
 

 

 

 
 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

１ サービス名称・ロゴ 

 

   「旅する北信濃」 
 

２ サービス提供期間 

2022年 10月 13 日(木)から 2023 年 3 月 31日(金)まで 
※各サービスごとに提供期間が異なります。 

※冬コンテンツの提供は 12 月 1 日(木)以降を予定しております。 

 詳細は 11 月下旬頃お知らせいたします。 

 

３ サービス提供エリア 
長野市(善光寺・松代・戸隠・飯綱高原)、小布施町 

山ノ内町、野沢温泉村、飯山市、須坂市、高山村、白馬村 
※新規サービス提供エリア 

 

４ 主な提供サービス 
スマートフォン（スマホ）の「旅する北信濃」Web サイトから以下のサービスをご利用いただけ 

ます。 

⑴ 観光情報検索 

観光エリアや利用シーン(観る、食べる、買う、遊ぶ)から観光情報を検索 

することができます。その他にも、おすすめ情報やモデルコースなど、旅行前や 

旅行中に必要な観光情報も検索できます。 

※提供する観光情報は、観光地の紹介、住所、電話番号、営業時間、定休日、 

アクセス情報、観光情報から「旅する北信濃」Webサイトで発売している 

関連電子チケットなどが表示されます。 

※営業時間や休業日は各店舗の状況により急遽変更となる場合がございます。 

詳しくは各店舗にお問い合わせください。 
 

2022年度秋 長野県・北信濃エリアで 

MaaS「旅する北信濃」のサービスを再開します！ 

２ ０ ２ ２ 年 1 0 月 ６ 日 
東日本旅客鉄道株式会社 長野支社 

<ロゴマーク> 

旅する北信濃サービス概要 

注：「Mobility as a Service」の略 

○JR 東日本では、この春（4～6月）長野県・北信濃エリアで MaaS 注「旅する北信濃」を実施してきま

した。この秋、更なる観光の利便性向上と広域周遊促進を目的に再開いたします。 

○再開する「旅する北信濃」では、サービス提供エリアの拡大に加え、「観光電子チケット」（新規 5

種類）、「交通電子チケット」(新規 2 種類)、飲食・レンタサイクルなども楽しめる「エキトマチケ

ット」（新規 52 店舗）、「駅レンタカー」プランの新規設定など、スマートフォンひとつで便利にお

トクに楽しんでいただけるサービス、特典を多数ご用意しております。 

（画像はイメージです） 

たび きたしなの 

<アクセスはこちらから> 

※ ※ ※ 

<旅する北信濃サービス提供エリア> 

 



 
 

⑵  電子チケット発売（事前決済）  

「旅する北信濃」を通じて、シームレスな移動の実現と観光地での利便性向上を目的として 

「観光電子チケット」・「交通電子チケット」・「エキトマチケット」を「旅する北信濃」Web サイ

トで発売いたします。 

 

① 観光電子チケット【別紙 1】 

北信濃エリアの観光施設と連携して、地域振興・観光振興への貢献と地域の歴史・文化や観光

資源の魅力発信を目的に観光電子チケットを発売します。 

 

② 交通電子チケット【別紙 2】 

北信濃エリアの交通事業者と連携して、シームレスな移動の実現と周遊観光促進を目的として

利便性の高い交通電子チケットを発売します。 

 

③ エキトマチケット【別紙 1】 

北信濃エリアの加盟店(地域の飲食・物販店、アクティビティ施設など)と連携し、飲食やお土

産などの購入、レンタサイクルの利用など、便利でおトクなエキトマチケットを発売します。 
 

・エキトマチケット注２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 す 。「 旅 す る 北 信 濃 」 Web サ イ ト ま た は 「 JRE MALL 」

（https://www.jreastmall.com/shop/pages/ekitoma.aspx）で購入できます。加盟店ではエキ

トマチケット利用者限定の「旅する北信濃特典」もご用意しており（一部除く）、おトクに飲食

やお買い物をお楽しみいただけます。 

 

■ 電子チケット(観光・交通)ご利用イメージ（画像はイメージです） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

   ・旅する北信濃サービスエリア観光情報の発信 

   ・旅する北信濃サービスエリアで便利におトクにご利用いただける JR東日本のサービスなど 
⑵ 投稿開始 

    2022年 10月 6日(木)以降順次 

【Twitter はコチラから】 

 

【Instagram はコチラから】 

観光施設・交通機関・飲食

店舗などを検索できます。 

【電子チケットを購入】 

お支払いには「クレジット

カード」または「モバイル

Suica」が必要となります。 

※エキトマチケットの購

入には「JRE POINT」をご利

用いただけます。 

購入したチケットはマ

イチケット画面で確認

できます。 

観光施設・交通機関ご利用の際 

「チケットを使用」をタップして表

示された画面を係員にご提示くだ

さい。 

※電子チケットの一部、エキトマチ

ケットを利用の際は、店舗設置の宣

伝物に表示されている 6桁の PINコ

ードの入力が必要となります。 

注２：「えき」と「まち」がつながる、JR東日本の電子チケットサービス 

https://www.jreastmall.com/shop/pages/ekitoma.aspx


 
 

６ 協賛・協力 

 ⑴ 協賛 

            長野市                    小布施町 

 

 

 

 

 

       山ノ内町           野沢温泉村           飯山市 

   

 

 

 

 

 

 
 

  

        須坂市            高山村             白馬村 
 

 

 

  

 

 

⑵ 協力 

   公益財団法人 ながの観光コンベンションビューロー、信州松代観光協会、一般社団法人 戸隠観

光協会、一般社団法人 飯綱高原観光協会、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、一般社団法人 信州いいやま観光局、一般社団法人 信州須坂観光協会、信州高山村観光

協会、一般社団法人 白馬村観光局 

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 JRE POINT プレゼントキャンペーン 
⑴ 実施期間  

2022年 10月 13日(木)から 2023年 3月 12日(日)まで 

⑵ キャンペーン内容  

「旅する北信濃」Web サイトで電子チケット(エキトマチケットを除く)を 1,000 円分以上購入・

ご利用されたお客さまを対象に抽選で計 100 名さま(抽選は期間中に 2 回実施し、各回 50 名さ

ま)に JRE POINT 700ポイントをプレゼントします。 

⑶ 抽選期間  

1回目の抽選対象期間：2022年 10月 13日(木)から 2023年 1月 6日(金)まで 

2回目の抽選対象期間：2023年 1月 7日(土)から 3月 12日(日)まで 

   ※JRE POINT WEBサイトでの会員登録のうえ、「旅する北信濃」Webサイトまたは Tabi-CONNECT 

サイトより JRE POINT 連携設定が必要です。 

   ※「旅する北信濃」の電子チケット（エキトマチケット除く）合計 1,000円以上をご利用される 

と自動エントリーとなります。 

   ※当選発表は、ポイント付与をもって代えさせていただきます。 

   ※抽選対象期間は電子チケットご利用日（電子チケット有効開始日）を基準に算定いたします。 

    抽選期間を跨いで合計 1,000円以上ご利用いただいた場合は抽選の対象外となります。 

 

「旅する北信濃」をもっと楽しむキャンペーンなど 



 
 
８ 旅する北信濃＋駅レンタカーキャンペーン 

⑴ 実施期間  
2022年 10月 13日(木)から 2023年 3月 31日(金)まで 

 ⑵ キャンペーン内容  
「旅する北信濃」Web サイトから駅レンタカーを予約されたお客さま限定で S クラスが基本料金
から 15％～25％割引になります。 
※出発営業所、返却営業所は長野営業所に限ります。 

⑶ 割引率と対象期間※適用割引率は乗り出し日基準 
15％割引適用期間：2022年 10月 13日(木)から 2022 年 11月 30日(水)まで 
25％割引適用期間：2022年 12月１日(木)から 2023 年 3月 31日(金)まで※3/31 までの返却に限ります。 

 
９ 「旅する北信濃」スタンプラリー 

「旅する北信濃」開催にあわせデジタル観光ツアーアプリ「SpotTour(スポットツアー)」を使用した 
モバイルスタンプラリーを実施します。 SpotTour とは、スポットツアー株式会社が提供するデジタ
ル観光ツアーアプリです。アプリをダウンロードし、ツアーに参加、登録されたスポットを訪問する
と GPS機能を用いてアプリ上でスタンプや各種情報などが取得できます。スタンプを集めてプレゼン
トをもらおう！ 

⑴ 実施期間 
2022年 10月 13 日(木)から 2023年 3 月 31日(金)(予定) 

  ⑵ 参加方法  
① スマートフォン等対応機器で、アプリ「SpotTour(スポットツアー)」 

（無料）をダウンロードしてください。 
② 「SpotTour」内でツアーコード「78917」を入力して検索、『長野県・北信濃エリアをめぐる 

「旅する北信濃」スタンプラリー』を選択してください。 
③ エリア内に設定してあるデジタルスタンプを集めてプレゼントをもらおう！ 

⑶ 参加費   
無料 
※通信費および交通機関ご利用の際の運賃等はお客さまのご負担になります。 
※今回各拠点（スポット）までの移動・観光ツールとして「旅する北信濃」をお勧めいたします。 
※デジタルスタンプ設置箇所等詳しくは「SpotTour」Webサイトをご覧ください。 

http://spottour.jp 
⑷ 賞品 

５か所賞：エリア内スポット５か所以上巡った方には、「旅する北信濃」ちょっぴり 
プレゼントを先着 2,000 名さまにご用意！ 

10 か所賞：エリア内スポット 10 か所以上巡った方には、抽選で 100 名さまに 
JR 長野駅キャラクター「ながも」グッズ等をプレゼント !  

         (2022年 12月中旬頃（予定）まで「ながも」グッズのみとなります。) 

※数に限りがございます。いずれもなくなり次第終了となります。予めご了承ください。 
引換場所：駅たびコンシェルジュ長野（営業時間 9：00～17：00) 

 
10 新型コロナウイルス感染拡大防止における取組みについて 

■ JR東日本グループではお客さまに安心してご利用いただけるよう、「鉄軌道事業における新型コロナ 
ウイルス感染症対策に関するガイドライン」などに基づき、駅や列車内の消毒や換気など感染拡大防
止の様々な取組みを実施しています。ご旅行をご検討の際は、政府およびお住まい、ご旅行先の都道
府県の要請や最新情報をご確認ください。 
 

■ お客さまへのお願い 
・体調管理やマスクの着用、検温、消毒液のご利用、咳エチケットの励行など、感染防止対策にご協 
力ください。 

   ・駅の窓口や券売機でお待ちの際は、間隔の確保にご協力をお願いします。 
・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、座席は回転させずご利用ください。 
・長野県へのご旅行の際は、「信州版 新たな旅のすゝめ」をご確認ください。 
 https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/sangyo/kanko/tabinosusume.html 
 
※ 写真・イラスト・地図は、全てイメージです。 

※ 2022年 10月６日時点の情報です。 

※ 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。 

※ 歩きスマホは危険ですのでおやめください。 
 
 
 

「SpotTour」アプリはこちらから 

JR長野駅キャラクター 

「ながも」 

http://spottour.jp/
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/sangyo/kanko/tabinosusume.html


【別紙１】観光電子チケット・エキトマチケット 
 

 

 

１ 観光電子チケット 

 
 

 

 

 

 

 
 

２ エキトマチケット  

 
 

 

 

 

 

 

チケット名称 施設名称 旅する北信濃特典 価格

善光寺本堂御朱印引換券 善光寺 300円

神仏武九社寺めぐり善光寺御朱印引換券善光寺 500円

神仏武九社寺めぐり参拝朱印帳引換券 善光寺 1,500円

真田宝物館・真田邸・文武学校3館共通
券

真田宝物館・真田
邸・文武学校

特別展団体割引 1,000円

長野県立美術館観覧チケット 長野県立美術館 団体割引
一般600円

大学生及び75歳以上400円

施設名称 旅する北信濃特典 価格

長野駅・善光寺エリア【そば】8店舗
■そば亭油や　　　　　■戸隠そば 山故郷
■丸八たきや　        ■長門屋
■やま茶屋　　　　　　■尾張屋そば店

■山城屋　　　　　　　■北野家本店

※旅する北信濃特典は店舗ごとに異なりま
す。

500円～

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

※旅する北信濃特典は店舗ごとに異なりま
す。

500円～

長野駅・善光寺エリア【飲食・お土産】12店舗
■八幡屋礒五郎 本店　■善光寺ぷりん/門前ぷりん
■すや亀本店/善光寺店 ■食事処 飛騨
■ウインズ長野店　　　■茶寮 志もだ
■cafe winds daimon　 ■松栄寿司 長野駅東口店
■サンクゼールワイナリー門前店　 ■峰福堂本店

※旅する北信濃特典は店舗ごとに異なりま
す。

500円～

nagano forest village 森の駅 Daizahoushi
鹿肉ホットサンド(ポテト・サラダ付き)+
ホットコーヒーor紅茶　1,580円→1,500円

1,500円

飯綱高原観光協会（レンタサイクル） 飯縄山ピンバッチをプレゼント  ※商品券として使用

信州松代観光協会（レンタサイクル）
Eバイク：5時間2,000円
Eバイクミニ：5時間1,000円

2,000円
1,000円

コトリの湯
コトリバーガー＋ソフトクリーム
1,330円→1,000円

1,000円

黄金の湯 松代荘
豚カツ御膳＋ソフトクリーム＋入浴料
1,500円

1,500円

五十里うどん 麺味座
松代まち歩きごはんとコーヒー＆デザート
（松代産杏の砂糖漬け）

1,500円

河島屋
松代エール＋松代産しょうゆ豆セット
1,220円→1,000円

1,000円

戸隠エリア【そば】7店舗
■徳善院蕎麦 極意     ■岩戸屋
■手打ち蕎麦 戸隠堂   ■奥社の茶屋
■戸隠そば山口屋      ■戸隠そば博物館 とんくるりん
■よつかど

※旅する北信濃特典は店舗ごとに異なりま
す。

500円～

戸隠観光情報センター（レンタサイクル） エキトマチケット利用で500円引き  ※商品券として使用

鏡池どんぐりハウス
デザートガレット+ドリンクセット
1,180円→1,000円

1,000円

道の駅 中条
おぶっこ＋ソフトクリーム
1,050円→1,000円

1,000円

長野駅～善光寺・松代・戸隠・飯綱高原エリア（長野市） 

【真田宝物館】 【長野県立美術館】 【善光寺御朱印（本堂）】 【神仏武九社寺めぐり参拝朱印帳】 

～エキトマチケット～ 
グルメやアクティビティ等で使え
る１枚 500 円の電子チケット 

【 nagano forest village 森 の 駅

Daizahoushi 鹿肉ホットサンド】 

【小川の庄 おやき】 【山口屋 戸隠そば】 【すや亀本店 みそソフト】 

🄫善光寺 



【別紙１】観光電子チケット・エキトマチケット 
 

 
 
 

１ 観光電子チケット 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

２ エキトマチケット 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 エキトマチケット 

 

 

 

 

 

 

 

 

チケット名称 施設名称 旅する北信濃特典 価格

岩松院拝観券 岩松院 団体割引
一般450円

小中学生180円

北斎館入館券 北斎館 団体割引
一般900円

高校生450円
小中学生270円

施設名称 旅する北信濃特典 価格

桜井甘精堂 栗の木テラス モンブラン+紅茶セット1,220円→1,000円 1,000円

小布施堂 本店 「旅する北信濃」セット(旅する北信濃オリジナルセット) 1,000円

栗庵風味堂 本店 「初栗詰合せ5個入り」1,188円→1,000円 1,000円

小布施総合案内所(レンタサイクル）
シティサイクル2時間600円→500円
電動サイクル2時間1,000円→2時間30分
1,000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

小布施温泉 あけびの湯 大人入館券600円→500円 500円

レストランOBUSE花屋
3,000円以上ご利用で「栗のケーキ（小）」を

プレゼント
※商品券として使用

小布施の宿フランス食堂 ヴァンヴェール
宿泊施設ご利用者、お食事グラスワイン1杯
サービス

※商品券として使用

松葉屋本店 清酒北信濃 特別純米酒590円→500円 500円

施設名称 旅する北信濃特典 価格

THE ROOFTOP DINING 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

湯田中駅前温泉 楓の湯
「入浴料+楓の湯オリジナルタオル+楓の湯
オリジナルうちわ」のセット580円→500円

500円

九番湯 渋大湯(渋温泉旅館組合）
渋温泉外湯巡りに使用する巡湯手拭い
350円→250円
※渋温泉旅館組合での購入に限ります

500円～

小布施エリア（小布施町） 

志賀高原・湯田中渋温泉郷エリア（山ノ内町） 

【九番湯 渋大湯】 

【桜井甘精堂・モンブラン紅茶セット】 

 

【小布施堂・旅する北信濃セット】 

 

【栗庵風味堂・初栗詰合せ】 

 

【小布施温泉 あけびの湯】 

 

【湯田中駅前温泉 楓の湯】 【THE ROOFTOP DINING】 

【岩松院・八方睨み鳳凰図】 【岩松院】 【北斎館・上町祭屋台、東町祭屋台】 【北斎館・女浪】 



【別紙１】観光電子チケット・エキトマチケット 
 

  

   

１ 観光電子チケット 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

２ エキトマチケット 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
１ 観光電子チケット 

 
 

２ エキトマチケット 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

チケット名称 施設名称 旅する北信濃特典 価格

ふるさとの湯入浴券 ふるさとの湯 100円割引
一般400円

小学生以下200円

施設名称 旅する北信濃特典 価格

フキヤ商店
税込2,200円以上のお買い上げで温泉まんぢう
１個プレゼント

※商品券として使用

ハウスサンアントン ジャムファクトリー
ハウスサンアントンオリジナルポストカード
プレゼント

※商品券として使用

L'Atelier KURA（ラトリエ クラ)
お支払いで10％割引（他の割引サービスとの
併用不可）

※商品券として使用

チケット名称 施設名称 旅する北信濃特典 価格

高橋まゆみ人形館入館券 高橋まゆみ人形館 団体割引
一般510円

小中学生310円

施設名称 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 ※商品券として使用

café里わ（道の駅「花の駅 千曲川」内） ソフトクリーム50円引券プレゼント ※商品券として使用

田中屋酒造店 ※商品券として使用

角口酒造店 ※商品券として使用

六兵衛 大海老旬菜天ざる　1,580円→1,500円 1,500円

塩崎農園（果物狩り）
りんご狩り600円→500円
りんご狩り＋お土産小籠1,100円→1,000円
りんご狩り＋ お土産大籠1,600円→1,500円

  500円
1,000円
1,500円

野沢温泉エリア（野沢温泉村） 

飯山エリア（飯山市） 

【高橋まゆみ人形館】 【café 里わ】 

【ふるさとの湯・外観】 

【フキヤ商店】 【ハウスサンアントン ジャムファクトリー】 【L’Atelier KURA ラトリエ クラ】 

【田中屋酒造店】 【角口酒造店】 【塩崎農園】 

【ふるさとの湯・内湯】 

©高橋まゆみ人形館 



【別紙１】観光電子チケット・エキトマチケット 
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チケット名称 施設名称 旅する北信濃特典 価格

米子不動尊 秘仏上杉謙信公枕本尊ご開帳
記念特別御朱印及び拝観券

米子不動尊 一般1,000円

田中本家博物館入館券 田中本家博物館 団体割引
大人800円

中高生250円
小学生150円

施設名称 旅する北信濃特典 価格

遠藤酒造場 特別プレゼント ※商品券として使用

喫茶「龍潜」（田中本家博物館内） 抹茶650円→500円 500円

珈琲哲学アグリス店 バナナパフェ割引金額（1,000円） ※商品券として使用

須坂温泉 古城荘 大人入浴金額割引　600円→500円 500円

関谷温泉 湯っ蔵んど 大人入館金額割引　700円→500円 500円

信州須坂観光協会（レンタサイクル）
利用料金4時間500円　※要予約
（普通自転車・電動アシスト・Eバイク）

500円

蔵のまち観光交流センター（レンタサイクル）
利用料金4時間500円　※要予約
（普通自転車・電動アシスト・折りたたみ）

500円

施設名称 旅する北信濃特典 価格

信州高山村観光協会（レンタサイクル） ちょっぴりプレゼント ※商品券として使用

WINE＆CAFE Véraison ヴェレゾン 1,000円分以上ご利用で粗品プレゼント ※商品券として使用

信州たかやまワイナリー ※商品券として使用

子安温泉
オリジナルタオルもしくは牛乳・コーヒー
牛乳のいずれか一品プレゼント

※商品券として使用

藤田屋酒店
1,000円分以上ご利用でおつまみ等(100円相当）
プレゼント

※商品券として使用

見晴茶屋 ソフトクリームちょっぴり増量 500円

仙人小屋 コーヒーもしくはアイスケーキプレゼント ※商品券として使用

須坂エリア（須坂市） 

高山エリア（高山村） 

【田中本家博物館】 【米子不動尊】 

【喫茶 龍潜】 【遠藤酒造場】 【須坂温泉古城荘】 【信州須坂観光協会】 

（レンタサイクル） 

【子安温泉】 【見晴茶屋】 【信州高山村観光協会】 

（レンタサイクル） 

【信州たかやまワイナリー】 

【米子不動尊・特別御朱印】 
 ※内容は変更になる場合があります 



【別紙１】観光電子チケット・エキトマチケット 
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 ※「旅する北信濃」（エキトマチケット）特典ご利用の際は、エキトマチケット利用の旨を各店舗の係員にお声がけ 

ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 旅する北信濃特典 価格

藤屋土産品店 お買い上げ金額から5％OFF ※商品券として使用

藤屋食堂 食後にコーヒーをサービス ※商品券として使用

大衆酒場ニューフジヤ おつまみ１品サービス ※商品券として使用

鉄板Diningやまなみ
ご予約頂いたグループ全員にグラスドリンク1杯
サービス

※商品券として使用

白馬エリア（白馬村） 

【藤屋食堂】 【藤屋土産品店】 【大衆酒場ニューフジヤ】 【鉄板 Diningやまなみ】 



【別紙２】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・松代・戸隠・飯綱高原エリア】   
   ■ 善光寺表参道一日周遊きっぷ 

■ 戸隠・善光寺１日周遊きっぷ 
   ■ 善光寺・松代１day パス 
 【須坂・小布施・志賀高原・湯田中渋温泉郷エリア】 
   ■ 長野・小布施フリーきっぷ（24 時間券） 

■ 長電フリー乗車券（48時間券）   
   ■ ながでん鉄道・バスフリーきっぷ（24 時間券） 
 【須坂・高山エリア】 

■ 長野・山田温泉フリーきっぷ（24時間券） 
 【野沢温泉エリア】 
   ■ 飯山⇆野沢温泉片道きっぷ 
   ■ ながでん鉄道・バスフリーきっぷ（24 時間券） 
 【白馬エリア】 

■ 長野・白馬往復きっぷ 

※１：（戸隠エリア）チビッ子忍者村/入村料割引、戸隠民俗館・戸隠流忍法資料館/共通入場料割引、一部そば店舗での 

割引及び特典 。（長野市エリア）長野県立美術館/入館料割引、東山魁夷館/入館料割引、一部そば施設での割引。

※特典は一部のみの掲載、詳しくはコチラをご確認ください。 

※２： 長野県立美術館/入館料割引、東山魁夷館/入館料割引、長野市立博物館・プラネタリウム/入館料割引、真田宝物

館・真田邸・象山記念館・文武学校・旧横田家住宅/単館券・各種共通券割引、一部そばおやき施設での割引。 

※特典は一部のみ掲載、詳しくはコチラをご確認ください。 

※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（サイトは順次オープン）、「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」の特典詳細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 特典は※１

をご覧くだ

さい 

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 特典は※２

をご覧くだ

さい 

長野・小布施フリーきっぷ(24 時間券) 長野電鉄長野―小布施間 
（特急料金（自由席）含む） 

1,200 円 600 円 24 時間  

長電フリー乗車券（48 時間券）  長野電鉄全線 
（特急料金（自由席）含む） 

2,580 円 1,290 円 48 時間  

ながでん鉄道・バスフリー
きっぷ（24 時間券） 

・長野電鉄全線 
（特急料金（自由席）含む） 

・長電バス  
急行バス及び長野、須坂、湯田

中・志賀高原（スノーモンキーパ

ークバス停まで）、飯山の路線 

バス及びすざか市民バス 

3,100 円 1,550 円 24 時間  

長野・山田温泉フリーきっぷ 
(24 時間券) 

・長野電鉄：長野～須坂 
（特急料金（自由席）含む） 

・長電バス：須坂～山田温泉 

2,000 円 1,000 円 24 時間  

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 

長野・白馬往復きっぷ ・長野～白馬エリア 
特急バス  

長野駅東口⇔サンサンパーク 

白馬～白馬五竜～特急切久保 

4,400 円 2,200 円 ２日 
 
 

１往復 
途中下車 
前途無効 
 

・長野～栂池高原エリア 
特急バス 長野駅東口⇔特急

落倉～栂池高原～白馬乗鞍 

4,800 円 2,400 円 

【交通電子チケット 利用エリアイメージ】 

  

https://www.alpico.co.jp/traffic/ticket/43/
https://www.alpico.co.jp/traffic/ticket/9/

