
 

長野県大阪観光情報センター     
〒５３０－０００１大阪市北区梅田1-3-1-800 大阪駅前第一ビル8F 

TEL06-6341-8205 FAX06-6456-2889 

写真：開田高原 



戸隠牧場・自然観察動物園 
   戸隠連邦のふもとにある牧場です。風景も良いので写真スポットとしてもおすすめです。小動物との

ふれあいも楽しめるのでお子様も楽しめます。隣接のキャンプ場も是非ご利用ください。 
 
   ●市町村 
       長野県長野市 
   ●アクセス 
       自動車利用：長野ICから33km 70分 
             信濃町ICから15km 20分 
       鉄道利用：JR北陸(長野)新幹線長野駅下車バス70分→徒歩 5分 
     ●出会える動物 
       ウシ・ウマ・ウサギ・モルモット・ヤギ（予定） 
   ●できること 
       動物とのふれあい      
   ●営業期間 
       6月～10月 
   ●営業時間 
       8:30～16:00 
   ●料金 
       大人：250円 小・中学生：200円（団体割引：有） 
   ●休業日 
       無休 
   ●広さ 
       135.2ha 
   ●パーキング 
       普通車30台・歩いて10分以内のⓅに大型バスＯＫ 
   ●問合せ先 
       戸隠牧場 
       Ｔｅｌ 026-254-3074 

 と  がくし  ぼく じょう    し  ぜん  かん さつ どう  ぶつ  えん 



菅平牧場 
すが だいら ぼく じょう 

   夏でも涼しい菅平高原に広がる牧場。ふれあい広場があり、お子さんと一緒に楽しむことがで
きます。 

 

   ●市町村 

       長野県上田市 

   ●アクセス 

       自動車利用：上田菅平ICから24km 35分 

             須坂長野東ICから24km 35分 

       鉄道利用：JR北陸(長野)新幹線上田駅下車バス55分→徒歩 30分 

      ●出会える動物 

       ふれあい広場：ウサギ・ヒツジ・アヒル、牧場内にウシ・ウマ・ドッグランもあります 

     ●営業期間 

       4月～11月 

   ●営業時間 

       概ね10:00～16:00 

   ●料金 

       大人200円、子供100円 

   ●休業日 

       無休 

   ●広さ 

       全体で650ha 

   ●パーキング 

       普通車150～200台・大型バスＯＫ 

   ●問合せ先 

       菅平牧場管理事務所 

       Ｔｅｌ 0268-74-2356 



独立行政法人家畜改良センター茨城牧場長野支場 
 どくりつぎょうせいほうじん かちくかいりょう         いばらきぼくじょうながのしじょう 

   特に体験等があったり、動物に乗ったりできるわけではありませんが、柵の中で草を食むヤギ
を見ながらのんびりと過ごすことができます。公園のようなスペースですので、お弁当を持って
立ち寄られるのはいかがでしょうか。 

 

   ●市町村 

       長野県佐久市 

   ●アクセス 

       自動車利用：佐久ICから5km 10分 

       鉄道利用：JR小海線北中込駅下車→徒歩 15分 

     ●出会える動物 

       ヤギ 

     ●営業期間 

       通年営業  

   ●営業時間 

       明るい間から暗くなるまでにどうぞ 

   ●料金 

       無料 

   ●休業日 

       無休（ヤギの状態等によりお休みになることがあります） 

   ●広さ 

       104ha  

   ●パーキング 

       普通車40台・大型バスＯＫ 

   ●問合せ先 

      独立行政法人家畜改良センター茨城牧場長野支場  

       Ｔｅｌ 0267-67-2501 

       Ｆａｘ 0268-68-4743 



滝沢牧場 
たき ざわ  ぼく じょう 

   八ヶ岳を眺める好立地にある滝沢牧場。乗馬や牛の乳しぼりなどの各種体験も充実しています。広い売店
もあり、信州の名産品のほか牧場で搾った牛乳を使った乳製品を購入できます。 

 
   ●市町村 
       長野県南佐久郡南牧村 
   ●アクセス 
       自動車利用：佐久ICから50km 70分 
       自動車利用：須玉ICから30km 30分 
       鉄道利用：JR小海線野辺山駅下車タクシー5分 
     ●出会える動物 
       ウマ・ウシ・ヒツジ・ヤギ・ウサギ・鳥類 
   ●できること 
       乗馬、牛の乳搾り体験、野菜の植付・収穫体験、バター作り、アイスクリーム作り 
       大型トラクターで園内を遊覧するトラクター遊覧車や四輪バギー、アスレチック、 
       トランポリン、キャンプ場や宿泊施設もあります。 
   ●産物 
       しぼりたて牛乳、手づくりアイスクリーム、ソフトクリーム、高原野菜     
   ●営業期間 
       通年営業 
   ●営業時間 
       9:00～18:00 
   ●料金 
       入場無料 
   ●休業日 
       5～10月無休・冬期不定休（お休みでも見学は可能です） 
   ●広さ 
       10ha 
   ●パーキング 
       普通車30台・大型バス20台 
   ●問合せ先 
       滝沢牧場 
       Ｔｅｌ 0267-98-2222 
       Ｆａｘ 0267-98-3422 



長門牧場 
 なが と  ぼく  じょう 

   おいしい乳製品を購入できる牧場です。ソフトクリームが美味しいと評判。のびのびと過ごす牛たちを見たり
乗馬ができるほか、冬にはクロスカントリースキーも楽しめます。 

 
   ●市町村 
       長野県小県郡長和町 
   ●アクセス 
       自動車利用：諏訪ICから30km 45分 
       自動車利用：佐久ICから30km 45分 
       鉄道利用：JR北陸(長野)新幹線佐久平駅下車バス50分→徒歩 5分 
       鉄道利用：JR中央本線茅野駅下車バス40分→バス15分 
     ●出会える動物 
       ウマ・ウシ 
   ●できること 
       バター作り、アイスクリーム作り、チーズ作り、ふれあい体験、  
       乗馬、クロスカントリースキー（冬期のみ） 
   ●産物 
       牛乳、アイスクリーム、ヨーグルト、チーズ、など 

     ●営業期間 
       通年営業 
   ●営業時間 
       9:00～17:30 
   ●料金 
       入場無料 
   ●休業日 
       レストランのみ火曜日定休（GW・夏休みは無休） 
   ●広さ 
       211ha  
   ●パーキング 
       普通車300台・大型バスOK 
   ●問合せ先 
       長門牧場 
       Ｔｅｌ 0267-55-6969 
       Ｆａｘ 0267-55-7327 



鷹山ファミリー牧場 
たか  やま                ぼく  じょう 

   豊富な体験メニューが揃い、一日楽しめそうな鷹山ファミリー牧場。独自のポイント制度もあり、ポイントに応じておい
しい牛乳やソフトクリーム、スモークチーズなどがもらえます。ヤギのさんぽなど、お子さんも楽しめます。 

 
   ●市町村 
       長野県小県郡長和町 
   ●アクセス 
       自動車利用：諏訪ICから34km 50分 
       自動車利用：佐久ICから45km 60分 
       鉄道利用：JR北陸(長野)新幹線上田駅下車バス80分 
       鉄道利用：JR中央本線茅野駅下車バス40分→タクシー10分 
   ●出会える動物 
       ウシ・ウマ・ヤギ 
   ●できること 
       乳搾り、乗馬、ヤギさんぽ、魚つかみどり、四輪バギー、トラクター、 
       バター作り、ソーセージ作り、スモークチーズ作り、チーズ・ヨーグルト作り 
       アイスクリーム作り、ミルクジャム作り など 
   ●産物 
       牛乳、高原野菜、牧場スモークチーズほか 
     ●営業期間 
       4月下旬～11月中旬 
   ●営業時間 
       9:00～17:00 
   ●料金 
       入場無料 
   ●休業日 
       不定休 
   ●広さ 
       5.3ha 
   ●パーキング 
       普通車80台・大型バスＯＫ 
   ●問合せ先 
       鷹山ファミリー牧場  

       Ｔｅｌ 0268-69-0550  
           Ｆａｘ 0268-69-0570  



スエトシ牧場 
                   ぼく  じょう 

   たくさんの動物が飼育されているスエトシ牧場。メインは乗馬で、外乗りもできます。ちょっとめずらし
い動物に会えるふれあい動物園や宿泊施設もあります。 

 
   ●市町村 
       長野県佐久市 
   ●アクセス 
       自動車利用：佐久ICから10km 25分 
       鉄道利用：JR北陸(長野)新幹線佐久平駅下車タクシー25分 
     ●出会える動物 
       ウマ・リャマ・ヒツジ・ヤギ・ミニブタ・アルマジロ・ミーアキャット・フェレット・イヌ・ネコ・ウサギ・ハムスター・ 
       モルモット・カモ・アヒル・シチメンチョウ・リクガメ 
   ●できること 
       乗馬、動物とのふれあい、宿泊（１泊２食￥８４００） 
   ●産物 
       ソフトクリーム 
     ●営業期間 
       通年営業 
   ●営業時間 
       ９:３０～１７:００ 
   ●料金 
       入場無料 
   ●休業日 
       水曜日（祝・祭日の場合は木曜日が振替休日） 
       7/20～8/31は無休です 
   ●広さ 
        3.3ha 
   ●パーキング 
       普通車３０台・大型ＯＫ 
   ●問合せ先 
       スエトシ牧場 
       Ｔｅｌ  0267-68-5210  
       ＵＲＬ http://www.bokujo.co.jp/index.html 



蓼科ふれあい牧場 
たて しな                  ぼく  じょう 

   かわいい動物とのふれあいが中心の蓼科ふれあい牧場。ビーナスラインからの好アクセスも魅力です。 
 
   ●市町村 
       長野県北佐久郡立科町 
   ●アクセス 
       自動車利用：佐久ICから38km 50分 
       自動車利用：諏訪ICから29km 40分 
       鉄道利用： JR北陸(長野)新幹線佐久平駅下車バス60分→徒歩 1分 
       鉄道利用：JR中央本線茅野駅下車バス45分→バス9分→徒歩 1分 
     ●出会える動物 
       ヒツジ・ヤギ・ミニチュアホース・ミニブタ・ウサギ 
   ●できること 
       動物とのふれあい      
     ●営業期間 
        4月下旬～10月中旬 
   ●営業時間 
       9:00～16:30 
   ●料金 
       入場無料 
   ●休業日 
       無休 
   ●広さ 
        8ha 
   ●パーキング 
       普通車1500台・大型バスＯＫ 
   ●問合せ先 
       白樺高原総合観光センター 
       Ｔｅｌ  0267-55-6201 
       Ｆａｘ  0267-55-6000   



蓼科第二牧場 
 たて  しな  だい  に  ぼく  じょう 

   広々とした景色の中でゆっくりと過ごす動物たちを見ることができます。隣の売店でソフトクリームや新鮮な
牛乳が味わえますので、牛や馬を眺めながらのんびりと休憩できます。 

 
   ●市町村 
       長野県北佐久郡立科町 
   ●アクセス 
       自動車利用：佐久ICから35km 47分 
       自動車利用：諏訪ICから26km 37分 
       鉄道利用： JR北陸(長野)新幹線佐久平駅下車バス49分→徒歩 1分 
       鉄道利用：JR中央本線茅野駅下車バス45分→バス14分→徒歩 1分 
     ●出会える動物 
       ウマ・ウシ 
   ●産物 
       ソフトクリーム、アイス、しぼりたて牛乳など        
     ●営業期間 
        6月～10月 
   ●営業時間 
       特に時間制限はありません 
   ●料金 
       入場無料 
   ●休業日 
       無休 
   ●広さ 
        53ha 
   ●パーキング 
       普通車50台・大型バスＯＫ 
   ●問合せ先 
       白樺高原総合観光センター 
       Ｔｅｌ  0267-55-6201 
       Ｆａｘ  0267-55-6000   



八ヶ岳中央農業実践大学校 
 やつ が たけ  ちゅう おう  のう ぎょう  じっせん  だい がく  こう 

   八ヶ岳の風景の中、農業の担い手を育成している施設です。校内には直売所があり、新鮮な酪農製品
などが並びます。ふれあい牧場ではポニーやヤギとふれ合えます。 

 
   ●市町村 
       長野県諏訪郡原村 
   ●アクセス 
       自動車利用：諏訪南ICから10km 14分 
       自動車利用：小淵沢ICから17.5km 20分 
       鉄道利用：JR中央本線茅野駅下車バス40分→徒歩 30分 
   ●出会える動物 
       ポニー・ヤギ・ウシ 
   ●できること 
       動物とのふれあい、熱気球に乗ることができます（７～８月） 
   ●産物 
       牛乳・チーズ・アイスクリーム・ヨーグルト・野菜・卵など        
     ●営業期間 
       通年営業 
   ●営業時間 
       9:00～17:00(季節により変動) 

   ●料金 
       入場無料 
   ●休業日 
       夏期無休・冬期木曜定休 
   ●広さ 
        223ha 
   ●パーキング 
       普通車１００台・大型バスＯＫ 
   ●問合せ先 
       八ヶ岳中央農業実践大学校 
       Ｔｅｌ  0266-74-2111 
       Ｆａｘ  0266-74-2382 



ホープロッジ乗馬牧場 
                  じょう ば  ぼく じょう 

   乗馬体験や外馬を楽しめます。初心者から上級者までレッスンをしてもらえるので安心です。その他、
屋内での体験やバーベキューができたり、宿泊施設もあります。 

 
   ●市町村 
       長野県茅野市 
   ●アクセス 
       自動車利用：諏訪ICから27km 40分  
       自動車利用：佐久ICから40km 50分 
       鉄道利用： JR中央本線茅野駅下車バス50分 
       鉄道利用：JR北陸(長野)新幹線佐久平駅下車バス60分 
     ●出会える動物 
       ウマ・ウサギ・ヒツジ 
   ●できること 
       乗馬 
       その他、そば打ち、レザークラフト、楽焼き、籐細工、 
       ステンドグラス、サンブラスト（ガラス細工）       
     ●営業期間 
       通年営業 
   ●営業時間 
       9:00～17:00・18:00くらいまで（日没まで） 
   ●料金 
       入場無料 
   ●休業日 
       無休 
   ●広さ 
       0.7ha   
   ●パーキング 
       普通車20台・大型バスＯＫ（事前予約必要） 
   ●問合せ先 
      ホープロッヂ乗馬牧場  
       Ｔｅｌ  0266-68-2017 
       Ｆａｘ  0266-68-2561   



木曽馬の里 木曽馬乗馬センター 
 き  そ  うま      さと      き  そ   うま  じょう ば 

   木曽馬は気性の優しい日本在来種です。一時絶滅の危機に瀕しましたが、保存会の努力により現在約100
頭まで増えました。ふれあいで草を食べさせたり、乗馬を楽しんだりできます（雨の日には屋内施設で
乗馬できます）。 

  ずんぐりした体で気性の優しい木曽馬。吹き抜ける風が爽快な開田高原で触れてみてください。 
 
   ●市町村 
       長野県木曽郡木曽町 
   ●アクセス 
       自動車利用：伊那ICから47km 65分 
       自動車利用：中津川ICから78km 105分 
       鉄道利用：JR中央本線木曽福島駅下車→バス36分→徒歩 10分 
   ●出会える動物 
       木曽馬 
   ●できること 
       乗馬・木曽馬とのふれあい 
    ●営業期間 
       通年営業（天候により、屋内馬場にて乗馬） 
   ●営業時間 
       8:30～16:30 
   ●料金  
       入場無料 
   ●休業日 
       無休（状況によりお休みになることもあります） 
   ●広さ 
        5.5ha   
   ●パーキング 
       普通車50～200台・大型バスＯＫ（周辺駐車場利用の場合） 
   ●問合せ先 
       木曽馬乗馬センター 
       Ｔｅｌ  0264-42-3085 
       Ｆａｘ  0264-42-3085   



木曽馬トレッキングセンター 
 き   そ  うま 

   木曽馬の乗馬専門で営業している施設です。団体のお客様は要予約。初心者でも基本から教えてもらえます。 
 

   ●市町村 

       長野県木曽郡木曽町 

   ●アクセス 

       自動車利用：伊那ICから58km 85分 

       自動車利用：中津川ICから89km 125分 

       鉄道利用：JR中央本線木曽福島駅下車→バス54分→徒歩 15分 

     ●出会える動物 

       木曽馬 

   ●できること 

       乗馬  

   ●お買い物 

       木曽馬トレッキングセンターオリジナルの手作り馬グッズ、蹄鉄のフォトフレーム、置物、馬の毛ストラップなど 

   ●営業期間 

       通年営業 

   ●営業時間 

       8:00～17:00 

   ●料金 

       入場無料ですが、見学のみの受け入れはありません 

   ●休業日 

       連絡が取れないときは休業  

   ●広さ 

       1.5ha   

   ●パーキング 

       普通車10台・大型バスＯＫ 

   ●問合せ先 

       木曽馬トレッキングセンター 

       Ｔｅｌ 090-8949-2898 
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