
◆ イベントバスをご利用になる際は「バスチケット」が必要となります。

① イベントバス乗車時に車内で「復路用」のチケットをお受け取り下さい。（往路は必要なし）

② 復路のイベントバスご利用の際は「復路チケット」を乗務員にお渡し下さい。（※復路バスチケットをお持ちでない場合はご乗車いただけません）

◆ 満車時はご乗車いただけませんので予めご了承願います。

期間：平成28年12月22日～平成29年2月28日 期間：平成29年2月1日～14日 期間：12月10日～平成29年2月28日 期間：平成28年12月24日～平成29年3月下旬

時間：１７：００～２１：３０

期間：１月２２日～１月３１日

時間：２０：００～２１：３０

期間：２月１５日～２５日

時間：１８：００～２１：００

場所：平湯大滝及び平湯温泉地内

奥飛騨温泉郷観光協会イベント事業委員会（（一社）奥飛騨温泉郷観光協会）

御食事処 あんき屋 19:52 19:58 新穂高ロープウェイ 21:53

※注意　　「御食事処あんき屋」から平湯大滝ライトアップ会場までは徒歩となり、片道20分程度かかりますので時間に余裕をもって行動して下さい。

21:33

平湯バスターミナル 19:47 19:53 中尾高原（足湯前） 21:41

福地温泉 ↓↓↓↓ 19:40 栃尾温泉 21:26

一宝水 19:36 ↓↓↓↓ 新穂高温泉口

新平湯温泉 19:29 19:25 新平湯温泉 21:23 21:23

↓↓↓↓

栃尾温泉 19:27 福地温泉 ↓↓↓↓ 21:19

21:05

中尾高原（足湯前） 19:12 平湯バスターミナル 21:10 21:10

平湯大滝結氷まつり 新穂高ロープウェイ 19:00 御食事処 あんき屋 21:05

新穂高温泉口 19:18 一宝水 21:17

運行日：2月15日（水）・18日（土）・19日（日）・25日（土）

※平湯バスターミナルから新穂高（ホテル穂高前）間の全てのバス停で停車しますが、満車時はご乗車いただけませんので予めご了承願います。

平湯温泉
行　先（往路） 平湯大滝 行　先（復路） 新穂高温泉

KIRINｶｯﾌﾟ雪像コンテスト

※各イベント内容は、天候等により変更となる場合があります

平湯大滝結氷まつりイベントバス時刻表

場所：タルマの滝・親水公園一帯

◇会場最寄りのバス停は「新平湯温泉」です

場所：中尾イベント広場

◇会場最寄りのバス停は「中尾高原（足湯前）」です
特別イベント

特別イベント「たるまの物語」

タルマかねこおりライトアップ 中尾かまくらまつり 冬のイルミネーション 青だるライトアップ

時間：２０：００～２１：３０　（雨天中止）

時間：１７：００～２２：００

場所：福地温泉上バス停付近

21:01 22:07 22:07

※平湯バスターミナルから新穂高（ホテル穂高前）間の全てのバス停で停車しますが、満車時はご乗車いただけませんので予めご了承願います。

上記バスを利用して、下記の冬イベントが楽しめます！

新平湯温泉 新穂高温泉 栃尾温泉 福地温泉

新穂高（ホテル穂高前） 20:13 21:00 － 平湯バスターミナル 20:17

↓↓↓↓

中尾高原（足湯前） 20:01 20:48 21:31 福地温泉上 ↓↓↓↓ 20:48 ↓↓↓↓ 21:54

21:54 ↓↓↓↓

中尾高原口 19:56 20:43 21:26 一宝水 20:06 ↓↓↓↓ 21:56

20:43 21:49 21:49

新穂高温泉口 19:53 20:40 21:23 上地ヶ根高原 20:04 ↓↓↓↓

栃尾温泉 19:46 20:34 21:18 新平湯温泉 19:59

21:38

新平湯温泉 19:43 20:31 21:15 栃尾温泉 19:57 20:41 21:47 21:47

21:35 21:35

上地ヶ根高原 ↓↓↓↓ 20:28 ↓↓↓↓ 新穂高温泉口 19:48 20:32 21:38

20:26 21:32 21:32

一宝水 ↓↓↓↓ 20:25 ↓↓↓↓ 中尾高原口 19:45 20:29

※
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－

福地温泉上 19:39 ↓↓↓↓ 21:11 中尾高原（足湯前） 19:42

福地 一宝水 福地

平湯ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ（発） 19:30 20:18 21:02 新穂高（ホテル穂高前）（発） 19:30 20:14

経由地 福地 一宝水 福地 経由地 一宝水

21:35

■２月前半運行日　2月 3日（金）～5日（日）、10日（金）～12日（日）の6日間■２月前半運行日　2月 3日（金）～5日（日）、10日（金）～12日（日）の6日間■２月前半運行日　2月 3日（金）～5日（日）、10日（金）～12日（日）の6日間■２月前半運行日　2月 3日（金）～5日（日）、10日（金）～12日（日）の6日間

行　先 新穂高温泉（ホテル穂高前） 行　先 平湯温泉（平湯バスターミナル）

福地温泉 （着） 20:09 復路 21:30

栃尾温泉 （着） 20:00 栃尾温泉（発） 復路

新平湯温泉 ↓↓↓↓ 19:56 新平湯温泉 ↑↑↑↑ 21:38

21:41 新平湯温泉 ↓↓↓↓ 20:04 ↑↑↑↑ 21:35

栃尾温泉 ↓↓↓↓ 20:01

降車

専用 21:38

GH焼岳前 ↓↓↓↓ 19:45 福地温泉口 ↑↑↑↑

福地温泉 ↓↓↓↓ 19:43 福地温泉 ↑↑↑↑ 21:43

21:47 新穂高温泉口 ↓↓↓↓ 19:52

降車

専用 21:47

中尾高原 ↓↓↓↓ 19:48

降車

専用 21:51

福地温泉口 ↓↓↓↓ 19:41 GH焼岳前

降車

専用

上地ヶ根高原 ↓↓↓↓ 19:39 一宝水

降車

専用 21:51

21:54 中尾高原（足湯前） ↓↓↓↓ 19:44

降車

専用 21:55

ホテル穂高前 往路 19:35 （着） 22:04

一宝水 ↓↓↓↓ 19:37 上地ヶ根高原

降車

専用

平湯ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ（発） 往路 19:30 平湯ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ （着） 22:10

平成28年度 冬期イベントバス時刻表

イベントバスご利用のご案内

■１月運行日　1月 27日（金）～29日（日）の3日間■１月運行日　1月 27日（金）～29日（日）の3日間■１月運行日　1月 27日（金）～29日（日）の3日間■１月運行日　1月 27日（金）～29日（日）の3日間

行　先 平湯 ～ 栃尾線 【往復線】 行　先 新穂高 ～ 福地線 【往復線】

☆特別イベント期間中はイベント会場にて、甘

酒の振舞が行われます

会場内には氷のバーなどが登場し、飲物の

販売が行われる他、「たるまの館」内では、

手打ち蕎麦の販売や良縁を祈願するご縁札

や冬の絵馬市が開催されます。

温泉郷内に大小様々な作品が立ち並び、

夜間は21:00迄ライトアップされます

◆青だる氷の散歩道ライトアップ

期間：2月4日～14日 時間：19:30～21:00

青だる裏側の雪の回廊を散策できます

◆郷土芸能「へんべとり」の実演

期間：2月10日～12日 時間：20:30～

青だるを背景に獅子舞へんべとりを実演

時間：１７：００～２３：００

場所：荒神の湯一帯

◇会場最寄りのバス停は

「栃尾温泉」です

「荒神の湯」周辺の河畔の木々がLEDで

装飾され、辺り一帯やさしい光に包まれ

ます。

期間：２月３日～１２日

場所：奥飛騨温泉郷一帯

日本の滝百選に数えられる平湯大滝。

高さ64ｍ、幅6ｍの滝が巨大な氷柱へと姿を変

え、ライトアップで幻想的な景色へと移り変わり

ます。自然が造り出す迫力ある姿をお楽しみ下

さい。期間中各種バザーや郷土芸能の実演が

「囲炉裏かまくら」や「炬燵かまくら」、「かまく

らバー」など様々な かまくらが登場！日替り

で郷土芸能の実演や餅つきも開催されます。

日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

1 2 3 4

5 6 7 8      9 10 11

12 13    14 【青色】餅つき

イベント開催時間：20:30頃～

【赤色】夫婦獅子

※気象条件等により変更となる場合があります

無無無無 料料料料

（発）

（発）（発）

（発）


