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越後湯沢駅
（西口）から
約800m
徒歩約8分

上越新幹線で
東京→越後湯沢
約70分

関越自動車道
湯沢I.C.から
約3km
車で約5分

★

越後湯沢駅

滑る、遊ぶ、味わう、くつろぐ。
白銀のワンダーランドで冬のレジャーをすべて満喫。湯沢高原スキー場

●新幹線のご利用

●マイカーのご利用

湯
沢
高
原 

サマーフェア2013湯沢高原「春の雪まつり」

湯沢スイーツBEST3

雲の上の展示室

秋風フェスタ

Event
♪

湯沢高原は楽しいイベントが盛りだくさん！Restaurant 南魚沼を一望しながら“景色”と“食”を堪能！ Shop 地元の味やお土産をショッピング！

コスモスまつり

花・水・木プラン

大人2,500円（税込） こども1,800円（税込） 期間 5月中旬～10月下旬

プラン内容

1日たっぷり
楽しみたい方に
オススメ！

お帰りは温泉を楽しんでから。Hot Springs

さらにお得!!「得々シーズン券」

5,000円
2,500円

8,000円
5,000円

お得!! 湯沢高原ロープウェイ 2013グリーンシーズン券

秋山庄太郎記念 第21回湯沢高原 フラワーフォトコンテスト
第20回
受賞作品「コマクサの湯」

「お食事処コマクサ」

ACCESS

www.yuzawakogen.comスマートフォン向け公式サイトからもアクセス。いつでもどこでも情報をチェック!

公式アカウント@yuzawakogenでリアルなお天気、営業情報をつぶやいています。

湯沢高原公式フェイスブックで「いいね！」を押してコミュニティにご参加ください。

ホームページにはいろいろな情報が満載です。下記も随時更新中です。
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越後湯沢駅
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TEL. 025-784-3326 
〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢490

www.yuzawakogen.com （PC）
www.yuzawakogen.com/m/（携帯）

東京方面（練馬I.C.）
関越自動車道 約120分

湯沢I.C.
一般道路
約5分

新潟市内（新潟中央I.C.）
関越自動車道 約90分

徒歩 約8分
東京駅

上越新幹線 約70分
越後湯沢駅

P

無料駐車場

ロープウェイ
ステーション
（越乃山麓舍、
 純米屋、
 コマクサの湯）
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パノラマ
ステーション

湯沢高原
山頂エリア

・アルプの里　・ユリ園
・レストラン「エーデルワイス」
・レストラン「アルピナ」
・各種アクティビティ

湯沢
I.C.

山麓の｢布場エリア｣と山頂の「高原エリア」の2つのエリア。山頂へは大型ロープウェイが運行しており、
アクセス良好。美味しい食事と温泉で、アフタータイムもお楽しみください。（12月オープン予定）

4月27日（土）～5月6日（月・祝）
パノラマステーション前、特設会場では、雪
だるまがお出迎え！！ソリや遊具で遊ぶ「雪遊
びパーク」やアルプスの民族演奏「エーデル
ワイス・ムジカンテン公演」、食のテント市な
どさまざまな催しがいっぱい。

●営業時間 9:00～16:00（ドリンク）・11:00～15:00（フード）

●営業時間 9:30～16:00（ラストオーダー）

新潟コシヒカリや越後もち豚など郷土の名産をはじめ、季節の食材を使ったバラエティー
豊かで美味しいメニューが充実。

本格イタリアンと薪のかまどで１枚1枚香ばしく焼き上げた自慢のピッツァを、生ビールやワ
インと共にお召し上がりください。

10種類のジェラートをはじめ、軽食やお
飲み物がお楽しみいただけます。

オープンカフェ・スウィート タイム
では、ベルギービールをはじめ、各
種ソフトドリンクやオリジナルデ
ザートなどをご用意しております。

●営業期間 5月18日（土）～11月4日（月・祝）
●営業時間 9:30～16:30（ドリンク）
 11:00～15:00（フード）

●営業時間 8:30～１７：００

酒麹と水のみを使用し、杜氏がその
技術を尽くしてつくる自慢の「純米酒」
を各種取りそろえています。

5月18日（土）～11月4日（月・祝）
レストラン・エーデルワイス内にて湯沢高原
フラワーフォトコンテストの入賞作品と秋山
庄太郎作品を展示しています。

7月20日（土）～8月25日（日）
アルプの里スタンプラリーや森の工作コー
ナー、ジップラインも特別時間にて営業。
また、お盆期間は大道芸人のパフォーマン
スショーや食のテント市など、イベントが盛
りだくさん。

9月21日（土）～9月23日（月・祝）
大道芸人や食のテント市、ストラックアウト、
森の工作コーナーなど催し満載。

10月12日（土）～10月14日（月・祝）
秋空テント市に
て、名物きのこ
汁をはじめ、魚
沼産コシヒカリ
を使用したお
にぎりや、もち
豚の串焼きの
販売を行いま
す。秋の味覚を絶景とともにご賞味ください。

● ほど良い酸味の秘密
は佐渡のクリームチー
ズ。しっとりとした濃厚
な風味。

● ほろ苦いチョコレートの風味を引き立て
るのは、雪に育まれた越後魚沼の清酒
と酒粕。

●湯沢高原オリジナル！
バニラの風味豊かな
バウムクーヘンです。

●営業時間 10:00～18:00　
 ※毎週火曜日は定期清掃のため12：00より営業 
●入浴料 大人：500円/こども：300円 
　貸しタオルセット 200円

そばやうどん、丼物などのお食事が召し上がれます。
●営業時間 11:00～15:00

特製カレーラーメン 
850円（税込）

ジェラート350円（シングル、税込）

米どころ自慢の米菓、地酒を使ったケーキやチョコが大集合。他にも安田牛乳
の製品・越後のもち豚など、新潟の伝統食材・フレッシュフーズが目白押しです。
●営業時間 8:30～１７：００

6月1日（土）～9月30日（月）
湯沢高原に咲き誇る貴重な花々やアルプの里の思い出を写
真に撮ってみませんか？プロ・アマ問わずどなたでも気軽に
応募できます。応募作品は、〈花の部〉〈スナップの部〉〈ビギ
ナーの部〉各部で審査いたします。

第20回 花の部 秋山庄太郎賞　
早川恭弘「太陽に近い花」

60席

「純米屋」
ロープウェイ
山麓ステーション１Ｆ

綿雪タルト
1,160円（税込）  6個入り

雪国レンガ
1,160円（税込）  6個入り

高原のしっとりバウム
1,050円（税込）

じゅん まい や

開放的な展望レストラン レストラン「エーデルワイス」
180席

高原の花を眺めひと休み アルプの里 「軽食ガレバハウス」
ロックガーデン前／70席

本格ピッツァがオススメ レストラン「アルピナ」 
100席

高原カフェはメニューが充実 !

1位

こし しゃろくさんの

演奏会やパフォーマンスなど、高原のイベントを楽しもう。季節の食材を使った郷土の特色あるメニューに大満足 ! 地元特産のスイーツやお酒をラインナップ !

ステーキ野沢菜
チャーハン

※料理内容は季節により変わる場合がございます。 ※サマーボブスレーは雨天中止。ゴーカートは土・日・祝日のみ営
業となります。ただし、夏休み期間は毎日営業。 ※10名様以上の場合は、あらかじめご予約ください。

湯沢高原弁当

2位

3位

※ボブスレー・やまびこリフトは7月中旬営業開始　※お申し込みは、チケット売場までお越しください。
※大人券・こども券のご購入には顔写真をご用意ください（タテ3cm×ヨコ2.4cm）。

シーズン中、ロープウェイ + サマーボブスレー706 + マウン
テンゴーカート + コマクサの湯が何度でも利用可能。各遊戯施
設は営業期間・営業時間が異なります。

いろいろなイベントにも参加でき、約1,000種類にもおよぶ高山
植物が咲き誇る高原へ、ロープウェイに乗って通ってみませんか？
（ロープウェイ乗車券にコマクサの湯入浴券が追加されました。）

大人

こども

大人

こども

●湯沢高原フラワーフォト撮影会
開催日：6月16日（日）予定

　当日はロープウェイの早朝特別運行
　〈6:00/6：30/7：00の3便〉をいたします。

散策や遊んだあとは温泉でリフレッシュ。
お帰りの前にロープウェイステーション（山麓駅）内の
温泉「コマクサの湯」へどうぞ。
心が安らぐ和風の広間で、休憩やお食事もできます。

オープンカフェ「スウィート タイム」
ロープウェイ山麓ステーション１Ｆ／20席

おみやげどころ「越乃山麓舎」
ロープウェイ山麓ステーション１Ｆ

●ロープウェイ往復乗車券
●レストラン「エーデルワイス」でのご昼食
(「天ざるセット」「湯沢高原弁当」「ステーキ野沢菜
チャーハン」いずれかをお選びいただけます。
お子様は「お子様ランチ」もお選びいただけます。)

●天然温泉「コマクサの湯」入浴券、「サ
マーボブスレー706」、「マウンテンゴー
カート」1回券のいずれかをお選びいただ
けます。

ヒマラヤの
青いケシ

悪魔の爪コマクサ

エーデルワイス

アクティブに遊ぶ!!
高原で欲ばりな休日を楽しもう。

子どもに大人気の遊び場。その名の
通り木で造られたお城はまさに「森
の隠れ家」です。

森の中に張られたワイヤロープを専用器
具を装着して滑り降り、風を切りながら、
まるでターザンになった様に空中を駆け
抜けます。

●実施時間 1回目10：00 2回目13：00
 3回目15：00

●営業期間 6月1日（土）～11月4日(月・祝）

岩のお花畑・ロックガーデン
2,500m級の高山の自然を再現し、大小の岩の中には、
高所でしか見られない珍しい花々が咲いています。
●営業期間 5月18日（土）～11月4日（月・祝）

山頂に上がると、そこは高原の花々が咲き乱れる絶景のリゾート。

眼前には雄大な山々が広がり、爽快なアクティビティ、

絶品のグルメに、癒しの足湯など、オールラウンドな楽しさが

皆さまをお待ちしています。

ロープウェイで行く花の楽園。

●ロープウェイ料金（往復）
　大人：1,500円/こども：800円
●営業期間 4月２６日（金）～
 11月24日（日）
●運転時間 8:40～17:00
 （毎時00分、20分、40分発車）
※20名様以上の団体は2割引になります。　
※身体障がい者割引もございます。
※ペットはケージにて乗車可能です。（無料）

デザイン一新!世界最大級の湯沢高原ロープウェイが、
高原のリゾートにふさわしい爽やかなデザインにリニューアルしました。
一気に標高約1,000mへ、皆さまをお連れします。

ロープウェイが
リニューアル!!

●1回片道一人300円（上り・下り利用可能）
●営業期間 7月13日（土）～11月4日（月・祝）

ボブスレーのスタート地点とゴール地点(高
山植物園入り口)を結ぶ「やまびこリフト」
が新登場。ボブスレーに乗った後、スタート
地点への移動がスムーズに。

やま
びこリフト

この夏 新登場！ NEW!

クリアキャンドル・森の工作コーナー

高山植物園 アルプの里
ハイキングコース
（6月上旬から順次オープン予定～10月下旬まで）

●30分コース
●ミニトレッキングコース（1時間コース）
●パノラマコース（2時間30分コース）
●トレッキング湯沢Ⅰコース（栄太郎峠から八木沢へ）
●一楠場ルート（健脚コース） 
※「パノラマステーション～アルプの里入口」間は、巡回バスで約5分、徒歩で約10～15分。
※雪の状況によりオープン期間は変動いたします。

（6月上旬から順次オープン予定～10月下旬まで）

●30分コース
●ミニトレッキングコース（1時間コース）
●パノラマコース（2時間30分コース）
●トレッキング湯沢Ⅰコース（栄太郎峠から八木沢へ）
●一楠場ルート（健脚コース） 
※「パノラマステーション～アルプの里入口」間は、巡回バスで約5分、徒歩で約10～15分。
※雪の状況によりオープン期間は変動いたします。

園内をめぐる5つのコース園内をめぐる5つのコース

山の上で
思い思いの遊びを満喫しよう。 ツリーキャッスル

レストラン「アルピナ」
クリアキャンドル・
森の工作コーナー

ジップライン
アドベンチャー

やまびこリフト

フローラルリフト「コスモス」

「サマーボブスレー706」のスター
ト地点とゴール地点を結びます。
「サマーボブスレー706」のスター
ト地点とゴール地点を結びます。
「サマーボブスレー706」のスター
ト地点とゴール地点を結びます。
「サマーボブスレー706」のスター
ト地点とゴール地点を結びます。

NEW!

ロープを塔のように網
状に張って作った巨
大なジャングルジム。

天辺は、大人でも勇
気が必要な高さ。

ロープを塔のように網
状に張って作った巨
大なジャングルジム。

天辺は、大人でも勇
気が必要な高さ。

広さ約6,000㎡
の芝生の広場。

滑り台などで遊
んだり、芝生の
上にのんびり。

広さ約6,000㎡
の芝生の広場。

滑り台などで遊
んだり、芝生の
上にのんびり。

ロープウェイステーション（山麓駅）

ミニパターゴルフ

湯沢高原
ロープウェイリニューアル

高山植物園
アルプの里入口

一楠場ルート（健脚コース）

 無料巡回バス
パノラマステーション～

エーデルワイス
●運行期間
　5月18日（土）～11月4日（月・祝）

高山植物園アルプの里入口～
パノラマステーション

●運行期間
　7月13日（土）～11月4日（月・祝）

パノラマステーション～
エーデルワイス

●運行期間
　5月18日（土）～11月4日（月・祝）

高山植物園アルプの里入口～
パノラマステーション

●運行期間
　7月13日（土）～11月4日（月・祝）

706mのロングコースを、簡単なブレーキ操作で一気に大滑走！ 
迫力満点で子どもたちにも大人気のアクティビティです。
「やまびこリフト」の登場で、より利用しやすくなりました。

サマーボブスレー706

恋人の聖地

雲の上の足湯
ヤギ牧場

ジップライン アドベンチャー

ツリーキャッスル

マウンテンゴーカート
園内の移動がラクラク

アルプの里

石川遼記念館
リスの家
YUZAWA

●料金表 大人 こども
サマーボブスレー706（1回） 600円 300円
ジップラインアドベンチャー
［ロープウェイ+ジップライン］予約価格（要予約） 3,800円 3,300円

マウンテンゴーカート（1台・1周） 500円
森の工作（1個） 500円～
クリアキャンドル（1個） 1,000円～
雲の上の足湯・ふれあいヤギ牧場・ツリーキャッスル 無料

エンジンのついた本格的ゴーカートで、レー
ス気分を満喫。運転はどなたにも簡単にでき
るので、お子さまおひとりでも大丈夫。安心し
てお乗りいただけます。通常サイズの車の
他、ミニサイズのカートもあります。

絶景のパノラマを眺めながら心もか
らだもリラックス。ロープウェイパノ
ラマステーション前で、ご利用いた
だける足湯です。

かわいらしくて無邪気なヤギに触れる
ことができ、みんなが笑顔になって心
が癒されます。

全国に100ヶ所ある「恋人の
聖地」の一つに認定されてい
る湯沢高原。パノラマステー
ション前には、認定を記念して
「天空の鐘」が設置されていま
す。鐘を鳴らすと二人の願い
がかなうかも…。

お好きな素材でオリジナルキャンドルを作ったり
木の実や枝などでオリジナルの工作が楽しめます。
※使用材料により料金が変更となります。

至 八木沢

バス停

（フラワーアーチ）

ボブスレーSTART

パノラマステーション（山頂駅）

ボブスレーGOAL

●チケット売場 ●コマクサの湯
●売店 ●お食事処コマクサ
　「越乃山麓舎」 ●ロッカー
　「純米屋」 ●オープンカフェ
 　「スウィート タイム」

石川遼記念館
リスの家
YUZAWA

←至 越後湯沢駅

ジップライン
アドベンチャー
コースナンバー

アクティビティ

アルプの里行き
巡回バス
運行コース

山
頂
パ
ノ
ラ
マ
リ
フ
ト（
冬
期
の
み
営
業
）

高原エクスプレスリフト（冬期のみ営業）

※各施設の営業期間は予定となっており
ます。気象状況等により変更となる場
合がございます。詳しくはホームペー
ジでご確認ください。

●営業期間
6月16日（日）～
10月14日
（月・祝）


