
白馬五竜高山植物園

天空のお花畑と⼤⾃
然の絶景へ

〜いざ⽩⾺五⻯.・
雲上の楽園を散策〜



標高1,515ｍに位置する「白馬五竜高山植物園」
6月中旬から10月下旬までに約300種200万株の高山植物が咲き
誇ります。高山植物園のコンセプトとして「昔は登山に行ったけど、
今は体力的に・・・」なんて思っている方でも、登山道で見た小さな
高山植物が手軽に楽しめ、山に登らずとも山の醍醐味が味わえる。
そういったコンセプトがあります。
6月には雪解けとともにチングルマやウルップソウが咲き、7月には
ヒマラヤの青いケシやエーデルワイス、コマクサなど、様々な高山
植物を見ることができます。9月下旬から10月にかけては紅葉も楽
しめ、五竜岳や白馬岳など雄大な北アルプスと合わせて散策を楽
しむことが可能です。
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高山植物園全体を撮影したものです。

全体を散策すると1時間30分～
2時間かかります
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回り方のご案内





トレイルライダーとはカナダバンクーバーで生まれた、様々な障がいを
持つ方のアクティブライフをサポートするアウトドア用の一輪車です。
同市の元市長であるサム・サリバン氏は、1979年のスキー事故で半身
不随となった後自分の好きなハイキングを、障害を持つより多くの人に

楽しんでももらう事を通して、アクティブライフをサポートするためにこの
トレイルライダーを開発し、改良を重ねました。改良版である現行モデル
は、軽量で丈夫なアルミ製フレームに、快適な乗り心地をもたらす特殊

シートを持ち、ディスクブレーキで安全性と信頼性をさらに向上させてい
ます。一輪車と人力車を融合させたものがアイデアの原点となっているト
レイルライダーは、一輪の車輪の真上に搭乗者が乗り、その前後のハ

ンドルを1名ずつのシェルパと呼ばれる介助者(状況により増員)によって
操作する作りとなっています。最も考慮すべき安全面では、搭乗者の大
腿部と胸部を保持する為のシートベルトが装着されており、また、信頼
性の高いディスクブレーキで坂を安全に下る事が出来ます。 また、快

適性も追求しており、搭乗者が座るシートは快適性を追求した特殊
フォーム製で、背もたれは15度のリクライニングが出来ます。また、アー
ムレスとフットレストは、搭乗者に合わせて前後・上下の位置調整が可

能です。 このトレイルライダーは身長120cm以上の方が搭乗できますが、
120cm~150cmの身長の方の場合は付属のチャイルドシートを装着する
ことで快適に搭乗できます。総重量は 23Kgで、172cm x 82cm x 61cmの
大きさに折りたためますので、ミニバン等の車で移送が出来ます。
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エスカルプラザ全体画像
到着時の受付などは、このエスカルプラザ管内のフロントにて。
ガイドともフロントにて合流となります。

館内は障碍者用のトイレ・エレベーターなども完備され、レストランも営
業しております。
館内を出てゴンドラ山麓駅までは約５０ｍぐらいありますが、
この間にも「エスカルガーデン」というお花畑が広がっています。



• ゴンドラ駅へはエレベーターをご利用していただきます。

60CM

持参された車イスの幅が60cm以上の場合はこちらの車
イスに乗り換えていただきます。



車イスが乗り込みやすいように傾斜の台をスタッフが
設置します。

車イスに乗ったまま、ゴンドラに乗車していただきます。



ゴンドラ周りはスロープになっているため車イスで移動が可能です。 車イスでも高山植物園広場での散策は可能です。

サポートをしてトレイルライダーに乗り換えます。 安全ベルトを装着して散策スタート
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白馬五竜高山植物園



リフトの改札を目指して散策（下り道）します。 リフトの改札口に到着したら、一度トレイルライダーから降りていただきます。
その間リフト乗車の準備をします。

リフトを一時停止してシートに座っていただきます。その間、トレイルライ
ダーもリフトにセットします。 リフトで移動。リフトの上から景色を楽しんでいただきます。
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二人乗りのリフトで移動することにより、標高1,620ｍから
高山植物園を散策することが可能で、より間近に北アルプ
スの雄大さを感じることができます。

全体を散策すると約2時間、準備や乗り換えを考えると3時
間ほどかかりますが、ガイドツアーになっていますので、よ
り詳しくお花を観察することができます。



高山植物園マップ

６月
雪解けしたばかり
の高山植物園。

開花時期の短い高
山植物が咲きます

ヒオウギアヤマ

ウルップ
ソウ

高山帯のガレ場に
自生する植物です。
白馬岳の山頂付近
でよく見かけます。
北海道と八ヶ岳、
北アルプスの一部
のみで自生する
希少種です。
コマクサと同じ環境
で見られることも多
く、厳しい環境で生
き延びる力強い植
物でもでもあります。

チングルマ シラネアオイ

シナノキンバイ クロユリ

コイワカガミ レンゲツツジ

ノウゴウイチゴ ミツバオウレンソウ



高山植物園マップ
高山植物の女王
コマクサ

白馬五竜高山植物園の
メインともいえる植物が
コマクサの群落です。
可憐な花を咲かせる姿は
「高山植物の女王」と呼ぶ
のに相応しいものです。
本格的な登山をしないと
出会えない高山植物です
が、園内では自生地の群
落を再現し、容易に観察
することができます。

ヒマラヤの
青いケシ

メコノプシス・グランディス

ヒマラヤや中国の標高
３０００ｍ～５０００ｍに分布。
寒冷地でないと栽培が困難
な植物であるため、国内で
観察できる場所は限られて
いますが、植物園内では
ロックガーデンにて、自生さ
ながらの姿で観察すること
ができます。

７月
花の種類が一番
多い季節！！

もし一度だけ来る
ならば・・・7月です

ウサギギク ミヤマオダマキ

ササユリ ニッコウキスゲ

ヒオウギアヤマ イブキジャコウソウ

エーデルワイス タカネナデシコ



高山植物園マップ

ヒマラヤの
青いケシ

メコノプシス・グランディス

ヒマラヤや中国の標高
３０００ｍ～５０００ｍに分布。
寒冷地でないと栽培が困難
な植物であるため、国内で
観察できる場所は限られて
いますが、植物園内では
ロックガーデンにて、自生さ
ながらの姿で観察すること
ができます。
見頃は７月中旬となってお
ります。

８月
背の高い植物が一
面に咲き、赤い
花々と青空のコント
ラストが鮮やか！

コオニユリ カライトソウ

ヤナギラン アカバナシモツケソウ

ハクサンフウロ シナノナデシコ

クガイソウ ミヤマトウキ



高山植物園マップ

９月
晴れる日が多く、気
候も涼しくなります。
トレッキングには
最適な季節です。

ハクサンフウロ

マツムシソウ コウメバチソウ

タムラソウ オヤマボクチ

ミヤマトリカブト ワレモコウ

エンビセンノウオヤマリンドウ

自然
遊歩
道の
紅葉
は

９月
末か
ら色
づき
始め
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。



自然遊歩道の全域は、ブナ、カ
エデ、ツツジなどの野生の樹木
が、雄大な自然をバックに、赤
や黄色といった様々な色で紅
葉を見せてくれます。特に地蔵
の頭の周辺では、特殊な地質
のため樹木の背が低く、 目線
の高さで紅葉を楽しめるのが、
ここならではの特徴となります。
紅葉の見ごろは、季節によって
前後しますが、 9月下旬～10
月中旬頃が見ごろです。運が
良ければ、北アルプスが雪をか
ぶり、辺りは紅葉という、 三段
紅葉を楽しむことが出来ます

白馬
五竜
自然
遊歩
道

１０月



料金 パノラマパック（テレキャビン往復＋展望リフト）

大人 ２，２００円 小人 １，１００円

トレイルライダー散策（約3時間） ５，０００円
（操縦者２名・ガイド代含む）

※入園料は無料です。

営業期間 ６月中旬～１０月下旬

トレイルライダーの利用は当日受付も可能ですが、準備などに
時間がかかりお待ちいただく事がございます。
キャンセル料金はかかりませんので、事前の予約をお勧めします。



白馬岩岳マウンテンリゾート
2018年10月にオープンした
白馬の山が一望できるテラス
HAKUBA MOUNTAIN HARBOR
ゴンドラ乗車時のみ車椅子を降りていただきますが、
ゴンドラ山頂からはテラスまではご自分の車椅子での移動が可能です。

ゴンドラ往復 大人・1,800円 小人・1,000円

白馬コルチナイングリッシュガーデン
北アルプスの麓に広がる天然林。その深い緑に包まれたシーズナ

ル・ガーデンには、自然の静けさと安らぎがあふれています。柔らか
な光を浴びて萌える緑と初夏に咲く花々、樹々の間を吹き抜ける風
や鳥の声、秋には燃えるような紅葉を背景に、厳しい冬にそなえて
装いを変えるドラマチックな景観が広がります。
入園料 大人1,000円 小人300円 時期によって料金変動

姫川源流と親海湿原散策
姫川源流自然探勝園（姫川源流・親海湿原）一帯は、貴重な自然環

境を形成しているとして長野県の自然保護条例に基づき、自然環境
保全地域に指定されました。
また、姫川源流の涌き水は昭和60年に「日本の名水百選」にも指定
されています。
所要時間約1時間30分 トレイルライダーでの散策 料金検討中

ラ・カスタナチュラルヒーリングガーデン
庭園内に流れ落ちる湧き水、四季折々の花々や樹々の間をゆったり

と散策すれば、ラ・カスタの世界観である自然の恵みの素晴らしさや
植物のエネルギーを五感をとおして体感いただけます。

また、アロマテラピーを応用した、ご自分だけの香りをつくる「香りの
手作り体験工房」を設置しております。
入園料 大人1,000円 小中学生500円 入園は事前予約制
園内はバリアフリーとなっておりますので車椅子での散策が可能です

～オプショナルツアー～



ご来園をお待ちして
おります


