
登山施設案内
白山室堂・白山雷鳥荘、南竜山荘の2022年シーズンは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員を制限して営業いたします。

宿泊施設のご利用は
ご予約をお願いします。

白山では、夏山登山時の宿泊施設の著しい混雑を避けるため、
予約制を実施しています。みなさまのご協力をお願いいたします。

開

収

☎ 076-273-1001白山室堂・白山雷鳥荘 白山市白峰室堂平

無人山小屋    通年  無料   〈 〉内は収容人数

☎ 076-259-2902

☎ 076-259-2320

☎ 076-201-8110

☎ 076-225-1477

☎ 076-255-5321

☎ 076-256-7111

☎ 076-274-9544

☎ 076-249-7300

☎ 076-237-5115

☎ 076-272-1893

☎ 058-272-1111㈹

☎ 0776-20-0305

☎ 0779-88-8117㈹

☎ 0779-66-1111㈹

☎ 076-272-1188㈹

☎ 0577-33-1111㈹

☎ 076-256-7341

☎ 05769-6-1664

白山ではゴミ持ち帰り運動を実施して
おります。ご協力をお願いします。

石川県・白山市・（一財）白山観光協会 

2022.06 ＊このパンフレットの二次利用を禁止します。
2022年6月現在の情報です。

白山室堂

※表示の金額は1泊2食付の料金です。
　また、コインシャワー料金を含みます。

山小屋

☎076-256-7111中宮温泉ビジターセンター  中宮展示館 白山市中宮
ビジターセンター

野営場

登山案内

国立公園一般案内

道路案内

11,300 円
8,400 円
8,200 円
5,300 円
1,200 円

大人
小人（中以下）
大人
小人（中以下）

1泊2食

素泊

弁当

5/1～10/15
750人

●6/30～10/15は食事付（自炊も可）

開 収

☎076-259-2022南竜山荘 白山市白峰南竜ヶ馬場

7/1～10/15 150人
●食事付（自炊も可）

●自然観察路、ガイドウォーク

11,100 円
8,400 円
8,000 円
5,300 円
　1,100 円

大人
小人（中以下）
大人
小人（中以下）

1泊2食

素泊

弁当

開 収

☎076-259-2022南竜ヶ馬場ケビン 白山市白峰南竜ヶ馬場

7/1～9/30

開 5/1～11/10
白山荘 白山市白峰室堂平

避難小屋

●5月1日～10月15日は有料

☎076-259-2504市ノ瀬ビジターセンター 白山市白峰市ノ瀬
●自然観察路、ガイドウォーク、登山情報案内開 5/1～11/5

☎080-1962-2592白山室堂ビジターセンター 白山市白峰室堂平
●電話開設期間 7月～10月開 5/1～10/15

☎076-256-7250ブナオ山観察舎 白山市尾添（一里野）
●ガイド・望遠鏡あり開 11/20～5/5

☎076-259-2320白山国立公園センター 白山市白峰風嵐

MAP

MAP

●白山国立公園に関する展示開 通年（木曜日 :休館）

☎090-6271-4329南竜ヶ馬場ビジターセンター 白山市白峰南竜ヶ馬場
●電話開設期間 7月～10月開 7/1～10/15

50人

開 収10/16～4/30 150人

観察施設

南竜ヶ馬場休憩所 白山市白峰南竜ヶ馬場
●7月1日～10月15日は利用不可開 収通年 30人

2名以上で利用可能
14,000 円／室1室1泊（定員5名）

開

収

白山雷鳥荘 42,500 円
56,000 円

4.5畳（3名）
6畳（4名）

6/25～10/9
21人

●6/30～10/15は食事付（自炊も可）

甚之助避難小屋（砂防新道）〈20〉
殿ヶ池避難小屋（観光新道）〈12〉
チブリ尾根避難小屋（別山市ノ瀬道）〈12〉
奥長倉避難小屋（加賀禅定道）〈15〉
小桜平避難小屋（楽々新道）〈10〉
シナノキ平避難小屋（中宮道）〈8〉

ゴマ平避難小屋（中宮道）〈15〉
大倉山避難小屋（平瀬道）〈15〉
三ノ峰避難小屋（南縦走路）〈25〉
神鳩ノ宮避難小屋（南縦走路）〈15〉
赤兎避難小屋〈15〉
大笠山避難小屋〈5〉

1

2

白山室堂・白山雷鳥荘
石川県白山市白峰（電話開設期間 7月～10月）
［予約］白山室堂予約センター
石川県白山市三宮町ニ１０５-１

南竜山荘
石川県白山市白峰（電話開設期間 7月～10月）
［予約］南竜山荘予約センター
石川県白山市桑島

市ノ瀬ビジターセンター
白山国立公園岐阜県協会白川村役場
岐阜県大野郡白川村役場内

☎ 080-1962-2592

☎ 076-273-1001

☎ 090-6271-4329

☎ 076-259-2022

☎ 076-259-2504

☎ 05769-6-1311

環境省白山自然保護官事務所

白山国立公園センター

石川県観光連盟

石川県自然環境課

石川県白山自然保護センター

白山自然保護センター中宮展示館

白山市観光文化スポーツ部観光課

㈱マップ&旅企画（登山バス松任便・シャトルバス）

北陸鉄道テレホンサービスセンター（登山バス金沢便）

加賀白山バス鶴来営業所

岐阜県環境生活政策課

福井県自然環境課

勝山市商工文化課

大野市地域産経部観光交流課

県道白山公園線 石川県 石川土木総合事務所
（白峰～別当出合）

県道白山公園線 岐阜県 高山土木事務所
（平瀬～大白川）

白山白川郷ホワイトロード　
石川県側

　　　　　　　　　　　 　 岐阜県側

開 収開設期間 収容可能人数

要予約

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、宿泊人数を
制限して営業しています。必ず事前予約をお願いします。
1白山室堂での宿泊は相部屋しかご用意できませんので予めご了承下さい。完
全個室の白山雷鳥荘に宿泊されるお客様も、お食事は相席となる場合もあり
ますのでご了承下さい。ご宿泊のお客様には従来同様、寝具の提供をさせて
頂きますが、感染予防対策の原則として、インナーシュラフまたは同様の袋状
のものを各自ご持参頂き、寝具と併せてご利用ください。枕はありません。マ
スク消毒用アルコール等感染対策グッズもご持参いただき、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止にご協力をお願い申し上げます。

2登山前に必ず検温をお願いします。37.5℃以上の発熱や咳、倦怠感のある方
は登山をお控え下さい。また、宿泊される方はマスクを持参し、食事以外はマ
スクの着用をお願いします。また、密閉できるゴミ袋を持参し、ゴミの持ち帰
りにもご協力下さい。入館前にも再度検温をお願いします。発熱等の症状が
ある方は入館できません。

●新型コロナウィルス対策状況の変化に応じて、お客様への対応を変更する場
合もあります。登山前に必ずHPやお電話にて最新情報をご確認下さい。

皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

白山市全域が、白山、手取川、日本海のなかで繰り返
される“水の旅・石の旅”をキーワードとしたジオパー
クとなっています。火山、化石、峡谷、扇状地などの
「大地の遺産」と人との関わりを体感できます。

https://hakusan-geo.jp/ ゆきママとしずくちゃん

白山麓の宿泊施設案内
白山温泉 白山市白峰（市ノ瀬登山口）

開

開

4月下旬～10月下旬
連

連

永井旅館　☎076-259-2339
収

収

50人
白峰温泉 白山市白峰

開通年

連白山市観光情報センター  吉野工芸の里　☎076-255-5310
収380人●旅館 8,000円より

●民宿 7,560円より

鶴来地域

開通年

連（一社）白山市観光連盟　☎076-259-5893
収325人

1000人

●旅館 5,800円より
●民宿 6,500円より

岩間温泉 白山市尾添

開6月～11月
連山崎旅館　☎ 076-256-7950

収120人
●旅館 現在休館中

中宮温泉 白山市中宮

開4月下旬～11月下旬
連白山市観光情報センター  吉野工芸の里　☎ 076-255-5310

収95人●旅館 7,800円より

石徹白地区 岐阜県郡上市白鳥町石徹白

開通年
連白鳥観光協会　☎ 0575-82-5900

収453人●民宿 7,000円より

鳩ヶ湯温泉 福井県大野市上打波

開4月下旬～11月下旬
連鳩ヶ湯温泉　☎ 0779-65-6808

収13人●旅館 22,000円より

白山レイクサイドロッジ 岐阜県大野郡白川村大白川国有林

開〈軽食・風呂のみ〉7/16～8/31（土・日）   8/11～8/21（毎日）
連トヨタ白川郷自然学校　☎ 05769-6-1187

白山一里野温泉 白山市尾添（一里野）

開通年（一部冬期のみ）

連白山市観光情報センター  吉野工芸の里　☎ 076-255-5310

収435人
●旅館 9,450円より
●ペンション 10,152円より
●民宿 7,800円より

白川郷荻町合掌集落・平瀬温泉 岐阜県大野郡白川村

開通年

連（一社）白川郷観光協会　☎ 05769-6-1013

収
●ホテル 15,000円より
●旅館 12,000円より
●民宿 10,000円より

千丈温泉 白山市河内町内尾

開通年（一部冬期のみ）

連白山市観光情報センター  吉野工芸の里　☎ 076-255-5310

収140人
●旅館 9,000円より
●ペンション 8,500円より
●民宿 5,000円より

●旅館 13,200円より

連絡先開設期間収容可能人数

9月
中旬下旬

11月
上旬

10月
上旬中旬下旬 紅葉の目安

日の出
7
月

日の出・日の入　時刻（室堂）時刻は室堂を観測地点とした目安です。

https://hakusan-guide.or.jp

室堂
南竜ヶ馬場
別当出合

2450m

2080m

1260m

1日
15日
25日

4:29
4:37
4:44

日の入

19:25
19:21
19:14

日の出
8
月
1日
15日
25日

4:50
5:01
5:09

日の入

19:08
18:53
18:40

日の出
9
月
1日
15日
25日

5:15
5:26
5:34

日の入

18:30
18:10
17:55

Journey with the Earth!
地球と旅する！

白山手取川ジオパーク

第12回日本ジオパーク全国大会
白山手取川大会

日時／令和4年10月21日㊎▶23日㊐
会場／白山市松任文化会館ピーノおよびJR松任駅周辺施設
お問合せ●第12回日本ジオパーク全国大会白山手取川大会実行委員会
　　　　　TEL.076-274-9564

開催決定
白山

ベストガイド

※表示の金額は１人1泊の清掃料金です。

☎076-259-2022南竜ヶ馬場野営場 白山市白峰南竜ヶ馬場

開 7/1～9/30（有料期間） 〈通年利用可〉
●今年度は寝具の貸出しはありません。
●休憩所、炊事舎

800 円
400 円

大人
小人（中以下）

清掃協力金

※表示の金額は１人1泊の清掃料金です。

☎076-259-2022市ノ瀬野営場 白山市白峰市ノ瀬

●休憩所、炊事舎 ●自然観察路

●サイト数 50

500 円
250 円

大人
小人（中以下）

清掃協力金開 収6/1～11/10 100人

☎05769-6-1187白山ブナの森キャンプ場（旧大白川野営場） 岐阜県大野郡白川村
500 円～
800 円
400 円

1サイト 1回

利用料  
大人

           小人

開 7/16～8/20（土・祝前日）
8/11～8/21（毎日）

☎0779-66-1111小池公園野営場 福井県大野市上小池
1,000 円
2,000 円

テントサイト 1張
オートテントサイト1張

開 収5月下旬以降
～11月中旬

100人

☎076-272-1116中宮温泉野営場 白山市中宮

開 収6/1～11/10 200人

国立公園

Hakusan National Park

白山国立公園
指定60周年


