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

64.3%CHANCE TO SEE
SEA OF CLOUDS

LOCATED AT
ALTITUDE OF

166WORLD LARGEST
ROPE WAY

1,770m

PASSE-
NGERS

SORA terrace のライブカメラ
はウェブでチェック！

竜王マウンテンパークは日本スキー場開発グループです



 雲海発生率
2018年

夏季山頂平均気温 日没時刻

雲海が出るパターン

（長野県下高井郡）

2018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

おとな 2,500円 ・こども 1,300円

2019年 4月の土日及び 27日 ～ 5月6日
2019年 5月25日 ～ 2019年11月4日

※SORA terrace、SORA terrace cafe には
　ロープウェイにご乗車になりお越しください。

世界最大級の166人乗りロープウェイに
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。 ※最終上り乗車18:40

営業期間

営業時間

往復料金

※20分間隔で運行

※4月21日までは17:00まで
※ナイトクルーズ営業日は21:00まで

運休期間：4月平日・5月 7～24日及び 9月 2～6日

標高1,770mの急斜面に建てられた雲の上のテラスから
は、条件が合えば眼下に広がる一面の雲海を見渡すことが
できます。快晴時には、北アルプスの山々をはじめ、日本海に
浮かぶ佐渡島まで、壮大な自然の眺望が楽しめます。

夕方になると、同じ目線で北アルプスに沈む夕日が眺められ
るサンセットスポットに。雲海と夕日が織りなす幻想的な世
界は、訪れた人にしか味わえない特別な空間です。非日常感
の溢れるSORA terraceで旅の一幕を飾りませんか？

ソラテラス & 雲海

● 山麓の気温が下がる朝や夕方の時間帯
● 山麓から山頂をみて雲 (霧 )がかかっている時
● 夕立など急な雨が降った後
● 日中との気温差が激しい時
● 霧の中でも空に日差しが見えた後の時間帯

標高 1,770m の急斜面に建てられた雲の上のテラ
スからは、条件が合えば眼下に広がる一面の雲海を
見渡すことができます。
夕方になると、同じ目線で北アルプスに沈む夕日が
眺められるサンセットスポットに。雲海と夕日が織
りなす幻想的な世界は、訪れた人にしか味わえない
特別な空間です。
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サンセットを見るなら時刻は、下記日没の
1時間～1時間30分前くらいからがおすすめ！

6月

7月

8月

9月

10月

SORAterraceのある山ノ内町はその
名の通り山々に囲まれた盆地。
日本海から流れてくる湿った風が山に
ぶつかることで雲海を作り出し、四方
が山に囲まれていることで逃げ場が少
なく空気が溜まりやすいため、天候状
況によっては1日中雲海を眺めること
もできます。
雨上がりにも、降雨によって地面は多
くの水分を蓄え、雨が上がり晴れると
気温が下がり空気中に含んだ水蒸気
が冷えて霧から雲となり、雲海となりま
す。
雲海の発生条件に恵まれたSORA 
terraceからは刻一刻と移り変わる絶
景や雲海を眺められ、非日常感を味わ
うことができます。

標高の高いSORA terraceは夏でも最高気
温は25℃を上回る日はほとんどなく、東
京との平均気温差は10℃以上と、日中で
も涼しく過ごせます。
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Superb View

Sunset

竜王ロープウェイ
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ゆったりとくつろぎながら雲の動きを
見渡せるソファスペースをはじめ、
テーブル席やカウンター席など、テー
マに合わせた座席を設置。暖炉ス
ペースとカフェバーがラグジュアリー
な空間を演出しています。
店内の 3 か所に流れるプロジェク
ションマッピングは夜だけの特別な
演出です。

ソラテラスカフェ

Food & Drink

Recommend Menu

雪下人参のペペロンチーノ
雪の下で一冬を超えることで通常より糖度が
増した雪下人参の千切りをパスタにトッピング
しました。秋には信州産きのこを使用します。

雲海マシュマロ
竜王オリジナルブレンドの珈琲
に雲海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。

ナガノパープルやシャインマスカットなど、
季節に合わせた信州の特産フルーツを贅沢に
使用しました。季節限定。

雲海パイ包みスープ 

地元産フルーツのスムージー

人気のスカイソーダ
竜王名産のネマガリダケが入ったクリーミー
なスープを雲海に見立てたパイで包みました。

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。

Fruit

Smoothie!

Local

FOOD

DRINK (CAFE BAR)

10:00～18:00

09:00～18:30



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も特別運行します。

竜王ロープウェイ発

星空ナイトクルーズ 無料特別バス

18:00 / 19:20
20:10 / 21:10

約30 分

湯田中駅発

星空ナイトクルーズ営業日

まで

北斗七星や織姫星、彦星など、聞いたこ
とはあるけれど夜空でその星を見つけ
られない、天の川を肉眼で見てみたい。
そんなあなたの星空デビューを実際に
出ている星の紹介をしながら、スターガ
イドがお手伝いします。

開催時間
20:00～20:15 
※天候によっては室内開催に変更になる場合
があります。

星空ソムリエと見る天の川
星空観賞会

13（土）／14（日）／20（土）／27（土）

3（土）／10（土） ～17（土）／24（土）／31（土）

7（土）／14（土）／15（日）／21（土）／22（日）／28（土）

5（土）／12（土）／13（日）

7月

8月

9月

10月
出発時刻

※日中からの通し営業となります
※ロープウェイ20分間隔で運行営業時間 ~21:00 最終上り乗車 20:40
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所用時間 

標高 1,770m の SORA terrace で
満天の星空を眺めませんか？
標高が高い、街明かりが届かない、空
気が澄んでいる、という星空観賞に最
適な条 件を満たしている SORA 
terrace からは、肉眼で頭上を流れる
天の川を見ることができます。
屋外にはハンモックもあり、寝そべり
ながら星空を眺めることもできます。
また、夜になると SORA terrace 
cafe 内では夜だけの特別な演出とし
てプロジェクションマッピングを投影
しており、星空が出るのを待つ間も店
内でゆっくりとお過ごしいただけます。

※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

星空ナイトクルーズは様々な体験の仕方があります。
夕方頃からイスやレジャーシートをセットして、ベストポジ
ションで日が暮れるのを待つのも良し。日が暮れてからロー
プウェイで上がってきて夜景＆星空観賞と、夜だけの特別
な時間を味わうこともできます。
天候次第では、雲海＆サンセットの後に、満天の星空が眺
められる贅沢な 1 日を過ごせるチャンスも。

 ※ 20:00からの鑑賞会に
　  ご参加いただけます

NIGHT
CRUISE

Moon & Stars

Night Cruise

free!



Wild Flower
Garden
Map 6月中旬から8月上旬にかけては「高山植物

の女王」コマクサが、8月から9月にかけては
ヤナギランやオヤマリンドウなど、約150種
の高山植物が季節に合わせて咲き誇ります。

山野草ガーデン

幻の花
ヒマラヤンブルーポピー
(ヒマラヤの青いケシ )

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

竜王湿原

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 terraceから歩いて約20分の
所にある竜王湿原では、水芭蕉など湿
地帯で見られる花が咲いています。
見頃は6月上旬。
湿原周遊：約20分

RYUOO MOUNTAIN PARK 09RYUOO MOUNTAIN PARK08

「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。

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。

Mountain & �owers

More Content

NATURE
SEEN

日本最大級約5,000株
例年開花時期
6月下旬～8月上旬

竜
王
湿
原

▲



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。

40分

00分

60分

35分

30分

30分

35分

50分

90分

草津温泉

竜王からの所要時間

周辺観光案内
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湯田中駅発　　　　   ▶   08:50／ 09:50／ 11:00／ 12:30／ 14:00／ 15:20／ 16:30

竜王ロープウェイ発   ▶   10:30／ 11:50／ 13:30／ 14:50／ 15:50／ 17:30／ 18:50

定期便（予約不要）

湯田中駅発　　　　    ▶     18:00    ／  19:20                

竜王ロープウェイ発    ▶      20:10    ／  21:10

長野電鉄 湯田中駅  ◀▶ 竜王ロープウェイ間 

星空ナイトクルーズ特別バス
星空ナイトクルーズ営業日のみ運行
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※シャトルバスの運行はロープウェイの営業に準じます

More spots 

Shuttle Bus

AROUND
SORA
terrace

30分

BY  CAR

BY  TRAIN

軽井沢

飯田市

Location & Access

Address 無料シャトルバス

安代・渋温泉郷 スノーモンキー（地獄谷野猿公苑）

〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬11700
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