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全ての項目を実践してチェック！旅先でも安心を！

わたしは「信州版 新たな旅のすゝ め」をふまえ
旅行を楽しみつつ、以下の感染防止策を実施します
　人と会話をする時はマスクをします
　手洗い・手指消毒をこまめに行います
　旅行の同行者以外の方と一定の距離を保ちます
　屋内や車内では十分な換気をします
　事業者が実施する感染防止対策に協力します

信州版 新たな旅のすゝ め

長野県PRキャラクター「アルクマ」
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「信州版新たな旅のすゝ め」は
　　　　　　　こちらから➡

長野県では、withコロナのもとでの旅行で気をつけていただきたいことを「信州版 新たな旅のすゝ め」
としてまとめました。旅行者の皆さまはしっかり感染防止対策を行い、旅行をお楽しみください。

感 染 防 止 の 基 本

①人との距離の確保 ②マスクを正しく着用
③こまめな手洗い・手指消毒 ④十分な換気

新たな旅のすゝ め

《その他の注意事項》《その他の注意事項》●割引を適用する場合には、宿泊・旅行される代表者の方に割引確認書を記入していただく必要があります。●市町村の割引事業との併用は、各市町村へご確認ください。●本事業は、予算の上限に達した場合には割引対象期間に限らず終了します。●割引を適用する場合には、宿泊・旅行される代表者の方に割引確認書を記入していただく必要があります。●市町村の割引事業との併用は、各市町村へご確認ください。●本事業は、予算の上限に達した場合には割引対象期間に限らず終了します。《その他の注意事項》●割引を適用する場合には、宿泊・旅行される代表者の方に割引確認書を記入していただく必要があります。●市町村の割引事業との併用は、各市町村へご確認ください。●本事業は、予算の上限に達した場合には割引対象期間に限らず終了します。

交通交通クーポン券クーポン券交通クーポン券
バス・タクシー・鉄道で、信州を満喫しよう！バス・タクシー・鉄道で、信州を満喫しよう！

長野県では、県内の交通機関を使ってゆっくりお得に旅をお楽しみいただく
ため、長野県内のみで利用可能な交通クーポン券を発行します。
◆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。
◎有効期間はチェックイン当日からチェックアウト当日まで。
※各施設毎の上限枚数に達した場合など、交通クーポンをお渡しできない場合があります。
※登録事業者のみで利用できます。

バス・タクシー・鉄道で、信州を満喫しよう！

＜信州割SPCIALご利用の皆様へのご案内＞＜信州割SPCIALご利用の皆様へのご案内＞＜信州割SPCIALご利用の皆様へのご案内＞
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ぜひこの機会に、ご家族・ご友人で秋の信州を思う存分お楽しみください。

小布施の栗栽培は室町時代から始ま
り、その歴史は一説によると六百余年と
もいわれています。
この時期しか味わえない旬のメニュー
が、小布施町内の店舗で続々登場して
います。この機会にぜひ、いろいろな栗

のメニューを食べ比
べてみてください。
［お問い合わせ］
小布施文化観光協会

NAGANO WINE 南北に長い長野県。四季折々、様々な顔を見せてくれる
自然豊かな「信州」の魅力を、体験・再発見してください。

信州を代表する紅葉の名所として知
られる志賀高原。
標高2,307mの横手山山頂から標高
1,500mの蓮池や丸池まで高低差が
あるので、長期間にわたって紅葉を楽
しめます。絶景が広がる錦秋の志賀
高原で紅葉を満喫しませんか。
［お問い合わせ］志賀高原観光協会

志賀高原
（山ノ内町）

標高1,900mにある栂池自然園は、10月に入り自然園一帯、草
紅葉（クサモミジ）等が見頃となり、約5.5キロの遊歩道を美しく
彩っています。また、ダケカンバの黄色・ナナカマドの赤・常緑の
オオシラビソがメリハリのある紅葉風景を作り出し、山頂に初
冠雪があると、雪・紅葉・緑の三段紅葉が楽しめます。
◆見ごろ／10月中旬頃まで
［お問い合わせ］栂池ゴンドラリフト㈱

栂池高原
（小谷村）

スワンレイクという愛称を持つ池で、秋の紅葉は
色鮮やかに雲場池に映し出されます。せり出す
ように茂る木々が水面に美しい影を落とし、四季
を通じて軽井沢ならではの風景を描きます。
◆見ごろ／10月中旬～11月上旬
［お問い合わせ］（一社）軽井沢観光協会

雲場池
（軽井沢町）

ぶどう三姉妹®

ロープウェイとリフトを乗り継いで標高1,600m
の展望台へ。壮大な南アルプスを眺め、紅葉
を楽しみながらのトレッキングがおすすめ。
標高差があるため、富士見台高原、場内、ロー
プウェイ線下と3段階の紅葉が楽しめます。
［お問い合わせ］富士見台高原ロープウェイ 
ヘブンスそのはら

ヘブンスそのはら（阿智村）

10月になると松本城公園内に植え
られた木々が色づきはじめ、見頃の
時期には赤・黄・橙色に染まった
木々の葉と漆黒の天守とのコントラ
ストを楽しむことができます。歴史的
建造物と自然が融合するその景色
は見る者を古の時代へと誘うよう。
お堀の池の水の輝きは、厳格な天
守と紅葉を一層引き立てます。　
［お問い合わせ］松本観光コンベ
ンション協会

松本城
（松本市）

300余年前より大鹿村に伝わる伝統芸能です。村
民が演じる人情味豊かな歌舞伎が神社の回り舞
台で演じられます。国重要無形民俗文化財、県
指定無形民俗文化財に指定されています。南ア
ルプスの麓「日本で最も美しい村」加盟の大自然
の中でゆっくりとしたひと時をお過ごしください。
［お問い合わせ］大鹿村役場 教育委員会

10月上旬頃に見ごろを迎える千畳敷の紅葉は、山
肌を色鮮やかに一変。心を奪われるほど壮麗に燃
え立ち、生涯忘れられない無上の喜びが胸に迫り
ます。 ◆見ごろ／10月上旬頃まで
［お問い合わせ］中央アルプス観光㈱

大鹿歌舞伎
（大鹿村）

千畳敷カール
（駒ヶ根市）

厄除観音として知られる「北向観音
堂」は、平安時代初期の天長2年（825
年）比叡山延暦寺座主慈覚大師円仁
により開創された霊場です。秋の紅葉
と北向観音堂の下から湧き出る温泉
は、御利益のある良質のお湯。心ほぐ
れる休日をお楽しみください。
［お問い合わせ］別所温泉観光協会

北向観音堂
（上田市）

小布施栗（小布施町） 戸隠そば（長野市戸隠）

諏訪のお殿様が参詣した三薬師をめぐっ
てみませんか。期間中は、各寺（朱の長円
寺、錦の温泉寺、黄金の仏法紹隆寺）に
て特別な御朱印がいただけます。深まる
紅葉と共に幻想的な雰
囲気に包まれながら、心
温まる時間をお過ごしく
ださい。 ◆期間／10月
22日～11月6日

諏訪紅葉三山めぐり
（諏訪地域）

お得に長野県の観光をお楽しみいただけるお得に長野県の観光をお楽しみいただけるお得に長野県の観光をお楽しみいただける がが

ぜひご家族・ご友人との旅行を検討いただき、お早めにご予約ください。ぜひご家族・ご友人との旅行を検討いただき、お早めにご予約ください。ぜひご家族・ご友人との旅行を検討いただき、お早めにご予約ください。

全国の方を対象に令和4年12月20日㈫まで全国の方を対象に令和4年12月20日㈫まで
ご利用いただけます。ご利用いただけます。
全国の方を対象に令和4年12月20日㈫まで
ご利用いただけます。
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「信州割SPECIAL」の詳細について「信州割SPECIAL」の詳細について
詳しくは、左記QRコードから。詳しくは、左記QRコードから。
https://shinshu-wari.com/https://shinshu-wari.com/

「信州割SPECIAL」の詳細について
詳しくは、左記QRコードから。
https://shinshu-wari.com/
信州割 ※QRコードは㈱デンソーウェーブの

　登録商標です。

昼夜の寒暖差が大きい
長野県では、でん粉が
しっかりと熟成した美味
しいそばを育てることが
できます。とりわけ標高
の高い戸隠高原では、
おいしい蕎麦が栽培で
きるだけでなく、各店に

よって麺の太さやつゆの味など個性が異
なるので、様々な蕎麦を楽しむことができま
す。11月2日～25日は、23店舗の食べ歩きが
できる「戸隠そば祭り」が開催されます。
［お問い合わせ］戸隠観光協会

信州信州の信州の
秋の味覚秋の味覚
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※ただし対象商
品に限る 長野県内の交通
機関（タクシー・

バス・列車）

見　本

●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。●各都道府県からの申し出により、割引対象とならない場合があります。
●12月20日㈫の終了期間については、全国旅行支援の制度変更により、変更となる場合があります。

※宿泊を伴う旅行の場合／土曜日宿泊分のみ
　日帰り旅行の場合／土・日・祝日

※

https://tabi-susume.com/koutsu
●詳細は、こちらのHPをご覧ください。

日本ワインコンクール（Japan Wine Com-
petition）2022において、NAGANO 
WINEは、70品が入賞（全国2位）、うち
12品が金賞受賞（全国1位）しました。
きれいな水、豊かな緑に恵まれた長野
県のおいしい特産品と合
わせて、NAGANO WINE
を楽しんでみてはいかがで
しょうか。

種がなく皮ごと食べられる人気品種の「ナガノパープ
ル」と「シャインマスカット」に加え、今年、長野県が開
発した赤紫色の「クイーンルージュ」がグランドデ
ビューしました！雨が少なく、昼夜の寒暖差が大きい気
候で作られる糖度の高いぶどうをぜひ
ご賞味ください！！ ◆旬／9月～10月
［お問い合わせ］長野県農政部

※「ぶどう三姉妹®」は、全国農業協同組合連合会の登録商標です。

〈対象期間〉令和4年12月20日㈫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　　　　　　　　 　　　　◆左記以外
〈観光クーポン〉◆平日　　　　　　 　 ◆休日
〈割引対象〉長野県を含めた 全国47都道府県にお住まいの方

最大8,000円OFF 最大5,000円OFF
1泊3,000円分 1泊1,000円分

長野県の観光情報は
Go NAGANO へ

https://www.go-nagano.
net/topics_detail2/
id=20448

信州観光復興元年
～信州でカラダもココロも深呼吸～
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全国の
方を

対象に

明日か
ら

スタート
！

「信州割SPECIAL」ご利用の際には、
「安心旅人宣言カード」の携帯にご協力
ください。左記カードを切り取るか、右記
ホームページからダウンロードしてご持
参ください。

※オンライントラベルエージェント
〈割引方法〉長野県内の対象宿泊施設、または全国の対象旅行会社（OTA含む）にて予約受付・割引

★「長野県内の対象宿泊施設」に
ついてはこちらから⇒

★


