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乗鞍岳探検ゲーム

《開催期間》７月１３日～８月３１日＆９月の土日祝日
《主 催》岐阜大学地域科学部三井研究室
《参加費》謎解きの書 ５００円（事前申込不要）
※スタート地点で謎解きの書を入手しよう！
○選べるスタート地点
・乗鞍バスターミナル
・銀嶺荘（ぎんれいそう）

乗鞍WEEK期間中の
ゲーム達成者には
特別プレゼントが
あるぞ！

星フル乗鞍de天体観測バスツアー
《開催期間》８月２３日，２４日，３０日，３１日

９月６日，７日，２０日，２１日
《主 催》乗鞍エンジョイプロジェクト協議会
《参加費》大人5,000円(税込)・小人4,500円(税込)
《行 程》高山駅～(ほおのき平バスターミナル)

～乗鞍畳平～高山駅
《申込先》株式会社丹生川観光

TEL:0577-35-7070

東京大学宇宙線研究所乗鞍観測所による講演会及び観測所見学会

《開催日》８月２７日（火）
《参加費》無料
《申込方法》申込チラシ参照
《問い合わせ先》岐阜県中部山岳国立公園活性化推進協議会 事務局

岐阜県 環境生活部 環境企画課
TEL:058-272-1111（内線2699）

◆講演会
時間：１１:００～１２:００
講師：瀧田 正人 氏（東京大学宇宙線研究所 高エネルギー宇宙線研究部門

乗鞍観測所長 チベットグループ教授）
場所：乗鞍バスターミナル２階
内容：乗鞍観測所の成り立ち・役割 等

◆乗鞍観測所見学会
時間：グループ① １３：３０～１４：００（１０名），グループ② １４：１５～１４：４５（１０名）

グループ③ １５：００～１５：３０（１０名）
※講演会の参加者のみ、乗鞍観測所の見学会に参加することができます。

ドリームスター号
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写真：東京大学宇宙線研究所提供

ライチョウ講座

《開催日》８月２３日（金）
《時間》１３：００～１４：００
《場所》乗鞍バスターミナル２階
《参加費》無料
《申込方法》なし（※事前申込不要）
《講師》岐阜大学応用生物科学部 准教授 楠田 哲士 氏
《題目》ライチョウの危機と動物園での保全への挑戦

乗鞍WEEK期間中の
参加者には特別プ
レゼントあるよ！

乗鞍WEEK限定で、普
段は聞けないお話や
見ることができない
観測所の見学ができ
るよ！！

乗鞍WEEK
限定企画

乗鞍WEEK
限定企画

ライチョウの
貴重なお話を
ぜひ聞いてみ
よう！

乗鞍WEEK
限定企画

ライチョウツアー
《開催日》８月２４日（土）
《時間》１１：００～１５：００
《場所》乗鞍バスターミナル２階（座学）

お花畑、魔王岳等（ライチョウの観察）
《参加費》無料
《申込方法》事前申込（※高山市内の５～６年生の小学生限定）
《講師》岐阜生物多様性研究会代表 薬物博士 田中 俊弘 氏

自然環境アドバイザー 日本野鳥の会岐阜 代表 大塚 之稔 氏
岐阜大学応用生物科学部 准教授 楠田 哲士 氏

写真：飛騨乗鞍観光協会提供

※各イベントは雨天の場合でも実施しますが、荒天の場合は、安全確保のため中止する場合も
ございますので、あらかじめご了承ください。



①肩の小屋
乗鞍岳最高峰剣ヶ峰まで約１時間。
大雪渓の上に位置する山小屋です。
200名収容の山小屋で、食堂と売店もあります。
肩の小屋オリジナルグッズも多数あります。
【乗鞍ＷＥＥＫ限定！】

肩の小屋オリジナルステッカーをプレゼント！
（なくなり次第終了）

⑤銀嶺荘
銀嶺荘は、畳平に位置する宿泊施設で、宿泊者は天気の良い日には街の

明かりに遮られることのない満点の星空を満喫できます。宿泊以外にも日
本一高い郵便局、レストラン、売店、お土産処もあり、オリジナルのお土
産や自転車定食・限定越冬酒など、限定商品も多々あります。
【乗鞍ＷＥＥＫ限定！】
①乗鞍登頂記念賞状購入者に絵ハガキをプレゼント
②銀嶺荘限定お菓子付きコーヒーセット
③地元丹生川のトマトときゅうり丸かじり販売

・日本一高い場所にある郵便局のため、
発送すると限定スタンプの押印があります。
乗鞍限定板ハガキを送ってみよう！

・乗鞍の昔の写真展（２階）

⑦乗鞍バスターミナル
標高２，７０２メートルの日本一高い場所にあるバスターミナルです。ワンコインで

楽しめるミニガイドツアーやレンタル自転車、お食事、お土産等があります。
【乗鞍ＷＥＥＫ限定！】
①お土産バイキング（ドリンク＋お土産のセット）
②アンケート回答者限定で、レンタル自転車半額！
※乗鞍WEEK期間の平日のみ
先着順で整理券を配布するため、詳しくはバスターミナル
案内所まで（数量限定！）

③ミニガイドツアー参加者にプレゼントあり
④地元特産品及び販売所の紹介コーナー
⑤バスターミナル２階展示コーナー
・東京大学宇宙線研究所紹介
・～乗鞍へ走り続けて70余年～濃飛バス写真展
・飛騨山脈ジオパーク構想乗鞍関係パネル
など

⑥バスターミナル１階にも常設展示コーナー
・乗鞍の年間イベント紹介
など

⑥白雲荘
白雲荘は、畳平に位置する宿泊施設で、

平成２５年に改築しています。
小屋から見る絶景や星空を満喫できます。

【乗鞍ＷＥＥＫ限定！】
宿泊者限定で、白雲荘オリジナル手ぬぐい

をプレゼント！

③頂上小屋
今から９０年以上前に現在の場所に建てられ、剣ヶ峰

山頂付近にある小屋です。小屋番が自ら企画・デザイン
したオリジナルグッズを多数販売しています。コーヒー
等もあります。
【乗鞍ＷＥＥＫ限定！】
期間中毎日、肩の小屋隣りの公衆トイレで用を足して

きた方に先着順で携帯トイレプレゼント！（数量限定）

④東京大学宇宙線研究所乗鞍観測所
観測所は、いまから６５年以上前に開所した

宇宙線観測に関係する研究施設です。
全国の大学・研究所の研究者が観測を行って

います。
【乗鞍ＷＥＥＫ限定！】
観測所所長による講演会と観測所の見学を

企画しています。詳しくは、本チラシ表面を
ご覧ください。

②乗鞍本宮
本宮は、剣ヶ峰山頂の岐阜県側にあります。
畳平には昭和２７年に創建された中之社が
あります。
御朱印・お守りなどを授与しています。
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【問い合わせ先】
岐阜県中部山岳国立公園活性化推進協議会事務局岐阜県環境生活部環境企画課
TEL:058-272-1111（内線2699） FAX:058-278-2610 E-mail:c11265@pref.gifu.lg.jp

◇岐阜県側からお越しの方
乗鞍へは、ほおのき平バスターミナルまたは平湯温泉バスターミ

ナルからシャトルバスをご利用いただく必要があります。
●ほおのき平－畳平 ●平湯－ほおのき平－畳平

・ほおのき平から畳平まで約４５分
・平湯温泉から畳平まで約６０分
自家用車をご利用の場合
※自家用車でお越しの方は、ほおのき平バスターミナル（１，５
００台収容無料駐車場あり）より、シャトルバスへ乗り換えく
ださい。

・中部縦貫道・高山ＩＣからほおのき平まで約３５分
・長野道・松本ＩＣからほおのき平まで約６０分
公共交通機関をご利用の場合
・高山駅(高山濃飛バスセンター)からほおのき平まで約４５分
・高山駅(高山濃飛バスセンター)から平湯温泉まで約６０分

大人 小人

往復 2,300円 1,150円

片道 1,270円 640円

大人 小人

往復 2,300円 1,150円

片道 1,420円 710円

※岐阜県側の乗鞍スカイライン、長野県側の乗鞍エコーラインは、マイカーで通行することができません。バス・
タクシー・自転車をご利用ください。（※バス：定員１１人以上の観光バス・路線バス・マイクロバス）

◇長野県側からお越しの方
自家用車をご利用の場合
※自家用車でお越しの方は、路線バスへの乗り換えが必要となり
ます。乗鞍高原観光センター（始発）・すずらん橋・三本滝で
乗り換えください（駐車場あり）。
●乗鞍高原観光センター－畳平

・乗鞍高原観光センターから畳平まで約５０分
公共交通機関をご利用の方
・新島々駅から乗鞍高原観光センターまで約５０分

大人 小人

往復 2,500円 1,250円

片道 1,450円 725円

図：飛騨乗鞍観光協会提供

◇路線バス・高速バスのご案内
バスを利用しての乗鞍への

アクセス等については、下記
バス会社のホームページを
ご確認ください。
○濃飛バス
https://www.nouhibus.co.jp/
○アルピコ交通
http://www.alpico.co.jp/traffic/

８月２２日(木) ○乗鞍探検ゲーム

８月２３日(金) ○星空観察会 ○ライチョウ講座 ○乗鞍探検ゲーム

８月２４日(土) ○ライチョウツアー ○星空観察会 ○乗鞍探検ゲーム

８月２５日(日) ○マウンテンサイクリングin乗鞍2019 ○昔懐かしいボンネットバス展示 ○乗鞍探検ゲーム
（場所：ほおのき平バスターミナル）

８月２６日(月) ○乗鞍探検ゲーム

８月２７日(火) ○東京大学宇宙線研究所講演及び乗鞍観測所見学会 ○乗鞍探検ゲーム

８月２８日(水) ○乗鞍探検ゲーム

８月２９日(木) ○乗鞍探検ゲーム

８月３０日(金) ○星空観察会 ○乗鞍探検ゲーム

８月３１日(土) ○乗鞍岳市民ガイドツアーin乗鞍 ○星空観察会 ○乗鞍探検ゲーム

○昔懐かしいボンネットバス展示
《開催日》８月２５日（日）
《時間》９：００～１５：００
《場所》ほおのき平バスターミナル
《展示車両》いすゞＢＸＤ型（昭和42年製）
※ボンネットバスは、非常に古い車両のため
、車両の状態によっては、予告なく展示を
中止する場合があります。

○濃飛バスオリジナル缶バッジプレゼント
《実施期間》
８月２２日（木）～８月２５日（日）

《条件》
定期観光「北アルプス３大パノラマ
上高地・乗鞍・新穂高１Day Tour」
をご利用のお客様限定！

シャトルバスのご案内

開催中は、乗鞍エ
コーラインは一時通行
止めになりますので、
ご注意ください。

○乗鞍シャトルバスに「バスガイド」が
乗車してご案内

《内容》
普段は、自動音声案内で運行しているバスに

ついて、７月１３日～８月２５日の間、一部の
便にバスガイドが乗車し、乗鞍岳の素晴らしい
大自然や乗鞍スカイラインの歴史の紹介を行い
ます。
乗鞍ウィーク開催にあわせ、この取り組みを

8/31まで延長して実施します。
《運行ダイヤ》
・７月１３日（土）～８月２５日（日）と
８月３１日（土）

Ａダイヤ運行日のみ
ほおのき平発 ９:２５発、１１:２５発の２便
乗鞍畳平発 １０:２０発、１２:５０発の２便
・８月２６日（月）～８月３０日（金）
Ｂダイヤ運行日のみ
ほおのき平発 ９:５５発、１３:５５発の２便
乗鞍畳平発 １０:５０発の１便

乗鞍WEEK
限定だよ！
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