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標高 1,174ｍ標高 1,174ｍ
蓬莱山

標高 950ｍ標高 950ｍ

ロープウェイ山麓駅

（ショップ）びわ湖ストリート・チケット売場
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ため息が出るような風景の中で、
特別なひとときを。

標高1,100mに位置するびわ湖バレイの、
素晴らしい眺望テラスへ。
ロープウェイで約５分、空中散歩を楽しみながら山頂に到着すれば、
そこはもう別世界。
日本一の大きさを誇る琵琶湖を
北から南まで一望いただけます。

標高1,100mに位置するびわ湖バレイの、
素晴らしい眺望テラスへ。
ロープウェイで約５分、空中散歩を楽しみながら山頂に到着すれば、
そこはもう別世界。
日本一の大きさを誇る琵琶湖を
北から南まで一望いただけます。

こころ安らぐ上質な時間。

季節により、時間により、場所により、さまざまな顔をもつテラスで絶景を望む。
宙に浮き琵琶湖へ続くかのような不思議な感覚。
優雅なひとときをゆったりと過ごす。

©Forward Stroke Inc.

Grand TerraceGrand Terrace

8月上旬、びわ湖テラス The Mainに“North Terrace”が誕生予定。



琵琶湖を眺めながらおいしく、贅沢体験。 BIWAKOTERRACE
Original
Financier

びわ湖テラス　オリジナルフィナンシェ

テラスカフェでは、地元・古株牧場の牛乳で作ったジェラートなど滋賀県産メニューに加え、
カンパーニュサンドイッチ、ハーブや和の素材のオリジナルディップソースを添えた
フライドフードなどがお楽しみいただけます。

山の風を感じて。
目の前には一面の蒼と緑、
開放感のある扇状デッキに足をのばして寝転び
贅沢な休日をお過ごしください。

空をつかめそうな開放感。
その頂には森から届いた

やさしい風が渡る。
その風に乗ってほっとひと息。

営業時間
平　日　9:40～16：00（L.O.15：30）
土日祝　9:10～16：00（L.O.15：30）
※時期により変更させていただく場合がございます。

THE MAINからリフトを乗り継ぎ約20分。
※リフト営業は10月28日（日）までの予定です。
※荒天時は運休させていただく場合がございます。 天気の良い日は有料ソファ席も。（10月31日（水）まで）

国産発酵バター100%の深いコクが広がる
フィナンシェ。しっとり滑らかで上品な味わいを
お楽しみください。

Terrace CafeTerrace Cafe



ZIPLINE    ADVENTURE 
R

BIWAKO標高1,100mの大空を歩く！
驚異の天空ウォークアトラクション！
標高1,100mの大空を歩く！
驚異の天空ウォークアトラクション！

スカイウォーカー
森に張り巡らされたロープを
滑車につられて滑る爽快アトラクション。
全7コースで、7つの絶景・7つの絶叫が楽しめる！

森に張り巡らされたロープを
滑車につられて滑る爽快アトラクション。
全7コースで、7つの絶景・7つの絶叫が楽しめる！

ジップライン

楽しいフリーアイテムもたくさん。
1日遊びつくそう！

ActivityActivity WEBによるご予約も受け付けております。ご参加に際しての各種条件や規定などは、事前にホームページにてご確認ください。

開催期間： GW～11月11日（日）まで

アイテムは予告なく変更させていただく場合がございます。

開催期間： GW～10月末頃まで

絶景ブランコ

ハンモック

50m壁横歩き

水遊び

なぞ解きアドベンチャーラリー

山頂エリアには、自由に遊べる芝生広場や
工夫を凝らした遊具があります。
絶景ブランコやハンモックで高原の風を楽しみ、
クライミングウォールやなぞ解きアドベンチャーラリーで
アクティブに遊ぶ。

山頂エリアには、自由に遊べる芝生広場や
工夫を凝らした遊具があります。
絶景ブランコやハンモックで高原の風を楽しみ、
クライミングウォールやなぞ解きアドベンチャーラリーで
アクティブに遊ぶ。

※6月にリニューアル工事による休業期間があります。



山頂へは
ロープウェイが
運行

（信号）
志賀駅口

竜王I.C.

提供：びわこ緑水亭

おごと温泉街
展望風呂、露天風
呂など、旅館ごと
に多彩なお風呂
を楽しめる温泉街。

お車で

約30分

三井アウトレットパーク 滋賀竜王
近畿最大級の
アウトレットモール。
名神竜王I.C.すぐ
とアクセス抜群。

お車で

約60分

提供：比叡山延暦寺
比叡山延暦寺

天台宗総本山、
1,200年の歴史
を持つ世界遺産。

お車で

約40分＊
＊比叡山坂本ケーブル
  山麓駅までの所要時間

周辺観光施設のご案内
各施設内への時間は、びわ湖バレイからのおおよその
所要時間です。

〒520-0514
滋賀県大津市木戸1547-1
TEL.077-592-1155
www.biwako-valley.com

twitter 公式アカウント@biwako801でリアルなお天気、営業情報をつぶやいています。

facebook びわ湖バレイ公式フェイスブックで「いいね!」を押してコミュニティに参加してね。

びわ湖バレイ/びわ湖テラス公式インスタグラムで素敵な写真をチェック！！

※記載の料金には消費税が含まれております。

■お車 名神京都東I.C.から湖西道路に乗り志賀I.C.下車（約40分）、
 県道558号線を南へ約5分
■電車 JR湖西線「志賀駅」下車、路線バス約10分 （ホームページにバス時刻表あり）
■営業時間 平日 9：30～17：00（土日祝・8月 9：00～）
■ロープウェイ往復料金 大人 2,500円　小学生 1,000円　幼児（3才以上） 600円
 ロープウェイ乗車時間　約5分
■駐車場 平日1,000円　土日祝2,000円　※8月10日～16日は土日祝日料金
 1,700台

名神「京都東I.C.」下車、西大津バイパス、
湖西道路「志賀I.C.」下車、1つ目信号右折、
1km先の「びわ湖バレイ口」を右折。

ロープウェイ山麓駅
オリジナルのお菓子やご当地食品各
種、おいしい地酒など滋賀県の名産品
を豊富に取り揃えております。

びわ湖ストリート

EKINAKA  KITCHEN
エキナカ キッチン

びわ湖テラスとロープウェイ山頂駅に隣接。
旬の食材を使ったシェフこだわりのメニュー
をブッフェスタイルでお好きなだけ。 ロープウェイ山頂駅の2Fにある絶景レ

ストラン。丼や麺類など手軽なメニュー
が人気。

ダイニング
レイクビュー（山頂駅隣接） 400席

大人 2,000円
小学生 1,000円
幼児（3才以上） 700円

RestaurantRestaurant AccessAccess

ShopShop 車椅子ご利用のお客様へ
ロープウェイは車椅子のお客様にもご利用いただけます。
なお、びわ湖テラスの入口は階段となっております。あらかじめご了承ください。

強風、雷による運休について
強風や雷によって、やむをえずロープウェイが運休となる場合がございます。詳しい状況は
ホームページをご覧いただくか、電話にてお問い合わせください。

ベビーカーご利用のお客様へ
ロープウェイはベビーカーでご乗車いただけます。

（山頂駅2F） 220席

営業時間・料金は時期により異なります。詳しくはホームページをご確認ください。 提供：三井アウトレットパーク 滋賀竜王
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