
平成２６年７月  日 

報道機関各位 

 

北アルプス日本海広域観光連携会議 

 会長 糸魚川市長 米田 徹 

 

北アルプス日本海広域観光連携会議 旅行商品視察会の開催について（ご連絡） 

  

初夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

昨年８月、長野県小谷村、白馬村、大町市、富山県朝日町、新潟県上越市、糸魚川市の３市１町２村

が連携し、広域観光を進めるべく当会議を設立いたしました。 

北陸新幹線糸魚川駅開業を来年３月に控え、すでに「山岳高原観光地」として名高い長野県小谷村、

白馬村、大町市と、日本海沿線市町村である富山県朝日町、新潟県上越市、糸魚川市が組むことで、「新

しい観光エリア」の創造を目指し、現在事業を展開しております。 

その一環といたしまして、下記のとおり旅行会社の団体ツアー企画担当者様を対象とした旅行商品視

察会を開催させていただきます。 

特に最終日には、旅行会社様、関係機関、希望する当連携会議エリア住民等に向け、「北アルプス日

本海広域観光連携会議エリア『新しい旅』発表会（仮称）」を開催させていただく予定です。 

つきましては、報道機関の皆さまからも、ぜひ取材等で取り上げていただき、当連携会議の活動をご

支援賜りますようお願い申し上げます。 

記 

 

１ 開 催 日   平成２６年９月９日（火）～１１日（木） ２泊３日 

２ 内  容   「小谷・白馬・大町 高原リゾート 癒しと 

朝日・糸魚川・上越 海辺の風情 粋な『和』 新しい旅」 

                     ※詳細は別添の視察行程表をご参照ください。 

 

３ 問 合 先   不明な点等につきましては、下記へおたずねください。 

 

４ そ の 他   「北アルプス日本海広域観光連携会議エリア『新しい旅』発表会（仮称）」の詳細 

につきましては、内容が決まり次第、追って情報提供させていただきます。 

 

 

 

北アルプス日本海広域観光連携会議 事務局内 

糸魚川市産業部交流観光課観光係 担当：長谷川知映 

〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮 1-2-5 

TEL 025-552-1511（内線 2322） FAX 025-552-7372 

E ﾒｰﾙ kanko@city.itoigawa.niigata.jp 

 

 
                        



北アルプス日本海広域観光連携会議 旅行商品視察 

小谷・白馬・大町 高原リゾート 癒しと 

朝日・糸魚川・上越 海辺の風情 粋な「和」 

                     新しい旅 

方

面 

富山県朝日町、新潟県糸魚川

市・上越市、長野県小谷村・

白馬村・大町市 

人員 

 

計 

  

期

間 

平成26年９月 

9日(火)～11日(木) 

2泊 3日 
 

  

 

日 月/日 行         程 

 

１ 

９/9 

（火） 
各地 ̶̶̶ 直江津駅 === 昼（謙信公のかちどき飯） === 上越市水族館 === 春日山城跡ほか === 上越インター === 

       12:40頃   12:45頃 龍の膳1,575円   13:30頃     14:15頃      15:00頃 

                ホテルハイマート 

         

糸魚川インター === 玉翠園・谷村美術館 === 翡翠園   === ホテル国富アネックス === 国:富翠泉閣（泊） 

 15:40頃       15:50頃      16:20頃        16:50頃       17:20頃 

 

２ 

9/10 

（水） 
国富発 === 小谷道の駅（通過） === ホテルグリーンプラザ白馬 === 栂池自然園 === シェラリゾート白馬 === 

7:00      7:10頃           7:40頃         8:50頃       11:00 

=== 昼（そばガレットランチ） === ラフォーレ白馬美術館 === 白馬道の駅（通過） === 白馬五竜高山植物園 === 

   11:30頃 1,900円       12:30頃        13:10頃          13:30頃 

   ホテルラ・ネージュ東館 

 

===  大町山岳博物館  ===  塩の道ちょうじや   === 市内町並み（紹介） ===  大町温泉郷（泊） ・・・ 

     15:30:頃         16:30頃         17:00頃         18:00頃 

                      
・・・ 懇親会（参加旅行社と連携会議関係者懇親会、大町市関係者によるアルペンルートほか映像紹介） 

      

３ 

9/11 

（木） 
宿発 === 高浪の池 === 糸魚川インター === 朝日インター === ハーバルバレーおがわ === 小川温泉ホテルおがわ 

7:00   9:00頃     9:30頃       9:45頃       10:10頃          10:40頃 
                                  

=== 百河豚美術館  ===  護国寺の庭園 === たら汁街道（通過）=== 市振（町中通過）===  

  11:00頃       11:40頃      12:10頃       12:20頃 

   === （昼）紅ズワイガニ天丼 === 親不知インター === 糸魚川インター === 糸魚川駅（南口）見学・ ・・・ 糸魚川駅解散 

12:40頃 1,600円     13:40頃      14:00頃     エリア「新しい旅」発表会     15:20分頃 

親不知ピアパーク                           14:10～15:10 頃 

※記入例 ̶̶̶ＪＲ ===バス ---徒歩 

（備考）  

 

北アルプス日本海広域観光連携会議 事務局内 

糸魚川市産業部交流観光課観光係  

担当：長谷川知映 

〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 

TEL 025-552-1511（内線2322）  

FAX 025-552-7372 

E ﾒｰﾙ kanko@city.itoigawa.niigata.jp 



北アルプス日本海広域観光連携会議 旅行商品視察 

小谷・白馬・大町 高原リゾート 癒しと 

朝日・糸魚川・上越 海辺の風情 粋な「和」 

                     新しい旅 

方

面 

富山県朝日町、新潟県糸魚川

市・上越市、長野県小谷村・

白馬村・大町市 

人員 

 

計 

  

期

間 

平成26年９月 

9日(火)～11日(木) 

2泊 3日 
 

 ご招待：旅費、滞在費一切不要です 

 

日 月/日 行         程 

 

 

１ 

 
９/9 

（火） 

各地 ̶̶̶ 直江津駅 === 昼（謙信公のかちどき飯） === 上越市水族館 === 春日山城跡・林泉寺 === 上越インター === 

       12:40頃   12:45頃 龍の膳1,575円   13:30頃     14:00頃        15:00頃 

                ホテルハイマート 

  

  

 

 

         

糸魚川インター === 玉翠園・谷村美術館        === 翡翠園   === ホテル国富アネックス === 国:富翠泉閣（泊） 

 15:40頃       15:50頃             16:20頃        16:50頃       17:20頃 

       

 

２ 

9/10 

（水） 
国富発 === 小谷道の駅（通過） === ホテルグリーンプラザ白馬 === 栂池自然園 === シェラリゾート白馬 === 

7:00      7:10頃           7:40頃         8:50頃       11:00 

   
=== 昼（そばガレットランチ） === ラフォーレ白馬美術館 === 白馬道の駅（通過） === 白馬五竜高山植物園 === 

   11:30頃 1,900円       12:30頃        13:10頃          13:30頃 

   ホテルラ・ネージュ東館 

         
===  大町山岳博物館  ===  塩の道ちょうじや   === 市内町並み（紹介） ===  大町温泉郷（泊） 

     15:30:頃         16:30頃         17:00頃         18:00頃 

                          
 

～ 懇親会（参加旅行社と連携会議関係者懇親会、大町市関係者によるアルペンルートほか映像紹介）～ 

 

      

３ 

9/11 

（木） 
宿発 === 高浪の池 === 糸魚川インター === 朝日インター === ハーバルバレーおがわ === 小川温泉ホテルおがわ 

7:00   9:00頃     9:30頃       9:45頃       10:10頃          10:40頃 

                                  
=== 百河豚美術館  ===  護国寺の庭園 === たら汁街道（通過）=== 市振（町中通過）===  

  11:00頃       11:40頃      12:10頃       12:20頃 

       

   === （昼）紅ズワイガニ天丼 === 親不知インター === 糸魚川インター === 糸魚川駅（南口）見学・ ・・・ 糸魚川駅解散 

12:40頃 1,600円     13:40頃      14:00頃     エリア「新しい旅」発表会     15:20分頃 

親不知ピアパーク                           14:10～15:10 頃 

                

※記入例 ̶̶̶ＪＲ ===バス ---徒歩 

（備考）  

 

北アルプス日本海広域観光連携会議 事務局内 

糸魚川市産業部交流観光課観光係  

担当：長谷川知映 

〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 

TEL 025-552-1511（内線2322）  

FAX 025-552-7372 

E ﾒｰﾙ kanko@city.itoigawa.niigata.jp 



 
 



近代日本の歴史に輝く
世界に誇る 立山黒部アルペンルート

北陸自動車道糸魚川イ
ンター

＜新幹線糸魚川駅周辺
＞

｜ 40分

道の駅おたり（小谷村）

｜ 40分

ガーデンの湯（白馬村）

｜ ●●分

扇沢

（トローリーバス乗換）

↓↑

黒部ダム

↓↑ 徒歩15分

黒部湖

（黒部ケーブルカー乗
換）

↓↑

黒部平

（立山ロープウェー乗換）

↓↑

大観峰

（立山トンネルトローリー
バス乗換）

｜

扇沢から長野自動車道
安曇野インターまで

60分

村内の特産品から長
野県の特産品まで豊
富なお土産がそろう。
かまどご飯や野豚料
理を提供する食事処
【鬼の厨】や温泉【深
山の湯】も併設してい
る。入浴料大人620円

長野県のお土産を購
入でき、温泉入浴も楽
しめる。大人600円

関電トローリーバス

所要時間１６分

大人1,540円（往復
2,570円）
ダムの高さ186ｍは日
本一！大きさも世界
級のアーチドーム越
流型ダム。観光放水
もご覧いただけます。

黒部ケーブルカー

所要時間５分

大人860円（往復
1,300円）
黒部平庭園からは後
立山連峰、立山東壁
の岩峰など雄大な景
色を満喫できるほか、
徒歩2分のところには
高山植物観察園があ
ります。

立山ロープウェーイ

所要時間７分

大人1,300円（往復
1,940円）
駅の屋上展望台から
一望する黒部湖や後
立山連峰の大パノラ
マは、アルペンルート
屈指の美しさです。

温泉の多い北アルプス日本海エリアなら
では 高級旅館の温泉巡り

北陸自動車道朝日インター
から20分

小川温泉元湯ホテルおがわ
（朝日町）

北陸自動車道朝日インター
｜ 30分
北陸自動車道糸魚川イン
ター
＜新幹線糸魚川駅周辺＞

｜ 3分

糸魚川温泉ホテル国富ア
ネックス（糸魚川市）

｜ 25分

姫川温泉ホテル国富翠泉閣
（糸魚川市）

｜ 30分

ホテルグリーンプラザ白馬
（白馬コルチナ美人の湯）
（小谷村）

｜ 20分

ホテルシェラリゾート白馬

（白馬みずばしょう温泉）（白
馬村）

｜ 20分

大町温泉郷（大町市）
黒部観光ホテル 800円
黒部ビューホテル 600円
ニュー河内屋 600円
緑翠亭 景水 800円

｜ 40分

長野自動車道安曇野イン
ター

湯船からあふれ出るたっぷ
り源泉掛け流しが自慢。小
川の清流や山々を眺めな
がら入浴できる。せせらぎと
森を見渡す、自然光が爽や
かな大浴場が特徴。サウナ
も完備。

日帰り入浴料1,000円

効能の高いくつろぎの湯、
糸魚川温泉。地底深くに横
たわるフォッサマグナ（「大
きな溝」の意）から湧き出す
1500万年前の化石海水で
1300ｍの地底から噴き出す
極上の泉質は、ミネラル豊
富。日帰り入浴料1,000円

メタケイ酸をたくさん含んだ
源泉は「美肌の湯」と呼ば
れる成分。自家源泉から汲
み上げた「かけ流し」本物
の温泉を楽しめる。日帰り
入浴料1,000円

北アルプス山麓の地下
1,221mから湧き出る自家
源泉は、重曹泉で炭酸水素
イオンが豊富。ジャグジー、
大風呂、寝湯、ミストサウ

ナやドライサウナ、檜湯な
ど計11種の湯が楽しめる。
日帰り入浴料1,000円

白馬みずばしょう温泉｢古
民家の湯殿｣は江戸時代の
古民家2棟を移設し再構成。
敷地内の一角から湧き出る
透明感のある緑色でほん
のりと硫黄の香りがする源
泉を100％かけ流しで楽し
める。日帰り入浴料1,000円

黒部アルペンルートの入口
に位置する世界でも有名な
温泉郷。老舗の温泉を立寄
りでも利用できる。大人の
日帰り入浴料は記載のとお
り。

関西・
北陸から

首都圏・
東海から

関西・
北陸から

首都圏・
東海から

パンフレット掲載（黒部市希望） パンフレット掲載（糸魚川市推薦）



開運祈願！パワースポット巡り
出雲大国主命由来２代に亘る縁結び

大国主の上陸地と言わ
れる「居多ヶ浜」のすぐ
近く。大国主命と奴奈川
姫、息子建御名方命の３
つの像があり、縁結びで
有名。

親鸞聖人も上陸したと言
われている。

大国主命と奴奈川姫が
祀られており、こちらも縁
結びで有名。

奴奈川姫の銅像巡り。３
体のうち糸魚川駅のすぐ
前にある１体は握手をす
ると願いがかなうと言わ
れれている。

奴奈川姫のいた時代の
ムラを復元した公園と出
土品を展示。ヒスイ職人
の派遣やヒスイの交易
で繁栄していた当時の
様子がうかがえる。入館
料大人200円。

本殿は県宝に指定され、
小谷の諏訪信仰の中心
的神社で小谷総社で
あった。7年に1度の薙鎌
神事の際使用される「古
代薙鎌（村宝）」が所蔵さ
れる。

切久保、嶺方の諏訪神
社と並ぶ白馬諏訪三社
の一つ。境内は厳粛な
空気に包まれ、この神
社の御神木は見事であ
る。かつて北アルプス
を目指す登山家は、山
案内人の住むこの地区
に宿を取り、ここで安
全を祈願してから山に
入ったという。

県下5ヶ所の国宝建造物
のうちの一つに指定。国
宝の本殿・中門・釣屋は、
わが国最古の神明造り
でもある。このほかにも
重要文化財の木造棟札
などが残されている。

北陸自動車道上越インター
から20分

居多神社（上越市）

｜ 50分

天津神社・奴奈川神社（糸
魚川市）

｜ ５分

糸魚川駅前 奴奈川姫像
巡り３体

＜新幹線糸魚川駅周辺＞

｜ １０分

長者ケ原遺跡・考古館（糸
魚川市）

｜ ４０分

大宮諏訪神社 （小谷村）

｜ ○○分

霜降宮細野諏訪神社
（白馬村）

｜ 30分

国宝仁科神明宮

（大町市）

｜ 35分

長野自動車安曇野インター

戦国の雄！上杉謙信と武田信玄
友情をつなぐ「塩の道」

上信越自動車道上越イ
ンターから20分
春日山城跡（上越市）

｜ 5分

林泉寺（上越市）

｜ 15分

北陸自動車道上越イン
ター
｜ 30分
北陸自動車道糸魚川イ
ンター
＜新幹線糸魚川駅周辺
＞

｜20分

塩の道資料館（糸魚川
市）

｜ 50分

牛方宿（小谷村）

｜ 30分

長谷寺（白馬村）

｜ 40分

塩の道ちょうじや （旧
塩の道博物館）（大町
市）

｜ 30分

長野自動車道安曇野イ
ンター

戦国時代の名将・上
杉謙信公の居城とし
て知られる春日山城
跡。国の指定史跡で
あり、日本百名城。

謙信公が厳しい教え
のもと、7～14歳まで
を過ごした寺。怱門
（市指定文化財）は春
日山城から移築。

入場料大人500円

国史跡塩の道を通り、
長野県へ塩や海産物
を運んだ「歩荷」「牛
方」の道具や農耕器
具等を展示。入館料
大人400円。

牛方やボッカたちが寝
泊まりした宿。19世紀
初期の建築で村の有
形文化財になってい
る。資料館にもなって
いて暖炉裏からは煙
が上がり、昔使われ
た機織り機や家具な
どもある。入館料300
円

塩の道の名刹として
知られる曹洞宗示現
山長谷寺。約300年の
歴史があり、山門、参

道に並ぶ石仏群、樹
齢500年を越える老杉
群などあり。

塩を運ぶ様子を今に
伝える博物館。塩問
屋を営んでいた商家
の建物をそのまま利
用。当時の面影をそ
のままに実感できる。

入館料500円
首都圏・
東海から

首都圏・
東海から

関西・
北陸から

関西・
北陸から

パンフレット掲載（上越市希望）



日本随一のヒスイ産地でヒスイ探し
世界最古のヒスイ文化探訪

北陸自動車道朝日インター
から10分
まいぶんＫＡＮ（朝日町）

｜ 15分

ヒスイ海岸（朝日町）

｜ 20分

ヒスイ海岸（朝日町）

｜ 15分

親不知ピアパーク 翡翠ふる
さと館
（糸魚川市）
親不知海岸ヒスイ探し

｜ 15分

須沢海岸（糸魚川市）

｜ 10分

ヒスイ海岸（糸魚川市）
＜新幹線糸魚川駅周辺＞

｜ 10分

フォッサマグナミュージアム
（糸魚川市）

｜ 30分

小滝川ヒスイ峡

｜ 30分

北陸自動車道糸魚川イン
ター
＜新幹線糸魚川駅周辺＞

朝日町で発見されたヒス
イの勾玉等を製作した
工房跡（浜山玉造り遺
跡）から出土したヒスイ
の原石などが展示され
ている。

入館料100円

「日本の渚百選」に選ば
れた美しい海岸。ヒスイ
が海岸に打ち上げられ
ることからついた名前。

ヒスイ探しもできる。

室内展示では世界最大
級のヒスイ原石（102ｔ）を
展示。入館料無料。

眼前の親不知海岸は砂
と砂利の海岸でヒスイ探
しもできる。

海浜公園から海岸へお
りてヒスイ探し。親不知
海岸よりも大きい砂利浜。

小滝川ヒスイ峡を支流に
持つ、姫川の河口にあ
るため、さらに大きな砂
利浜。全国でもめずらし
い海岸。

糸魚川世界ジオパーク
の中核施設。

最高級の糸魚川産ヒス
イを展示。拾った石の鑑
定についてはご相談くだ
さい。

※Ｈ26年9月8日～Ｈ27
年3月中旬まではリ
ニューアルのため閉館。

国天然記念物指定のヒ
スイ峡で巨大なヒスイの
原石を自然の姿のまま
間近かで見ることができ
る。

※持ち出しは禁止

春から秋へ…新緑と紅葉
日本海から北アルプス
誰も知らない水辺の秘境巡り

北陸自動車道朝日イン
ターから45分（タクシー）

北又谷（朝日町）

｜ 45分（タクシー）

北陸自動車道朝日イン
ター

｜ 30分

北陸自動車道糸魚川イ
ンター

＜新幹線糸魚川駅周
辺＞

｜30分

不動滝（糸魚川市）

｜ 20分

小滝川ヒスイ峡（展望
台・学習護岸）（糸魚川
市）

｜ 15分

高浪の池（糸魚川市）

｜ 60分

鎌池（小谷村）

｜ ６０分

仁科三湖（大町市）

｜ 30分

高瀬渓谷（大町市）

｜ 60分

長野自動車道安曇野イ
ンター

許可車両で行く秘境
北又谷。三段滝や吊
り橋、ダム湖がある。
朝日岳への登山口、
北又小屋あり。

タクシー料金（小型車
片道）9,450円

駐車場から遊歩道を

400ｍ歩くと簡単に滝
壺まで行ける3段70ｍ
の滝。キャンプ場もあ
り。

明星山の大岸壁とそ
の裾を流れる小滝川
を見下ろせる展望台と
天然記念物に指定さ
れ、実際に間近かでヒ
スイ原石を見ることが
できる学習護岸。

４ｍの巨大魚「浪太
郎」が棲むと言われる
スイス風の国民休養
地。食堂、ボート、キャ
ンプ場等あり。

標高1,190ｍ。草を刈
る鎌の形になぞらえて
名付けられた。一周2
ｋｍでブナ林に囲まれ、
遊歩道もある。池には
大きな鯉が棲むと言
われる。

北アルプスと東山にはさ
まれるように北から南へ
３つの湖が連なる。透明
度を誇るハート形の青木
湖。オオヤマザクラとヘ
ラブナ釣りのスポットの
中綱湖。アクティビティス
ポーツ、アニメの聖地の
木崎湖がある。

エメラルドグリーンの高
瀬川に沿って連なる大
町ダム・七倉ダム・高瀬
ダムの３つのダムからな
る。長野県内有数の紅
葉の景勝地でもある。

首都圏・
東海から 首都圏・

東海から

関西・
北陸から

関西・
北陸から

パンフレット掲載（糸魚川市推薦）



薄紅に染まる春の海
日本海に咲く花巡り

北アルプス天空の花園
高山植物 花巡り

北陸自動車道上越イン
ターから10分
高田公園（上越市）

｜50分

徳合枝垂れ桜の里（糸魚
川市）

｜25分

美山公園（糸魚川市）

｜15分

今井まほろば櫻道（糸魚
川市）

｜10分

北陸自動車道糸魚川イ
ンター

＜新幹線糸魚川駅周辺
＞

｜ ○○分

北陸自動車道朝日イン
ター
｜ 5分

舟川の桜並木（朝日町）

｜ 5分

北陸自動車道朝日イン
ター

日本三大夜桜のひと
つ「高田城観桜会」で
有名な高田公園。
4000本の桜と3000個
のボンボリが公園内
を彩ります。

国土交通省『日本の
原風景「枝垂れ桜の
咲く里への回り道」』に
指定された隠れた桜
の名所。

車で集落内を見て回
ることができる。

約1000本の桜が植え
られた都市公園。噴
水や駐車場、日本風
庭園、芝生広場等整
備されている。

知る人ぞ知る桜の名
所。桜のほかにも彩
の鮮やかな花が植え
られており、手作りの
温かさと北アルプスの
山々を背景に、田舎
風の花見が楽しめる。

川べりの堤防や付近
には桜だけでなく、富
山県花のチューリップ
も植えられ、色とりどり
の春を楽しめる。背景
には雪を冠した北ア
ルプス連峰も望め、自
然が織りなす「春の四
重奏」スポット。

北陸自動車道朝日イン
ターから20分
ハーバルバレーおがわ
（朝日町）

｜ 20分

北陸自動車道朝日イン
ター

｜ 30分

北陸自動車道糸魚川イン
ター

＜新幹線糸魚川駅周辺＞

｜60分

栂池自然園（小谷村）

｜ 60分

白馬岩岳「ゆり園＆マウン
テンビュー」（白馬村）

｜ 90分

白馬五竜高山植物園（白
馬村）

｜ 90分

「ラ・カスタ」ナチュラルヒー
リングガーデン

（大町市）

｜ 30分

上信越自動車道安曇野イ
ンター

ハーブを楽しむ公園で、
2.4ヘクタールの園内に
は、ラベンダーやミントな
ど約40種類5万株のハー
ブが観賞用として植えら
れている。

北アルプスの懐にたた
ずむ変化に富んだ湿原
を持つ自然園。日本でも
有数の高層湿原があり、
標高1900ｍの大自然の
中、様々な動植物を観
察できる。

入場料大人300円
ゴンドラ料金3,300円

ゴンドラで標高1289mの
山頂へ行き、降りた瞬間
一面に広がる赤・黄・橙・
白色の色鮮やかなすか
しゆりの花畑と、白馬の
街並みや東の山並を見
渡す大パノラマを望める。

ゴンドラ料金1,800円

北アルプスを望むロケー
ションに位置する標高
1515mの高山植物園。6
月から10月までを通して、
300種以上の高山植物を
楽しむことが出来る。

ゴンドラ料金（往復）1800
円

「植物の生命力と癒し」
を、そのまま生かした
“美と癒し”のガーデン。

観るガーデンというより
五感で感じるガーデン。
心とからだが、より一層
元気に美しくなれること
を目的に設立。入園料
1,000円（要予約）
0261-23-3911

首都圏・
東海から

首都圏・
東海から

関西・
北陸から

関西・
北陸から

パンフレット掲載（白馬村希望）パンフレット掲載（糸魚川市推薦）



和風モダンの美を極める
日本庭園と美術館巡り

北アルプス 癒しの大地が生んだ
世界の芸術 安曇野アートライン

北陸自動車道上越イン
ターから10分
小林古径邸、小林古径美
術館（上越市）

｜50分

谷村美術館、玉翠園
（糸魚川市）
＜新幹線糸魚川駅周辺＞

｜ 3分

翡翠園（糸魚川市）
＜新幹線糸魚川駅周辺＞

｜ 10分

北陸自動車道糸魚川イン
ター
｜

北陸自動車道朝日イン
ター

｜ 5分

ふるさと美術館（朝日町）

｜ 15分

護国寺の庭園（朝日町）

｜ 20分

百河豚美術館（朝日町）

｜ 10分

北陸自動車道朝日イン
ター

上越市出身の日本画家
「新古典主義」の画境に
達した小林古径。邸宅は
文化勲章受章建築家・吉
田五十八の設計による近
代数寄屋建築である。近
隣には小林古径美術館
があり、氏の業績と人柄
を知ることができる。

文化勲章受章者による砂
漠の遺跡を思わせる建築
物に木造彫刻を安置した
美術館と、日本一有名な
庭師が造園した観覧室か
ら観る日本庭園。つつじ・
さつきも美しい。入館料
500円

玉翠園と同じ庭師による
回遊式庭園。70ｔのコバ
ルトひすい原石やヒスイ
の仏像彫刻美術館。入園
料500円
（谷村美術館、玉翠園と
の共通割引入館あり）

朝日町にゆかりのある芸
術家の作品(絵画、彫刻、
工芸、書)を紹介。優れた
作品を常設展示。企画展
あり。

入館料300～700円（展覧
会によって異なる。）

弘法大師によって創建さ
れたと伝えられる。300株
を超すシャクナゲやつつ
じが咲きほこり、石楠花
寺としても有名。

北アルプスを背景に湖上
に浮かぶピラミッド型の、
北陸でも数少ない東洋・
日本古美術専門の美術
館。古代仏像・掛軸・陶磁
器・調度品・風俗画などを
展示。入場料大人700円

北陸自動車道糸魚川イ
ンター

＜新幹線糸魚川駅周辺
＞

｜ 90分

ラフォーレ白馬美術館
（白馬村）

｜ 10分

白馬三枝美術館（白馬
村）

｜ 10分

アートカフェ 森と人と
（白馬村）

｜ 30分

大町山岳博物館（美術
館）

（大町市）

｜ 35分

長野自動車道安曇野イ
ンター

マルク・シャガール専
門の美術館です。シャ
ガールの作品（リトグ
ラフや銅版画）を数百
点収蔵し、内100点以
上を常設展示してい
ます。シャガールの生
涯と作品を描いたスラ
イド上映もあり。森の
中の静かで美しい美
術館。入館料〇〇円

足立源一郎、山下大
五郎、高田誠、田村一
男、池田満寿夫をはじ
め洋画壇を代表する
白馬に魅せられた画
家80名の油彩・水彩
100点余り展示。庭に
は白馬の山野草。

世界を舞台に活躍す
るアーティストの作品
を入替りで展示する
ギャラリーと本場の紅
茶・中国茶を楽しめる
カフェ

「山と芸術」をテーマに、
山岳風景画などの作
品や画家たちゆかり
の資料を展示。登山
の道具であるスイスと
日本の古典的なピッ
ケルを、機能美を追求
した芸術作品として紹
介。

首都圏・
東海から

首都圏・
東海から

関西・
北陸から

関西・
北陸から

パンフレット掲載（朝日町希望）



潮の香、日本海の幸
海辺の風景巡り

越後・信州
大自然に育くまれた名酒・地酒巡り

北陸自動車道朝日インター
から10分
たら汁街道（朝日町）

｜5分

道の駅市振（糸魚川市）

｜5分

松尾芭蕉奥の細道「市振漁
村」（糸魚川市）

｜ 10分

親不知コミニュティロード
（糸魚川市）

｜ 5分

道の駅親不知ピアパーク

｜ 20分

＜新幹線糸魚川駅周辺＞

｜15分

弁天岩（糸魚川市）

｜ 2分

道の駅マリンドリーム能生
（糸魚川市）

｜ 20分

うみてらす名立（上越市）

｜ 25分

上越市立水族博物館（上越
市）

｜ １０分

北陸自動車道上越インター

朝日町名物のたら汁は
宮崎・境地区の民宿やド
ライブインなどで１年中
味わうことができる。多く
のお店が立ち並ぶ国道
８号線沿いはたら汁街道
とも呼ばれている。

東西文化の境目として、
カップラーメンは東西両
方の味が販売されてい
る全国でも珍しい道の駅。

松尾芭蕉が「一つ家に
遊女も寝たい萩と月」の
句を詠んだ桔梗屋後を
はじめ縁の名所が多数。

北陸道一の難所と言わ
れ、悲願の末、断崖絶壁
に人々が手彫りで築い
た旧国道（遊歩道）から
日本海が見渡せる。

カメをモチーフにした道
の駅で、お土産店や飲
食店、ヒスイふるさと館
がある。海岸ではヒスイ
探しがたのしめる。

弁財天を祀った島。昔か
ら灯台として役目を果た
す。赤い鳥居と赤い欄干
の橋が目印。周辺の弁
天浜は海水浴場としても
人気。

お土産いに加え、糸魚
川市の特産のベニズワ
イガニ横丁がある。実習
船越山丸の見学もでき
る。入館料200円

「食べる・くつろぐ・遊ぶ」
がテーマの道の駅「うみ
てらす名立」。鮮魚売場、
レストラン、大浴場、プー
ルなどがあり、目の前に
迫る日本海を眺めること
ができる。

日本一の飼育数(約100
羽)のマゼランペンギン、
約40種2,000匹の魚が回
遊する水槽・マリンジャ
ンボは圧巻。
大人900円（イルカショー
開催時は1,200円）

北陸自動車道柿崎イン
ターから20分
坂口記念館（酒杜り館、楽
縫庵、留春亭、雪椿園）

（上越市）

｜ 30分

米と酒の謎蔵（上越市）

｜ 25分

北陸自動車道上越イン
ター

｜ 30分
北陸自動車道糸魚川イン
ター

｜ 5分

加賀の井酒造（糸魚川市）

＜新幹線糸魚川駅周辺＞

｜ 120分

酒の博物館（大町市）

｜ 5分

アルプス搗精工場（大町
市）

｜ 40分

長野自動車道安曇野イン
ター

応用微生物学の世界
的権威で知られる坂
口謹一郎博士。坂口
記念館は博士の功績
を顕彰することができ
る他、頸城杜氏の酒
造り文化を知ることが
できる。

入場料大人200円

米と酒に関する歴史
や文化を紹介する資
料館。館内にはカウン
ター形式の試飲コー
ナーがあり、利き酒と
会話を楽しみながら上
越の地酒を堪能でき
る。大人300円

新潟県最古の酒蔵と
呼ばれ、参勤交代の
折に本陣をおいたこと
から加賀藩からその
名を賜った酒蔵。入館
料無料。

※酒蔵見学は予約制

日本各地の清酒1500
点をはじめ、酒造りの
歴史や文化、道具な
どを一堂に展示。酒の
消費量の移り変わり
や、甘口・辛口・色の
違い等々、普段知るこ
とのできない興味深い
展示もあり。地酒試飲
コーナーもあり。入場
料大人400円。

日本最大規模の酒米
を精米する工場。コン
ピュータ制御で高品質
な精米を行う酒蔵用
精米機など、最先端
技術で自動化された
設備が見どころ。

有料で長野県の蔵元
約100社の日本酒試
飲あり。入場料無料。首都圏・

東海から

首都圏・
東海から

関西・
北陸から

関西・
北陸から

パンフレット掲載（糸魚川市推薦）



アドレナリンぶしゅわ!! ミステリー
高っ！早っ！暗っ！デカっ!!

北陸自動車道名立谷浜イ
ンターから5分
名立シーサイドパーク

（上越市）

｜ 15分

北陸線筒石駅（糸魚川市）

｜ 30分

奴奈川姫の産所（糸魚川
市）

｜ 40分

月不見の池（糸魚川市）

｜15分

＜北陸新幹線糸魚川駅周
辺＞

｜30分

白馬大仏（糸魚川市）

｜ 120分

白馬ジャンプ競技場（白馬
村）

｜ 60分

長野自動車道安曇野イン
ター

ビッグボブスレーやロー
ラースライダーが人気。
眼下に広がる日本海へ飛
び込むようなロケーション
がやみつきに。

ボブスレー1回200円
ローラースライダー1回
100円

階段を約280段降りる地
底駅。真っ暗の中、突如
現れ、すぐ眼の前を一瞬
で通りすぎる特急とその
風圧が鉄道ファンの心を
捉え続ける。入坑料大人
150円でシリアル№付き
入坑証明書ももらえる。

車を降りて２～３分。男性
のシンボルを模した巨大
な奇石がご神体の安産・
子宝パワースポット。なぜ
か参拝すると双子が生ま
れるらしい。入場無料。

新潟県森林浴遊歩道100
選にも選ばれた神聖な杉
林に囲まれた池。

池の反対側の小立岩の
てっぺんには上ると足が
がすくむような展望台あり。

長野県と新潟県の県境付
近の山中にある巨大な白
い大仏。心鎮まる温かな
面差しと不思議な雰囲気
が漂う大仏は必見。

1998年長野冬季オリン
ピックで、感動のステージ
として世界的にも脚光を
浴びた場所。地上140ｍ
の高さにあるスタート地点
に行くことができ、そこか
らの眺めは足がすくむよ
うな大迫力。入場料大人
460円

関西・
北陸から

首都圏・
東海から



平成２６年７月  日 

 

各 位 

 

北アルプス日本海広域観光連携会議 

 会長 糸魚川市長 米田 徹 

 

 

北アルプス日本海広域観光連携会議 旅行商品視察会の開催について（ご案内） 

  

初夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

昨年８月、長野県小谷村、白馬村、大町市、富山県朝日町、新潟県上越市、糸魚川市の３市１町２村

が連携し、広域観光を進めるべく当会議を設立いたしました。 

北陸新幹線糸魚川駅開業を来年３月に控え、すでに「山岳高原観光地」として名高い長野県小谷村、

白馬村、大町市と、日本海沿線市町村である富山県朝日町、新潟県上越市、糸魚川市が組むことで、「新

しい観光エリア」の創造を目指し、現在事業を展開しております。 

その一環といたしまして、下記のとおり団体ツアー企画担当者様を対象とした旅行商品視察会を開催

させていただきます。 

つきましては、ご担当者様の参加についてご高配を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

ぜひ、当エリアでの旅行商品造成に興味のある方からお一人でも多く参加いただきますよう、謹んで

ご案内申し上げます。 

皆さまのお越しを心からお待ちしております。 

 

記 

 

１ 開 催 日   平成２６年９月９日（火）～１１日（木） ２泊３日 

２ 集合場所   JR 直江津駅 ９月９日（火）１２時４０分頃 

３ 解散場所   JR 糸魚川駅（北陸新幹線糸魚川駅） ９月１１日（木）１５時３０分頃 

４ 視察内容   「小谷・白馬・大町 高原リゾート 癒しと 

朝日・糸魚川・上越 海辺の風情 粋な『和』 新しい旅」 

                     ※詳細は別添の視察行程表をご参照ください。 

５ 費  用   交通費、滞在費ともに当連携会議で負担いたします。 

         当エリアまでの往復の交通費については、「視察参加申込書」に必要事項を記載 

いただき、当連携会議担当者までファックスでお送りください。 

実費を負担させていただきます。 

６ 申込方法   別紙「視察参加申込書」を下記へファックスにてお送りください。 

          ＦＡＸ ０２５－５５２－７３７２ 

          糸魚川市産業部交流観光課観光係 担当：長谷川知映 宛て 

７ 申込締切   平成２６年８月２５日（月）とさせていただきます。  



８ 問 合 先   不明な点等がございましたら下記へおたずねください。 

北アルプス日本海広域観光連携会議 事務局内 

糸魚川市産業部交流観光課観光係 担当：長谷川知映 

〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮 1-2-5 

TEL 025-552-1511（内線 2322） FAX 025-552-7372 

E ﾒｰﾙ kanko@city.itoigawa.niigata.jp 

 

９ そ の 他   参考までに集合時間または解散時間に都合のいい列車時間をお知らせいたします。 

  ９月９日（火） 

●東京駅から 

東京駅 10:16 発 新幹線Ｍａｘとき 317 号 →（乗換）越後湯沢駅 特急はくたか 8号 → 

    直江津駅 12:32 着 ＜2 時間 16 分＞ 

参考運賃：片道 9,130 円（乗車券 4,970 円 特別料金 4,160 円)距離：283.4km 

   ●大阪駅から 

大阪駅 07:40 発 特急サンダーバード 3号 →（乗換）金沢駅 特急北越 3号 → 

    直江津駅 12:30 着 ＜4 時間 50 分＞ 

参考運賃：片道 12,520 円（乗車券 7,340 円 特別料金 5,180 円)距離：444.8km 

 

  ９月１１日（木） 

   ●東京駅へ 

    糸魚川駅 15：39 発 特急はくたか 17号 →（乗換）越後湯沢駅 新幹線Ｍａｘとき 336号→ 

    東京駅 18：20 着 ＜2 時間 33 分＞ 

参考運賃：片道 10,100 円（乗車券 5,720 円 特別料金 4,380 円)距離：322.2km 

   ●大阪駅へ 

    糸魚川駅 15：49 発 特急はくたか 14号 →（乗換）富山駅 特急サンダーバード 40 号 → 

    大阪駅 20：37 着＜4時間 14分＞ 

参考運賃：片道 11,210 円（乗車券 6,800 円 特別料金 4,410 円)距離：406km 

 

 

 

 

 

 

 

 

北アルプス日本海広域観光連携会議 事務局内 

糸魚川市産業部交流観光課観光係 担当：長谷川知映 

〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮 1-2-5 

TEL 025-552-1511（内線 2322） FAX 025-552-7372 

E ﾒｰﾙ kanko@city.itoigawa.niigata.jp 

 
                        



FAX 025-552-7372  

糸魚川市交流観光課 長谷川 宛 

 

北アルプス日本海広域観光連携会議 

（長野県小谷村・白馬村・大町市、富山県朝日、新潟県上越市・糸魚川市） 

高原リゾート癒しと 海辺の風情粋な『和』 新しい旅 

視察参加申込書 
 

 

御社名                                  
 

御社住所                                 
 

 
１．参加者 

ご氏名                             
 

 所属                              
  

役職名                             
 

２．ご連絡先 
 TEL                               

  
FAX                               

 
 E ﾒｰﾙ                               

 
３．当地までの交通手段 ※どちらかに○をつけてください。 

 
     ＪＲ   ・   その他（                  ） 

 
４．交通費のお支払方法 ※①か②のどちらかに○をつけてください。 

 
① 到着後に現金で受取り ※受取られる方の印鑑を持参ください。 

 
② 視察終了後に指定口座へ振込み ※必要事項をご記入ください。 

 

金融機関名             支店名             

口座種別  普通 ・ 当座     口座番号            

      口座名義                              

   カナ名義                                                           

 

  後日、確認のお電話をさせていただきます。当日のお越しを心よりお待ちしております。 



糸魚川市

1 ㈱はとバス　企画旅行部企画課

2 ㈱びゅうトラベルサービス　国内旅行事業本部（大人の休日倶楽部）

3 遠州鉄道㈱　運輸営業部バンビ課

4 ㈱日本旅行　西日本営業本部ジパング企画センター

5 （有）美旅社

糸魚川市観光協会

6 京都新聞旅行センター（京都新聞企画事業部㈱　第一営業本部）　旅行部

7 神戸新聞興産㈱　神戸新聞旅行社

8 西日本旅客鉄道㈱　金沢支社営業課販売促進

9 富士急トラベル　旅行事業部　富士吉田支店

10 クラブツーリズム株式会社　テーマ旅行部　関西テーマ旅行センター　

大町市

上記以外の旅行会社の企画担当課　から８人

大手出版社　から３人


