
信州観光復興元年

本年度を「信州観光復興元年」と位置づけ、市町村や観光・交通関係事業者と連携した観光プロ
モーションを積極的に展開し、コロナ禍からの観光産業の再生を図ります 。

夏の信州 わくわく観光キャンペーン

⚫ 親子向けイベント、アクティビティ、ハイキング・トレッキング、祭・イベントなど、夏の信州をお楽しみ
いただけるコンテンツをご提案する他、県内各地の魅力をＰＲするキャンペーンを展開

⚫ 夏のコンテンツに加え、割引事業などお得な情報や快適な移動手段などをご案内し、来訪者の県内での周遊
を促進

⚫ 長野県を訪れる皆様に、感染対策を徹底していただきながら夏の信州を楽しんでいただくよう呼びかけ

期 間 2022年４月～2023年３月

キャッチ
フレーズ 「信州でカラダもココロも深呼吸」

ロゴマーク

期 間 2022年7月～2022年９月

今年の夏は信州へ！ 旅行先として信州を選択する3つのポイントを紹介
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➢ ポイント１ 見どころ・楽しみどころ満載の夏の信州！

見どころ・楽しみどころ満載！「夏の信州」を満喫できるコンテンツをご紹介！

●親子向けイベント………………………………自然体験教室、星空観察、水遊び、農業体験 など 夏休みに親子で

●アクティビティ・キャンプ・グランピング…サイクリング、カヌー、高原キャンプなど大自然の中での非日常体験

●ハイキング・トレッキング・森林浴…………高原ハイキング、森林浴 など 涼を感じながらストレス解消

●祭・イベント……………………………………花火大会、夏フェスなど 夏ならではのイベント

●合宿・ワーケーション…………………………高原、高地、避暑地など 大自然の中、トレーニングも仕事も効果アップ

➢ ポイント２ 県内各地にNEWスポットや誰でも楽しめるメニュー・エリアがいっぱい！

県内のNEWスポットや誰でも楽しめるメニュー・エリアやコンテンツ などをご紹介！

●NEW OPENのスポット………御嶽山ビジターセンター、サントリー天然水北アルプス信濃の森工場

霧ヶ峰自然保護センター、モンテリイナ、Nagano forest village など

●誰もが楽しめる旅行や体験…アウトドア用車椅子等を活用した多彩なユニバーサルフィールド体験をサポート

➢ ポイント3 旅ナカを楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

旅行中の移動に新たな価値を加え、旅ナカを楽しめるコンテンツをご紹介！
●スタンプラリー………虎の巻スタンプラリー、上田電鉄101年記念スタンプラリー

●周遊観光………………信州まつもと空港発「レンタカーDeぐるっ得パス」、

ＪＲ東日本「駅からハイキング」 、聖地巡礼、物味湯産手形 など

2022.6.17 信州キャンペーン実行委員会

🉐あなたの旅をもっとお得で贅沢に！

あなたの旅行をサポートする様々な割引事業を実施。
●信州割SPECIAL ●NEXCO信州めぐりフリーパス2022 ●長野県産品ECサイト

長野県PRキャラクター「アルクマ」
©長野県アルクマ

実施計画
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信州の自然を五感で感じることができる「親子向けイベント」や、冒険心をくすぐる多
彩な「アクティビティ」、自然や歴史に触れる「ハイキング」、夏の信州ならではの
「祭・イベント」など、信州を満喫できる観光コンテンツが満載！

夏のアルプス大冒険（安曇野市、大町市）

戸隠流そばうち体験（長野市）

親子のリバートレッキング（軽井沢町）

カゴメ野菜生活ファーム（富士見町）

水遊び・川遊び

夏でも冷たい長野県の川や沢でちょっぴりワイルドな水遊びを体験しませんか。川の流れに身をゆだねたり、
川底にいる魚を探したり、ロープを使ってザブザブと流れに逆らって歩いてみたり…。自然の川の力強さを体
感できます。

長野県は、蕎麦や野菜などの食に関する特産品も豊富です。自分でうった蕎麦を味わうことができる「蕎麦打
ち体験」や、昼夜の寒暖差で旨味や甘味を蓄えた野菜の「収穫体験」など、信州の“食”を体感してみてはいか
がでしょうか。

体験

夏休み親子自然体験教室

「ざんねんないきもの事典」監修

今泉 忠明 先生
「長野県は宇宙県」連絡協議会長

大西 浩次 先生

夏休みは信州の自然フィールドで、楽しく自然を学ぼう！信州に棲む
野生の「いきもの」や、都会では見ることのできない美しい「星空」
を特別講師と一緒に体験しよう。

◆特別講師
◆リモートとリアルの
ハイブリッド型プログラム

事前学習（リモート）

フィールドワーク（リアル）

フォロー学習（リモート）

フォロー学習では、
自由研究の課題制作も！

親子向けイベント

いきもの観察体験 星空観察体験

やぶはら高原こだまの森（木祖村） なべくら高原・森の家（飯山市）

HAKUBA47（白馬村） 富士見高原 花の里（富士見町）

◆開催地
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アクティビティ・キャンプ・グランピング

のどかな山里を堪能するマウンテンバイクやE-BIKEを用いたサイクリング、水面が輝く清らかな湖や河川で楽
しむカヌーやラフティングなどの水上アクティビティ…。県内各地で様々なアクティビティが体験できます。

SORA GLAMPING RESORT（山ノ内町）

信州のキャンプ場の最大の魅力は、夏でも涼しい高原でキャンプを楽しめることです。
また、県内各地でグランピング施設が続々とOPENし、テントの設営やキャンプ用品を持ち込まなくても気軽に
キャンプ気分を味わうことができます。ちょっと贅沢な非日常を体験してみてはいかがでしょうか。

駒ヶ根キャンプセンター（駒ヶ根市） 白樺リゾートキャンピングビレッジ
（立科町）

奥木曽湖カヌー（木祖村） 諏訪湖カヤック（諏訪市） 遠山郷ラフティング（飯田市）

キャンプ・グランピング

アクティビティ

レンタルサイクル（飯山市）マウンテンバイク（野沢温泉村） リバークルーズ（安曇野市）
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合宿・ワーケーション

夏の信州は、お祭りや夏ならではの催しが目白押しです！多くの皆様に安心してお楽しみいただけるよう、感
染対策を徹底しながら開催いたします。また、夏の風物詩である花火大会も各地で開催されます。夏の夜空に
咲き誇る大輪の花をぜひご覧ください。

祭・イベント

標高の高い信州では高地での合宿やトレーニングに最適です。平地に比べて酸素量が少なく、身体へ負荷が
かかるため、トレーニングの効果が上がると言われています。また、ワーケーションにも適しており、いつ
もの仕事を行いながら合間に観光地やリゾート地で休暇を楽しめます。

諏訪湖の花火2022（諏訪市）

写真未確認

菅平高原（上田市） 諏訪湖を望むワークプレイス（諏訪市）

美ヶ原高原（松本市） のんびりブナの森散策（飯山市）

世界に誇る山岳リゾートの信州といえば、本格的な登山も人気ですが、高原ハイキングも魅力の一つです。長
野県だからこそ体験できる高原の「涼」を感じながら、目の前に広がる大自然を満喫できます。

ハイキング・トレッキング・森林浴

高峰高原（小諸市）

サマーイルミネーション（大町市・松川村）

ワークラボ八ヶ岳（茅野市）

元気なふるさと収穫祭めぐり（県内58町村）
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・信州新町納涼大会［長野市］
・びんずる市［長野市］
・須坂祇園祭「笠鉾巡行」［須坂市］
・志賀高原カレッジコンサート［山ノ内町］
・飯縄火まつり［長野市］
・信州さらしな・おばすて観月祭［千曲市］
・千曲川納涼煙火大会［千曲市］
・グリーンマーケット-朝市-［信濃町］
・野尻湖サンデーマルシェ［信濃町］

・高野町祇園祭［佐久穂町］
・信州の奇祭榊祭り［佐久市］
・青木村夏祭り・大花火大会［青木村］
・白樺高原花火大会［立科町］
・佐久千曲川大花火大会［佐久市］

・お舟祭り［下諏訪町］
・岡谷花火まつり［岡谷市］
・小津安二郎記念・蓼科高原映画祭［茅野市］
・諏訪湖の花火2022［諏訪市］
・星空観望会［原村］

・和知野川フェスティバル［天龍村］
・たかぎ祭り［喬木村］
・みやだ祇園祭［宮田村］
・深見の祇園まつり［阿南町］
・いいだ人形劇フェスタ［飯田市］
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※新型コロナウイルスの感染状況によっては
イベント内容が変更となる場合があります。

・国営アルプスあづみの公園サマーイルミネーション
［大町市・松川村］
・若一王子神社例祭奉祝祭（子ども流鏑馬）[大町市]
・奈良井鎮神社例祭［塩尻市］
・国宝松本城太鼓まつり［松本市］
・高ボッチ高原観光草競馬大会［塩尻市］
・セイジ・オザワ松本フェスティバル［松本市］
・穂高神社御船祭［安曇野市］
・高瀬川納涼大花火大会［池田町・松川村］
・聖高原納涼煙火大会［麻績村］
・信濃大町スイーツプロジェクト2022［大町市］

・薮原神社例大祭［木祖村］
・鹿島神社、香取神社例祭［上松町］
・東山神社夏季例大祭［南木曽町］
・みたけ夏祭り［木曽町］
・水無神社例大祭（みこしまくり） [木曽町]
・御嶽神社例大祭［王滝村］
・木曽義仲旗挙げまつり（らっぽしょ）[木曽町]
・木曽音楽祭［木曽町］
・馬籠宿あかり街道［中津川市］

「夏の信州」を満喫できる祭り・イベント情報をご紹介！
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湯の丸高原・池の平湿原（東御市）

標高1,700mの高
原で涼しく、穏や
かな山容なので、
日帰りトレッキン
グに最適です。池
の平湿原は、1時
間程度の散策で
様々な高山植物・
蝶に出会えます。

※新型コロナウイルスの感染状況によってイベント内容が変更となる場合があります。
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観光情報はこちらから
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長門牧場（長和町） 五島慶太未来創造館（青木村）

そらさんぽ天龍峡（飯田市）

分杭峠（伊那市） 蛇石キャンプ場（辰野町）

「夏の信州」を満喫できるコンテンツをエリア別にご紹介！

かいこうそうぐう

邂逅遭遇御利益巡り（上田市ほか）

善光寺や諏訪大社
等を含めた県内9
カ所の神社仏閣を
巡り、専用色紙で
御朱印をいただき
ます。
邂逅遭遇とは、
「思いがけず巡り
合うこと」です。
4月3日~8月31日

白駒の池入口に一
面に広がる緑の絨
毯。ここは、519
種類の苔が生息す
る「苔の森」。苔
に包まれた原生林
の神秘的な癒しの
世界をお楽しみく
ださい。

苔の森（佐久穂町）

標高1,400ｍの高
原に広大な牧草地
を持つ酪農牧場。
自家製乳製品を使
用したメニュー豊
富なレストランで
の食事や、乗馬、
バターづくりなど
牧場ならではの体
験ができます。

青木村出身の東急
グループ創業者
「五島慶太」につ
いて学ぶことがで
きます。グループ
創業100周年を記
念したイベントを
開催予定です。

布引観音（小諸市）

「牛に引かれて善
光寺参り」でも有
名な布引伝説の舞
台です。駐車場か
ら約15分の参道
（未舗装）を登る
と、懸崖造りの観
音堂と浅間山を望
む眺めはまさに絶
景です。

天龍峡大橋の車
道の下に設けら
れた歩道「そら
さんぽ天龍峡」
は眺下に天竜川
や川下り、線路
を通る鉄道が見
え、四季折々の
景色が楽しめま
す。

大河内森林公園（天龍村）

日本最大級の断
層・中央構造線
の真上に位置す
る分杭峠。「氣
場」と呼ばれる
場所にはパワー
スポットとして
全国から人が訪
れます。

宮田村総合公園ふれあい広場（宮田村）禍誤除けの滝（喬木村）

標高約900ｍの位
置にある針葉樹に
囲まれた静かな公
園です。オート
キャンプ場やテン
ト広場で思い思い
のアウトドアが楽
しめます。

村内外に人気の公
園で、１番人気は
全 長 約 70m の
ジャンボ滑り台。
週末は子供たちの
楽しげな声で公園
が包まれます。
その他にも多くの
遊具・水遊び・広
場があります!

冬は氷瀑となり、多
くの愛好家が訪れる
「禍誤除けの滝」は、
夏は清涼な雰囲気を
見せてくれます。落
差３０ｍの瀑布で、
盛夏でも肌寒さを感
じる位涼しいです。

伊那市観光協会

横川渓谷の澄んだ
川の流れと国有林
の新緑がまぶしい、
無料のキャンプ場
です。キャンプ場
のすぐ横では国の
天然記念物で大蛇
のような姿に見え
る「蛇石」を見る
ことができます。

よしなかやかた

義仲館（木曽町）

「阿寺ブルー」と
称される、エメラ
ルドグリーンが美
しい阿寺渓谷。阿
寺川に沿って美し
い色の淵や滝、奇
岩などの絶景ス
ポットが連なって
います。

例年秋に開催して
いる「あかり街
道」を夏にも実施
します。石畳が敷
かれた坂に沿う宿
場町の街道に、約
600mにわたり行
燈の明りが灯りま
す。８月12日～
16日（予定）

木曽町にゆかりを
持つ木曽義仲公や
巴御前の存在を後
世に継承すること
を目的に開館した
資料館です。令和
3 年 7 月 に リ
ニューアルオープ
ンしました。

馬籠宿あかり街道（中津川市） 阿寺渓谷（大桑村）

駒ケ根高原アルプスの丘家族旅行村
（駒ケ根市）

気軽にアウトドア
を楽しめる家族向
けレジャー施設。
オートキャンプ場
や日本最大級の
ドッグサイトがあ
るほか、日帰り温
泉などもそろって
います。

ヘブンスそのはら（阿智村）

富士見台高原まで
ロープウェイで
2,549mの空中散
歩。夏は高原ト
レッキングやペア
リフトから見る花
絨毯がおすすめで
す。

しらびそ高原天の川 星空観賞ツアー
（飯田市）

しらびそ高原で
満天の星空のも
とガイド付きの
ダークナイトツ
アーを開催しま
す。天体望遠鏡
を使って、まば
ゆい星空を存分
に楽しめます。
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戸隠スキー場 怪無山（長野市）菜の花公園のひまわり（飯山市） 信州新町納涼大会（長野市）

国立公園指定され
ている野尻湖では、
遊覧船、SUP、カ
ヌー、ウインド
サーフィン、バス
フィッシングなど
様々なアクティビ
ティが楽しめます。
暑い夏は野尻湖で
決まり！

アカカンガルー
「ハッチ」で有名
な動物園。現在は
ペンギンやベンガ
ルトラ等の人気者
たちが迎えてくれ
ます。今夏も七夕
等のイベントを多
数開催予定です。

滝の裏側から流れ
落ちる姿を見られ
るため、別名「裏
見の滝」とも呼ば
れています。落差
30mの豪快な滝
の音と水しぶきを
間近で感じること
ができます。

長野市信州新町地
区で開催される打
ち上げ花火ととう
ろう流しのイベン
ト。犀川上流から
とうろうが流れる
川面を花火が照ら
します。

野尻湖 （信濃町） 雷滝（高山村） 須坂市動物園 （須坂市）

春は見渡す限り一
面の菜の花に覆わ
れる菜の花公園が、
夏にはひまわり畑
に大変身！春とは
違った黄色の花畑
をお楽しみいただ
けます。

E-BIKEで夏の戸
隠スキー場を駆け
上がってみてはい
かがですか。山頂
からは、戸隠連峰
や北アルプスを一
望することができ
ます。

写真未確認

栂池自然園（小谷村）

日本でも有数の高
層湿原があり、
様々な動植物を観
察することが出来
ます。夏は最も花
の多い時期で、イ
ワカガミ、ニッコ
ウキスゲなど、た
くさんの花々が迎
えてくれます。

“木こり”なりきり体験（大町市）

森林整備から伐採
木の活用までを体
験する2泊3日の
ゼロカーボンステ
イ。森の散策、除
伐、山の恵みを
使った食、クラフ
トなどが体験でき
ます。

高ボッチ高原（塩尻市）

360度眺望が開け
た山頂から、北ア
ルプスの山々はも
ちろん、諏訪湖、
南アルプス、富士
山までの景色を楽
しむことができま
す。夏期は放牧さ
れた牛を見ること
も。

安曇野市を流れる
穂高川のほとりの
公園。公園エリア
とキャンプエリア
に分かれており、
キャンプエリアで
はバーベキューや
テント泊が楽しめ
ます。

かじかの里公園（安曇野市）

信濃大町スイーツプロジェクト2022
（大町市）

黒部ダムをイメー
ジし「黒と赤」を
テーマに作られた
市内のスイーツを
巡る旅。来年竣工
60周年を迎える
黒部ダムをお祝い
するプレイベント
でもあります。

長野県松本平広域公園 信州スカイパーク
（松本市）

「夏の信州」を満喫できるコンテンツをエリア別にご紹介！

日本一標高の高い
「信州まつもと空
港」を囲む敷地に
ある、長野県最大
の県立都市公園で
す。花や緑であふ
れる園内は、遊具
広場や競技場が整
備され、大人も子
どもも楽しめます。

八ヶ岳アルパカ牧場（富士見町）

白樺湖（茅野市） レンタサイクル（岡谷市）

八ヶ岳の麓にある
牧場で、ふれあい
体験や餌やり、お
散歩など動物たち
と間近に触れ合え
ます。人気イベン
ト「アルパカダー
ビー」は大人も白
熱します。

JR岡谷駅構内の観
光案内所では、E-
BIKEを中心とし
たレンタサイクル
を借りられます。
諏訪湖周辺のサイ
クリングにぜひご
利用ください。

車山スカイテラス（茅野市）

信州のほぼ中心に
位置し、夏はボー
ト遊びやハイキン
グ、冬はスキー・
スノーボードなど、
四季を通して楽し
める高原リゾート
です

水ロケット工作打ち上げ体験（原村）

目の前に広がる雄
大な高原を眺めな
がらいただく厚切
りトーストと落と
したてのサイフォ
ンコーヒー。標高
1,600ｍの高原で
贅沢な朝食を体験
できます。

霧ヶ峰で朝食を。（諏訪市）

八ヶ岳、富士山、
南アルプスが一望
できる南斜面から
突き出すように設
置されており、先
端に立てば空に浮
かぶような感覚が
味わえます。

八ヶ岳自然文化園
内で、ペットボト
ルを使い、手作り
で水ロケットを制
作します。もちろ
ん制作後は、実際
に打ち上げ！
8月6~7日開催予
定

※新型コロナウイルスの感染状況によってイベント内容が変更となる場合があります。
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「サントリー天然水＜北アルプス＞」の製造工程見学に加
え、お客様に水の大切さや清冽さ、また「サントリー天然
水」ブランドの世界観を体感いただけます。
工場見学は無料（事前申込要）。

サントリー天然水北アルプス信濃の森工場（大町市） 霧ヶ峰自然保護センター（諏訪市）

４月29日（金）にリニューアルオープンしました。展望テ
ラスと眺望デッキを新設し、館内に大型映像モニターを設
置したほか、展示内容を一新しました。また、ペレットス
トーブや太陽光発電システムを導入しています。

御嶽山ビジターセンター

南信州のかんてんぱぱガーデンに新たな施設が誕生。中央
アルプスと南アルプス、２つのアルプスの合間に生まれた
『monterina[モンテリイナ]』。フランス語とイタリア語
で「山」を表す言葉と長野県伊那市の「ina」を掛け合わ
せて2022年３月にオープン。

モンテリイナ（伊那市）

山エリアでは「御嶽山を知る」「安全に登る」をテーマに、
御嶽山の成り立ちや御岳県立公園の自然・文化などの魅力
発信、火山活動の状況や山小屋の営業状況など安全に登山
を行うための情報提供を行います。

里エリアでは「学ぶ・楽しむ」「集う・交流する」をテー
マに、木曽地域の魅力や噴火災害について学ぶことができ
るとともに、地域の方や子どもたちが様々な方と交流でき
る拠点スポットとなります。

Nagano forest village （長野市）

飯綱高原に自然を体感できるフィールドと「森の駅
Daizahoushi」からなる新たなスポットが登場！
キャンプ場、ジップライン、アスレチックなどのアクティ
ビティのほか、「森の駅Daizahoushi」ではカフェやマル
シェ、屋内アスレチックが楽しめます。

長野県内のNEWスポットをご紹介します！
自然豊かな信州の山々や水、食文化などを体感し、学習できる施設が盛りだくさんです。

8/27(土)New Open

やまテラス王滝（王滝村）
～火山と自然の情報館～

さとテラス三岳（木曽町）
～歴史と文化の伝承館～

山エリア 里エリア

伊那食品工業株式会社/monterina

ポイント２ 県内各地にNEWスポットや誰でも楽しめるメニュー・エリアがいっぱい！
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自然豊かな信州の観光地をどなたでも楽しんでいただけるようサポートします。
長野県はユニバーサルツーリズム先進地です！

車椅子やベビーカーでも散策できるユニバーサル遊歩道
「ブナの里山こみち」を整備。アウトドア用車椅子に
乗って、森の中を冒険するプログラムもオススメ！森の
魅力を最大限に感じていただける時間を提供します。

なべくら高原・森の家（飯山市） 富士見高原リゾート（富士見町）

阿智☆昼神観光局（阿智村） 戸隠観光協会（長野市）

日本一の星空を見たい、夏休みらしい旅行へ出かけ
たい･･･車いすけん引補助装置やサポートによって
「行けない」を「行ける」に変えることができます。
車いすの貸出しや旅のコーディネートなど、お気軽に
ご相談ください。

「戸隠ユニバーサルツーリズムデスク」では、アウトド
ア用車椅子や福祉用品のレンタルをはじめ、専門の相談
員が、皆さんの行きたい！やってみたい！を実現するお
手伝いをいたします。広大な森林トレッキングやキャン
プ等、車椅子で丸ごと戸隠高原を楽しんでいただけます。

白馬五竜（白馬村）

アウトドア用の一輪車＝トレイルライダーに乗って自然
の中を探索しませんか？カラダの正面から「風を感じる
…」実はとても心地よい… 歩行困難な方にもトレイルラ
イダーを使って 「風を感じてほしい」です。

志賀高原（山ノ内町）

自然を楽しむことを諦めてしまっている方々にアウトド
ア用車椅子などを利用して、仲間と一緒に自然と触れ合
う時間を楽しんでいただけるよう、当事者の体調や体力
を考慮したアクティビティプランを提案させて頂きます。

ポイント２ 県内各地にNEWスポットや誰でも楽しめるメニュー・エリアがいっぱい！

天空カートは自動運転。富士山や北アルプスを望む展望台
（創造の森）までの標高差200ｍをゆっくり上ります。
創造の森の散策路や広場は幅広でゆったり。アウトドア用
車いすJINRIKIやHIPPOの貸し出しもあります。

ユニバーサルツーリズム
について詳しくはこちら→



ポイント3 旅ナカを楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

信州の「列車旅」は楽しみいっぱい！

県内を走っている観光列車

【のってたのしい列車】
■快速「リゾートビューふるさと」

（長野～南小谷）
■快速「おいこっと」 （長野～十日町）
■快速「HIGH RAIL 1375（小諸～小淵沢）

【ろくもん】
信州の山の幸を堪能できる観光列車。
長野～軽井沢までの移動と食を
同時に満喫する旅を提案。

【北信濃ワインバレー列車】
日本一ゆっくり走る特急列車。
県産ワインを飲みながら

湯田中～長野駅までの車窓を楽しめる。

夏の信州に特別運行する臨時列車

【急行「飯田線秘境駅号」】
特急列車では通過する秘境駅に停車し、
非日常感溢れる鉄道の旅を楽しめる。

【軽井沢リゾート】
軽井沢～妙高高原を結ぶ、

土休日限定の観光有料快速列車。

あなたの移動体験をワンランクアップ！

⚫ 各地の見どころを効率よく周遊する定期観光バス。駅近くの乗場からすぐ乗車できます！
⚫ 地元を知り尽くしたタクシー認定乗務員ならではの知識と旬な情報で、旅の楽しみもアップ！

観光ガイドタクシー（県内各地）
タクシー乗務員が、観光ガイド・カメラマン・エスコートアシスタントとして
おもてなしします。２時間から30分単位で通常よりお得にご利用いただけま
す。
「さわやか信州観光ガイドタクシー」は車体のステッカーが目印です。

黒部ダムの電気バス
扇沢駅と黒部ダム駅を結ぶバスが2019年に刷新。
「トロバス」のデザインを受け継ぎ、CO2を排
出しない環境に配慮した運行を継続。

鉄道

バス・タクシー

定期観光バス
ゆったりとしたバス旅をお楽しみいただけけます。
【ハイデッカー（屋根あり）タイプバス】
◆戸隠・小布施と善光寺 7～９月の土休日中心
◆小諸佐久エリア ８月の土休日中心
【オープントップバスコース】
◆小諸佐久エリア 7・９月の土休日
◆星空 7・９月の特定日
◆諏訪満喫 ８月の土休日中心

【臨時特急「しなの」】
名古屋と松本・白馬を結ぶ臨時特急。
乗り換え不要でJR大糸線の旅を満喫。

上高地線全線運行再開
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【快速「ナイトビュー姨捨」】
長野⇔姨捨を結ぶ臨時列車。
姨捨からの夜景を楽しめる。

昨年8月に被災した田川橋りょうが復旧し、6月10日
全線で運行を再開しました。「上高地線わくわく一日フ
リー乗車券」で夏の上高地線の旅をお楽しみください。

「上高地線新型車両20100形」
約20年ぶりに上高地線で新型車両が走り始めました。新旧車

両の乗り比べはいかがでしょうか。

乗鞍岳ご来光バス
標高2,700m越えの乗鞍山頂から眺める
日の出の瞬間は言葉に表せないほどの絶
景です。乗鞍地区はマイカー規制区間が
ありますので、アルピコ交通のご来光バ
スをご利用ください。
（運行期間:7/16～9/25）



ポイント3 旅ナカを楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

上田電鉄×駅メモ！&アワメモ！ コラボデジタルスタンプラリー

～別所線101年記念 いおりと巡る別所温泉・寺社仏閣の旅～

ゲーム内で指定された対象駅および対象スポット
にチェックイン（位置登録）をし、ミッションを達
成することでゲーム内アイテムを獲得できます。
また、公認でんこをデザインしたコラボグッズの販
売、記念ノベルティの配布も予定しています。

実施期間：2022年5月17日(火)～12月8日（日）

観光地を巡る「虎の巻スタンプラリー」

2022年夏、県内各地の魅力的な観光地を周遊し、賞品を
手に入れよう！

内容：対象施設を巡りスタンプを集めて応募いただいた中から、

抽選で「おいしい信州ふーど」をプレゼント！

期間：2022年6月1日(水)～9月30日(金)

応募方法：応募用紙に対象施設でスタンプを押印して応募

応募締切：2022年9月30日

信州まつもと空港発「レンタカーDeぐるっ得パス」

松本および周辺エリアの周遊観光がお得に！信州まつもと空港からレ
ンタカーを利用する方を対象に、飲食店や観光スポット等で利用特典を
受けることができるパスポートを無料配布しています。

利用方法 ①信州まつもと空港内の１Fレンタカー受付窓口で観光パス
ポートを受け取る。

②観光パスポート掲載店でパスポートを提示して特典を受
ける。

💡さらにお得なチャンス！
観光パスポート掲載店で一定額以上ご利用いただいたくと、
豪華賞品が当たるキャンペーンにご応募できます。

実施者：諏訪、木曽、松本、北アルプス地域振興局
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特設ページはこちら

駅メモについて
詳しくはこちら

詳しくはこちら



ホームページやアプリから、行きたい日や
ジャンルを元にコースをチェック！

↓

指定の受付場所へ直接お越しください。
↓

「駅からハイキングアプリ」で参加受付！
↓

ハイキングスタート！
アプリ ホームページ

【南小谷駅】7月1日～9月30日
栂池の高層湿原に咲く希少な
高山植物たちをめぐるコース

【松本駅】7月1日～9月30日
※毎週月曜日（休日の場合は翌火曜日）を除く

レトロな街並みにタイムスリップ！
～城下町松本の歴史を巡る～

【茅野駅】7月2日～9月25日
諏訪大社上社（前宮・本宮と
茅野市近郊のアート鑑賞めぐり

【飯山駅】7月16日～8月7日
雪国の小京都いいやま寺町さんぽ
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ポイント3 旅ナカを楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

思い立った当日がハイキング日和♪駅からハイキング

夏 全14コース

作 品 名 公 開 日 県内のロケ・テーマ地

流浪の月 ５月13日
松本市・大町市
長野市・安曇野市

太陽とボレロ ６月３日
松本市・安曇野市
塩尻市・軽井沢町

きさらぎ駅 ６月３日 上田市・長野市

光復 ７月８日 長野市

ざんねんないきもの事典 ７月８日 安曇野市

破戒 ７月８日 長野市

ＫＩＮＧＤＯＭⅡ ７月15日 東御市・富士見町

劇場版 ツルネ ８月19日 長野市

裸足で鳴らして見せろ 2022年夏 諏訪市・伊那市

百花 ９月９日 諏訪市

この夏公開の映画を見て聖地巡礼！

長野県のロケーションがたくさんの映画の中で登場します。

詳細はこちら！
信州フィルムコミッション
ネットワークホームページ

信州物味湯産手形

旅行の原点である「見物」「味めぐり」「湯めぐり」「お土産」をまとめた、使って得する、
持って楽しむ観光クーポン冊子です。対象の入浴施設のうち12の施設で手形入浴ができると
ともに、約130の協賛施設で特典が受けられます。

有効期限：2023年3月31日まで
価 格：1,870円（税込）

●秋には物味湯産手形【WEB版】もリリース予定！乞うご期待！

～コースの一例紹介～

©2022「太陽とボレロ」製作委員会

詳しくはこちら



🉐 あなたの旅をもっとお得で贅沢に！

信州割ＳＰＥＣＩＡＬ

宿泊や日帰り旅行の割引事業により、お得旅を提供します！

期間 ～2022年6月30日（期間は延長となる可能性があります）

対象者 長野県、群馬県、埼玉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、
静岡県、愛知県、三重県にお住まいの方

割引額

※最新の情報は「信州割SPECIAL」専用ホームページをご確認ください。

宿泊・旅行代金 5,000～10,000円未満 10,000円以上

割引金額 2,500円＋観光クーポン2,000円 5,000円＋観光クーポン2,000円

信州めぐりフリーパス2022

NEXCO東日本・中日本と連携し、長野県内の高速道路が定額で乗り
降り自由になるプランをご用意！首都圏発着、名古屋発着、長野県内
周遊の3プランをご用意！観光施設の優待特典もご利用いただけます。

期 間 2022年4月1日～2022年11月30日（8月9日~17日は対象外とな

ります）

設定プラン 首都圏出発プラン……6,600円～9,700円

名古屋出発プラン……8,000円～11,000円

県内周遊プラン………4,600円～5,600円

※利用日数や車種によって利用料金が異なります。
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長野県産品ECサイト「オールNAGANO モール」

遠く離れていても、信州を愛するあなたのために、県産品を送料無料でお届けします！

期 間 2022年７月20日～12月27日（予定）

県産品を扱うECサイトをまとめて紹介する
「オールNAGANOモール」に掲載され、
【送料無料】マークがある商品が対象！

専用サイトは
こちら

お得に宿泊

お得に周遊

お得に買い物

2022年6月14日時点

詳しくはこちら



新型コロナウイルス感染防止対策にしっかり取り組んでいます！
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➢ 宿泊施設の取組例

◇入口に消毒液設置 ◇カウンターは仕切り設置で飛沫防止 ◇定期的な館内消毒

➢ 交通事業者の取組例

◇空気の入れ替え ◇運転席との仕切り設置で飛沫防止 ◇車内の定期消毒

県内の観光・宿泊施設では、訪れる皆様に安心して旅を満喫いただけるよう、感染防止
対策にしっかりと取り組んでいます。

「信州版 新たな旅のすゝめ」に沿った感染防止対策にご協力をお願いします



知って得する！あなたの旅をナビゲートする様々な観光情報をお届けします
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○長野県公式観光サイト「GoNAGANO」特設ページ開設

・県内各地の夏の魅力的な旬の観光の情報を紹介。

・大型催事をはじめとする県内イベント情報などを網羅

したキャンペーン特設ページを開設！

・ＳＮＳと連携し効果的にＰＲ

・首都圏エリア等でのインターネット広告 など

○県内各地および東京、名古屋、大阪 などで掲出中のポスター

信州キャンペーンポスター ＪＲ３社 共通ポスター

○JR東日本 駅での宣伝
ＪＲ東日本の首都圏および長野県内の駅を中心に、
「夏の信州 わくわく観光キャンペーン」をＰＲ

・デジタルサイネージ
・ポスター

○キャラバン
首都圏等への観光関係者のキャラバンを派遣し、訪問先地元メディア、旅行会社、

交通事業者を訪問し、県内観光をＰＲ（予定）

様々なメディアで旬の情報をご提供

○テレビ等でのＰＲ(地元局との連携)

・県内外の番組(旅番組・情報番組等)での紹介

・県外テレビスポットＣＭ

・長野県永久観光大使 峰竜太氏によるＰＲ

など

観光情報はこちらから



信州の楽しみ方は多彩！秋・冬のコンテンツの一部をご紹介
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温
泉
＆
紅
葉

秋

多くの高原を抱える長野県。県内に
は雲海が発生する箇所が多く点在し
ています。雲海は様々な気象条件が
そろわないと発生しませんが、秋は
発生率が高くなる季節。眼下に広が
る雲の海原は刻一刻と姿を変えます。
美しい信州の山々を彩る紅葉と絶景
をご覧ください。

湯けむりに誘われて

秘湯を楽しむ
静かな冬を迎える前に秋を彩る

雲海スポット
信州を味わうガストロノミー

新そば・地そばを味わい尽くす

日本にある８つの泉質すべてを県内
各地で楽しむことができる日本一温
浴施設が多い長野県。その中でも山
奥深いところには秘湯が点在してお
り、旅行番組などでも紹介されてい
ます。澄んだ空気の中の絶景露天風
呂で心も体も癒されます。

11月を迎えると県内各地で「新そば
まつり」が開催され、全国からそば
通が集まります。他県には負けない
品質の高さを誇る信州の蕎麦。なか
でも新そばは格別です。信州各地の
特色ある地そばを味わってみてくだ
さい。

1月から2月の厳冬期。厳しい寒さか
ら生まれる、美しい氷の芸術。滝の
流れを止めるほどの寒さが作り出す
氷瀑。岩から湧出した水が凍った白
川氷柱群など冬の寒さが作り出す芸
術をお楽しみください。

澄んだ空気が魅せるキラメキを

星空★ウォッチング
冬の芸術“アイスブルー”の世界へ

氷の芸術“氷瀑“
ノンスキーヤーでも楽しめる

スノーリゾート信州

凍てつくような寒さは空気中の水蒸
気を消し、クリアな夜空を演出して
くれます。星空観測から写真撮影ま
で美しい夜空は私たちを魅了してや
みません。星空案内人による星空
ウォッチングなど星空に親しむイベ
ントは季節を問わず開催されていま
す。

スノーリゾート信州。スノースポー
ツを楽しむだけでなくノンスキー
ヤーが白銀の世界を気軽に楽しめる
施設やアクティビティが増えてきて
います。山頂のカフェで絶景を楽し
んだり、雪原を愛犬と遊んだり、か
まくらで食事を楽しんだり。非日常
の癒し体験を楽しんでみてはいかが
でしょうか。

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

冬

それぞれの季節ごとにキャンペーンを展開します！お楽しみに！！



各市町村のお問い合わせ先
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北

信

濃

エ

リ

ア

栄村 栄村秋山郷観光協会 ☎0269-87-3333

野沢温泉村野沢温泉観光協会 ☎0269-85-3155

飯山市 信越自然郷飯山駅観光案内所 ☎0269-62-7000

木島平村 木島平村観光振興局 ☎0269-82-2800

山ノ内町 山ノ内町観光連盟 ☎0269-33-2138

中野市 信州なかの産業・観光公社 ☎0269-23-2211

信濃町 信濃町観光案内所 ☎026-255-3226

飯綱町 飯綱町観光協会 ☎026-253-7788

小布施町 小布施文化観光協会 ☎026-214-6300

高山村 信州高山村観光協会 ☎026-242-1122

須坂市 須坂市観光協会 ☎026-215-2225

長野市

ながの観光コンベンションビューロー ☎026-223-6050

飯綱高原観光協会 ☎026-239-3185

戸隠観光情報センター ☎026-254-2888

鬼無里観光振興会 ☎026-256-3188

信州新町観光協会 ☎026-262-2245

信州松代観光協会 ☎026-278-3366

小川村 小川村観光協会 ☎026-269-2323

千曲市 信州千曲観光局 ☎026-261-0300

坂城町 ステキさかき観光協会 ☎0268-82-3111

妙高市 妙高ツーリズムマネジメント（新潟県） ☎0255-86-3911

十日町市 （一社）十日町市観光協会（新潟県） ☎025-757-3345

津南町 津南町観光協会（新潟県） ☎025-765-5585

東

信

州

エ

リ

ア

青木村 青木村商工観光移住課 ☎0268-49-0111

上田市

信州上田観光協会 ☎0268-71-6074

丸子観光協会 ☎0268-42-1048

菅平高原観光協会 ☎0268-74-2003

武石観光協会 ☎0268-85-2828

東御市 信州とうみ観光協会（しなの鉄道田中駅） ☎0268-62-7701

長和町 信州・長和町観光協会 ☎0268-68-0006

小諸市 小諸市観光案内所 ☎0267-22-0568

御代田町 御代田町産業経済課 ☎0267-32-3113

軽井沢町

軽井沢観光案内所（軽井沢駅内） ☎0267-42-2491

軽井沢観光案内所（くつかけテラス内） ☎0267-45-6050

軽井沢観光会館（旧軽井沢） ☎0267-42-5538

佐久市

佐久市観光協会 ☎0267-62-3285

佐久市観光協会臼田支部 ☎0267-82-3111

佐久市観光協会浅科支部 ☎0267-58-2001

佐久市観光協会望月支部 ☎0267-53-3111

立科町 信州たてしな観光協会 ☎0267-55-6654

佐久穂町 佐久穂町観光協会 ☎0267-86-1553

小海町 小海町観光協会 ☎0267-92-2525

北相木村 北相木村経済建設課 ☎0267-77-2111

南相木村 南相木村振興課 ☎0267-78-2121

南牧村 南牧村観光協会 ☎0267-96-2211

川上村 川上村企画課 ☎0267-97-2121

日

本

ア

ル

プ

ス

・

松

本

平

エ

リ

ア

小谷村 小谷村観光連盟 ☎0261-82-2233

白馬村 白馬村観光局インフォメーション ☎0261-85-4210

大町市 大町市観光協会 ☎0261-22-0190

麻績村 聖高原観光案内センター ☎0263-67-2133

筑北村 筑北村観光課 ☎0263-66-2111

生坂村 生坂村観光協会 ☎0263-69-3111

池田町 池田町観光協会 ☎0261-62-9197

松川村 松川村観光協会 ☎0261-62-6930

安曇野市 安曇野市観光情報センター ☎0263-82-9363

松本市

松本市観光情報センター ☎0263-39-7176

松本市観光案内所 ☎0263-32-2814

松本市アルプス山岳郷 ☎0263-94-2221

㈱ふるさと奈川 観光交流部 ☎0263-79-2125

山形村 山形村観光協会 ☎0263-31-6220

朝日村 朝日村観光協会 ☎0263-87-1935

塩尻市
塩尻市駅前観光センター ☎0263-88-8722

塩尻市観光協会 奈良井宿観光案内所 ☎0264-34-3160

諏

訪

エ

リ

ア

岡谷市 岡谷市観光案内所 ☎0266-75-1107

下諏訪町 下諏訪観光案内所 ☎0266-28-2231

諏訪市 諏訪市観光案内所 ☎0266-58-0120

茅野市 茅野市観光案内所 ☎0266-73-8550

原村 原村観光案内所 ☎0266-74-2501

富士見町 富士見町観光案内所 ☎0266-62-5757

木

曽

エ

リ

ア

木祖村 木祖村観光協会 ☎0264-36-2543

木曽町
木曽おんたけ観光局 ☎0264-25-6000

王滝村

上松町 （一社）上松町観光協会 ☎0264-52-1133

大桑村 大桑村観光協会 ☎0264-55-4566

南木曽町 （一社）南木曽町観光協会 ☎0264-57-2727

中津川市 馬籠観光協会（岐阜県） ☎0573-69-2336

伊

那

路

エ

リ

ア

辰野町 辰野町観光協会 ☎0266-41-1111

箕輪町 箕輪町観光協会 ☎0265-79-3171

南箕輪村 南箕輪村観光協会 ☎0265-72-2180

伊那市 伊那市観光協会 ☎0265-78-4111

宮田村 宮田村観光協会 ☎0265-85-5864

駒ヶ根市 駒ヶ根市観光案内所 ☎0265-81-7700

飯島町 飯島町観光協会 ☎0265-86-3111

中川村 中川村観光協会 ☎0265-96-0658

松川町 （一社）南信州まつかわ観光まちづくりセンター ☎0265-36-6320

高森町 高森町産業課 ☎0265-35-9405

豊丘村 豊丘村観光協会 ☎0265-49-3395

大鹿村 大鹿村観光案内所 ☎0265-39-2929

喬木村 たかぎ農村交流研修センター ☎0265-33-3999

飯田市

まちなかインフォメーションセンター ☎0265-22-4851

遠山郷観光協会 ☎0260-34-1071

天龍峡観光案内所 ☎0265-27-2946

阿智村 阿智☆昼神観光局 ☎0265-43-3001

下條村 下條村振興課 ☎0260-27-2311

泰阜村 泰阜村観光協会 ☎0260-26-2111

阿南町 阿南町振興課 ☎0260-22-4055

平谷村 平谷村産業建設課 ☎0265-48-2211

売木村 売木村産業課 ☎0260-28-2311

天龍村 天龍村観光協会 ☎0260-32-2050

根羽村 根羽村観光協会 ☎0265-49-2111



連絡先

信州キャンペーン実行委員会事務局（長野県観光機構内）

・所在地

〒380-0936

長野県長野市中御所岡田町１３１－４ ホテル信濃路３階

・電話：026-219-5271

・FAX：026-219-5277

・e-mail：kouhou@nagano-tabi.net


