
信州観光復興元年

2022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。

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12月～2023年3月

今年の冬は信州へ！ 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 冬の信州の様々な楽しみ方を紹介！

冬の信州ならではの様々な楽しみ方をご提案！

●「チル旅ナガノ」……………ノンスキーヤー若年層に向けた新たな冬の信州の体験価値をご提供いたします。

●冬のあかりを楽しむ…………イルミネーションやキャンドル、灯ろうなどのあかりをテーマにしたイベントを

お楽しみください。

●雪と氷のアクティビティ……雪の中で楽しむ様々なアクティビティをご紹介いたします。

●冬の絶景を見る………………信州の大自然が織りなす絶景スポット・イベントに是非足を運んでください。

➢ ポイント２ 見どころ・楽しみどころ満載の冬の信州！

見どころ・楽しみどころ満載！「冬の信州」を満喫できるコンテンツをご紹介！

●この冬開催されるイベントをエリア別にご紹介！

●この冬新たに県内でオープンするNEWスポットをご紹介！

●誰もが楽しめる旅行や体験… 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 旅ナカをお得で贅沢に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！

●長野県内を走る列車や観光ガイドタクシー！

●スノーリゾート信州のお得な３大キャンペーン！

●様々な割引事業……冬のアクティビティ割引、物味湯産手形、長野県産品ECサイト

信州割SPECIAL（全国旅行支援）、信州めぐりフリーパス、ウィンターパス

2022.12.1 信州キャンペーン実行委員会

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

冬の信州 ときめき観光キャンペーン
➢ ノンスキーヤー若年層、スキーヤー・スノーボーダーにフォーカスした信州の冬をご紹介！

・ノンスキーヤー若年層には、チル旅ナガノと題したスペシャルコンテンツを企画し発信

・スキーヤー・スノーボーダーには、信州のスノーコンテンツをGo NAGANOで発信

➢ 県内を訪れる皆様に、感染対策を徹底していただきながら冬の信州を楽しんでいただくよう呼びかけ



スキー・スノーボードの興味関心層だけでなく、
ノンスキーヤーにも足を運んでもらう為の
新たな魅力づくりプロモーションを実施！

SHIPS×JTBがタイアップを実施し、「チル旅ナガノ」と題し、冬の信州の誘客プロモーションを実施！
英語のスラングから生まれて日本の若者の間にも浸透した「Chill」（落ち着く・くつろぐを意味します）をテーマに信州の冬に
新しさを感じていただく仕掛けづくりを展開します。
SNS、ホームページ、ブログなどSHIPSのオウンドメディアでの告知に加え、インターネット広告やGo NAGANO内に「チル旅
ナガノ」のスペシャルコンテンツ欄を作成し、効果的に訴求をしていきます。
さらに、プロモーションに合わせ、若年層をターゲットとしたChillを体現するイベントを、軽井沢・茅野・木曽の3地域で実施
予定です！

※イベントイメージ＠軽井沢

※スペシャルコンテンツサイトイメージ

ポイント１ 冬の信州の様々な楽しみ方を紹介！～チル旅ナガノのご紹介～
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スペシャルコンテンツ
サイトはこちら！



「奈良井宿アイスキャンドル祭り」塩尻市

中山道木曽路11宿のひとつ「奈良井宿」を地元住民手作りのアイ

スキャンドルと花火が彩ります。冬の夜をあたたかなオレンジ色

に灯る宿場町を幻想的に演出します。

日時：2023年2月3日（金）18時～21時（予定）

（花火は19時頃から）

「冬のほたる」辰野町

今年は恒例となっているファイナル花火の打ち上げのほか、ほ

たるライブと銘打ち、地元ミュージシャンによる冬ソングの演

奏や信州辰野太鼓による太鼓演奏が行われます。

開催日：2022年12月3日（土）

（ファイナル花火は18時から10分程度）

「白川氷柱群ライトアップ」木曽町

御岳の清水が厳しい寒さで凍りつき、美しい氷のカーテンを造

り上げます。幅約250ｍ、高さ約50ｍに達し、雪の白さと陽に

照らされた氷の青さが織りなす情景は圧巻です。夜間にライト

アップされた氷柱は、昼間の氷柱群とはまた違った神秘的な美

しさがあります。自然が造り出す芸術をお楽しみください。

期間：2023年1月中旬～2月中旬

「2022Azumino.光のページェント」安曇野市

「子ども達に夢を与えたい」と集まった市民有志によるイルミ

ネーションイベントです。１０ｍのメインツリーをはじめ、あづ

み野ガラス工房の作家たちによるガラスを使ったイルミネーショ

ン、手づくりならではのユーモラスで温かい光が安曇野の夜を彩

ります。

期間：2022年12月3日（土）～2023年1月31日（火）

17時～23時（12月3日（土）のみ18時～）

「鹿教湯温泉 氷灯ろう夢祈願」上田市

文殊堂・薬師堂周辺におよそ200個の氷灯ろうを並べ、火を灯

します。鹿教湯温泉の厳しい寒さの中、柔らかな光が映し出す

冬の夜景が美しい幻想的なイベントです。

期間：2022年12月28日（水）～2023年1月31日（火）

「星空のイルミネーション」原村

「星空のイルミネーション2022」開催。
毎年内容や仕掛けが変わっており、また、標高も高いのできれ
いな星空も眺めることができます。

期間：2022年11月20日（日）～2023年1月9日（月・祝）

ポイント１ 冬の信州の様々な楽しみ方を紹介！～冬のあかりを楽しむ～
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「氷上わかさぎ釣り」小海町

例年1月上旬に解禁となる松原湖の氷上わかさぎ釣り。道具や

エサなどは湖畔で全てレンタルできます。凍った湖の上を歩く

だけでも楽しい経験になること間違いありません。

一日釣魚券1人500円

期間：2023年1月上旬～2月下旬頃まで

「雪山で“アソブ”
まったく新しいエンターテイメント」須坂市

「世界初！雪山全体にオーロラが大出現」日没後、雪山全体の夜

空を幻想的に彩るオーロラ・イルミネーションショー《ボレアリ

ゾン》が開催されます！

期間：2022年12月17日（土）～2023年2月25日（土）

毎週土曜日他年末年始など（詳細はHPをご覧ください。）

「富士見パノラマリゾート

アイスクライミング」富士見町

氷の壁を登るスポーツ「アイスクライミング」の体験、練習が
できる「サミットフォール」が今年も登場。初めての方でも安
全に楽しくアイスクライミングの体験ができます。

期間：2023年1月7日（土）～3月5日（日）予定

「かまくらの里 レストランかまくら村」飯山市

「かまくらの里」に雪で作られた20基程の「かまくら」が登場。

かまくらの中で白菜やきのこ等の地元産野菜を入れた、信州味噌

仕立ての名物「のろし鍋」を食べることができる、「レストラン

かまくら村」は予約制です。

期間：2023年1月20日（金）～2月26日（日） ※定休日なし

「スノーシューハイキング」山ノ内町

フカフカの新雪の上をスノーシューでガイドと一緒に歩きます。

初心者の方もご参加いただける様々なコースをご用意しています。

冬の志賀高原でウサギなどの野生動物に出会えるかもしれません。

期間：2023年1月14日（土）～3月26日（日）

「霊仙寺湖わかさぎ氷上穴釣り」飯綱町

水深が浅くわかさぎのサイズも大きいため、初心者でも楽しみや

すい穴釣りスポットです。凍った湖上にカラフルなテントが並ぶ

のも、霊仙寺湖の冬の風物詩となりました。釣り道具や防寒用の

テントなどはレンタルや購入も可能です。

期間：2023年1月下旬～2月中旬（気候により変動があります）

ポイント１ 冬の信州の様々な楽しみ方を紹介！～雪と氷のアクティビティ～
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「諏訪湖全面結氷」と「御神渡り」
諏訪市・下諏訪町・岡谷市

厳寒期、－10℃程度の寒さが続くと諏訪湖が全面結氷する。全

面結氷後、夜間冷え込むと、轟音と共に氷が裂け、その裂け目

が山のようにせり上がり神様が通った道筋と言われます。暖冬

から、近年見られることは珍しくなりました。

「あやめ公園池
ため池百選の絶景スポット」木祖村

四季折々にその表情を変える絶景の人気スポットとして、多く

の写真家を魅了し続ける「あやめ公園」の冬の姿。雪化粧され

た木々とその木々が澄んだ湖面に映る様は一際魅力的です。

時期：2022年12月頃

「熊襲の滝の氷瀑」大町市

県道394号線沿い旧八坂エリアにある熊襲の滝は、特に冷え込

む年は氷瀑が楽しめます。氷の厚みが日々増していき、大きく

育った氷の滝は圧巻です。

時期：2023年1月下旬～2月頃

「禍誤除けの滝の氷瀑」喬木村

気温の低下により滝が凍り氷瀑となります。落差30ｍの全面結

氷した氷瀑は、多くの写真愛好家に愛され、訪れる方を魅了し

ています。

時期：2023年1月中旬～2月中旬

「冬の灯明夜祭り」野沢温泉村

灯明とゲレンデ花火、松明滑走と幻想的な光の世界。昼間とは

まったく違う、夜のスキー場をお楽しみいただけます。

冬の澄んだ空にひらく花火と松明の光は一見の価値ありです。

日時：2023年3月4日（土）20時頃

「横谷渓谷の氷瀑」 茅野市

蓼科中央高原にある「横谷峡」では、渓谷に沿って遊歩道を歩

けば、それぞれに異なる雰囲気を見せるいくつもの氷瀑を目に

することができます。また、雪道に慣れていない方でも参加で

きるツアーもご用意しております。

時期：2023年1月下旬～2月下旬頃

ポイント１ 冬の信州の様々な楽しみ方を紹介！～冬の絶景を見る～
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ポイント２ 見どころ・楽しみどころ満載の冬の信州！

・第40回いいやま雪まつり[飯山市]
・かまくらの里 レストランかまくら村[飯山市]
・小布施の安市[小布施町]
・オーロラ・イルミネーションショー《ボレアリゾン》[須坂市]

・ヤマボク感謝祭[高山村]
・武水別神社大頭祭[千曲市]
・長野灯明まつり[長野市]
・野沢温泉スキー場 来年開場100周年特別イベント“ベスト

ショットフォトコンテスト”[野沢温泉村]
・大晦日ナイター＆カウントダウン花火[野沢温泉村]
・冬の灯明夜祭り[野沢温泉村]

・鹿教湯温泉 氷灯ろう夢祈願[上田市]
・信濃国分寺八日堂縁日[上田市]
・軽井沢ウインターフェスティバル[軽井沢町]
・おたや祭り[長和町]
・寒の水[御代田町]

・アイスキャンドル[諏訪市]
・諏訪湖イルミネーション[諏訪市]
・星空のイルミネーション2022[原村]

・新野の雪まつり[阿南町]
・遠山郷霜月祭[飯田市]
・高遠だるま市[伊那市]
・中央アルプスSKICUP2023[駒ケ根市]
・中央アルプス「純白の結婚式」[駒ケ根市]
・冬のほたる[辰野町]
・沢底福寿草まつり[辰野町]
・霜月神楽[天龍村]
・ネバーランドの２千体つるし雛[根羽村]
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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。

・2022Azumino.光のページェント[安曇野市]
・安曇野神竹灯[安曇野市]
・鹿島槍火まつり[大町市]
・栂池高原雪の祭典[小谷村]
・大網火祭り[小谷村]
・大町温泉郷夢花火と音の祭典[大町市]
・平出遺跡ライトアップイベント[塩尻市]
・奈良井宿アイスキャンドル祭り[塩尻市]
・奈良井宿灯明まつり[塩尻市]
・第19回地酒と手打ちそばを味わう会[塩尻市]
・松本市イルミネーション[松本市]
・松本あめ市[松本市]

・信州木曽ふくしま雪灯りの散歩道[木曽町]
・白川氷柱群ライトアップ[木曽町]
・開田高原かまくらまつり[木曽町]
・氷雪の灯祭り[木曽郡内各地]

「冬の信州」を満喫できるイベント情報をご紹介！
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この冬長野県内に新たにオープンする施設やスポットをご紹介します！

ポイント２ 見どころ・楽しみどころ満載の冬の信州！

びんぐし湯さん館（坂城町）

新たにさかきの街を一望できる展望テラスが完成しリ
ニューアルオープン！絶景のパノラマを堪能できます！
男湯女湯ともに、様々なタイプのお風呂が完備されてい
るほか、館内の食事処では郷土料理の「おしぼりうど
ん」を味わえ、一日ゆっくり楽しめる温泉となっており
ます。

爺ガ岳スキー場（大町市）

今シーズン新たに「ツリーランコース」がオープン。初
めてツリーランデビューする方におすすめのコースと
なっております。また、今シーズンはナイター営業が復
活します。

スタラス小諸（小諸市）

野沢温泉蒸留所（野沢温泉村） 蓼科ＢＡＳＥ（茅野市）

野沢温泉蒸留所は、村の中心部に位置し、元々は野菜や
食材を缶詰にして保存し村を支えていた歴史的な工場を
改装し生まれ変わりました。野沢温泉村のシンボル大湯
から徒歩わずか数分で、蒸留所ツアー、テイスティング、
クラフトバー、マスタークラス、ギフトショップなどを
総合的に楽しめる施設になります。
（一般公開は2022年12月16日（金）から）

蓼科湖に面した「プチホテル湖の美」（旅館＆食堂の2
階建て施設）を全面改装、ホテルと日帰り温泉、観光案
内所の情報発信機能や交流スペースなどを備えた蓼科エ
リアの観光拠点として整備する。来春オープン予定。隣
接する道の駅「ビーナスライン蓼科湖」を訪れる人たち
の憩いの場としての役割も担います。

梅の屋リゾート松川館（高山村）

開湯200年の歴史を持つ高山村山田温泉。梅野屋リゾー
ト松川館では、敷地の屋外に新たなサウナを設置。
フィンランド式で山際に2棟のサウナ小屋と水深1.2
メートル の水風呂を整備。冬は雪に染まる北信五岳を
望みながらサウナを楽しんでみてはいかがですか。

飯綱山公園に大人も子供も楽しめる複合施設「スタラス
小諸」がオープン！ 飯綱山公園からの絶景を楽しみな
がらワンちゃんと一緒に食事ができるレストラン、醸造
の様子が見えるワイナリー、お子様が遊べるキッズパー
クや農業体験など充実した一日を楽しめる施設になって
おります。
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長野県は、自然豊かな県内の観光地を年齢や障がいの有無等に関わらず、
どなたとでも楽しんでいただけるようサポートします。
白銀の世界で、ウインタースポーツに挑戦しませんか。

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、温泉にゆっくり入りたい…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。車椅子のまま
乗車可能なゴンドラからは、冬景色を楽しめます。旅
のコーディネート等、お気軽にご相談ください。

戸隠スキー場は、戸隠連峰をはじめ、北信五岳や北アル
プスを望む大パノラマが魅力です。どなたでもデュアル
スキーを使用して、資格を持ったパイロットと一緒にス
キーを楽しめます。ご家族と一緒に魔法の粉雪が自慢の
広大なゲレンデで、戸隠の冬の絶景を楽しみませんか。

ユニバーサル・サポートすわ（諏訪地域） 志賀高原 丸池ホテル（山ノ内町）

障がいをお持ちの方、足腰の弱い方、年齢問わず、大自
然の志賀高原でスキーをお楽しみいただけるよう、デュ
アルスキーを導入しました。ゲレンデを家族や仲間と一
緒に楽しむことができます。操縦はライセンスを取得し
たパイロットが行うので安心です！

ユニバーサルツーリズム
について詳しくはこちら→

富士見高原スキー場が日本で初めて導入したデュアルス
キーは、歩行が困難な方などがご家族や仲間と一緒にス
キーを楽しむための着座式スキーです。雪面のショック
を吸収するサスペンションを採用し、快適な乗車を可能
としました。ぜひ、お問い合わせください。

高齢や障がいがあっても、誰もが「人生(旅)＝夢」を諦
めることなく心豊かに旅を楽しみたい。老舗温泉旅館が
立ち並ぶ諏訪湖周辺で温泉入浴をして泊まりたい。その
ような想いに応えるために、介護や医療の専門家が入浴
介助をサポートします。ご旅行の際にご利用ください。

飯山市は日本でも有数な豪雪地帯。なべくら高原・森の
家では、歩行が困難な方でも参加できる見渡す限りの大
雪原と冬の森を冒険するツアーを企画中！
木の温もりあふれるコテージでゆっくり過ごしたり、か
まくら作り体験もできます。大自然を一緒に楽しもう！

ポイント２ 見どころ・楽しみどころ満載の冬の信州！



ポイント3 旅ナカをお得で贅沢に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

【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ます。

【軽井沢リゾート】
軽井沢～妙高高原を結ぶ、土休日
限定の観光快速列車。

あなたの移動体験をワンランクアップ！

⚫ 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！

秋山郷温泉タクシー
温泉タクシーとは、温泉ソムリエの資格を持ち、秋山郷の
数ある温泉の特徴を熟知した、タクシードライバーが秋山
郷の秘湯をご案内するちょっと贅沢な湯巡りタクシーです。

詳しくはこちら→

鉄道

タクシー

➢ 鉄道開業150年キャンペーン
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JRグループでは、鉄道開業150年を記念し特別サイトを開設しています。駅のスタンプや駅で聞ける音声コンテンツ
など様々な商品を企画しています。

【のってたのしい列車】
快速「HIGH RAIL 1375」(小淵沢～小諸)
※土休日を中心に運行

■JRｰGROUP 特設サイトは

こちらから
アクセス

■JR東日本 特設サイトは

こちらから
アクセス

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。
←詳しくはこちら

スノーリゾート信州お得な３大キャンペーン！

初滑りは信州！WELCOMEキャンペーン！第１弾

抽選で500名様に県内の全スキー場で使える共通1日券が当たります！
実施期間：2022年11月３日（木）～エントリー２万人に達するまで
参加方法：「yukiyama」アプリでチェックインして2.5㎞以上滑走した後にエントリー！

第２弾 雪の日記念スノーウィークキャンペーン！

抽選で500名様に県内の全スキー場で使える共通1日券が当たります！
実施期間：2023年２月19日（日）〔スキー子どもの日〕～２月26日（日）〔雪の日〕
参加方法：「yukiyama」アプリでチェックインして2.5㎞以上滑走した後にエントリー！

第３弾 雪の日限定チャンス！

県内の各スキー場で23-24シーズン券が当たるキャンペーンやイベントを実施！
実施日：2023年２月26日（日）

詳細はこちら！



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（金）まで
➢ 価 格：1,870円（税込） 詳しくはこちら
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信州物味湯産手形デジタル版が新登場！

冊子版に加えて、さらにお得なデジタル版が新登場しました。これまでよりもっと気軽に！
もっと手軽に！入浴やお買い物をお楽しみいただけます！

定番！ 信州物味湯産手形
・有効期限：2023年3月31日（金）
・価 格：1,650円（税込）
・最大12施設で手形を提示するだけで入浴可能

お手軽！ 信州物味湯産手形「Light」
・有効期限：2023年3月31日（金）
・価 格：1,100円（税込）
・最大３施設で手形を提示するだけで入浴可能、
・定番プランと同じ協賛施設が利用可能

地域限定！ 信州物味湯産手形「Area」
・有効期限：各プランごと異なります
・価 格：1,100円（税込）～
・右記４編の地域限定の物味湯産手形
・Area（エリア）のみ協賛している施設も掲載

上田・
東御編

鬼無里・
信濃大町・
信州新町編

南信州編 富士見町編

この冬どこ行く？ウェルカム信州アクティビティ割

今年も長野県内のスキー場リフト券や体験・アクティビティチケットを販売サイトで割引します！
➢ 販売・利用期間

2022年12月15日（木）～2023年3月13日（月）
年末年始（2022年12月29日（木）～2023年1月9日（月・祝）は利用日から除く）

➢ 割引内容
・平日割……………平日限定でリフト券およびアクティビティチケット購入で利用可能な割引！

割引率：25％（上限5,000円/回）
・滞在割……………2日券以上のリフト券購入で利用可能な割引！【新規】

割引率：50％（上限10,000円/枚）
・ファミリー割……小中学生とその家族のリフト券同時購入で利用可能な割引！【拡充】

割引率：小中学生50％、家族（県内在住者）50％（県外在住者）25％

長野県産品EC送料無料＆お買い得キャンペーン

食品やお酒、各種伝統的工芸品や雑貨などの長野県産品を、ECサイトでお得に購入できる
キャンペーンを開催！各事業者の自社ECサイト等では対象商品の送料が無料に。楽天市場・
ヤフーショッピングでは対象商品の購入時に1,000円割引クーポンがご利用いただけます。

期 間 ～2022年12月27日（火）

お得に買い物

対象商品は「オールNAGANOモール」で検索！

詳細は特設サイトをご覧下さい ※「オールNAGANOモール」は県産品を取扱うECサイト情報をまとめたポータルサイトです。

お得に入浴

お得にスキー

ポイント3 旅ナカをお得で贅沢に楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

詳しくはこちら



信州割ＳＰＥＣＩＡＬ（全国旅行支援）

信州めぐりフリーパス2022

NEXCO東日本・NEXCO中日本と連携し、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！下記の3プランからお選びくだ
さい！また観光施設の優待特典もご利用いただけます。

➢ 期 間 ～2023年3月31日（金）好評につき実施期間延長！
※年末年始（2022年12月28日（水）～2023年1月4日（水））を除く。

➢ 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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お得に宿泊

お得に周遊

2022年12月1日時点

詳しくはこちら

○信州割SPECIAL（全国旅行支援）を利用してお得に県内で宿泊旅行、
日帰り旅行をお楽しみいただけます。

➢ 対象期間 2022年12月27日（火）の宿泊・催行分まで

➢ 割引率 旅行代金の40％

➢ 割引上限 交通付旅行商品…………………最大8,000円OFF＋観光クーポン

上記以外（宿泊・日帰り）……最大5,000円OFF（+観光クーポン）

➢ 割引対象 全国47都道府県にお住いの方
※新型コロナウイルスワクチンを３回接種済、または検査結果が陰性であることが割引条件となります。

※新型コロナウイルスの感染拡大、各都道府県からの申し出等により、割引対象とならない場合があります。

※年明け以降も割引率や上限を変更したうえで実施を予定しております。詳細はHP等でお知らせいたします。

詳しくはこちらから

信州割SPECIALご利用でさらにお得に！交通専用クーポン券を配付いたします！

➢ 発行内容
◎県内のバス・タクシー・鉄道で利用できるクーポン券1,000円分をご利用の宿泊施設で、チェックイン時にお渡しし
ます。
◎有効期限はチェックイン当日からチェックアウト当日まで。
※宿泊施設毎の上限枚数に達した場合など、交通クーポン券をお渡しできない場合があります。
※交通クーポン登録事業者のみで利用できます。

見 本

ドラ割「ウィンターパス2023」

ご自宅からスキー場などのウィンタースポーツの盛んな地域までの高速道路料金がお得になり
ます！長野県内では下記の３プランをご利用いただけます！

➢ 利用期間

2022年12月2日（金）～2023年4月3日（月）の連続する最大3日間

※年末年始（2022年12月28日（水）～2023年1月4日（水））を除く。

➢ プラン及び販売価格（長野県関係分のみ）

菅平・軽井沢プラン（首都圏、川越発着）…………4,500円～6,600円

白馬・志賀・妙高プラン（首都圏、川越発着）……6,100円～8,700円

白馬・志賀・妙高プラン（新潟発着）………………4,400円～5,500円

※出発地や利用車種によって料金が異なります。

お得に利用

ポイント3 旅ナカをお得で贅沢に楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

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

➢ 交通事業者の取組例

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

◇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

◇空気の入れ替え ◇運転席との仕切り設置で ◇車内の定期消毒
飛沫防止



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「Go NAGANO」特設ページ開設

・県内各地の冬の魅力的な旬の観光の情報を紹介

・SNSと連携し効果的にPR

・首都圏エリア・長野県近隣エリア等でのデジタル広告

など

○県内各地および東京、名古屋、大阪 などでのポスター掲出

➢ ＪＲ東日本

ＪＲ東日本の首都圏および長野県内の駅を中心に、

「冬の信州 ときめき観光キャンペーン」をPR

・デジタルサイネージ

・ポスター

様々なメディアで旬の情報をご提供

➢ ＮＥＸＣＯ中日本・ＮＥＸＣＯ東日本
長野県内および中京エリアのサービスエリアおよびパーキングエリア
において「冬の信州ときめき観光キャンペーン」ポスターを表示
・デジタルサイネージ
・マルチインフォメーションボード

観光情報はこちらから

「Go NAGANO観光ナビゲートセンター」をご利用ください！

県内の観光地に関する情報収集や、安心して旅をお楽しみできる方法などを相談できる、ナビゲー
トセンターを設置しております！ここでしか聞けない特別な情報をゲットして、見どころ満載の冬
の信州をお楽しみください！

➢ 電話番号……0120-20-1588

➢ 受付時間……午前９時～午後５時（平日のみ）

➢ E-mail………kouhou@nagano-tabi.net 
※１２月２９日～１月３日は稼働しておりません。



➢ スタッドレスタイヤの装着を！

山間部では特に天候が変わりやすいため、インターネット、テレ
ビ、ラジオなどで気象情報を確認するとともに、通行止め等があ
るため、お出かけ前に気象情報と道路状況を確認をお願いします。

積雪・凍結道路をすべり止めの措置をとらずに運転することは、
法律違反です。お車を運転される際は、スタッドレスタイヤの
装着をお願いします。

道路情報広場Nagano

➢ お出かけ前の気象情報・道路状況の確認を！

長野県からのお知らせ

冬期の道路利用に関するお願い

本件に関するお問い合わせ先
長野県建設部道路管理課
電話番号：026-235-7302   メール:michikanri@pref.nagano.lg.jp

第２回アルクマオンラインイベント開催決定！

➢ 異常降雪時は「事前通行止め」と「集中除雪」
滞留車両が発生する恐れのある区間については、あらかじめ
「緊急時通行規制区間」として定め、異常降雪時には事前通行
規制を行い、集中的な除雪を実施します。大規模な車両滞留を
回避するための取組として、ご理解ご協力をお願いします。

「アルクマ」がインスタグラムを始めました！

雪化粧した山々など、いわゆる「映える」写真を発信することで観光誘客へつなげるこ
とを目的に、長野県PRキャラクターの「アルクマ」がインスタグラムを開設しました！
「#アルクマ_クマなくあるく」を合言葉に日々の活動の様子などを発信していきますの
で、皆様のフォローをお願いします！

➢アカウント名 信州アルクマカンパニー

➢ユーザーネーム arukuma_kumanakuaruku

←こちらからもフォローすることができます！

昨年に引き続き、アルクマのオンラインイベントを開催します。今年はアルクマと県内
各地のキャラクターが写真映えするスポットを紹介し、信州の魅力を全国へ発信しま
す！（予定）

➢開催日 2023年1月22日（日）

※イベントの詳細はアルクマオフィシャルサイト等で随時お知らせいたします！
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長野県　緊急時通行規制

規制区間はHPでチェック☝

検 索



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

別所温泉観光協会 ☎0268-38-3510

鹿教湯温泉観光協会 ☎0268-44-2331

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 （一社）木祖村観光協会 ☎0264-36-2543

木曽町
（一社）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 ☎0265-96-8100

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

「Go NAGANO観光ナビゲートセンター」

電 話 ０１２０ー２０ー１５８８

受付時間 平日午前９時～午後５時

メール kouhou@nagano-tabi.net 

※2022年12月29日（木）～2023年1月3日（火）を除く



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


