
北志賀高原 竜王マウンテンパーク KITA-SHIGA KOGEN RYUOO MOUNTAIN PARK

67%
CHANCE TO SEE

1,770m
ALTITUDE OF

166
OUR WORLD BIGGEST ROPEWAY COULD 
CARRY 166 PASSENGERS IN ONETIME

SORA teracce Cafe

We open from

TRY OUR QUALITY COFFEE, BEERS
& FOODS AT THE TERRACE.

9 : 00-19 :00



標高1,770ｍの急斜面に建てられた雲の上のテラスからは、長野市や
小布施町、中野市に飯山市、木島平村などを一望でき、条件が揃えば
雲海が広がります。それは訪れた人にしか味わえない幻想的な世界です。

夕方になると同じ目線で北アルプスに沈む夕陽が見れるサンセットスポ
ット。雲と夕陽が繰り出す幻想的な空の色は、同じ景色とは思わせない
特別な場所を提供してくれます。1日の旅の思い出を SORA terrace 
で振返ってみてはいかがですか？

●山麓の気温が下がる朝や夕方の時間帯
●山麓から山頂を見て雲 ( 霧 )が
   かかっている時
●夏の夕立など急な雨が降った後
●日中との気温差が大きい時

雲海が出るパターン

◀ 2016年グリーンシーズンの雲海が発生した日数
    ※竜王マウンテンパーク調べ

9:00～19:00
大人 2,200円 ・こども 1,100円

2017年 6月 3日～11月5日

※最終上り乗車 18:40

主催：旅行新聞新社
2016年 12月発表

営業期間

営業時間

往復料金

世界最大級の166人乗りロープウェイ“
VESSEL”に乗って絶景の山頂へ。標高980m
の山麓駅から標高1,770mの山頂駅まで、約
8分間の空中散歩をお楽しみいただけます。

竜王ロープウェイ

ソラテラス & 雲海

Ropeway

%

Sea of Clouds

迫力を動画を
ご覧ください！
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天の川を望む星空

※ロープウェイ20分間隔で運行
※最終上り乗車　20:40

開催時間：
20:00~20:15（15 分間）

天の川や星空、月を見上げなが
ら天体の説明を聞いて星空デ
ビューしませんか。
※星空が見えない場合、室内イベント
に変更になる場合があります。

ナイトクルーズ営業日には湯田中駅からの
無料シャトルバスが運行します。 事前予約
制となりますので、前日までにお申し込みく
ださい。

スターガイドと見る天の川

竜王ロープウェイ発

ナイトクルーズ日程

営業時間 

星空観賞会

Moon & Stars

日が暮れる前にロープウェイに乗れば
サンセットも見ることが可能。 ※天候次第
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ナイトクルーズ特別バス

約 分20

連日営業

19:15

20:10 / 21:10

湯田中駅発

【要予約：0269-33-7131】

星空ナイトクルーズ

星を掴みに、標高1,770mの大自然に繰り出し
ませんか？星の光に照らされたハンモックに寝
そべり、竜王の夜空を飾る天の川を見に来て下
さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　 
※ハンモックの数には限りがございます。　　　　　　　　
※防寒対策をお勧めします。



幻の花
ヒマラヤの青いケシ

「高山植物の女王」コマクサ、
ヤナギラン、絶滅危惧種の花
など約150種類が季節に合
わせて咲き誇ります。

山頂駅舎から気軽
に歩いて行くことが
できます。

レストラン

レストラン
「ローザンヌ」

「ヒマラヤンブルー」と言われる神秘的な色は、一度見ると目
に焼きつきます。本来、標高3,000～5,000mの高地に自生
する花で、暑さに弱い為、栽培は簡単ではありません。
高所で短期間しか咲かないために「幻の花」とも呼ばれ、色鮮
やかなヒマラヤンブルーは天上の妖精とも言われています。

●例年開花時期：6月下旬～8月上旬

山野草ガーデン

Wild Flower Garden 日本最大級5,000株

※夏季休業

竜王湿原 ▶

水芭蕉　
6月上

旬

コマクサ　
6月
下旬

ヤナギラン　8月上旬

小竜王
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大自然を満喫しながら北志賀高原の
隠れた魅力を発見。夏は緑、秋には紅
葉いっぱいの森林浴で癒されながら、
北信州が一望できる眺め、湿原、山野
草、動物達の姿を楽しむことができま
す。季節ごとに姿を変える自然を体験
できます。

トレッキング ソラテラス ウェディング
雲の上でのハッピーウェディング。
大切な人と一生の思い出をつくりません
か？澄んだ空気・絶景・雲海・サンセットあ
らゆるシーンで思い出に残るウェディング
撮影を演出いたします。

SORA te�ace Wedding

Colored Leaves

Trekking

紅葉
竜王の紅葉は、ダケカンバや白樺、ブナの木
などが多い為、鮮やかな黄色に染まるのが特
徴。ロープウェイに乗れば、黄色のじゅうたん
を眼下に、素敵な空中散歩をお楽しみいただ
けます。
秋の紅葉は、10月上旬から見頃を迎えます。



テラス隣接の  「SORA terrace cafe」 では雲の上をイ
メージしたふわふわのデザートスフレや、竜王名産ネマガ
リダケが入ったクリーミーなスープを、雲海に見たてたパ
イで包んだ「雲海パイ包みスープ」 といったおしゃれな
メニューをご用意しています。

ソラテラスカフェ

❷ 雲海パイ包みスープ
竜王名産ネマガリダケが入っ
たクリーミーなスープをサク
サクのパイで包みました。

❶ SORAコーヒー
竜王オリジナルブレンド。
マシュマロを浮かべれば、
あなただけの雲海が広がります。

❸ スカイソーダ
刻々と移り変わる竜王の空を
イメージしたオリジナルドリ
ンク。(右からサンセットオ
レンジ、サンライズレモン、
ブルースカイライム )

❷

❸



素晴しい自然に恵まれた北信州が織りなす四季、

情緒あふれる湯田中渋温泉郷をはじめ、

「見る」「食べる」「体験する」を一度に楽しめるエリア。

温泉、果物狩り、温泉に入る猿、蕎麦など

北信州でしか体験できない魅力がいっぱい。

オヤマボクチを使って打ったコシのあ
るそば。北志賀高原の風土で育った
そばは、風味・香りが良いと評判。

長野県北東部に位置し、スキー
場と温泉街で有名。 十三軒ある
共同浴場も特徴の１つ。 

湯田中温泉は1,350年に発見され、長命長寿
の湯と言われ、温泉に入れば病を癒し、健康で
長生きすることができると言われています。

志賀高原の清流と清純な空気に育
まれ、夏冬・昼夜の寒暖差が特に
激しい山ノ内町はフルーツの糖度が
高いと言われています。

猿が温泉に入っている姿が観賞でき
る地獄谷野猿公苑。近年外国人に大
人気で、日本の代表的観光地として
紹介されています。

須賀川そば

野沢温泉

至富
山・
金沢

妙高山
斑尾山

長野県の県庁所在地でもある長
野市は、善光寺の門前町としても
有名。豊かな自然と文化に溢れ、
数多くの文化財があります。

長野・善光寺

「栗と北斎と花のまち」として有名な小布施
町は、歴史的遺産を活かした町並みに、栗
菓子をはじめ多くの和菓子店があります。

小布施

地獄谷野猿公苑

志賀高原

竜王山

湯田中温泉

渋温泉信州フルーツ
情緒あふれる石畳の温泉街。浴衣と下
駄を身に付け、外湯めぐりや温泉地なら
ではの射的なども楽しめます。

竜王竜王

北陸新幹線

長
野
電

鉄線

飯山市は多くの寺社が点在する城下町。
人形の世界とふるさとの原風景が楽しめ
る、高橋まゆみ人形館が有名。

飯山

周辺観光案内



ht tp://www.ryuoo.com/

湯田中駅発　　　　　　8:40・10:00・11:30・13:00・14:20・15:30・16:30
竜王ロープウェイ発　　10:30・12:00・13:30・14:50・16:00・17:00・18:40

湯田中駅発　　　　　　19:15
竜王ロープウェイ発　　20:10・21:10

※ご予約が無い場合は、運行しない場合がございます。ご了承ください。

長野電鉄湯田中駅 ⇔ 竜王ロープウェイ間無料送迎バス

ご予約は前日17:00 まで　事前予約制

事前予約制

Access

ナイトクルーズ特別バス
※ナイトクルーズ営業日のみ運行

 〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬 11700 

最新情報はホームページやSNSをチェック！

☎

パンフレットの記載内容は作成時点のものであり予告なしに変更する場合もございます。

0269-33-7131
お問い合わせ
送迎ご予約

長野市

松本市


