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Access

09:14 - 10:01
10:09 - 10:56
11:04 - 11:51
12:31 - 13:16
13:54 - 14:41
15:41 - 16:26
17:04 - 17:51
18:50 - 19:35

08:20 - 09:08
09:15 - 10:03
10:10 - 10:58
11:40 - 12:26
13:00 - 13:48
14:50 - 15:36
16:10 - 16:58
18:00 - 18:46

【苗場プリンス】発
from Naeba Prince.

国道17号

LABYRINTH
here

■ 車     by Car

関越自動車道月夜野I.C.から国道17号で33km / 約45分
from Tsukiyono I.C. (Kanetsu Expressway) 33 km / 45 min by R17

関越自動車道湯沢I.C.から国道17号21km / 約30分
from Yuzawa I.C. (Kanetsu Expressway) 21 km / 30 min by R17

■ 電車 + バス,タクシー     by Train + Bus or Taxi

最寄り駅：上越新幹線「越後湯沢駅」 
Closest Station : Echigoyuzawa station. (Joetsu Shinkansen)

東京からMAXたにがわにて約1.5時間 
1.5 hours by MAX Tanigawa from Tokyo station.    (￥6,690)

新潟からMAXたにがわにて45分
45 min by MAX Tanigawa from Niigata station.    (￥5,440)

   ＊ 時間、車両によって料金時間は異なります。
   Exact price and time depends on the train.

タクシーを利用する場合  【越後湯沢駅前】～【会場】 約￥7,000     
by Taxi  about 7,000 Yen

 ○ 湯沢タクシー
 ○ アサヒタクシー
 ○ 魚沼交通

バスを利用する場合  【越後湯沢駅前】～【苗場プリンス】 ￥650     
by Bus  [Echigo Yuzawa sta.] - [Naeba Prince] 650 Yen

        ○ 南越後観光バス　025-784-3321

【湯沢駅前】発
from Yuzawa sta.
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苗場プリンスホテル
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至 東京
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025-784-2660
025-784-3410
025-784-2025



ホワイトパレス

サニーみつば

苗場プリンス

王子ペンション

スプリングスホテル
グランブルー

わらび荘

シュプールイン

苗場スキー場入口

浅貝
至月夜野
to Tsukiyono

至湯沢 
to Yuzawa至グリーンランド
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BUS
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交番 /POLICE

湯沢タクシー

アサヒタクシー

魚沼交通

025-784-2660

025-784-3410

025-784-2025

ゆきぐに大和病院  (南魚沼市浦佐4115)

休日救急診療所  (南魚沼市六日町185-1)

ゆきあかり診療所  (南魚沼市下一日市855)

※休日の診療当番に関しては、エントランス／本部にあるリストを御確認下さい。
Check at the gate to see which hospitals are open on the weekend.

朝8時～夜中3時まで営業

025-777-2111

025-773-6688

025-788-0760

Town Map

会場と宿屋が並ぶ浅貝地区を結ぶシャトルバスは
13日15:00から15日20:00まで、随時運転しております。
会場～浅貝の所用時間はおおよそ20分です。
バスの頻度や本数、運行ルートは、状況によって異なりますので、ご了承下さい。
A shuttle bus between the town and venue will be running constantly
from 3:00 pm on Saturday the 13th to 8:00 pm on Monday the 15th.
It takes around 20 minutes from venue to town. 

The hot spring is 
open from 8AM to 3AM

Taxi companiesHospitals
タクシー

Shuttle bus
シャトルバス

病院

Spa
雪ささの湯



Parking

メインフロア
Main Floor

エントランス
Entrance

1

2

3

ボードウォーク
Boadwalk

シャトルバス停留所
Shuttle Bus Stop

第1駐車場
要駐車券(2000円) / 出入れ不可

P1
Parking Ticket(2000 yen) / No Re-Entry

第2駐車場
要事前駐車券 / 出入れ不可

P2
Parking Ticket(2000 yen) / No Re-Entry

第3駐車場
駐車券不要 / 出入れ可

P3
Free / Free to Re-Entry

2014年より、駐車場の入場待ち混雑を避けるため、事前チケット制とさせて頂きました。詳細は以下の通りですのでご注意下さい。
● 第1／第2駐車場：要駐車券(2000円 完売済) 
　※イベント中の車の出し入れ不可
　※ 会場までの移動は徒歩
● 第3駐車場(苗場プリンスホテル近辺)：駐車券不要(無料) 
　※車の出し入れ自由 
　※会場までの移動はシャトルバスか、ボードウォーク(昼間のみ 約30分)

To prevent parking confusion, parking at this year’s event is ticketed.
* Access to Parking Lots #1 and #2: Parking ticket required (these are SOLD OUT).
* There is NO RE-ENTRY for Parking Lots #1 and #2. If you have a ticket but leave during the event, you will have to park in Parking Lot #3 on your return.
* Please drive slowly and carefully along the road to the venue.
* Access to Parking Lot #3 (close to the Prince Hotel): Free.
* From Parking Lot #3, there is a shuttle bus to the venue. During the day, the forest boardwalk path to the venue is also open. This lovely walk is around 30 minutes.

シャトルバス停留所
Shuttle Bus Stop

BUS

BUS



BBQ

キャンプ場
Camp site

キャンプ場
Camp site

キャンプ場
Camp site

立入禁止エリア
Keep out

立入禁止エリア
Keep out

メインフロア
Main floor

受付 / 本部
Gate / Info 
Lost & Found

バー Bar

第2駐車場
Parking 2

第1駐車場
Parking 1

エコステーション
ECO Station

水道 Water
BUS

WC

WC

WC

WC

WC

WC

出店エリア  Shop area

Floor Map

水道 Water

水道 Water

シャトルバスは
ココから出発。

トレイ脇の水場での洗い物禁止。
食器等を洗う時は
BBQエリアでお願いします。

落としものはコチラ。

会場内での煙草のポイ捨てはやめましょう。

○ テントは指定されたエリアにお願いします。
○ キャンプ場では火気厳禁です。
○ BBQ等はBBQエリアでお楽しみください。
○ 撤収時は必ずペグを抜きましょう。

Lost & Found is here.

キッズスペース
Kids Space is here.

Please don't throw away your cigarette butts on the �oor. 会場内で個人用のスピーカーを
使った音出しは禁止です。
No independent sound systems are allowed.

一度駐車した車両はお帰りになるまで
出し入れが出来ません。
移動にはシャトルバスをご利用下さい。
There is no re-entry for cars after you park in Parking Lots #1 and #2. 
To get back and forth from the venue to town, 
please use the free shuttle bus.

* Please camp in the designated areas. 
* Open �ames are strictly prohibited in the camp area. 
* Please use the BBQ area for all cooking.
* Please remove all camping pegs from the ground when you pack up your tents

The shuttle bus leaves 
from here.

Don't wash things with the water 
next to the toilets. Please wash all eating 
utensils in the sinks in the BBQ area.

○ 入場時にお渡しするリストバンドは再発行出来ませんので、絶対に外さないでください。
○ ダンスフロアへのペットを連れての入場はお断りします。
○ デコレーションを含む会場内の設備を破損させた場合、弁償して頂きます。
○ 録画／録音／ジャンベ等の演奏は一切禁止ですのでご協力下さい。

本イベントは基本的には雨天決行ですが、台風等の直撃や落雷により、止むを得ず中止になる可能性も御座います。
短時間である程度以上の雨量が続いた場合、川の氾濫や土砂崩れ等の可能性が高まり非常に危険です。
万が一の事故等における責任は負いかねますので、中止の際はスタッフの誘導に従い速やかに避難して下さい。

* We cannot reissue lost wristbands. Please don’t take them off.
* Please do not bring any pets to the dance �oor.
* Also do not bring djembes, drums, or any other musical instruments onto the �oor. We make the music.
* Do not �lm the dance �oor or the stage. It is a violation of people’s space and privacy.

河川エリアは雨で増水するので危険ですので、
立ち入り及びキャンプは一切禁止です。
Entering the river area is dangerous and strictly prohibited by the local authorities.

Natural Disasters
災害時の注意事項

The event will normally carry on in the case of rain, of which there is no shortage in Japan, but there is a chance of the event stopping temporarily or getting canceled because of typhoon winds or lightning. Signi�cant rain 
can lead to the risk of landslides or the river over�owing. We are not responsible for injuries or loss of life in the case of such disasters. If the event is suspended or cancelled, please closely follow staff instructions. 



Eco Station

○キャンプ道具などの粗大ゴミ、ビン類、ガス缶/電池などの危険ゴミ、燃えないゴミ（陶器類、缶以外の金属類など）は 回収しておりません。各自お持ち帰り下さい。
○分別していないゴミにつきましても回収/引取不可となっております。
○キャンプサイト側エコステーションにてゴミ袋を配布しております（数量限定）
○エコステーションは16日(火曜)AM9:00までです。それ以降につきましてはお持ち帰り願います。
○お帰りの際はテントの周りの清掃をお願い致します。
* We cannot accept glass bottles, gas cans, or large items (such as camping chairs or tents). These items you must bring back with you.
* Please follow the above rules carefully. The local area takes separation of garbage very seriously.
* We will distribute plastic bags for garbage at the Eco Station.
* The Eco Station is open until 9am on Tuesday. After that you must bring all garbage back with you.
* Please clean up carefully around your tent after packing up.

Please follow these guidelines for the separation of garbage:
ゴミの分別は以下の5通りになります。ご協力宜しくお願いします。

缶

ガス缶はお持ち帰り下さい。
Cans is only for beverage cans. 

We cannot accept gas cans. 
You need to take these back with you.

CANS

2
PET BOTTLES
ペットボトル

キャップは必ず外し、
専用のゴミ箱へ入れて下さい。

Please take off the caps from plastic pet bottles.

3
CARDBOARD
ダンボール

紐で縛るなどしてまとめて下さい。
Corrugated cardboard for boxes, etc.

4
STYROFOAM

発泡スチロール

5

スチロール類は燃やせるゴミに
混入させないで下さい。

Styrofoam does not go in the burnables section.

16日 ( 火曜 )AM9:00 より場内の一斉ゴミ拾いを実施しております。参加可能な方は是非ご協力下さい！

BURNABLE
燃やせるゴミ

生ゴミ/ビニール類/プラスチック類も
燃やせるゴミです。

Burnable waste includes vinyl and plastic.

1

We will clean the entire venue from 9am on Tuesday. Any volunteer help is welcome!


