
アクセス

練馬I.C.

マイカーご利用

新潟西I.C.

湯沢I.C.

Niigata-nishi I.C. Nerima I.C.

一般道路
約5分
About 

5 minutes 
on local road

About 
5 minutes 

on local road

Via car

Access

TEL.025-784-3326 
〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢490
490 Oaza Yuzawa, Yuzawa-machi, 
Minami Uonuma-gun, Niigata 949-6101, Japan

www.yuzawakogen.com

日本語 English

Yuzawa I.C.

越後湯沢駅
Echigo Yuzawa Station 至 新潟→

至 長岡→

至 石打→

←至 東京

←至 東京
To Tokyo

To Tokyo

To Minakami

To Naeba To Ishiuchi

To Nagaoka

To Niigata

To Niigata

←至 苗場

←至 水上

関越自動車道

温泉街通り

Joetsu Shinkansen 上越新幹線

魚野川 Uonogawa River

Kan-Etsu Expressway

国道17号線 Route 17

Yuzawa I.C.

西口 West Exit

東映ホテル
Toei Hotel

無料駐車場

一二三
Hifumi
Restaurant

上越線 JR Joetsu Line上越線 JR Joetsu Line

湯沢I.C.
至 新潟→

みのりや旅館
Minoriya Ryokan inn

Free parking lot

Yuzawa Kogen Ropeway

コメリ
Komeri Home Center

Niigata

Tokyo

新幹線で
55分
新幹線で
55分

新幹線で
70分
新幹線で
70分

55 minutes 
by Shinkansen

70 minutes 
by Shinkansen

湯沢高原
パノラマパーク

上越新幹線で

約70分
東京→越後湯沢

東口 East Exit

P

湯
沢
高
原
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ー
プ
ウ
ェ
イ

・高山植物園「アルプの里」
・レストラン「エーデルワイス」
・レストラン「アルピナ」
・雲の上のカフェ
・各種アクティビティ

Alpine plant garden “Alp no Sato”
Restaurant Edelweiss
Restaurant Alpina
Kumo no Ue no Cafe
Various activities

パノラマ
ステーション

新幹線ご利用

東京駅

越後湯沢駅
Ehigo Yuzawa Station

関越自動車道
約120分
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約90分
About 

90 minutes on the 
Kan-Etsu Expressway
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120 minutes on the 
Kan-Etsu Expressway

上越新幹線
約70分
About 

70 minutes on the 
Joetsu Shinkansen

Tokyo Station

Via Shinkansen

徒歩
約8分
About 

8 minutes 
on foot

About 70 minutes on the 
Joetsu Shinkansen from 
Tokyo to Echigo Yuzawa

Yuzawa Kogen湯沢高原

湯沢高原 山頂エリア

ロープウェイステーション Ropeway StationRopeway Station

Panorama StationPanorama Station「
駅

チ
カ」
です!

Cl
os

e t
o E

chigo Yuzawa Station

越後湯沢駅
（西口）から
約800m
徒歩約8分

関越自動車道
湯沢I.C.から
約3km

車で約5分

Yuzawa Kogen Panorama Park Area

About 800m or 8-minute walk 
from Echigo Yuzawa Station (West Exit)

About 3km or 5-minute ride 
from Yuzawa Interchange (I.C.) of the 

Kan-Etsu Expressway
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世界最大級の
ロープウェイで行く高原へ、
雲上からの大パノラマと
季節の自然と過ごす

世界最大級の
ロープウェイで行く高原へ、
雲上からの大パノラマと
季節の自然と過ごす

世界最大級166人乗り
大型ロープウェイ
世界最大級166人乗り
大型ロープウェイ

季節の自然を
楽しむ高原
季節の自然を
楽しむ高原

緑に囲まれた
花々を望むレストラン
緑に囲まれた
花々を望むレストラン

充実の
アクティビティ
充実の
アクティビティ

One of  the world’s biggest ropeways 
with a capacity of  166 passengers

Highlands to enjoy nature 
in the four seasons

Restaurants surrounded by lush 
greenery tinted with flowers

A variety of  activities to enjoy

Details and schedules of  these events are subject to change 
without prior notice. Check the latest information on our website.

イベント 春
Spring

春の雪フェス

4月29日（金・祝）～5月8日（日）

Spring Snow Festival

Apr. 29 (Fri.) – May. 8 (Sun.)

夏
Summer

サマーフェア

7月16日(土)～8月21日(日)
Jul. 16 (Sat.) – Aug. 21 (Sun.)

Summer Fair 秋
Autumn

オータムフェア

9月17日(土)～11月3日(木)
Sep. 17 (Sat.) – Nov. 3 (Thu.)

Autumn Fair
イベントは予告なく内容やスケジュールを変更する場合がございます。
あらかじめ、ホームページをご確認ください。

Events

Take a journey to the highlands by one of  the world’s biggest 
ropeways for a magnificent panoramic view above the clouds and 
experience the seasonal beauty.
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日本最大級の広さを誇るロックガーデンへ。
大小さまざまな岩でつくり上げられたお花畑には、2,500m
級の高山でしか見ることができない希少な高山植物などの
花々が、シーズンを通して200種以上咲き誇ります。

One of  the largest rock gardens in Japan. The garden, made 
up  of  rocks of  various sizes, showcases more than 200 
species of  flowers throughout the season, including rare 
alpine plants that only grow at an altitude of  2,500 meters.

ロックガーデン Rock garden

※植物の見頃、開花時期は自然現象のため、時期が異なる場合がございます。植物の生育状況により開花しない、
または園内で見られない場合がございます。
Plants are dependent on nature, and their best season and time of  broom may vary each year. You may not be able to see 
any particular plant or its flower on the premises depending on growth conditions.

チャボリンドウチャボリンドウ

June6月

Stemless gentian
タマザキサクラソウタマザキサクラソウ

May5月

Drumstick primrose
ヒオウギアヤメヒオウギアヤメ

June6月

Arctic Iris
エーデルワイスエーデルワイス

June, July6月・7月

Edelweiss

ユリ園ユリ園 ダイモンジソウダイモンジソウコキアコキア

August8月 October10月September, October9月・10月

Lily garden Kochia Strawberry geranium

高山植物園アルプの里 Alpine plant garden “Alp no Sato”

深い緑と色とりどりの花々に囲まれた静寂の空間。
水辺のボードウォークでは、美しい自然に溶け込むような
ひとときをお過ごしください。

At this quiet space surrounded by deep greenery and 
colorful flowers, spend a moment blending into the 
beautiful nature on the waterside boardwalk.

湿生花園・あやめヶ池 Wet garden Ayamegaike Pond

Feel refreshed with seasonal highland flowers季節を彩る四季の草花季節を彩る四季の草花

湯沢高原を
彩る草花
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（イメージ）

Barbecueバーベキュー/Day Campデイキャンプ
高原の森の中にひっそりとたたずむデッキとテントのプライベート空間。

Enjoy a casual picnicking experience in this private space hidden in a secluded part of  this highland forest featuring decks and tents. 

全長706mのロングコースを簡単なブレーキ
操作ひとつで一気に大滑走！迫力満点で大人
気のアトラクション。
A fast, exhilarating ride down a long, 
706-meter course with simple brake operations, 
popular among children and adults alike!

サマーボブスレー706
Summer Bobsled 706

Take your time and relax on the terrace 
surrounded by white birch trees and feel the 
breeze filtering through the forest.

白樺の木々に囲まれたテラスで森の中
を吹き抜ける風を感じながら、ゆっくりと
した時間をおくつろぎください。

静かな森林の中でバーベキューを
堪能。
Enjoy a barbecue in the quiet forest.

スリル、楽しさ、見どころいっぱい！ 湯沢高原を1日中ゆったり楽しめるアトラクションです。

Activitiesアクティビティ
Full of  thrills, fun and interesting spots, our attractions entertain you all day in Yuzawa Kogen!

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！

マウンテンゴーカート
Mountain Go-karts

Enjoy the thrill of  racing with a 
genuine engine-fitted go-kart.

高原の森林の中をワイヤーを伝って滑り下りる、
爽快アクティビティ。

ジップラインアドベンチャー
Zip Line Adventure

A thrilling activity to glide through the 
highland forest on wires.

※デイキャンプ、バーベキューは予約制です。詳細はホームページをご確認ください。  Reservation required for Day Camp and BBQ. Check our website for details.

バーベキューコーナー

こもれびテラス
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Restaurants & Shopレストラン＆ショップ

Restaurant Alpina
レストラン「アルピナ」 
本格ピッツァがオススメ

Try genuine Italian food and pizza 
cooked in a wood-fired oven.

本格イタリアンと薪のかまどで焼く
ピッツァをお召し上がりください。

A shop offering ice cream of  
various flavors and light meals

様 な々フレーバーのジェラート
と軽食をご用意してお待ちし
ています。

高山植物園アルプの里 

ジェラートショップ
「ガレバハウス」
ロックガーデン前
Gelato shop Gareba House

Enjoy various dishes on the menu 
using Niigata’s Koshihikari rice and 
local specialty Echigo Mochibuta pork.

新潟コシヒカリや地元産「越後もち
豚」を使ったバラエティー豊かなメ
ニューをお楽しみください。

レストラン
「エーデルワイス」

開放的な展望レストラン

Restaurant Edelweiss

Enjoy the cafe’s on the terrace 
offering a panoramic view of  the 
mountains.

雄大な山々を
テラス席で楽しむ。

「雲の上のカフェ」 
Kumo no Ue no Cafe

絶景を眺めながら
食べるスイーツ 

Ropeway Station (Mountain Base Station)
ロープウェイステーション山麓駅

地元湯沢限定商品「笹雪」や
新潟の米菓などお土産が
いっぱい。
A gift shop offering a large selection of  
souvenirs, including “Sasayuki” 
exclusively sold in Yuzawa and other rice 
confectionaries of  Niigata.

LBF「湯沢マルシェ」
Yuzawa Marche

※各レストラン・カフェの食事の写真はイメージです。  *Images of  these restaurants and  shops are illustrative purposes only.
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