
【問合せ】山と渓谷社ヤマスタ事務局 TEL：03-6744-1907

■ 「尾瀬に行こう！ 泊まろう！ 」キャンペーン
尾瀬国立公園 10 周年を記念して、
アウトドア用品販売店と連携した
「尾瀬に行こう！泊まろう！」キャン
ペーンを実施します。対象店舗で
１万円以上（税込）ご購入のお客様
に、抽選で尾瀬山小屋宿泊券やアウ
トドア用品などが当たります。詳細
は、今後公開予定の応募ページで
ご確認ください。皆様のご応募お待
ちしております。

【対象期間】5月 27日（土）～6月 30日（金）
【当選発表】7月 20日（木）頃
【対象店舗】東北～名古屋までの下記店舗

石井スポーツグループ、ヴィクトリア、好日山荘、
WILD－1、さかいやスポーツ
※詳細は、応募ページでご確認ください。

【応募ページ】尾瀬保護財団 HP内に今後公開予定

詳細は5月10日公開予定の以下のサイトをご覧ください。
http://www.yamakei-online.com/yk/oze

自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ自然保護の原点へ

尾瀬国立公園

至仏山と尾瀬ヶ原 燧ヶ岳と尾瀬沼

三条ノ滝

アヤメ平 田代山

帝釈山

会津駒ケ岳平滑ノ滝

尾瀬山小屋宿泊券
アウトドア用品など

プレゼント

尾瀬保護財団 HPはこちら→

■ 尾瀬に行こおぜ！ キャンペーン

山のスタンプラリーアプリ「YAMASTA」を使った、尾瀬の人気エリアを巡る「尾
瀬散策スタンプラリー」を実施します。湿原や尾瀬沼など登山者・ハイカーが
一番に楽しめるコースを設定しました。その他、登山チェックインポイントと、
もっと尾瀬の色々な場所を楽しんで欲しいという思いからスペシャルチェックイ
ンポイントもご用意しています。組み合わせ次第で楽しみ方が広がるイベントで
す。皆様のご参加お待ちしております。

【開催期間】6月 1日（木）～10月 22日（日）
【特典内容】達成度合いに応じて、特製ピンズが抽選で当たるほか、

参加者全ての方に特製缶バッジ（なくなり次第終了）
をプレゼント

【チェックインポイント】鳩待峠、山ノ鼻、牛首分岐、ヨッピ吊橋、東電小屋、
 元湯山荘、見晴、沼尻、尾瀬沼山荘
【登山チェックインポイント】至仏山、燧ヶ岳
【スペシャルチェックインポイント】奥只見船着場、田代山・弘法大師堂、
 尾瀬檜枝岐山旅案内所、大清水入山口

アプリ「YAMASTA」のダウンロードはこちら→

山と渓谷社 Presents

尾瀬散策スタンプラリー

特典イメージ

１０周年記念
イベントガイド



環境省、福島県、群馬県、新潟県、檜枝岐村、南会津町、片品村、魚沼市、尾瀬檜枝岐温泉観光協会、南会津町観光物産協会、
（一社）魚沼市観光協会、東京電力（株）、東京パワーテクノロジー（株）尾瀬林業事業所、尾瀬山小屋組合、（公財）尾瀬保護財団（事務局）

作成：尾瀬国立公園１０周年記念事業実行委員会

第13回魚沼市
フォトコンテスト

金精道路開通セレモニー

第22回ＮＨＫわたしの尾瀬
フォトコンテスト

利根沼田みのりの里
スタンプラリー

第４６回尾瀬ごみ持ち帰り
運動

第２９回魚沼夏の雪まつり

第22回会津高原たていわ
夏まつり

望郷ライン・
センチュリーライド2017

南会津そばウォーク

第３回尾瀬の郷
かたしな秋の奏

梅沢富美男劇団片品村
特別講演

片品村収穫祭

里山まつり
食まちうおぬま秋の陣

4月1日（土）～
 9月30日（土）

4月25日（火）
10：30～12：00

６月上旬～
 １0月下旬

6月中旬～
 11月末

6月3日（土）

7月22日（土）～
 23日（日）
10：00～16：00

7月29日（土）

8月27日（日）
7：00～16：30

9月3日（日）
7：30～

9月8日（金）
開演15：00～

9月16日（土）
10：30～／15：30～

9月17日（日）
10：00～15：00

10月7日（土）
9：30～15：00

開催日時 実施場所名　　称 実施内容 主　　催 問い合わせ先

協会が募集するフォトコンテスト

国道１２０号線開通式

尾瀬の「風景」「動植物」など４部門の
フォトコンテスト

利根沼田地域の観光農園等の周遊を
促すスタンプラリーイベント

利用者にごみ持ち帰りの実践などを
呼びかけることで、環境保全への関心
と理解を深めます。

雪山、ステージイベント、つかみ取り　
など

ステージイベント、食品関係出店、
花火　など

望郷ラインを走行するサイクルイベント

たかつえエリアのそば畑を楽しむ
ウォーキングイベント

「ふれあい歌謡ステージ」演歌歌手７名
によるNHK公開録音

人情時代劇、梅沢富美男オンステージ　
など

片品村村内収穫祭り、
梅沢富美男特別出演

ステージイベント、魚沼の食提供　
など

（一社）魚沼市観光協会

片品村

ＮＨＫ「わたしの尾瀬」
実行委員会

利根沼田みのりの里
プロジェクト実行委員会

群馬県、福島県

夏の雪まつり実行委員会

会津高原たていわ
夏まつり実行委員会

望郷ライン・センチュリー
ライド実行委員会

南会津そばウォーク
実行委員会

片品村
片品村観光協会

片品村観光協会

片品村収穫祭実行委員会

魚沼市、食まちうおぬま
イベント実行委員会

（一社）魚沼市観光協会
☎025-792-7300

片品村観光協会
☎0278-58-3222

尾瀬に行こおぜ！事務局
☎03-6744-1907

ＮＨＫ前橋放送局 ☎027-251-1711
尾瀬保護財団 ☎027-220-4431

群馬県利根沼田農業事務所
農業振興課 ☎0278-23-0188

尾瀬保護財団☎027-220-4431

（一社）魚沼市観光協会
☎025-792-7300

会津高原たていわ夏まつり実行委員会
☎0241-64-5677

望郷ライン・センチュリーライド
実行委員会 ☎0278-22-4338

南会津そばウォーク実行委員会
☎0241-64-5677

片品村観光協会
☎0278-58-3222

片品村観光協会
☎0278-58-3222

片品村収穫祭実行委員会事務局
☎0278-58-2112

（一社）魚沼市観光協会
☎025-792-7300

魚沼市

片品村菅沼

利根沼田地域の観光農
園や農産物直売所など

鳩待峠、大清水、沼山峠

第４６回尾瀬ごみ持ち帰り
運動6月11日（日）

利用者にごみ持ち帰りの実践などを
呼びかけることで、環境保全への関心
と理解を深めます。

福島県 尾瀬保護財団☎027-220-4431田代山
猿倉登山口

いこ尾瀬！ ウィーク7月3日（月）～
 7月9日（日） (株)山と渓谷社一部山小屋やビジター

センターなど
尾瀬で食べたいコーヒー等のプレゼント、
登山用具の展示、フォトトレッキングツアー　
など

魚沼市大湯温泉

会津高原たかつえ
スキー場スペーシア前

昭和村・
総合運動公園

会津高原たかつえ
スキー場スペーシア前

片品村文化センター

片品村文化センター

片品村文化センター、
村の産物屋「かたしなや」
など

魚沼市干溝
雪のコロシアム

その他のイベント一覧

※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。～高山植物咲き乱れる 尾瀬の名峰山開き～

【開催日】 ５月19日（金）
【開催場所】 尾瀬ぷらり館
【開催内容】 舞茸汁や甘酒のふるまい、
 先着50名様に記念品進呈
【問合せ】 片品村役場むらづくり観光課
 TEL0278-58-2112 

片品村

■ 第37回尾瀬山開き

【開催日】 ６月10日（土）～25日（日）
【開催場所】 馬坂峠登山口
【開催内容】 先着1000名様にオリジナルピンバッジ進呈
【問合せ】 尾瀬檜枝岐山旅案内所
 TEL0241-75-2432

■ 第12回帝釈山・台倉高山
　「オサバグサ祭り」

檜枝岐村

【開催日】 ６月11日（日）
【開催場所】 猿倉登山口
【開催内容】 安全祈願祭式典、御神酒のふるまい、
 先着600名様に記念品進呈
【問合せ】 南会津町観光物産協会舘岩支部
 TEL0241-64-5677 

■ 第52回田代山山開き

南会津町

【開催日】 7月1日（土）
【開催場所】 滝沢登山口
【開催内容】 先着400名様にオリジナルピンバッジ進呈
【問合せ】 尾瀬檜枝岐山旅案内所
 TEL0241-75-2432

■ 第47回会津駒ヶ岳夏山開き

檜枝岐村

【開催日】 7月1日（土）
【開催場所】 鳩待峠登山口
【開催内容】 安全祈願式典、先着で記念品進呈
【問合せ】 尾瀬戸倉観光協会
 TEL0278-58-7263 

■ 至仏山山開き

片品村

【開催日】 ７月２日（日）
【開催場所】 御池登山口、長英新道登山口、見晴新道登山口
【開催内容】 登山口３箇所にて先着200名様に
 オリジナルピンバッジ進呈
【問合せ】 尾瀬檜枝岐山旅案内所
 TEL0241-75-2432

■ 第16回燧ヶ岳夏山開き

檜枝岐村


