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このたび、びわ湖バレイ株式会社（本社：滋賀県大津市、取締役社長：俣野 博志 以下、「当社」）では、

日本最大の湖「琵琶湖」を望む絶景スポットとしてご好評いただいております山頂展望施設「びわ湖テラス」

を大幅に拡張し、ラウンジやカフェスタンドを備えた『North Terrace（ノース テラス）』を2018年8月4日

（土）にオープンいたします。

＜お問い合わせ先＞

びわ湖バレイ株式会社

営業部 土井・柿本・山田

〒520-0514 滋賀県大津市木戸1547-1 TEL．077-592-1155 FAX．077-592-1532

http://www.biwako-valley.com/
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Press Release

新たにオープンする『North Terrace（ノーステラス）』

【びわ湖バレイの概況】

京阪神エリアからも好アクセスのスキー場として、「びわ湖バレイ」には毎年多くのスキーヤー、ス

ノーボーダーのお客様にご来場いただいておりますが、当社では、琵琶湖を見渡す唯一無二の絶景を生か

し、冬季のみならずグリーンシーズン（4～11月）における施設全体の魅力向上にも注力しております。

2016年7月に“大人の山岳リゾート“をコンセプトとした山頂展望施設「びわ湖テラス THE MAIN（ザメイ

ン）」を完成以降、2017年8月には、びわ湖バレイで最も標高の高い蓬莱山山頂から大パノラマの景色を眺

めることができる「びわ湖テラス CAFÉ 360（カフェ サンロクマル）」をオープン。2017年のグリーンシー

ズンは、1965年の開業以来、過去最高の47万人の来場客数を記録いたしました。

【North Terrace（ノース テラス）の概要】

このたびオープンする『North Terrace（ノース テラス）』は、

「びわ湖テラス THE MAIN（ザメイン）」の中に新しく誕生するエリ

アで、従来のテラスから90度北側に位置しており、湖北（琵琶湖北

部）の景色が望めるのが特長です。テラス面積としては従来のテラス

の約2倍に大幅拡張いたします。

オーダーメイドのソファ席を全て琵琶湖に向けて設置する「Infinity 

Lounge（インフィニティラウンジ）」（当日先着順による予約制・限

定20席）では、ラウンジ専用のフード・ドリンクメニューをご用意い

たします。また、併設の「Café Stand at North Terrace（ノース テラス

カフェスタンド）」では、オリジナルのテラスサンドやスイーツなど

を取り揃えており、圧倒的な琵琶湖のスケール感を、くつろぎながら、

「観て」｢食べて」ゆったりとお楽しみいただけます。

8月3日（金）にプレス内覧会を予定しております。改めてご案内をさせていただきます-

絶景を望む特別席
「Infinity Lounge（インフィニティラウンジ）」

琵琶湖を望む山頂展望施設「びわ湖テラス」に
新エリア『North Terrace（ノーステラス）』が
8月4日（土）オープン。

テラスが約2倍に大幅拡張。贅沢な時間をお過ごしいただける
当日先着予約制の特別席「Infinity Lounge（インフィニティラウンジ）」も新登場。

ほうらい
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びわ湖テラス OPEN記念イベントのご案内
『North Terrace（ノーステラス）』施設概要

【施設概要】

施設名称

定 休 日

営業時間

面 積

料 金

：North Terrace（ノース テラス）

：施設全体のメンテナンス休業期間以外無休

：平日9:30～17:00（土日祝と8月は9:00～17:00）※ 11月12日（月）以降は全日9:30～16:30

：686㎡

：入場無料 ※ただし、Infinity Lounge（インフィニティラウンジ）は有料

※ロープウェイ料金〔往復：大人2,500円/小学生1,000円/幼児（3歳以上）600円〕

が別途必要

【内 容】

① Infinity Lounge（インフィニティラウンジ）

② Café Stand at North Terrace（ノーステラスカフェスタンド）

営業時間

面 積

料 金

座 席 数

予約方法

：10:30～16:30(土日祝9:30～）

11月12日（月）以降は全日10:30～15:30

：147㎡

：1人3,000円～（ラウンジ専用フード・ドリンク付き）

：9組20席

（4名掛けベンチ席1、

2名掛けグランドソファ席4、

2名掛けソファ席4）

：ラウンジ隣接のカウンターにて当日受付

琵琶湖を望む最高のビューポイントに、くつろぎやすい

ゆったりとしたオーダーメイドのソファ席を設置。当日

先着順による予約制（20席限定）です。

営業時間

料 金

：10:30～16:00

：テラスサンド 900円～

スイーツ 350円～

ドリンク 500円～

オリジナルのテラスサンドやスイーツ、ドリンクなどテイ

クアウトメニューを販売するカフェスタンドです。

North Terraceからの眺望

新設
North Terrace
686㎡

既設
Grand Terrace
755㎡

THE MAIN全体
1,836㎡
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びわ湖テラス OPEN記念イベントのご案内「びわ湖テラス」について

「びわ湖テラス」は、日本一の湖「琵琶湖」が一望できるびわ湖バレイの山頂展望施設として、

2016年7月にオープンしました。打見山（1,108ｍ）と蓬莱山（1,174m）の山頂に、それぞれ「び

わ湖テラス THE MAIN（ザメイン）」、「びわ湖テラス CAFÉ360（カフェ サンロクマル）」の2つ

の個性的なテラスがあります。国内最速のロープウェイの山頂駅に隣接する「THE MAIN（ザメイ

ン）」、そしてリフトを乗り継ぎアクセスできる「CAFÉ360（カフェ サンロクマル）」。2つのテ

ラスから望む異なる琵琶湖の景観をぜひお楽しみください。

湖面と一体化して見える水盤や、
ラグジュアリーな空間が広がる
「びわ湖テラス THE MAIN」

びわ湖バレイで最も標高が高く、
雄大な景色を360度見渡せる
「びわ湖テラス CAFÉ 360」

山麓駅からロープウェイで約5分。打見山（1,108ｍ）にある山頂駅に隣接

するびわ湖テラスのメイン施設です。空と湖との一体感を醸し出す水盤をは

じめ階段状のウッドデッキ、そして大人の山岳リゾートを演出するシックで

落ち着いたテイストのカフェを設置。眺望と共に、こだわりのメニューやドリ

ンクをご堪能いただけます。また、散策路の途中には「恋人の聖地・湖空の鐘」

もあるなど、心地よい散策をお楽しみいただけます。

2018年8月4日（土）には、絶景を望む特別席「Infinity Lounge（インフィニ

ティラウンジ）」や「Café Stand at North Terrace（ノース テラス カフェスタ

ンド）」を備えた新施設「North Terrace（ノース テラス）」が加わり、さらに

充実したテラスとなります。

＜テラスカフェメニュー＞ ※既設

THE MAINよりさらに標高の高い蓬莱山の山頂（1,174m）にあり、湖に向

かってアーチ状に広がるウッドテラスからは、琵琶湖をはじめ、比良山地か

ら比叡山、丹波エリアまで360度見渡せ、遠くは大阪（あべのハルカス）、

白山、御岳山まで望むことができます。

びわ湖テラス THE MAIN

びわ湖テラス CAFÉ 360

★<新設>North Terrace (New open）
<既設>・Grand Terrace

・テラスカフェ
・カフェスタンド
・恋人の聖地・湖空の鐘
・遊歩道

＜プレミアムシート＞

CAFÉ360のプレミアムシートは予約専用席（5席／ご利用時間45分）です。

専用シートでごゆっくりとおくつろぎいただけます。なお、ご予約は蓬莱山

山頂売店「CAFÉ 360スタンド」で当日のみ受け付けております。

テラスサンド ¥900～ オリジナルジェラート ¥450～

地元牧場の搾りたて牛乳の

おいしさをそのまま味わえ

る新鮮なジェラート。

季節ごとに変わるシェフ

こだわりのオリジナルサンド。

うちみ ほうらい

うちみ

ほうらい

ほうらい



「びわ湖バレイ」は、滋賀県・琵琶湖西岸の標高約1,100メートルに位置し、琵琶湖の約8割を南

から北まで一望できるオールシーズンの高原リゾートです。
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びわ湖テラス OPEN記念イベントのご案内「びわ湖バレイ」について

・ロープウェイ

山麓駅と山頂駅間を運行する121人乗りのロープウェイは日本一の速さ（秒速12メートル）を誇り、

360度ガラス張りのキャビンから雄大なパノラマビューをお楽しみいただけます。

新緑・紅葉・雪景色など四季折々の景色を眺めながら、空中散歩を楽しむことができるロープウェイ

・グリーンシーズン

グリーンシーズン（4～11月）は、季節毎に表情を変える花々や植物、雄大な琵琶湖と広い空、

山々の彩りとともに、スカイウォーカーやジップライン、トレッキング・ハイキングなど自然の中

でのアクティビティもお楽しみいただけます。

2018年6月30日から、空中アスレチック「スカイウォーカー」がリニューアル。上級・中級コース

に揺れる橋、クモの巣ネットなどのスリリングなアイテムが7つ追加され、初級も含めた全3コース

は、18アイテムから25アイテムの規模に拡大しました。また、7月下旬～8月31日（木）の期間限定

で、ウォータースライダーなど夏ならではのイベントも開催。都市部より約7℃も涼しい“関西の避

暑地”での爽やかな休日をお過ごしください。

水あそび ジップライン スカイウォーカー

・ウィンターシーズン

ウィンターシーズンは、京阪神エリアからも好アクセスのスキー場

として、スキー・スノーボード、そして雪山観光まで幅広くお楽しみ

いただけます。

＜びわ湖バレイの施設概要＞
スキー場

場 所：滋賀県大津市木戸1547-1

営業期間：施設全体のメンテナンス休業期間以外無休

※メンテナンス休業期間：9月3日（月）～9月7日（金）

12月3日（月）～スキー営業開始まで

営業時間：平日 9:30～17:00

土・日・祝日と8月は 9:00～、11月12日（月）以降は全日9:30～16:30

※営業期間・営業時間とも天候等により変更となる場合がございます。

駐 車 場：あり（1台 1,000円

ただし、土・日・祝日と8月10日（金）～8月16日（木）は1台2,000円）

入 園 料：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～）600円

リフト（繁忙期のみ営業）をご利用の際は、別途料金が必要となります。

アクセス：【お車】名神高速道路 京都東I.C.から湖西道路（無料）利用で約40分

※最寄りの志賀I.C.からは約5分

【電車】JR湖西線 志賀駅よりバス約10分、徒歩約30分


