
撮影会

主 催

白山林道実行委員会
後 援

(公財)石川県林業公社／白山市／白山市観光連盟／北國新聞社／あさがおテレビ／白山吉野谷観光協会／白山一里野温泉観光協会／中宮温泉／りんどう会／
地元協力会／白山麓グリーンツーリズム研究会／加賀白山バス／白山ウオーキング協会／石川県ノルデックウオーキング協会

深夜の星や滝、
白山の遠望を撮る

御来光・星空撮影会（三方岩岳登山）

朝日に照らされた白山を撮る

秋・早朝の撮影会

セミナーと実地指導で新たな表現にチャレンジ
白山感得プログラム 

紅葉のホワイトロードを撮る

温泉に泊まって
片道無料キャンペーン
期間／白山白川郷ホワイトロード開通期間
宿泊先の詳細は裏面をご覧ください。

http://www.hakusan-rindo.jp/http://www.urara-hakusanbito.com/

白山白川郷
ホワイトロードウォーク
HAKUSAN SHIRAKAWA-GO WHITE ROAD WALK

全長33.3キロ  白山の大自然を心ゆくまで堪能！

白山の星空と美しい夜明け

星空とご来光の
感動トレッキングツアー

高山植物や野鳥を楽しく解説

山ガールデビュー
白川郷と合同の初夏のお祭り

雪おくり祭り

開通前の林道を自由に散策

春のホワイトロード
ウォーク

夜の絶景を楽しむ

ライトアップナイト
バスツアー

スタッフが選ぶ最高の
紅葉ポイントをウォーキング 

早朝紅葉ウォーク 

開通予定
平成27年6月上旬

石川県白山市と岐阜県白川郷を駆け抜ける

第3回
白山白川郷ウルトラマラソン 
9/13 日

マラソン実施のため、9月13日(日)は
白山白川郷ホワイトロードが
終日通行止めとなります。

インターネットから

白山市観光情報センター

ツーリストクラブ石川
  

株式会社ホワイトリング 〒920-2333 
石川県白山市尾添チ81-6tel.076-256-7488 fax.076-256-7489

営業時間 9:15～17:30  定休日 土･日･祝日、年末年始、夏期休暇　石川県知事登録旅行業第地域262号  国内旅行業務取扱管理者:中村吉成

〒924-0805
石川県白山市若宮3丁目35

〒923-1208 
石川県能美市和佐谷町200 道の駅しらやまさん内

tel.076-274-7787 fax.076-274-7717

tel.076-273-4851 fax.076-273-4852

営業時間 9:00～17:30  土曜日10:00～17:00  定休日 日･祝日　石川県知事登録業第3-242号 全国旅行業協会正会員  総合旅行業務取扱管理者:天王地 広隆

開館時間 8:30～17:30  休館日 年末年始

お
問
合
せ

2015

http://8936.org/

お申込み・お問合せはこちらから

お電話からは各お申込み先までご連絡ください

イベント

申　込
コード

EVENT

イベント

宿泊者限定

早朝紅葉ウォーク 
10月 日11  日18  日日・ 6:00ー8:40

※指定宿泊施設にお申込みください。

1,000円 (定員500名)参加料 

自然観察員が同行。スタッフが選ぶ
最高の紅葉ポイントをウォーキング。

お申込み・お問合せ：株式会社ホワイトリング 申　込
コード①要予約

お申込み・お問合せ：白山市観光情報センター ⑥要予約

3,000円参加料

蛇谷大橋、かもしかの滝、ふくべの大滝など（予定）、ライトアップ
された白山白川郷ホワイトロードの絶景をバスで巡ります。

（バス料金含む）

白山ろく特産品販売
山菜やキノコ、土産物など、白山麓の特産品を販売します。

受付場所

中宮温泉ビジターセンター横

一般  1,500円
団体  1,000円（20名以上）
指定宿泊施設利用者 300円

※指定宿泊施設をご利用の方はあらかじめ宿泊施設に
　お申し出ください。

※雪解けの状況により実施日を変更する場合があります。

春のホワイトロードまつり

春のホワイトロードウォーク

ライトアップナイトバスツアー

参加料 

場　所

白山白川郷ホワイトロード中宮料金所

受付場所 一里野スキー場ロッジ横
受付時間 17:30～20:00

駐車場 中宮温泉または中宮レストハウス

開通前の白山白川郷ホワイトロードを自由に歩き、絶景を堪能することができます。

白山の春の息吹を感じて、今年は夜のライトアップも開催！

6月 日13 土

日13 土

8:30ー16:00

6月 20:00～22:00

［IVV認定コース］往復10kmコース
中宮温泉ビジターセンター → 
姥ヶ滝 → 中宮レストハウス

白山の恵みを堪能
金沢駅、小松駅着発の
便利な送迎バスを運行予定。

お車でお越しの方にうれしいニュース！

片道 
1,500円

※中宮レストハウス、もしくは中宮温泉に駐車してください。

ホワイトロードウォーク
白山白川郷

ホワイトロード
白山白川郷

http://8936.org/

お問合せ：白山市観光情報センター 予約不要

解散時間 8:40

出発時間 6:00
各宿出発

最少催行人数 20人  定員 40人

ライトアップ
で　

昼とは違う

表情の絶景を
！

石川県

  8:30 金沢駅発 → 9:30 小松駅 → 10:40 中宮温泉ビジターセンター
15:45 中宮温泉ビジターセンター → 17:00 小松駅 → 18:00 金沢駅　
申込先: 株式会社ホワイトリング



雄大な景観、豊かな自然を感じて最高の1枚を。

PHOTO EVENT

撮影会

円

石川白山林道事務所横
(石川県側料金所手前350m)に集合
解散

お申込み・お問合せ：白山市観光情報センター ⑦

※自動車相乗り(人数によってはマイクロバス）で
　移動します。参加料とは別に車代(500～
   1000円程度)を集め、自動車提供者に
　支払います。

※自動車相乗り(人数によってはマイクロバス）で
　移動します。参加料とは別に車代(500～
   1000円程度)を集め、自動車提供者に
　支払います。

(三方岩岳登山)
御来光・星空撮影会 

7月 日26 早朝1:30ー7:00 日

深夜の白山白川郷ホワイトロードで、星や滝、白山の
遠望を撮ります。御来光に間に合うように三方岩岳
を目指し、白山や北アルプスの展望を狙います。
※歩きやすい服装と靴、雨具、懐中電灯をご用意ください。

参加料 3,500 

1：30

7：00

円

円参加料 3,500 秋・早朝の撮影会 
10月 日18 6:10ー8:40 日

朝日に照らされた白山、明け方の景観、紅葉を撮り
ます。白山白川郷ホワイトロードは夜間通行止ですが
特別に許可を得て、開門前の早朝にホワイトロードに
入ります。

石川白山林道事務所横
(石川県側料金所手前350m)に集合
解散

6：10

8：40

白山感得プログラム

紅葉の
ホワイトロードを撮る 

24日13:00ー
25日12:0010月 日24  土 日25 日～

技術セミナーと実地指導を組合せ、新たな表現に
チャレンジします。

※宿泊費(夕食1回／朝食
　1回)が含まれます。

参加料 29,800 
 13:00[ 1日目 ] 研修会場に集合・受付

セミナー・夕食・作品講評
20:00 自由時間・就寝

 4:00

11:00

[ 2日目 ] 宿出発
白山白川郷ホワイトロードで撮影

12:00 解散
撮影終了

要予約 申　込
コード

お申込み・お問合せ：白山市観光情報センター ⑧要予約 申　込
コード

お申込み・お問合せ：ツーリストクラブ石川 ⑨要予約 申　込
コード

お申込み・お問合せ：株式会社ホワイトリング 申　込
コード②要予約

【申込コード ①・②・③・④・⑤・⑨に申込される方へ】
■ 参加申込書に必要事項記入の上、お申込みください。当社は、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、
　 参加料（申込金）を収受することで、契約成立となります。 尚、ご高齢の方のご参加は、ご同伴（２名様以上）でのお申込みをお願いすることがあります。

 

■ このご旅行の催行時に天候、道路事情などやむを得ない事情があるときは、コース、時間など変更することがありますのでご了承ください。
■ 集合時間は、お守りください。■お客様は、いつでも取消料を支払って旅行契約を解除することができます。取消料は別途、旅行条件書面でご確認ください。
■ この旅行に参加されるお客様の契約内容の条件は、当社の「旅行業約款（募集型企画旅行の部）」によります。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込みください。

 

⑥早朝紅葉ウォーク
⑦御来光・星空撮影会(三方岩岳登山)
⑧秋・早朝の撮影会

①春のライトアップナイトバスツアー
②山ガールデビュー
③･④星空とご来光の感動トレッキングツアー

季節折々の魅力をおもいっきり体験しよう。

白山市観光情報センター

〒923-1208 能美市和佐谷町200 道の駅しらやまさん内  

ツーリストクラブ石川

〒924-0805 白山市若宮3丁目35  

株式会社ホワイトリング

〒920-2333 白山市尾添チ81-6

EVENT

イベント

・事前に体調を整えてご参加ください。
・歩きやすい服装と靴、雨具をご用意ください。
・国立公園内ですので植物採集はできません。
・森林保護、高山植物保護のため、靴底をきれいにお願いします。
・スタッフの指示に従ってご参加ください。

・安全を最優先に考えて主催者の判断で中止となる場合があります。
・万一事故が発生した場合は、応急処置以外の責任は負えませんので、ご了承ください。

9月13日(日)、「第3回 白山白川郷ウルトラマラソン」が実施されるため、
白山白川郷ホワイトロードが終日通行止めとなります。

イベント共通の
注 意 事 項

免 責 事 項

交通規制情報

 9,800
 
円参加料

集合場所 金沢駅西口団体バス乗降場

自然解説員の案内で、高山植物や野鳥の解説を聞きながら
楽しく三方岩岳を登山して、山デビューしてみませんか。
昼食はヘルシーおにぎり弁当。下山後は美肌の湯、中宮温泉へ。

無料

雪おくり祭り

参加料

場　所 三方岩岳駐車場

残雪で雪像をつくる、白川郷と合同の初夏の
お祭り。白山麓・白川郷の特産販売を行います。

6月下旬～7月開催予定

星空と御来光の
感動トレッキングツアー
 星空観察の後は三方岩岳登山。アルプスからの
御来光と白山の朝焼けを堪能してください。
登り40分程度の軽登山を伴うツアーです。
星空ガイドと自然観察員が同行します。

※歩きやすい服装と靴、雨具、懐中電灯をご用意ください。
※早朝企画のため宿泊施設のご利用をお勧めします。

お問合せ：白山市観光情報センター お申込み不要

申込コード

tel.076-256-7488tel.076-274-7787tel.076-273-4851

⑤星空とご来光の感動トレッキングツアー
⑨白山感得プログラム 
　紅葉のホワイトロードを撮る　　　

山のもんづくしの健康ご飯が満載

（昼食、温泉入浴含む）

※別に通行料金がかかります

最少催行人数10名
定　員 20名

白山一里野温泉

ケリエ山荘 256-7825 岩間山荘 256-7933 
ホテル牛王印 256-7444 雪国荘 256-7934 
一里野高原ホテルろあん 256-7141 ペンション カントリードリーム 256-7840 
つるのや 256-7036 ペンション丘の杜 256-7644 
ホテルニュー白山 256-7236 民宿花くるみ 256-7531 
丸尾ビレージ 256-7316 山びこ荘 256-7845
※時期により営業していない施設もございますので、予めご了承ください。
※中宮温泉の上記宿泊先は、4月下旬から11月下旬までの営業となります。

泊まるなら
ここ！
白山白川郷
ホワイトロード
付近の宿泊先
市外局番 076

http://hakusan-no-megumi.jp/
hyakuzen/

温泉に泊まって片道無料キャンペーン実施中!

富山IC

小矢部
砺波JCT

白川郷IC

金沢森本IC

小松IC

白山IC

白山白川郷ホワイトロード

白山中宮温泉

にしやま旅館 256-7219 
木戸旅館 256-7771
くろゆり荘 256-7955

瀬波温泉
白山里 255-5998

仏師ヶ野地区  

 山里の香りただよう宿ふらり 256-7550 

当イベントでは、
白山の自然と地球
環境を守り、森林
保護に貢献する
ため、アイドリング
ストップやゴミの

持ち帰りなどへのご協力をお願い
しています。

インターネットから http://8936.org/

http://8936.org/

お電話からは
各お申込み先まで
ご連絡ください

ホワイトロード白山白川郷ウォーク 2015 イベント・撮影会のお申込み、お問合せはこちらから

 「白山スーパー林道」は平成27年度から
「白山白川郷ホワイトロード」に！
「白山白川郷ホワイトロード」は世界遺産白川郷と
  石川県白山市を結ぶ観光有料道路です。

通行料が全車半額に！

新料金

普 通 車 1,600円
軽自動車 1,400円
マイクロバス 4,900円
大型バス 10,800円

ጊ↵߽ น㧋

解散時間 17:00
集合時間 9:00

山ガールデビュー！
ショートトレッキングと温泉ツアー

JR金沢駅発着のバスツアー 温泉と山の幸の朝食付きで,ゆっくりと楽しめます。7月 日26  日

7月 日6  月

集合時間 早朝 1:30
解散時間 7:00

本格天体望遠鏡の使用体験ができます。

※指定宿泊施設にお申込みください。

一般 3,000円
指定宿泊
施設利用者 2,000円

参加料

集合場所 一里野温泉スキー場あいあーる前

申　込
コード

お申込み・お問合せ

③要予約株式会社ホワイトリング 申　込
コード④要予約株式会社ホワイトリング 申　込

コード⑤要予約

14,800円参加料

集合時間 早朝1:00  解散時間 10:30

7月 日12  
日

集合場所
金沢駅西口団体バス乗降場

最少催行人数 10名  
定員 20名

(公社)石川県観光連盟 平成24年度いしかわナイトツアー開催事業選択商品

8月 日23  日

白山一里野温泉、中宮温泉でご宿泊のお客様も参加できます。
集合時間 早朝1:00  解散時間 10:00

ツーリストクラブ石川

12,800円 6,800円参加料 （白山ろく宿泊者、宿の
  温泉と食事になります。）

集合場所 金沢駅西口団体バス乗降場
最少催行人数 20名  定員 40名

WEBサイトの最新情報をご覧ください。

以降5回催行予定

毎週月・水・金の不定期催行となります。 
詳しくはお問い合わせください。初回ツアー！

白山白川郷ホワイトロードは夜間通行止めですが
特別の許可を得て行います。


