂な空気に包まれた闇夜の湖で、光り輝くホタルの姿はまさに幻想的。そんな世界へ皆さまをご案内します。

ボートに乗り夜の湖を散策します。岸から離れるとまるで異世界のような、夜の湖上散歩をお楽しみください。

春の季節限定プラン♪信州の少し遅い春を湖上で感じるツアー。湖上から見上げる桜は一見の価値あり

飛び込むのが大好きなワンちゃんなら大喜び間違いなし！また水が苦手なワンちゃんでも大きな船なので安心して体験

簡単なレクチャーを受けたら湖へ出発！レンタルプランなので時間内で自由に散策ができます。

早朝のお散歩ついでに熱気球搭乗体験？！空気の澄んだ朝にスペシャルな体験はいかがですか？

わんちゃんと一緒に流行りのSUPで漕ぎだそう！長野県屈指の透明度を誇る湖で浮遊体験♪

秋の季節限定プラン♪信州の少し早い紅葉を湖から観賞できるツアーです。

少し涼しくなった紅葉の時期はマウンテンバイク！木々の間から差す光の中を駆け抜けましょう！
秋の季節限定プラン♪湖の外周の紅葉の中をマウンテンバイクで、湖上に映る紅葉を Eボートで楽しめます。

新しい冬の楽しみ方にチャレンジ白馬村の壮大な自然ををかけぬけよう

スリル満点、小さいお子様から仲間同士みんなでたのしんじゃおう

１日以上でも楽しめます！アウトドア施設が隣接した大自然の中にあるコミュニティープレース

ゴンドラに乗って涼しい天空の世界へ。カモシカの散歩道や、魚のつかみ取りなど、山も川も楽しめる。

Hakuba Lion Adventure
2018 Season
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大人気アクティビティ犀川ラフティング！！４歳のお子
様からすべての方に思いっきり楽しんでもらえるアクテ
ィビティです！ラフティング初心者でも経験者の方でも
何度やっても面白い♪川に飛び込んだり泳いだり！！
泳げない方でもガイドがしっかりサポートします！ライ
オンアドベンチャー名物、個性豊かなガイドたちが思い
出に残るツアーをお届けします！

☎ 0261-26-2101

【ご入浴 営業時間】
10:00 ～ 20:00 受付 19:30

定休日 水曜日
（夏休み、GWは無休）

ライオン事務所 ・ エコーランド ・ＪＲ神城駅 ・ さざなみ （会場）
ライオン事務所  　　　　　　 午前 8 ： 20   午後 12 ： 00
ライオンエコーランド　  　 午前 8 ： 25   午後 12 ： 05
JR 神城駅　  　　　　　　　　  午前 8 ： 40   午後 12 ： 20
会場　　　　　  　　　 　　　　　　 午前 9 ： 30   午後 13 ： 15
4 月下旬～11 月上旬
約３時間
※送迎ご利用の方は別途片道約 1 時間かかります

小学生以上 （貸切は４歳以上）
中学生以下は保護者同伴で参加可能。
ボート貸切のお客様は体験会場での集合 ・ 解散となります。
※貸切は最大９名まで、 貸切料金は７名までの料金となりま
すので７名以上は通常の料金がかかります。

集

期

参
備

所

※　　集合場所　　　集合時間　　　開催期間　　　所要時間　　 参加資格 　　  備考集 期 参 備所

A期間　大人： ¥8,000 子供： ¥6,000 貸切： ¥42,000
B 期間　大人： ¥8,800 子供： ¥6,600 貸切： ¥46,200
C期間　WEB特別価格

※別途安全管理費 ¥300 ／ 1名

こちらのプランはラフティング、BBQとお
風呂がセットになったネット限定のお得プ
ランになります★１つの施設内ですべてそ
ろっているので移動の手間等がございませ
ん。川を眺めながらの BBQと大きい窓のつ
いた贅沢な浴室で１日の疲労も吹っ飛びま
す！！こちらのプランは１日の数に限りが
ありますので、インターネットからのお早
目のご予約を！！

さざなみ
Riverside station

【レストラン 営業時間】
昼の部 11:30 ～ 14:30
夜の部 17:00 ～ 19:30

川の駅

RAFTING
犀川ラフティング

FAMILY / GROUP / COUPLE / SENIOR

PHOTO SERVICE

FAMILY / GROUP / COUPLE / SENIOR

PHOTO SERVICE

大人： ¥8,800 子供： ¥6,600
※別途安全管理費 ¥300 ／ 1名

こちらのプランはWEB申込限定のプランになります。

RAFTING ＆ BBQ
犀川ラフティング＆BBQ プラン
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アクティブに川下りするならハイドロスピードで遊んでみません
か。全身ウエットスーツを着用し、足ひれをつけて、波をボディ
で乗り越えていくので、楽しさを体全身で感じることができます。
流れが緩やかなところではゆったりしたり、流れがあるところで
は自分で波の中に突っ込んでいきましょう。

※　　集合場所　　　集合時間　　　開催期間　　　所要時間　　 参加資格 　　  備考集 期 参 備所

A期間　大人： ¥9,000
C期間　WEB特別価格 ※別途安全管理費 ¥300 ／ 1名

HYDROSPEED 犀川ハイドロスピード

GROUP / COUPLE GROUP / COUPLE

川を満喫したい！そんなあなたにお勧めプ
ランです！！ラフティングで川下りを楽し
んだ後は、ダッキー or ハイドロで犀川に再
チャレンジしよう！！　ラフティングとは
違った目線から見る犀川はまた格別。自分
よりも大きい波を超えて沢山の遊びをしな
がらゴールを目指して楽しんじゃいましょ
う！

1 名： ¥15,000（ランチ＆入浴付）
※別途安全管理費 ¥300 ／ 1名

こちらのプランはWEB申込限定のプランになります。

RAFTING ＆ HYDROSPEED or DUCKY
犀川ラフティング＆ハイドロスピード or ダッキー プラン

この種目ではガイドは一緒には乗りません、お客様のみで乗って
いただき舵を取っていただきます！川の知識が０でも大丈夫！ガ
イドが全力で漕ぎ方下り方をレクチャーします。ツアー中も常に
サポートしているので安心安全！自分たちだけで川を下り、波を
乗り越える爽快感は病みつきになりますよー！中学生以上の方か
ら参加が可能になっているので親子参加もお待ちしております！

DUCKY 犀川ダッキーツアー

ライオン事務所 ・ エコーランド ・ＪＲ神城駅 ・ さざなみ （会場）
ライオン事務所  8 ： 20   12 ： 00
エコーランド　  　 8 ： 25   12 ： 05
神城駅　　　　  　　 8 ： 40   12 ： 20
会場　　　　　  　　　 9 ： 30   13 ： 15
ダッキー ４月下旬～5月上旬・6月中旬～10 月中旬
ハイドロ６月中旬～10 月中旬（8月 11 日～16 日は除外）
約３時間
※送迎ご利用の方は別途片道約 1 時間かかります

中学生以上
4 名以上
中学生は保護者同伴で参加可能

集

期

参
数
備

所

A期間　大人： ¥9,000
C期間　WEB特別価格 ※別途安全管理費 ¥300 ／ 1名
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プロと行く本格沢歩き！大自然の中、ウエットスーツな
ど装備を整えて北アルプスの川に挑戦しよう！川の横断
やウォータースライダー・滝浴びなど冒険心をくすぐら
れる遊びが盛りだくさんで、お子様から大人の方も一緒
になって楽しめます。終わった後の達成感や清涼感は抜
群！ 5歳からできるのでファミリーにもオススメです。

※　　集合場所　　　集合時間　　　開催期間　　　所要時間　　 参加資格 　　  備考集 期 参 備所

A期間　大人： ¥6,500 子供： ¥5,500
B 期間　大人： ¥7,100 子供： ¥6,000
C期間　WEB特別価格

※別途安全管理費 ¥300 ／ 1名

シャワーウォーキングと 47 パスポートが
付いたおトクなセットプラン。

SHOWER WALKING
平川シャワーウォーキング

FAMILY / GROUP

PHOTO SERVICE

FAMILY / GROUP 

大人： ¥7,600 子供： ¥6,600
※別途安全管理費 ¥300 ／ 1名

こちらのプランはWEB申込限定のプランになります。

SHOWER WALKING ＆ 47PASSPORT
平川シャワーウォーキング＆47パスポート プラン

Hakuba47 に関するお問い合わせ先：0261-75-3533
山と川に囲まれた好立地にあり、どち
らも思いっきり楽しめるのが夏の
Hakuba47。ミニ SLやキッズランド、
おもしろ自転車に乗ったり、冷たく澄
んだ川で、魚のつかみ取りに挑戦して
みたり。さらに、ゴンドラに乗って涼
しい山頂のアスレチックで遊んだり、
マイナスイオンたっぷりのカモシカの
散歩道でトレッキングを楽しんだり、
1DAYパスポートを利用すれば、様々
なアクティビティが楽しめる。またマ
ウンテンバイク体験やバンジートラン
ポリンの割引もあり、お得感満載。ゴ
ンドラ山頂駅では、クラフト体験やそ
ば打ち体験などの屋内体験施設も充実。
グリーンシーズンのHakuba47 は家族
みんなで楽しめる、あそび王国になる。

Hakuba47レストランアリス横
シャワーウォーキングログハウス
午前 9：00   午後 13：15
7月中旬～ 8月下旬
※9月は土日祝日のみ
約 3.5 時間
小学生以上
４名以上
中学生以下は保護者同伴で参加可能

集

期

参
数
備

所

47 パスポートの内容
・ゴンドラ乗り放題
・魚のつかみ取り
・キッズランド入場券
・ミニ SL乗車券
・おもしろ自転車
・世界の昆虫展
・あそび王国［キャロル］



9 10※　　集合場所　　　集合時間　　　開催期間　　　所要時間　　 参加資格 　　  備考集 期 参 備所

穏やかな流れを流れてみたり、水の中をのぞいてみたり、
寒くなったら陸に上がって石を積んでみたり、まったり
河原でちゃぷちゃぷ水遊び。４歳のお子様からご年配の
方まで親子３世代で楽しめるアウトドア体験。
自然と遊びながら子どもたちの想像力や創造力を育てよ
う！

A期間　大人： ¥6,500 子供： ¥5,500
B 期間　大人： ¥7,100 子供： ¥6,000
C期間　WEB特別価格

※別途安全管理費 ¥300 ／ 1名

SHOWER PICNIC
平川シャワーピクニック

FAMILY / GROUP

PHOTO SERVICE

FAMILY / GROUP 

PHOTO SERVICE

白い砂と澄んだ水、緑鮮やかな森林は日ごろの疲れを癒
す天然のリラクゼーション。しぶきを上げる滝は迫力満
点で、ぷかぷか浮かんで流れたりと自然を利用した遊び
は小さいお子様からおじいちゃん・おばあちゃんまで楽
しむことができます。また、遊んだ後は国営アルプスあ
づみの公園内で食事やクラフトなども楽しむことができ
ます。

SHOWER PICNIC
安曇野シャワーピクニック

国営アルプスあづみの公園 大町松川地区インフォメーションセンター手前 駐車場
午前 9：30   午後 13：30
7月中旬～ 8月下旬
※9月は土日祝日のみ
約 2.5 時間
4歳以上
４名以上
中学生以下は保護者同伴で参加可能
ファミリーパック3は大人・子供3名
ファミリーパック4は大人・子供4名
国営アルプスあづみの公園の入園券が料金に含まれています

集

期

参
数
備

所

A期間　大人： ¥6,500 子供： ¥5,500
　　　　ファミリーパック 3：¥14,500 ファミリーパック 4：¥19,000
B 期間　大人： ¥7,100 子供： ¥6,000
　　　　ファミリーパック 3：¥16,000 ファミリーパック 4：¥21,000
C期間　WEB特別価格

Hakuba47レストランアリス横
シャワーウォーキングログハウス
午前 9：00   午後 13：15
7月中旬～ 8月下旬
※9月は土日祝日のみ
約 3.5 時間
4歳以上
4名以上
中学生以下は保護者同伴で参加可能

集

期

参
数
備

所



11 12

日本屈指の透明度を誇る青木湖で大きなボートに乗って、
レイクアドベンチャーを楽しもう！青木湖はモーターボ
ートが禁止。だから自然 100％の天然の湖で思いっきり
飛び込んだり、泳いだり・・・運が良ければ湖の主に会
えるかも？！ガイドがみんなに合わせてボート操作して
くれるので、安心。大人も子供もみんな青木湖探検隊員

※　　集合場所　　　集合時間　　　開催期間　　　所要時間　　 参加資格 　　  備考集 期 参 備所

A期間　大人： ¥4,500 子供： ¥3,500 貸切： ¥27,000
B 期間　大人： ¥5,000 子供： ¥3,900 貸切： ¥29,700
C期間　WEB特別価格
わんわんプラン：¥15,000（大人 2名、犬 2匹まで）

※別途安全管理費 ¥300 ／ 1名

RAFT PICNIC
ラフトピクニック

FAMILY / GROUP / SENIOR

PHOTO SERVICE

FAMILY / GROUP / COUPLE / SENIOR

本来は川を下るためのこのボート。湖ではこのプカプカ感を存分
に味わえる、新感覚体験。真っ青の青木湖の水面をスムーズに進
めた時の感覚はきっと忘れられないでしょう。一回慣れてしまえ
ばあとはお手の物！早歩きくらいのスピードが出るので青木湖半
周も夢ではない！？ガイドが同行するので安心安全。初めてでも
大丈夫。１名乗りのカヤックです。

A期間　半日： ¥5,500 １日： ¥10,000 プライベート半日：¥30,000（1～4名）
B期間　半日： ¥6,000 １日： ¥11,000 プライベート半日：¥33,000（1～4名）
C期間　WEB特別価格 ※別途安全管理費 ¥300 ／ 1名

LAKE KAYAK 青木湖レイクカヤック

水を切るようにグングンと進むボートで、青木湖のプロフェッシ
ョナルといざ湖へ。昔々、北米のインディアンが、湖や沼での移
動道具として、また狩りに使用していた、とても歴史のある乗り
物です。大昔の先住民と変わらぬ体験を青木湖で味わおう！！濡
れないのでお着替えなしで参加可能です。２名乗りのカヌーです。

CANADIAN CANOE カナディアンカヌー

A期間　大人： ¥5,000 子供： ¥4,000
C期間　WEB特別価格 ※別途安全管理費 ¥300 ／ 1名ライオン事務所 ・ＪＲ神城駅 ・ 青木湖ベース （会場）

ライオン事務所 8 ： 55  12 ： 55
ＪＲ神城駅　　     9 ： 10  13 ： 10
会場　　　　　       9 ： 30  13 ： 30
7 月中旬～ 10 月中旬
約 2.5 時間
４歳以上
４名以上
中学生以下は保護者同伴で参加可能
ワンちゃんの同伴は貸切のみ　　　　
貸切は現地会場で集合 ・ 解散
貸切は１０名まで乗船可能ですが貸切料金
に含まれるのは８名様分です

集

期

参
数
備

所

ライオン事務所 ・ 神城駅 ・ 青木湖ベース （会場）
ライオン事務所　8 ： 55　12 ： 55
JR 神城駅　　　   9 ： 10　13 ： 10
会場　　　　　　       9 ： 30　13 ： 30
4 月下旬～ 5 月上旬 、 6 月中旬～ 10 月中旬
約 2.5 時間
小学生４年生以上
４名以上
中学生以下は保護者同伴で参加可能
青木湖レイクカヤックのプライベートは 1~4 名様までです

集

期

参
数
備

所



13 14※　　集合場所　　　集合時間　　　開催期間　　　所要時間　　 参加資格 　　  備考集 期 参 備所

春限定♪ちょっとぜいたく気分でお花見クルージング！
10 人乗りの大型カヌーで透明度抜群の青木湖と桜を満喫
する期間限定のプランです。まだ雪の残る白馬三山と桜
のピンクのコラボレーションはこの時期ならではの景色
です。濡れないボートに乗って頂きますので、お着替え
は一切不要のお手軽プランです。

A期間　１名： ¥2,500

CHERRY BLOSSOM TOUR
桜 Eボートクルージング

FAMILY / GROUP / COUPLE / SENIOR

青木湖ベース（会場）
1便 8：00  2 便 9：30
4月下旬～ 5月上旬
約 1時間
4歳以上
4名以上
天候により中止になる場合あり
中学生以下は保護者同伴で参加可能

集

期

参
数
備

所

FAMILY / GROUP / COUPLE / SENIOR

誰でもすぐに乗れて、ひっくり返ることも滅多にないので自由気
ままに湖上の旅に出かけよう！岸沿いの木のトンネルをくぐって
ナチュラルジャングルクルーズしてみたり、暑かったら泳いじゃ
ったり、遊び方は１００とおり！仲間と一緒なら、レイクツーリ
ングだってできちゃいます！青木湖で自由を手にしたいならこれ
に決まり！

AIR CANOE HIRE エアカヌーレンタル

SUP はハワイ発祥の日本ではまだ新しいボードスポーツ、スタン
ドアップパドルボードの略です。海、川、湖、すべてのウォー
ターエリアにおいて楽しめる大人気のスポーツ！最初はバランス
をとって進むのが難しく、バランスを崩せば水にドボン！船のよ
うに周りに囲いがなく「板」感覚なので、まるで水にポツンと浮
かんでいるような不思議な感覚を味わえますよ！

SUP HIRE SUPレンタル

A,B期間　2時間： ¥3,000  4 時間： ¥5,000
C期間　WEB特別価格 ※別途安全管理費 ¥300 ／ 1名

ライオン事務所・神城駅・青木湖ベース（会場）
会場
1便9：00　2便11：00
3便13：00　4便 15：00
4月下旬～5月上旬・6月中旬～10月中旬
約2時間
小学生以上
4名以上
中学生以下は保護者同伴で参加可能
事前予約が必要になります
エアカヌーは1ボート2名様までになります
愛犬は1匹目無料、2匹目より¥1,000（1匹）です

集

期

参
数
備

所

A,B 期間　2時間： ¥4,800（1ボート 2名まで）
C期間　WEB特別価格 ※別途安全管理費 ¥300 ／ 1名
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大人気No.1 アクティビティ。風の安定している早朝の
みの開催で、よく晴れた日には北アルプスや白馬の村を
一望することができます。約 30mの上空から見える景
色はとてもキレイで、ふわっと浮かぶ心地良さはお子様
から大人まで楽しんでいただけます。柔らかな光が差す
朝の熱気球はご旅行の素敵な思い出になるでしょう。

※　　集合場所　　　集合時間　　　開催期間　　　所要時間　　 参加資格 　　  備考集 期 参 備所

A期間　大人： ¥2,500 子供： ¥1,700 幼児： ¥0 愛犬：¥500
B期間　大人： ¥2,800 子供： ¥1,900 幼児：¥0 愛犬：¥600
C期間　WEB特別価格

HOT AIR BALLOON
熱気球係留体験

FAMILY / GROUP / COUPLE / SENIOR

PHOTO SERVICE

白馬ジャンプ競技場（会場）
6：00～ 7：00（予約時に確認）
4月下旬～ 11月上旬までの日曜祝日
（夏休み期間 7/14 ～ 8/31 は毎日開催）
約５分 ※混雑時はお待ち頂く事がございます
大人 1名につき幼児 1名まで
大人 1名につき愛犬 1匹まで
12名以上
雨天や強風の場合は安全確保のため
予告なく中止となる事がございます
ＨＰにて開催予定日を確認できます

集

期

参

数
備

所

GROUP / COUPLE / SENIOR

日常からかけ離れたことにチャレンジしてみませんか？スキー場
のゲレンデを利用して、実際に自分の力で少しだけ飛んでみるパ
ラグライダー半日体験。空中に浮いた瞬間の感動は一生の思い出
となるでしょう。※いきなり高いところを飛んでみたい方はタン
デムフライトをご利用ください。

A期間　半日： ¥5,500
B 期間　半日： ¥6,000
C期間　WEB特別価格 ※別途安全管理費 ¥300 ／ 1名

PARAGLIDER TRIAL パラグライダー半日体験

白馬の大空と山をもっと近くに感じたい人には、インストラク
ターと上空を散歩するタンデムフライトがお勧めです。
高度差約 300m約 5分のフライトを楽しめるミドルフライトと
高度差約 600m約 15 分のフライトを楽しめるロングフライトが
あります。ご希望に合わせてフライトを選択ください。

TANDEM PARAGLIDING パラグライダータンデム

A期間　ミドルフライト： ¥9,000
B 期間　ミドルフライト： ¥9,900
C期間　WEB特別価格 ※別途安全管理費 ¥300 ／ 1名

白馬いいもりゲレンデ内レストハウス２Ｆ（会場）
半日体験 9：00　ミドルフライト 6：30   7：00   7：30   8：00
半日体験 4月下旬～ 10月中旬　ミドルフライト 6 月中旬～10月中旬
半日体験 約３時間　ミドルフライト 約 40分
中学生以上で体重 40～ 80kg の方
半日体験 ２名以上（1名から参加可）　ミドルフライト 1 名
天候により中止になる場合あり

集

期

参
数
備

所

八方パラグライダー
お問い合せ ☎0261-72-7013

五竜パラグライダー
お問い合せ ☎0261-75-3210

ロングフライトは以下にお問い合わせください



17 18※　　集合場所　　　集合時間　　　開催期間　　　所要時間　　 参加資格 　　  備考集 期 参 備所

熱気球は、他のどの乗り
物とも違う浮遊感で、あ
なたを上空 30ｍの世界へ
お連れします。壮大な北
アルプスと長野オリンピ
ックで使用されたスキー
ジャンプ台の景色は圧巻
です。大きな音が苦手じゃないわんちゃんなら、一緒に乗ることがで
きちゃいますよ。この機会に是非乗ってみてくださいね。

FAMILY / GROUP / COUPLE / SENIOR

DOG ACTIVITY
わんわんアクティビティ

FAMILY / GROUP / COUPLE / SENIOR

白馬の夏、夜の帳が下り月も隠れるような静寂な夜、青木湖では
ホタルたちの夜会が開かれます。陸上からはその姿をほとんど見
ることができない為、ボートに乗り込みホタルの世界を覗きに行
きましょう。小さいけれど力強いホタルの灯りはとても美しく、
好条件の日であればホタル達が乱舞する幻想的な世界を見ること
ができます。

A期間　大人： ¥3,500 子供： ¥3,000
B 期間　大人： ¥3,900 子供： ¥3,300

FIREFLY TOUR 湖上ホタルツアー

夏が終わる頃、青木湖で水の音や虫の声、いつもは聞こえないよ
うな小さい音色を聴きながら湖上散歩へ出かけましょう。水辺に
浮かべたボートはゆっくりと湖上を移動し、穏やかな日はまるで
鏡のような湖面に映る星々が小宇宙のよう、また神秘的な月明か
りはとってもロマンティックで映画のワンシーンを観ているよう
な雰囲気です。

NIGHT LAKE CRUISING ナイトレイククルージング

A期間　大人： ¥3,500 子供： ¥3,000

指定の各停留所・青木湖ベース（会場）
（予約当日18：00に弊社へ要電話確認　TEL 0261-72-5061）
白馬集合  1便19：30　2便20：30
　　　　（特別便＆ナイトレイク20：00）
会場　　  1便19：45　2便20：45
　　　　（特別便＆ナイトレイク20：30）
7月中旬～8月中旬　特別便8月中旬～9月下旬
約40分 ※送迎時間が別途片道３０分かかります
小学生以上
４名以上
送迎は片道30分かかります

集

期

参
数
備

所

愛犬と一緒に湖を散策、空気で膨ら
ませた転覆しない船なので、初心
者の方でも簡単に操作可能です。
漕ぎ方を練習したら、いざ青木湖
探検に出発 !!　時間内を自由に体
験できるレンタルプランなので、
ワンちゃんとのプライベートなひ
と時をお過ごしください。

アクティブなわんちゃん
は、ガイドと一緒に大き
なボートで思いっきり水
遊び！ラフティングで使
う安定した大きなボート
を貸切で体験して頂ける
プランです。大きなわん
ちゃんでも、また何匹いてもわいわい楽しめます。小さなお子様やご
年配の方も一緒に参加出来るので、家族での体験や、カップルでのプ
ライベートなご利用に、いろんな楽しみ方が出来ますよ♪

アクティブな飼い主さんは、流行
りの SUPに大好きなワンちゃんと
一緒に乗っちゃいましょう！船の
ように囲いがないので、まるで湖
面を滑るように進んでいけます。
水が好きなワンちゃんなら大喜び
バランスを崩すと、飼い主さんご
と湖にドボン！全身ずぶ濡れで楽
しんでください。

P.15 ページヘ

P.14 ページヘ

P.14 ページヘ

P.11 ページヘ

わんわん熱気球

わんわんエアカヌー

わんわんラフトピクニック

わんわん SUP



19 20※　　集合場所　　　集合時間　　　開催期間　　　所要時間　　 参加資格 　　  備考集 期 参 備所

FAMILY / GROUP / COUPLE / SENIOR

10 人乗りの大型カヌーで透明度抜群の青木湖と紅葉を満喫する
期間限定のプランです。10 月には北アルプスにかかる初雪と紅
葉、針葉樹の緑と白馬ならではの "三段紅葉” が見れる事があり
ます。濡れないボートに乗って頂きますので、お着替えは一切
不要のお手軽プランです。

A期間　1名： ¥4,000
C期間　WEB特別価格

E-BOAT CRUISE 紅葉 Eボートクルージング

秋は青木湖の湖畔が紅葉のトンネルになります。MTB（マウン
テンバイク）ファンライドツアーではその紅葉のトンネルの中を
くぐりながら、湖の周りを走ります。動きやすい服装さえあれば
着替えなしですぐに誰でも参加していただくことができますよ。
森のエビフライを探しに行こう！

秋はパドル＆ペダル！期間限定開催のお得プラン。
マウンテンバイクで紅葉の青木湖外周を走り、10 人乗
りの大型カヌーにも乗る、青木湖を外からも中からも
楽しむ欲張りさんにぴったりなプランです！まったく
普段運動していない方でも問題ない距離をライディン
グします。動きやすい服装と運動靴があれば誰でも参
加可能。

PADDLE&PEDAL
パドル＆ペダルツアー

FAMILY / GROUP / COUPLE / SENIOR

MTB FUNRIDE 紅葉MTBファンライド

青木湖ベース（会場）
Eボート1便9：00　2便11：00　3便13：00
MTB 1便 10：30　2便 14：30
9月中旬～11月上旬
約2時間
4歳以上（ファンライドは小学生以上）
4名以上
中学生以下は保護者同伴で参加可能
ヒールのとがった靴での参加はご遠慮ください

集

期

参
数
備

所

A期間　1名： ¥4,000
C期間　WEB特別価格

A期間　1名： ¥5,000
C期間　WEB特別価格

青木湖ベース（会場）
会場
1便9：00　2便13：00
9月中旬～11月上旬
約2時間
小学生以上
4名以上
中学生以下は保護者同伴で参加可能
ヒールのとがった靴での参加はご遠慮ください

集

期

参
数
備

所



21 22※　　集合場所　　　集合時間　　　開催期間　　　所要時間　　 参加資格 　　  備考集 期 参 備所

FAMILY / GROUP / COUPLE / SENIOR

新しい冬の楽しみ方にチャレンジしてみませんか？白馬村の壮大
な自然をバックヤードに雪上バイクでパウダーをかけぬけよう！
11 歳以下の子は 6歳からタンデムライドが可能です。この機会に
是非！！

シングル 30分： ¥9,000 シングル 60分： ¥12,000
タンデム 60分：¥18,000

WINTER スノーモービル

スリル満点！！スノーラフティング！普段川の上で楽しむラフト
ボートを冬期間は雪の上で走らせちゃいます！！プロの運転手で
安心！安全！小さいお子様から楽しめます。

WINTER スノーラフティング

大人： ¥2,500 子供： ¥1,700

ライオンカフェ
10：00～ 15：00（予約時に確認）
12月下旬～ 3月末
シングル 12 歳以上
タンデム 6 歳以上
11歳以下は保護者同伴で参加可能
悪天候により中止になる場合もございますあらかじめご了承下さい

集

期
参

備

Hakuba47 スクールセンター前
13：00～ 15：00（予約時に確認）
1月上旬～ 3月末の土日祝日
約 5分
5歳以上
1名以上（10名以上はご相談ください）
小学 3年生以下は保護者同伴で参加可
悪天候により中止になる場合もございますあらかじめご了承下さい
オープンとクローズは積雪により変動致しますのでご了承下さい

集

期

参
数
備

所

RAINBOW RENTAL
http://rentalhakuba.com

Ski / SnowBoard / ShortSki
SnowShoe / Wear / Other

Brand lineup



安曇野 IC

体験会場 住所検索
ライオン事務所

Hakuba47

白馬五竜飯森ゲレンデ

青木湖ベース

白馬ジャンプ競技場

川の駅 さざなみ

TEL 0261-72-5061

TEL 0261-21-4555

TEL 0261-26-2101

TEL 0261-75-3533

〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城 5746-3

〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城 24196-47

〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城 26092

〒398-0001 長野県大町市平 23245

〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城 4533

〒399-7300 長野県大町市八坂舟場 15719

【ライオン事務所】
長野 ICより車で 50分
安曇野 ICより車で 1時間
八方バスターミナルより徒歩 1分
白馬駅より徒歩 15分

【熱気球会場】
長野 ICより車で 50分
安曇野 ICより車で 1時間

【ラフティング会場】（川の駅さざなみ）
長野 ICより車で 40分
安曇野 ICより車で 30分

【青木湖ベース】
長野 ICより車で 1時間
安曇野 ICより車で 45分

MAP Hakuba

（臨時集合場所）

体験会場
集合場所
道の駅

青木湖ベース青木湖ベース

あづみの公園あづみの公園



東京

東京

名古屋

大阪

金沢

約４時間

約４時間

約 3時間 30分

約 5時間 30分

約 2時間 30分

長野
IC

岡谷
JCT

安曇野
IC

糸魚川
IC

関越・上信越自動車道

中央自動車道

中央自動車道

名神高速
中央自動車道

北陸自動車道

R19～県道長野大町線

北アルプスパノラマロード～R148

R148

白 

馬

お車で
お越しの方

東京

新宿

名古屋

大阪

約 2時間 30分

約 3時間 30分

約 3時間 30分

約 4時間 30分

長野

松本

北陸新幹線

中央線特急あずさ

中央線特急しなの

新幹線・中央線特急しなの

特急バス 長野白馬線

白 

馬

電車で
お越しの方

家族におすすめ

グループ (お友達同士 )におすすめ

カップルにおすすめ

シニアにおすすめ

・ 小さいお子様も参加でき、 家族みんなで楽しんで頂けます。

・ 対象年齢を参加条件でご確認ください。

・ 子供料金の設定があるものとないものがございます。

・ お友達同士など大人数で楽しんで頂くことができます。

・ 体験種目によっては貸切などの設定もあります。

・ 大人数で体験の場合は予め空き状況をご確認ください。

・ カップル、 お二人でも楽しんで頂く事ができます。

・ 体験種目によっては他のお客様との相乗りになります。

・ シニアの方でも安心して楽しんで頂くことができます。

・ 比較的体力を使わずに遊んで頂くことができます。

・ 景色などを楽しみたい方におすすめです。

FAMILY / GROUP / COUPLE / SENIOR

FAMILY

GROUP

COUPLE

SENIOR

Infomation

◯各アクティビティがどのような方におすすめの種目かを以下の４つのグループで表示しております。

各種アイコンについて

フォトサービスのあるアクティビティ プロのカメラマンによる写真サービス
アルエフォトサービス

サービスセンター TEL 080-7029-1509
5/1（火）～5/6（日）
７/14（土）～８/３1（金）

営業期間：

PHOTO SERVICE

アクセスについて

毎日の体験風景や最新情報などは
白馬ライオンアドベンチャー公式
Facebookページにて随時更新中です。
http://www.facebook.com/hakubalionadventure/

SNS等について

最新情報やお得な情報などは
白馬ライオンアドベンチャー公式
LINEにて随時配信中です。

毎日の体験風景や最新情報などは
白馬ライオンアドベンチャー公式
Instagramにて随時更新中です。

期間設定
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●持参する必要有
●有料レンタルあり
●無料
▲季節・天候による

　　　　　　　　　   ●
　　▲　　　●●　●●
●●●●●●　　●●●可○
●●●●●●　　●●●可○
●●　●●●　　　●●可○
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　　　　　　　●　   ●
●●●●●●　　●●●可○
　　　　　　　　   ●●可
　　●●●●　　　●●可○

熱気球係留体験
パラグライダー
犀川ラフティング・ダッキーツアー
シャワーウォーキング
ラフトピクニック
カヌー（カヤック）
湖上ホタルツアー・ナイトレイククルージング
ハイドロツアー
スノーモービル・スノーラフト
カナディアンカヌー

持ち物&施設

◯持ち物などでわからない物などございましたらお電話にてお問い合わせください

◯コインロッカーは数に限りがございますので車に荷物を入れて頂き鍵を受付にお預けして

　頂くことが出来ます

◯熱気球は季節によっては肌寒い日などがございますので防寒対策が必要な場合がござい

　ます、 また気球のバーナーからススなどが落ちてくる場合がございますので汚れたら困る服

　などはひかえていただきますようお願い致します

◯料金は以下のカレンダーに沿って設定されております。

◯C 期間は WEB にてお得な料金が出ております。

C期間はとってもお得な料金にて体験に参加して頂くことが出来ます
http://hakuba.lion-adventure.com


