
規制内容 一般車輌通行止め。 但し、自転車・緊急車輌・管理車輌については除外。 

お問い合わせ 

一ノ倉沢道路適正利用推進協議会
みなかみ町役場観光商工課内 電話０２７８－２５－５０１７ 

受付時間 ８：３０～１７：１５  （平日のみ） 

みなかみ町観光協会 
電話 ０２７８－６２－０４０１ 
受付時間 ９：００～１７：００ 

規 制 日 

冬期閉鎖解除日    令和３年  5月21日（金）10:00 続けて通行規制となります。 

通行規制解除予定日 令和３年11月15日（月）10:00 続けて冬期閉鎖となります。 

規制区間 群馬県 みなかみ町 谷川岳の麓 通称一ノ倉沢道路 

国道２９１号線（谷川岳登山指導センター下～一ノ倉沢）  全長約 ３㎞ 

詳しくは裏面地図をご覧下さい。 

 一ノ倉沢道路を楽しんでいただくため 電気ガイドバス を運行しています。

♦谷川岳エコツーリズム推進協議会のインタープリターがご案内します。（予約、場所取り不可）

♦運賃は無料ですが、ガイド料金がかかります。（ガイド料片道1人500円・中学生以下無料）

♦状況によりインタープリターが同乗出来ない場合があります。

♦谷川岳ﾛｰﾌﾟｳｪｲ土合口駅ロータリーより発着します。

♦バスの定員は先着8名です。帰りも先着8名です。土日祝日や時間帯により大変混雑しますのでご

注意ください。

電気バス時刻表 

運行期間 ５／２２ ～ １１／１４の毎日 （※気象条件等により運休する場合があります。） 

谷川岳ﾛｰﾌﾟｳｪｲ発  9:30 10:30 11:25 12:05 13:05 14:00 14:55 

一ノ倉沢着  9:50 10:50 11:45 12:25 13:25 14:20 15:15 

一ノ倉沢発  10:00 11:00 11:55 12:35 13:35 14:30 15:25 

谷川岳ﾛｰﾌﾟｳｪｲ着  10:20 11:20 12:15 12:55 13:55 14:50 15:45 

ご 案 内 

谷川岳ロープウェイのご案内 

〇運行 

  8:00から17:00まで (土日祝は7:00から運行) 

〇料金 （団体料金もあります） 

 片道 1,250円 （子供 630円） 

 往復 2,100円   （子供 1,050円） 

 天神峠リフト 片道420円 往復730円 

   詳しくは 谷川岳ロープウェイ まで 

☎ 0278-72-3575
※天候等による運休はホームページをご確認ください。

路線バス時刻表 

詳しくは 関越交通(株) まで ☎ 0278-23-1111 
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距離や時間は参考値です。 

余裕を持った計画を！ 
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休憩ポイント3 

国道開削当時の石垣 
明治18年に完成した清水峠道は、現在国道291

号線として道形を残しているとともに、道の山際

には苔むした当時の"石垣"がところどころに見ら

れ、往時を偲ぶことができます。 

一ノ倉沢出合まで緩やかな道が続きます。 

休憩ポイント1 

ブナのしずく 

土合駅 

蓬峠へ 

蓬峠へ 

国道291号（舗装） 

ＪＲ巡視小屋 

ＷＣ 

国道開削当時の石垣 
トイレ土壌処理システムで環境に配慮しています。

電気は太陽光発電でまかなっています。 

※沢水の渇水時は使用できない場合があります。 

虹芝寮 

新道③ 

お食事処やおみやげ処などあります。自販機もあります！ 

谷川岳ロープウェイ（バス停） 
お車はここの駐車場に止めて下さい。（有料、小型500円 大型1,000円） 

 詳しくは谷川岳ロープウェイまで  ☎0278-72-3575 

 

 

連絡道 

(急登) 

連絡道 

(急登) 

連絡道 

 山岳資料館 ～ マチガ沢   約1.7km 歩30分 

 マチガ沢    ～ 一ノ倉沢   約1.6km 歩25分 

 一ノ倉沢  ～ 幽ノ沢        約1.1km 歩20分 

 幽ノ沢       ～ 芝倉沢    約1.9km 歩40分 

 新道入口① ～ 新道②   約1.3km 歩20分 

 新道②   ～ 新道③   約0.6km 歩15分 

 新道③   ～ 新道④     約1.6km 歩25分 

片道の距離と時間（参考値） 

どのルートでも降雨時は沢

の増水に注意！ 

 JR土合駅   ～ 山岳資料館  約1.7km 歩20分 

谷川岳 

山岳資料館 

スタート 
（WC・自販機あり） 

一ノ倉沢 

折返し 

ｽﾀﾝﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄ 
（WCあり） 

降雨時注意

橋なし 

降雨時注意 

土砂堆積 

  

  谷川岳一ノ倉沢 

       周辺マップ 
 

幽ノ沢出合 

芝倉沢出合 

崩落箇所 

注意 

P 

山岳資

料館 

谷川岳 
インフォメーション 

センター 

2021年5月２２日 

OPEN 予定 


