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苗場スキー場・かぐらスキー場 

ドラゴンドラ＆田代ロープウェー紅葉営業 
日本最長 5,481m と日本一の瞬間地上高 230m の世界へ 

運行期間：2016 年 10 月 8 日（土）～11 月 6 日（日） 
 

苗場スキー場とかぐらスキー場(所在地:新潟県南魚沼郡湯沢町三国 新潟エリア統括総支配人:宮坂 肇)では、紅

葉シーズンの 2016年 10月 8日（土）～11月 6日（日）の期間、ドラゴンドラと田代ロープウェーの観光営業を実施い

たします。日本最長 5,481m の「ドラゴンドラ」は片道約 25 分の道のりをアップダウン繰り返し、山麓駅のなえば高原

から山頂駅のたしろ高原を結びます。「田代ロープウェー」はロープウェーから地上までの高さが 230m という高所を

通り、この高低差がロープウェーの対地上高としては日本一の高さとなっています。 

この 2 つは山頂駅同士が徒歩 20～30 分程度の遊歩道でつながっており、上越国境の山々の雄大な景色やエメ

ラルドグリーンに輝く田代湖、そして眼下に広がる壮大な紅葉を楽しみながらドラゴンドラ、田代ロープウェーを相互

に乗り継ぐことができる一大周遊ルートになっています。 

さらに、山頂駅付近では田代第 2高速リフトにより標高 1,474mまで上ることができ、眼下に広がる雄大な山々と広

大な景色を眺めることができます。そして、今年は新たに田代第 1 ロマンスリフトを運行し、ドラゴンドラから田代ロー

プウェーまで、今まで以上にスムーズに移動ができるようにいたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎ドラゴンドラ・田代ロープウェー共通 
【運行期間】 2016年 10月 8日（土）～11月 6日（日） 

【運行時間】 9:00A.M.～4:00P.M.（上り最終 3:00P.M.） 

【料   金】 1名さま（往復） おとな\2,400 こども（小学生まで）\1,200  

※こども料金は小学生までとなります（未就学児はおとな１名さまの同行につき１名さままで無料） 

 
 

大自然に包まれた山々が見渡せる田代第 2 高速リフト 田代ロープウェー山頂からは田代湖が見下ろせます。 

紅葉の中を進むドラゴンドラ 二居湖を見下ろす田代ロープウェー 

 
◎本件に関する報道各位からのお問合せ先は 
苗場プリンスホテル 広報 
ＴＥＬ：025-789-4115  ＦＡＸ：025-789-2635 
http//www.princehotels.co.jp/ski/naeba/dragondoｌa  



◎ドラゴンドラ 
2001年 12月に開設された全長 5,481mのゴンドラ。 

峰づたいに繰り返されるアップダウンは迫力満点で、 

下降する時はまさに「紅葉に包まれていく」そんな感じです。 

眼下に流れる清津川の清流やエメラルドグリーンの 

二居湖（ふたいこ）がさらに紅葉を引き立てます。 

そしてここは自然の宝庫。運がよければニホンザルや 

ニホンカモシカなどの野生の動物たちに遭遇することもあります。 

【全   長】 5,481ｍ 

【標   高】 山麓駅：921ｍ、山頂駅：1,346ｍ 

【標 高 差】 425ｍ 

【乗車定員】 8名 

【乗車時間】 約 25分 

 

 

◎田代ロープウェー 
瞬間最高地上高 230ｍはロープウェーの高さでは日本一。 

車内の床には 2 ヵ所に透明の強化ガラスがはめ込まれた 

シースルーホールからその高さをリアルに体感することができます。 

1本目の支柱を越えると一気に視界が開け、眼下には 

二居湖（ふたいこ）や奥清津発電所（通称 Oｋｋｙ）の全景が 

飛び込んでくる瞬間はまさに圧巻です。 

【全   長】 2,175ｍ 

【標   高】 山麓 802ｍ、山頂 1,413ｍ 

【標 高 差】 607ｍ 

【定   員】 91名 

【乗車時間】 約 7～10分 

 

                                            

たしろ高原（ドラゴンドラ・田代ロープウェー山頂駅周辺）はこんなところ 
 

ドラゴンドラ・田代ロープウェー山頂駅周辺に位置するたしろ高原は、ゆっくり紅葉散策を楽しめる遊歩道や乗用カ

ートでらくらく周遊できる「お散歩カート」もあり、晴れた日には、ふだん平野部からは見ることができない苗場山

（2,145ｍ）や神楽ケ峰（2,029ｍ）の雄大な山々を間近に望むことができます。 

少し足を伸ばすと、カッサダム（岩を砕いて積み上げたロックヒルダム）に水を湛えた田代湖があり、湖沿いの林道を

散策したりノルディックウォーキングを楽しんだりする人の姿も増えています。 

さらに標高の高い田代ロープウェー山頂駅からは田代湖全体が見渡せ、展望台からは谷川岳をはじめとした上越

国境の山々も一望できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドラゴンドラを楽しむ３つのポイント 
・ジェットコースターのように下る瞬間の迫力をお楽しみいただけます。 

・山頂へ進むにつれ移り変わる大自然の眺望を満喫できます。 

・ゆったりした 8人乗りの座席で、お年寄りやお子さま連れの方でも快適に 

ご乗車いただけます。 

田代ロープウェーを楽しむ３つのポイント 
・真下の景色をロープウェー床面のシースルーの小窓からお楽しみいただけます。 

・地上高最上部で 230m（日本一）の臨場感を体感できます。 

・山頂の展望台は 360 度の大パノラマと、眼下にエメラルドグリーンの「田代湖」が 

望める絶景ポイントです。 

ドラゴンドラを見下ろす眺望 苗場山など雄大な山々を見渡せます エメラルドグリーンに輝く田代湖 



リフトに乗って、壮大な紅葉狩りへ 
 

たしろ高原では、4人乗りの高速リフトに乗って紅葉を楽しむことができます。 

これにより、標高 1,474mまでリフトを使って上がることができ、眼下に広がる雄大な山々と、広大な景色

を眺めることができます。また、この秋より新たに「田代第 1ロマンスリフト」の運行により、ドラゴンド

ラから田代ロープウェーまでの急な上り坂も、リフトを利用してらくらくと上がることができます。 

◎田代第２高速リフト 

【営業期間】10月 8日（土）～11月 3日（木・祝） 

【営業時間】9:00A.M.～4:00P.M.（上り最終 3:00P.M.） 

【料  金】1名さま（往復）おとな\1,000 こども\500 ／ （片道）おとな\700 こども\300 

※リフト券は田代第 2高速リフト乗り場の券売機でのお求めとなります。 

※こども料金は小学生までとなります（未就学児はおとな１名さまの同行につき１名さままで無料） 

※ドラゴンドラ、田代ロープウェーをご利用の際は別途乗車料金が必要となります。 

【全   長】 902ｍ 

【標   高】 山麓 1,341ｍ、山頂 1,474ｍ 

【標 高 差】 133ｍ 

【定   員】 4名 

【乗車時間】 約 5分 

【色づき始め予想時期】10月 8日（土）前後 

【紅葉見頃予想時期】10月 15日（土）前後 

【山頂付近から見える木々の一例】   

ダケカンバ・ウリハダカエデ・ミネカエデ・ハウチワカエデ・ナナカマド・ヤマウルシ・ブナ・ナンテンなど 

 

◎田代第 1 ロマンスリフト（新規） 

【営業期間】10月 8日（土）～11月 6日（日） 

【営業時間】9:30A.M.～3:45P.M. 

【料  金】1名さま（上りのみ）おとな\500 こども\200 

※リフト券は田代第 1 ロマンスリフト乗り場の券売機でのお求めとなります。 

※こども料金は小学生までとなります（未就学児はおとな１名さまの同行につき１名さままで無料） 

※ドラゴンドラ、田代ロープウェーをご利用の際は別途乗車料金が必要となります。 

【全   長】 358ｍ 

【標   高】 山麓 1,313ｍ、山頂 1,414ｍ 

【標 高 差】 101ｍ 

【定   員】 2名 

【乗車時間】 約 6分 

 

 

 

   

 
 
 
 
 

苗場山を目の前に望むことができます 

 

「田代第２高速リフト」と「田代第 1 ロマンスリフト」からの紅葉を楽しむ３つのポイント 

・リフトに乗って、眼下に紅葉を眺めながら爽快な空中散歩を楽しむことができます。 

・田代第 2 高速リフト山頂では、目の前に苗場山、振り返ると上越国境の山々を眺めることができます。 

・この秋運行の田代第 1ロマンスリフトを利用すると、田代ロープウェー山頂駅までの急な上り坂も、らくらくとリフトで上が

ることができます。また、眼下にはエメラルドグリーンに輝く田代湖を見下ろすことができます。 

4 人乗りリフトに乗って紅葉の空中散歩 

 

リフトに乗って見下ろせる田代湖 田代ロープウェーまでの上り坂もらくらく 

 



◎ドラゴンドラ・田代ロープウェー周遊 MAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



この秋、お得なサービスデーやイベントを実施 
 

（1）湯沢・みなかみ町民こども無料体験乗車デー 

苗場スキー場近隣の湯沢町、みなかみ町のお子さま対象に、地元の観光資源としてのドラゴンドラの魅力を知って

いただくために、無料体験乗車デーを設定いたしました。 

■期間：2016年 10月 8日（土）～11月 6日（日）※ただし 10/21（金）～11/3（木・祝）は除く 

■内容：身分証明書（湯沢およびみなかみ町民の証明）の提示で、中学生以下のお子さまは乗車無料となります。 

     なお、お子さまの町民同伴保護者は乗車料金を半額にてご利用いただけます。 

 

（２）ドラゴンドラ＆田代ロープウェー1都 7県、乗車料金半額県民デー 

近隣地域と関東圏のお客さまを対象とした乗車料金半額のサービスデーを設定いたしました。 

■2016年 10月 13日（木） 栃木県、茨城県      ■2016年 10月 14日（金） 埼玉県、千葉県 

■2016年 10月 17日（月） 神奈川県、東京都     ■2016年 10月 18日（火） 新潟県 

■2016年 10月 28日（金） 群馬県 

■内容：身分証明書（県民の証明）の提示で、対象のお客さまは乗車料金を半額にてご利用いただけます。 

 

（3）たしろ高原秋まつり 

■日時：2016年 10月 22日（土）、23日（日） 

■場所：田代ロープウェー駐車場特設会場 

■時間：10:00A.M.～3:00P.M. 

■内容：地場産物の販売（田代・二居観光協会）、きのこ汁サービス、 

わたあめサービス、地ビール他各種模擬店・ファストフード販売など 

 

（4）秋のなえば感謝デー   

■日時：2016年 10月 29日（土）、10月 30日（日） 

■場所：ドラゴンドラ山麓駅付近にて 

■時間：10:00A.M.～3:00P.M. 

■内容：きのこ汁サービス、秋の味覚販売、フリーマーケットなど 

 

 

お客さまからのお問合せ先 

苗場スキー場 TEL:025-789-4117 ／ かぐらスキー場 TEL:025-789-3111 


