
 

 

 
 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
注：MaaS…「Mobility as a Service」の略 

 

 

１ サービス名称・ロゴ 

   旅する北信濃  

～牛
スマホ

にひかれて善光寺御開帳～ 
※商標登録出願中 

２ サービス提供期間 

２０２２年４月１日（金）～２０２２年６月３０日（木）まで 
 ※ 善光寺御開帳期間は２０２２年４月３日（日）～６月２９日（水） 

 

３ サービス提供エリア 
長野市（善光寺、松代、戸隠）・小布施町・山ノ内町・ 

野沢温泉村・飯山市 

 

４ 主な提供サービス 
スマホひとつで、以下のサービスの利用が可能です。〈イメージは次ページ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

善光寺御開帳期間に合わせ、長野県・北信濃エリアで観光型 MaaS 

「旅する北信濃～牛(スマホ)にひかれて善光寺御開帳～」を実施します 

２ ０ ２ ２ 年 ２ 月 ２ ４ 日 
東日本旅客鉄道株式会社 長野支社 

○JR 東日本では、２０２２年４月３日から６月２９日まで開催される善光寺御開帳に合わせて、観光の利

便性向上と広域周遊促進を目的として、長野県・北信濃エリアで観光型 MaaS 注「旅する北信濃」

を展開します。善光寺御開帳や春の長野県・北信濃エリアをスマホひとつで楽しみませんか。 

○観光電子チケット、飲食・レンタサイクル等を楽しめるエキトマチケット、交通電子チケットの 

販売および旅する北信濃スタンプラリーの実施など、スマートフォン（スマホ）ひとつで観光をお

トクに便利に楽しんでいただけるサービスです。旅する北信濃特典も多々ご用意しております。 

○駅レンタカーと連携したキャンペーンや長野駅～善光寺エリアの観光と「旅する北信濃」をご案

内する AR（Augmented Reality）技術との連携も実施します。 

■ 観光電子チケットの購入・ご利用 
  スマホひとつで善光寺の参拝や御朱印引換、観光施設への入場、 

ロープウェイやリフトへの乗車ができます。おトクな割引がある施設も！ 
■ エキトマチケットの購入・ご利用 
  対象の飲食店で「旅する北信濃」セットや割引価格で飲食がお楽しみ 

いただけます。便利でおトクなレンタサイクルのご利用も！ 
■ 交通電子チケットの購入・ご利用 
  チケットレスでスムーズに観光地までのバス、電車にご乗車できます！ 
■ 旅する北信濃スタンプラリー 
  北信濃の旅をより楽しく！地元ゆかりのプレゼント等が当たる（※一部抽選） 

スマホで参加するスタンプラリーを開催します♪ 

<ロゴマーク> 

<旅する北信濃サービス提供エリア> 

旅する北信濃サービス概要 

🄫善光寺 

<善光寺御開帳> 



 

【旅する北信濃サービスイメージ】「旅する北信濃」で、できること！ 便利に！おトクに！楽しく♪ 
 

 

 

 

        楽しく観光するなら    レンタサイクルや         観光地への移動に！ 手軽にスタンプラリーに参加♪ 

                     お食事   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光電子チケットで便利に♪ 
 
◎善光寺 
  混雑が想定される善光寺の参拝や御朱印

引換をキャッシュレスで。 

 
 
 
 
 
◎小布施・岩松院 
  北斎の「八方睨み鳳凰図」を鑑賞できる岩
松院。団体料金で拝観できます！ 

 
 
 
 
 
◎志賀高原・横手山満天ビューテラス 
  標高 2,307mからの絶景を残雪～初夏の

季節に爽やかに楽しみませんか？ 
 
 
 
 
 
◎野沢温泉 ジップ・スカイライド
標高差 122mを一気に 

滑り降りる空中大滑走を 

ぜひ体感してください。 

 まずは登録をお願いします（登録無料） ご登録いただくと、次の機能が使えます。 
◇ 便利でおトクな観光電子チケット（別紙１）、エキトマチケット（別紙１）、交通電子チケット（別紙２）の購入・ご利用 
   ご購入はクレジットカードまたはモバイル Suicaをご利用いただけます。エキトマチケットは JRE POINT もご利用いただけます。 

◇ ステキなプレゼントが当たる！「旅する北信濃スタンプラリー」への参加（参加無料）（別紙３） 等 

エキトマチケットでおトクに！ 
 
【レンタサイクル】 
〇 （飯山市） 

  旅する北信濃特典で 
ちょっぴりプレゼント 

〇小布施総合案内所等 
  小布施町内３カ所の 

レンタサイクルがおトクに♪ 
〇信州松代観光協会 
  レンタサイクル利用でちょっぴりプレゼント 
【飲食】 
〇長野駅～善光寺のそば／おやき 
 ・そば（対象９店舗） 
  旅する北信濃セットまたは 

旅する北信濃特典 
 ・おやき(対象５店舗) 
  おトクな旅する北信濃 

セットをご提供 
〇小布施の栗菓子 
  小布施といえば栗！ 
有名店のオリジナル 
スイーツ等をおトクに 

〇志賀高原・北志賀高原の cafe 
SORA terrace cafeや 
横手山 2307スカイカフェ 
等で人気メニューが割引♪ 

〇野沢温泉スキー場 
野沢温泉スパリーナや 
スキー場のレストランの 
対象メニューが割引 

〇道の駅 花の駅千曲川 
エキトマチケット利用でちょっぴりプレゼント 

交通電子チケットでスムーズな移動 

10種類のおトクなチケットをご用意 

 

【バス】 

〇長野～善光寺エリア 

「善光寺表参道一日周遊きっぷ」 

〇長野～戸隠エリア・善光寺エリア 

「戸隠・善光寺１日周遊きっぷ」 

〇長野～松代エリア・善光寺エリア 

「善光寺・松代１dayパス」 

〇飯山～野沢温泉 

「飯山⇄野沢温泉片道きっぷ」 

 

【電車】 

〇長野～小布施 

「長野・小布施フリーきっぷ」 

〇長野～小布施～湯田中 

「長電フリー乗車券（１日用）」 

「長電フリー乗車券（２日用）」 

 

【バス・電車】 

〇（電車）長野～小布施～湯田中+ 

（バス）  

「 」 

「 」 

〇地獄谷野猿公苑に行くなら 

 

 

「旅する北信濃スタンプラリー」 
参加無料♪エリアをめぐってプレゼントを

もらおう 

〇スタンプ設置箇所 
 ・長野駅（長野市） 
 ・善光寺（長野市） 

 ・戸隠神社中社（長野市） 

 ・岩松院（小布施町） 

 ・横手山スカイレーターのりば手前（山ノ内町） 
  ※４/１～4/28（予定）までは に設置 
 ・シュナイダー広場（野沢温泉村） 

 ・道の駅 花の駅千曲川（飯山市） 

〇善光寺御開帳参加賞 
長野駅と善光寺のスタンプ獲得で 

先着 4,000名さまに長野市の 

ちょっぴりプレゼントが当たる！ 

〇旅する北信濃賞 

７つのスタンプ設置箇所から３カ所以上の 

スタンプ獲得で、抽選で 400 名さまに地元

からのプレゼントまたは旅する北信濃グッズ

が抽選で当たる！ 

〇コンプリート賞 
 すべてのスタンプ獲得で飯山市伝統工芸の
しおりをプレゼント！（先着 200 名さま）  

 

 

 

 

 

 

🄫善光寺 

（一例） （一例） 

ＪＲ東日本が様々な実証実

験で得た地域・観光型MaaS
のノウハウや機能をパッケ

ージしたプラットフォーム 



 

５ 旅する北信濃公式ＳＮＳについて 

 ⑴ アカウント名・投稿内容 

   Twitter ：jr_kitashinano 

   Instagram：jr_tabisuru_kitashinano 

  ・ 旅する北信濃サービス内容 

  ・ 旅する北信濃エリアの観光情報の発信 

  ・ 旅する北信濃を便利におトクにご利用いただける JR東日本のサービス 等 

⑵ 投稿開始 

  ２０２２年２月２４日以降順次 
 

６ 協賛・協力 
 ⑴ 協賛 

   長野市・ながの観光コンベンションビューロー         小布施町 

 

 

 

 

     山ノ内町          野沢温泉村          飯山市 

   

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 協力 

   信州松代観光協会、戸隠観光協会、小布施文化観光協会、山ノ内町観光連盟、野沢温泉観光協会、

信州いいやま観光局、アルピコ交通株式会社、長野電鉄株式会社、長電バス株式会社、 

のざわ温泉交通株式会社 

 

 

 
 
７ 旅する北信濃×駅レンタカープラン 長野⇔軽井沢乗捨料金無料キャンペーン 

⑴ 実施期間 

２０２２年４月１日（金）～２０２２年６月３０日（木）まで 
  ※ 「旅する北信濃」サービス提供期間と同期間 

 ⑵ キャンペーン内容 

   「旅する北信濃」で電子チケットを購入されたお客さま限定で 

JR駅レンタカー長野営業所⇔軽井沢営業所の乗捨料金が無料になります。 
   ※出発営業所、返却営業所は長野営業所、軽井沢営業所に限ります。 

⑶ ご利用の流れ 

① 「旅する北信濃」Webサイトより「旅する北信濃」で 

取り扱う各種電子チケットをご購入ください。 

② JR東日本レンタリースのキャンペーンサイトから 

長野営業所⇔軽井沢営業所間で乗り捨てするレンタカー 

（Ｓクラス限定）をご予約ください。 
JR東日本レンタリースキャンペーンサイトはコチラ 

     https://www.jrerl.co.jp/campaign（２月２５日以降準備出来次第、情報掲載予定） 

③ 長野または軽井沢にお越しになり、レンタカーを借りる際に、「旅する北信濃」の電子チケット画面

を係員にお見せください。 

④ レンタカーで長野～旅する北信濃エリア～軽井沢の旅（逆ルートも可）をお楽しみください。 

⑤ 長野または軽井沢でレンタカーを乗捨料金無料でご利用いただけます。 
   ※ 到着後に「旅する北信濃」の電子チケットご利用を確認させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 

【Twitter はコチラから】 

 

【Instagram はコチラから】 

 

「旅する北信濃」をもっと楽しむキャンペーンなど 

https://www.jrerl.co.jp/campaign


 
８ AR 連携について ～旅する北信濃をより楽しく～ ※KDDI 株式会社と共同実施 

⑴ 実施期間 

２０２２年４月１日（金）～２０２２年６月３０日（木） 
  ※ 旅する北信濃サービス提供期間と同期間 

 ⑵ 内容 

   長野駅及び善光寺周辺を対象に、「旅する北信濃」の情報がお客さま 

  のスマホ画面に ARとして表示されます。 

   ※ARとは…リアルな世界にバーチャルな世界を重ね合わせて表示する技術 

① AR観光ガイド 

    観光地や観光施設の情報を ARで表示します。旅する北信濃スタンプ 
ラリーのスタンプ設置箇所などの役立つ情報を便利に取得できます。 

② AR商品案内 

  飲食店や観光施設の商品情報を ARで表示します。エキトマチケットの購入もサポートします。 

③ ARルート案内 

 バス等の二次交通接続や善光寺までの徒歩移動ルートが分かる ARを表示する機能です。 

④ AR乗り場案内 

   バス停や駅の情報を ARで表示します。時刻表や路線図等を確認できる Webサイトや、交通電子チケ
ットの購入サポートなど、便利な情報を提供します。 

⑶ ご利用の流れ 

① スマホアプリ『XR CHANNEL-3Dマップ AR-』を無料ダウンロード（App Store、Google Play） 
② アプリを起動し、「旅する北信濃 AR体験 長野駅～善光寺エリア」を選択 
③ 専用カメラが起動し、対象範囲内で ARオブジェクトがスマホ画面に表示されます。 

   ※ 『XR CHANNEL-3D マップ AR-』は、SoVeC 株式会社と KDDI 株式会社が共同開発した、街の奥行を認識する VPS（Visual 

Positioning Service）技術を活用した国内初の 3Dマップ ARアプリです。 
 
９ その他の二次交通のご紹介 

善光寺御開帳に合わせ、野沢温泉→小布施→善光寺までのバスを運行予定です。「旅する北信濃」と 
合わせてご利用ください。詳しくは、のざわ温泉交通㈱のホームページをご覧ください。 

   https://nozawaonsen.info/ （準備出来次第、情報掲載予定） 
 
10 新型コロナウイルス感染症対策について 

■ JR東日本の取組み 
お客さまに安心して鉄道をご利用いただけるよう、駅構内や車両の消毒清掃、列車内の換気等新型 
コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組みを実施しています。 

http://www.jreast.co.jp/nagano/pdf/200604-01.pdf 
■ ご協力のお願い 
・ 駅構内や列車内ではマスクの着用をお願いします。  
・ 列車内での会話は周りのお客さまにご配慮いただき控えめにお願いします。  
・ 新幹線・特急列車車内での会話をしながらの飲食や向かい合わせでの座席の使用はおやめ 

ください。  
・ 駅の窓口や券売機でお待ちの際の間隔の確保にご協力をお願いします。 

■ 新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称：COCOA）のインストールを推奨いたします。 
 

※ 写真・イラスト・地図は、全てイメージです。 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大等に伴い、予定が変更または中止となる場合がございます。 

 
【AR サービスイメージ】 

 

 

https://nozawaonsen.info/
http://www.jreast.co.jp/nagano/pdf/200604-01.pdf


 

〈別紙１〉観光電子チケットとエキトマチケットで、おトクで便利な観光♪ 
      ※ 各サービスの提供期間が異なります。詳しくは「旅する北信濃」Webサイトをご覧ください。 
 

 

１ 観光電子チケット 
  善光寺参拝や御朱印頒布、真田ゆかりの施設の見学をスムーズに！ 

 

 

 

 

 

 
 
２ エキトマチケット 
  信州といえば、そば・おやき。長野駅～善光寺エリアの対象店舗でおトクに楽しめます。戸隠キャンプ

場では、旅する北信濃日帰りキャンプセットをおトクにご用意。各エリアが便利に。 

観光電子チケット 旅する北信濃特典 価格 

◇ 参拝を事前決済で！ 
・善光寺 前立本尊・お戒壇巡り参拝券 
・善光寺 山門参拝券 
・善光寺 経蔵参拝券 
・善光寺 忠霊殿参拝券 
・善光寺 御開帳参拝共通券 
◇ 御朱印の引換をキャッシュレスで！ 
・善光寺御朱印（本堂）引換券 
・善光寺御朱印（セット）引換券 
・神仏武九社寺めぐり 善光寺御朱印引換券 
・神仏武九社寺めぐり 参拝朱印帳引換券 

  
一般 600 円/高校生 200 円/小中学生 50 円 
一般 500 円/高校生 200 円/小中学生 50 円 
一般 300 円/高校生 100 円/小中学生 50 円 

一般 300 円/高校生 100 円   
一般 1,200 円/高校生 400 円/小中学生 100 円 

 
300 円 

1,500 円 
500 円 

1,500 円 

・３館共通券引換券 
（松代エリアにある真田宝物館と真田邸/文武学校/ 

象山記念館/旧横田家住宅のうち２館） 

団体割引＋ 
有効期間２日に
延長 

☆一般 900 円 

対象施設名 旅する北信濃特典 価格 

【長野駅～善光寺 そば】 ９店舗 
そば亭油や 
丸八たきや 
やま茶屋 
山城屋 
戸隠そば 山故郷 長野トイーゴ店 
長門屋 
大久保西の茶屋 長野駅前店 
尾張屋 
北野家本店 

※旅する北信濃特典は店舗ごとに異なります 
もりそば（770 円）+リンゴジュース（320 円） 
調整中（準備出来次第、「旅する北信濃」Ｗeb サイト等に掲載） 
郷土料理ミニ会席+ドリンク１杯（ワイン・地酒・ソフトドリンク） 
もりそば 800 円⇒500 円 
山菜天ぷらざるそば（4 月中頃から提供予定） 
「御開帳セット」（そばとおやきの特別セット） 
「蕎麦そば膳」（そば・そば団子・そばおやき等のセット） 

「天ざる御膳（1,500 円）」＋そば団子サービス 
もりそば（880 円）+ソフトドリンク（350 円） 

 
☆1,000 円 

調整中 
☆2,000 円 

☆500 円 
☆1,500 円 
☆1,000 円 
☆2,000 円 
☆1,500 円 
☆1,000 円 

【長野駅～善光寺 おやき】５店舗 
丸八たきや、門前農館さんやそう、 
溝口餅店、さくらざか栄心堂 箱清水 
本店、小川の庄おやき村 大門店 

※「旅する北信濃」セットは店舗ごとに異なります。 
いずれも「旅する北信濃」セット 
 
 

 
☆500 円 

信州松代観光協会（レンタサイクル） ちょっぴりプレゼント（六文銭グッズ） 普通自転車
500 円 

戸隠キャンプ場 「旅する北信濃」日帰りキャンプセット 
BBQ 食材セット（2 種類、別途要予約） 
 
※ 戸隠キャンプ場オリジナルグッズプレゼント 

☆3,500 円 
5,000 円 

または 
8,000 円 

【戸隠そば】10 店舗 
徳善院蕎麦 極意、戸隠日和、戸隠堂、 
戸隠そば山口屋、よつかど、しなの屋、 
岩戸屋、奥社前なおすけ、奥社の茶屋 
戸隠そば博物館 とんくるりん 

※「旅する北信濃」セットは店舗ごとに異なります。 
いずれも「旅する北信濃」セット 
 
 

 
2,000 円 

長野駅～善光寺・松代・戸隠エリア（長野市） 

【真田宝物館】 【善光寺本堂】 【善光寺山門】 【善光寺御朱印（本堂）】 【九社寺巡り御朱印帳】 

©善光寺 

「☆」の記載がある価格は、旅する 
北信濃特典で割引等があります。 
※割引後の価格です。 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
１ 観光電子チケット 
  葛飾北斎ゆかりの施設をおトクに！便利に！ 

 

 

 

 

 

 
 
２ エキトマチケット 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

１ 観光電子チケット 
  標高 2,307mの横手山をはじめ、残雪～初夏の高原の眺めをお楽しみください。地獄谷野猿公苑の 

 ベビーモンキーにも注目！ 

 

 

 

 

 

観光電子チケット 旅する北信濃特典 価格 

・岩松院拝観券 
・北斎館入館券 

団体割引 

団体割引 

☆大人 450 円/小中学生 180 円 

☆大人 900 円/高校生 450 円/小中学生 270 円 

対象施設名 旅する北信濃特典 価格 

桜井甘精堂 栗の木テラス 「旅する北信濃」のために開発した‘’モンブラン
プレート‘’を 1,700 円→1,500 円※数量限定 

☆1,500 円 

小布施堂 本店 「旅する北信濃」セット ☆1,000 円 

栗庵風味堂 本店 「善光寺バウム（９個入り）」160 円引き ☆2,000 円 

小布施総合案内所 
（レンタサイクル） 

シティサイクル２h 600 円→500 円 
電動サイクル２h 1,000 円→２.5h1,000 円 

☆500 円 
☆1,000 円 

小布施町営森の駐車場（レンタサイクル） 延長料金割引 ☆４時間 500 円 

小布施町営松村駐車場（レンタサイクル） 延長料金割引 ☆４時間 500 円 

観光電子チケット 旅する北信濃特典 価格 

・横手山満天ビューテラス  
スカイレーター＆スカイリフト往復乗車券  

・SORA terrace ロープウェイ往復乗車券 
・志賀高原ライン１day パス 
・地獄谷野猿公苑入苑券 

 
 
100 円引き 
 
団体割引 

 
大人 1,800 円/小児 1,500 円 

☆大人 2,400 円/小児 1,200 円 
大人 3,000 円/小児 1,800 円 

☆大人 680 円/高校生・小中学生 340 円 

小布施エリア（小布施町） 

志賀高原・湯田中渋温泉郷・北志賀高原エリア（山ノ内町） 

【横手山満天ビューテラス】 

 

【志賀高原ライン】 

 

【SORA terrace】 

 

【桜井甘精堂・モンブランプレート】 

 

【小布施堂・旅する北信濃セット】 

 

【栗庵風味堂・善光寺バウム】 

 

【千曲川河川公園 桜堤】 

 

【地獄谷野猿公苑】 

 

【岩松院・八方睨み鳳凰図】 【岩松院】 【北斎館・女浪】 【北斎館】 

【松代レンタサイクル特典】 

※一例 

 

【戸隠キャンプ場】 【戸隠キャンプ場日帰りキャンプセット 】 【（長野駅～善光寺）そば】 

 ※一例  

【（おやき）旅する北信濃セット】 

 ※一例  



２ エキトマチケット 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

１ 観光電子チケット 

  標高差 122ｍを一気に滑り降りるジップ・スカイライドや家族で楽しめる温泉施設等を満喫できます！ 

地元ならではの根曲がり竹料理が楽しめるたけのこまつりも！ 

 

 

 

 

 

 
 
２ エキトマチケット 

 

 

 

 

 

 

対象施設名 旅する北信濃特典 価格 

横手山クランペットカフェ ・リンゴジャム＆クリームチーズキャラメル コーヒーセット 
1,150 円→1,000 円 

・ダブルクランペット＆ベーコン（1,400 円）+ 
アルコール以外のドリンク（400 円～） 

・スペシャルカレーライス（1,300 円）+ 
アルコール以外のドリンク（400 円～） 

☆1,000 円 
 
 

☆1,500 円 
 

☆1,500 円 

横手山 2307 スカイカフェ 
 

・たけのこピザ+美酢カッシュ又は愛サイダー又はコーヒー  

1,500 円→1,000 円 

・焼きカレー+美酢カッシュ又は愛サイダー又はコーヒー  

1,700 円→1,500 円 

 

☆1,000 円 

 
☆1,500 円 

横手山スキーセンター あかり 味噌ラーメン（1,000 円）+ソフトドリンク ☆1,000 円 

SORA terrace cafe 雲海パイ包みスープ 850 円→500 円 ☆500 円 

志賀高原山の駅山の売店 - 商品券として使用 

東館山山頂ザ・ルーフトップダイニング  フード＋ドリンクをセットオーダー→100 円引き  ☆商品券として使用 

観光電子チケット 旅する北信濃特典 価格 

・ジップ・スカイライド利用券 
・ナスキーパーク利用券 
・スパリーナ入場券 
・野沢温泉たけのこまつり たけのこクーポン引換券 

 
 
100 円引き 
 

大人 2,000 円/小中学生 1,200 円 
共通 500 円 

☆大人 600 円/３歳～小学生 400 円 
1,000 円 

対象施設名 旅する北信濃特典 価格 

キッチン セアボス 野沢菜ガーリックステーキライス（1,600 円） 
もしくは各種ピッツァ(1,600 円～1,800 円)から 1 品 

☆1,500 円 

レストハウス やまびこ 野沢菜ガーリックステーキライス（1,600 円）
もしくは各種ピッツァ(1,600 円～1,800 円)から 1 品 

☆1,500 円 

レストラン シャンテル 野沢菜ご飯のガーリックステーキ（1,550 円）
もしくは 3 種ピッツァ(1,600 円～1,650 円)から 1 品 

☆1,500 円 

野沢温泉エリア（野沢温泉村） 

【野沢菜ガーリックステーキライス】 

 

【4 種のチーズピザ】 

※一例 

【野沢温泉たけのこまつり】 

 

【ジップ・スカイライド】 

 

【横手山 2307 スカイカフェ】 

 

【SORA terrace cafe】 

 

【横手山クランペットカフェ】 

 

【ザ・ルーフトップダイニング】 

 

【ナスキーパーク】 

 

【スパリーナ】 

 

【野沢菜ピザ】 

※一例 

【キッチンセアボス】 

 

【志賀高原山の駅山の売店】 

 



 
 
１ エキトマチケット 

 

 

 

 

 

 

 

 
※掲載写真は全てイメージです。 

※旅する北信濃特典の割引前の金額等は 2022 年２月現在の情報です。 

 

 

〈エキトマチケットとは〉 

■ エキトマチケットとは、加盟店(地域の飲食・物販店、アクティビティ施設など） 

でご利用いただける 1枚 500円の電子チケットで、「旅する北信濃」Web サイトで 

購入できます。 

■ 一部加盟店ではエキトマチケット利用者限定特典（旅する北信濃特典も含まれ 

ます）をご用意しており、おトクに飲食やお買い物をお楽しみいただけます。 

 ■ スマホ１台あれば、購入～ご利用までスムーズに完結します。非接触での決済を 

  お気軽にご利用いただけます。 

 ■ JRE POINTでエキトマチケットを購入いただけます（「旅する北信濃」Webサイトでは、クレジッ

トカード決済、モバイル Suica 決済もご利用いただけます）。 

       

  

対象施設名 旅する北信濃特典 価格 

信越自然郷アクティビティセンター 
（レンタサイクル） 

ちょっぴりプレゼント 所定料金の 

精算でご利用 

道の駅 花の駅千曲川 
（Café 里わ・おみやげコーナー） 

ちょっぴりプレゼント 商品券として
使用 

飯山エリア（飯山市） 

【菜の花公園（飯山市）】 

 

【道の駅 花の駅千曲川】 

  

【信越自然郷アクティビティセンター】 

 

【道の駅 花の駅千曲川・里わ】 

 



＜別紙２＞旅する北信濃 交通電子チケット 
 

観光地への移動は、便利でおトクな交通電子 
 チケットをご利用ください。 
 【善光寺・戸隠・松代エリア】   
  ① 善光寺表参道一日周遊きっぷ 

② 戸隠・善光寺１日周遊きっぷ 
  ③ 善光寺・松代１dayパス 
 【小布施・湯田中・志賀高原／北志賀高原エリア】 
  ④ 長野・小布施フリーきっぷ  

⑤ 長電フリー乗車券（１日用） 
⑥ 長電フリー乗車券（２日用）   

  ⑦ ながでん鉄道・バス１DAYフリーきっぷ 
⑧ ながでん鉄道・バス２DAYフリーきっぷ 
⑨ スノーモンキーパス（SNOW MONKEY PASS） 

  【野沢温泉エリア】 
  ⑩ 飯山⇆野沢温泉片道きっぷ 
    ながでん鉄道・バス１DAYフリーきっぷ 

ながでん鉄道・バス２DAYフリーきっぷ 
 

※ 商品の詳細は、アルピコ交通株式会社、長野電鉄株式会社、長電バス株式会社、のざわ温泉交通株式会社のホーム 

ページでご確認いただくか、「旅する北信濃」Webサイトでご確認ください。 

※ 「戸隠・善光寺１日周遊きっぷ」および「善光寺・松代１dayパス」の特典はアルピコ交通株式会社のホームページでご確認ください。 

チケット名称 ご利用可能エリア 価格 有効 
期間 

備考 
大人 こども  

善光寺表参道 
一日周遊きっぷ 

長野～善光寺エリア 
※ぐるりん号には乗車できない 

450 円 230 円 １日  

戸隠・善光寺 
１日周遊きっぷ 

長野～善光寺エリア  
長野～戸隠エリア 
※ぐるりん号には乗車できない 

2,900 円 1,450 円 １日 
提示で 
特典あり 

善光寺・松代 1day
パス 

長野～善光寺エリア  
長野～松代エリア 
※ぐるりん号には乗車できない 

1,500 円 750 円 １日 
提示で 
特典あり 

長野・小布施 
フリーきっぷ 

長野電鉄長野―小布施間 
（特急料金（自由席）含む） 

1,200 円 600 円 １日  

長電フリー乗車券 
（１日用） 

長野電鉄全線 
（特急料金（自由席）含む） 

2,070 円 1,040 円 １日  

長電フリー乗車券 
（２日用） 

長野電鉄全線 
（特急料金（自由席）含む） 

2,580 円 1,290 円 ２日間  

ながでん  
鉄道・バス１DAY
フリーきっぷ 

・長野電鉄全線 
（特急料金（自由席）含む） 

・長電バス  
急行バスおよび長野、須坂、湯田中・
志賀高原、飯山の路線バスおよび 
市町村コミュニティバス 

※ぐるりん号には乗車できない 

2,700 円 1,350 円 １日  

ながでん 
鉄道・バス２DAY
フリーきっぷ 

・長野電鉄全線 
（特急料金（自由席）含む） 

・長電バス  
急行バスおよび長野、須坂、湯田中・
志賀高原、飯山の路線バスおよび 
市町村コミュニティバス 

3,400 円 1,700 円 ２日間  

スノーモンキー 
パス 
（ SNOW MONKEY 
PASS） 

・長野電鉄全線 
（特急料金（自由席）含む） 

・長電バス 
スノーモンキーパークバス停までの 
急行バス、路線バス 

3,600 円 1,800 円 ２日間 地獄谷野猿
公苑に 
１回入苑可 

飯山⇆野沢温泉 
片道きっぷ 

野沢温泉ライナーおよび 
長電バス野沢線 

600 円 300 円 １乗車 途中下車 
前途無効 

【交通電子チケット 利用エリアイメージ】 

  



＜別紙３＞ 旅する北信濃スタンプラリー 
 

「旅する北信濃」サービス提供エリア内に設置している７カ所のスポットを巡ることでスタンプを

集めることができます。集めたスタンプの数に応じて抽選等で景品が当たります。 

１ 開催期間 

２０２２年４月１日（金）～２０２２年６月３０日（木） 
※ 「旅する北信濃」サービス提供期間と同じ 

 ２ 参加方法 

  ⑴ 「旅する北信濃」会員登録（無料） 

  ⑵ 各観光地に設置したスタンプ設置箇所（下表）へ 

 ⑶ QRコードをスマホで読み取り、スタンプを獲得♪ 
※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

  ⑷ 条件を満たすと、プレゼントが当たる！（旅する北信濃賞は抽選） 

    プレゼントの引換、抽選は JR 長野駅併設の「駅たびコンシェルジュ長野」へお立ち寄りください。 

 ３ スタンプ設置箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４ 抽選・景品 

  ■ 善光寺御開帳参加賞 

    ①善光寺＋②長野駅２つのスタンプ獲得でもらえる！ 
      ※ 先着 4,000名さま限定で長野市ゆかりのプレゼント 

  ■ 旅する北信濃賞 

    ①～⑦のスタンプ設置箇所のうち３カ所以上のスタンプ 

獲得で抽選に参加できる！ 
※ 抽選で 400名さまに地元ゆかりの景品または旅する北信濃 

オリジナルグッズをプレゼント！ 

※ 集めたスタンプの数に応じて抽選回数が増えます。 

  ■ コンプリート賞 

    ①～⑦のすべてのスタンプ設置箇所のスタンプ獲得で 

飯山市伝統工芸のしおりをもらえる！ 
※ 先着 200名さま限定！ 

 ５ 景品引換場所 

   「駅たびコンシェルジュ長野」  

※ 長野駅「みどりの窓口」隣。営業時間は 9:00～17:00です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置エリア スタンプ設置箇所 

長野 ①善光寺 

②長野駅 

戸隠 ③戸隠神社中社 

小布施 ④岩松院 

山ノ内 ⑤志賀高原・横手山スカイレーターのりば手前 
 ※4/1～4/28（予定）までの期間は長野電鉄湯田中駅 

野沢温泉 ⑥シュナイダー広場 

飯山 ⑦道の駅 花の駅千曲川 

【善光寺御開帳賞※一例】 

 

【旅する北信濃賞※一例】 

 

【コンプリート賞】 

 

【駅たびコンシェルジュ長野】 

 

【旅する北信濃賞※旅する北信濃グッズの一例】 

 

【旅する北信濃賞※一例】 

 

日本酒「栄輝」 
 

明るい未来への
出発をテーマに
ＪＲ長野駅と 
長野市内の

酒蔵「酒千蔵野」
がコラボして作
ったオリジナル
の地酒です。 


