
上伊那管内　臨時休業及び営業再開情報 ６月２２日現在

市町村名 施設名 休業期間及び営業再開日 ＵＲＬ 備考

かやぶきの館 6/1（月）～日帰り入浴・宿泊・宴会営業再開 https://kayabukinoyakata.jp/ ※売店・そば屋・体験は休業

たつのパークホテル 6/1（月）～日帰り入浴・売店営業再開 https://www.tatsunopark.com/ ※宿泊・レストラン・宴会は引き続き休業

しだれ栗森林公園 5/16（土）～31日（日）まで県内利用のみ https://shidarekuri.com/

蛇石キャンプ場 7/31（金）まで通行不可のため閉鎖 http://kankou.town.tatsuno.nagano.jp/play/info/jaishi-camp.html ※工事による通行止め

たつの未来館 アラパ 6/1（月）～全面開館（人数制限あり） http://www.town.tatsuno.nagano.jp/alapa.html

湯にいくセンター 5/20（水）～開館 https://yuniiku.com/

世界昆虫館 5/19（火）～開館 http://www.town.tatsuno.lg.jp/corona-shisetsu-seigen.html

辰野美術館 5月12日（火）から開館、入館時に記帳 http://artm.town.tatsuno.nagano.jp/

辰野ほたる童謡公園 6/1（日）～6/30（火）終日封鎖 http://www.town.tatsuno.lg.jp/corona-shisetsu-seigen.html ※ホタルの発生状況により前後あり

荒神山スポーツ公園 5/16（土）～遊具使用可 http://www.town.tatsuno.lg.jp/corona-shisetsu-seigen.html

仙流荘 今シーズンの営業中止 https://www.ina-city-kankou.co.jp/senryuso/

高遠さくらホテル ９月末まで休業延長　（10/1　再開予定） https://www.ina-city-kankou.co.jp/sakurahotel/

羽広荘 １０月末まで休業延長（11月下旬再開予定） https://www.ina-city-kankou.co.jp/ ※食事・宴会をメインに再開予定

入野谷 休業 https://www.ina-city-kankou.co.jp/

北沢峠こもれび山荘 今シーズンの営業中止 https://www.ina-city-kankou.co.jp/

仙丈小屋 今シーズンの営業中止 https://www.ina-city-kankou.co.jp/

西駒山荘 今シーズンの営業中止 https://www.ina-city-kankou.co.jp/

塩見小屋 今シーズンの営業中止 https://www.ina-city-kankou.co.jp/

千代田湖キャンプ場 5/23（土）～開場 https://www.inacity.jp/smph/kankojoho/kanko_news/174t_knka20190423.html

鹿嶺高原キャンプ場 7/23（木・祝）より営業開始予定 http://karei-kogen.com/ ※予約は6/10～

国立信州高遠青少年自然の家
5/25（月）～5/31（日）県内の日帰り利用

6/1（月）～7/22（水）日帰り・宿泊利用
https://takato.niye.go.jp/

みはらしファーム「いちご園」 今シーズン閉園 https://miharashi-farm.com/guide/

みはらしファーム体験館「草の家」

みはらしファーム体験館「木棲舎」

みはらしファーム体験道場「やってみらっし」

5/22（金）～営業再開 https://miharashi-farm.com/guide/

みはらしファーム「名人亭」 5/22（金）～営業再開 https://miharashi-farm.com/guide/ ※そば打ち体験も再開

みはらしファーム「トマトの木」 6/6（土）～営業再開 https://miharashi-farm.com/guide/ ※ディナータイムなし・水曜日休業

中央アルプスマウンテンバイクトレイル 5/22（金）～受付事務所オープン https://www.facebook.com/C.A.B.Trail/
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みはらしの湯
6/26（金）～営業時間13：00～21：00

食堂・売店営業なし／サウナは利用可能
https://www.ina-city-kankou.co.jp/miharashinoyu/ ※～6/25（木）13：00～20：00

さくらの湯 6/5（金）～営業再開（13：00～20：00） https://www.ina-city-kankou.co.jp/sakuranoyu/

分杭峠シャトルバス 6/6（土）始発8：00より再開 http://www.inacity.jp/kankojoho/bungui/shuttlebus.html

マレットパーク羽広 休業 https://www.ina-city-kankou.co.jp/

グリーンパーク 休業 https://www.ina-city-kankou.co.jp/

かんてんぱぱガーデン 5/21（木）～通常営業予定 https://www.kantenpp.co.jp/garden/

信州高遠美術館 5/23（土）～開館 http://www.inacity.jp/shisetsu/library_museum/takato_museum/index.html

ながた荘 5/16（土）～営業再開 https://www.minowa-town.jp/

萱野高原キャンプ場 5/16（土）～営業再開 https://www.minowa-town.jp/

ながた自然公園キャンプ場・マレットゴルフ場 5/16（土）～営業再開 https://www.minowa-town.jp/

みのわダム樽尾沢キャンプ場 6/1（月）～営業再開 https://www.minowa-town.jp/

ながたの湯 5/16（土）～営業再開 https://www.minowa-town.jp/

大芝荘 通常営業 http://oshiba.jp/

大芝高原キャンプ場 通常営業 http://oshiba.jp/stay/#268759

大芝高原キャンプ場（コテージ） 通常営業 http://oshiba.jp/stay/#268759

大芝の湯 通常営業 http://oshiba.jp/

ふるさとの家 6/1（月）～営業再開（当面、県内在住者のみ） http://www.furusatonoie.com/

駒ヶ根キャンプセンター 6/1（月）～営業再開（6月は県内在住者のみ） http://www.komacamp.jp/

戸倉山キャンプ場 キャンプ施設　今シーズン閉鎖 http://www.kankou-komagane.com/spot/inspection2.php?id=48&c_id=3&cj_id=13 ※トイレ閉鎖　水場　開放

ホテル千畳敷 6/6（土）～営業再開（人数制限あり） https://www.chuo-alps.com/hotel/ ※売店・レストランは9：00～15：30

中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ 6/6（土）～営業再開（定期運航60分間隔） https://www.chuo-alps.com/ ※7/1（水）～例年通りのダイヤで運行予定

駒ヶ根ファームス　観光案内所 6/1（月）～窓口業務再開 http://www.kankou-komagane.com/info/center.php

養命酒健康の森 当面の間営業休止 https://www.yomeishu.co.jp/komagane/

シルクミュージアム 6/1（月）～営業再開 https://komagane-silk.com/ ※クラフト体験は当面見合わせ

こまくさの湯 6/1（月）～営業再開 http://www.komakusanoyu.com/

家族旅行村（キャンプ施設・遊具施設） 6/1（月）～営業再開 https://chuo-alps-resort.com/family/

露天こぶしの湯 7/11（土）～再開予定 https://chuo-alps-resort.com/family/ 不定休・料金変更（3月中旬より値上げ）

光前寺 参拝休止　解除 http://www.kozenji.or.jp/ ※参拝時マスク着用･御朱印の授与は書置きのみ

駒ヶ根ファームス　JAお土産ショップ 6/1（月）～営業再開 https://www.ja-kamiina.iijan.or.jp/shop/komagane/

駒ヶ根高原農産物直売所 6/1（月）～営業再開
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すずらんハウス ソフトクリームの販売　土日のみ http://www.suzuran-h.co.jp/ ※11：00-16：00

レストラン味わい工房 6/1（月）～営業再開 http://ms-beer.co.jp/restaurant/ ※団体は10名まで

レストラン菜々ちゃん 6/18（土）～営業再開 https://komagane-silk.com/restaurant/

宮田高原キャンプ場 6/1（月）～県内在住者限定で開放 http://kankou.vill.miyada.nagano.jp/ ※キャンプ場は7/1（水）～営業開始

こまゆき荘 5/16（土）～県内在住者限定で利用可 http://kankou.vill.miyada.nagano.jp/syokuyasumu/こまゆき荘/

マルスウイスキー 6/1（月）～ショップ営業再開 https://www.hombo.co.jp/factory/shinshu.html ※工場見学・試飲は休止

森と水のアウトドア体験広場 6/1（月）～営業再開（当面県内在住者のみ） http://www.kankou-komagane.com/spot/inspection2.php?id=237 ※ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙは当面閉鎖

ふれあい広場 6/1（月）～閉鎖解除 https://www.vill.miyada.nagano.jp/? ※ジャンボ滑り台は利用不可

お宿陣屋 当面の間営業休止 http://oyado-jinya.com/

アグルネーチャーいいじま ５/７（木）～再開 https://www.agri-iijima.jp/ ※県内のみ受入

与田切公園キャンプ場

６/１（月）～オートキャンプ場　県民のみ利用可

６/１（月）～フリーサイト・バーベキューサイト

　　　　　　　　　　町民のみ利用可（人数制限あり）

https://go-iijima.nagano.jp/

千人塚公園キャンプ場

６/１（月）～オートキャンプ場　県民のみ利用可

               （人数制限あり）

センターハウスは受付のみ（食事提供は休業）

https://go-iijima.nagano.jp/

いなかの風キャンプ場 ６/１（月）～利用可 https://inakanokaze.com/

与田切公園 テニスコートは６/１（月）～通常通り その他の施設は通常通り https://www.town.iijima.lg.jp/emergency/766.html

千人塚公園 アクティビティ　休止 https://www.town.iijima.lg.jp/emergency/766.html

飯島町歴史民俗資料館　飯島陣屋 ６/１（月）～開館 https://www.town.iijima.lg.jp

道の駅花の里いいじま 通常営業 http://hananosato-iijima.jp

道の駅田切の里 10：00～16：00　時短営業 https://tagirinosato.com

傘山・烏帽子山 ６/１（月）～自粛要請解除 https://go-iijima.nagano.jp/

坊主平・御座松エリア ４/６（月）～完全閉鎖 https://www.town.iijima.lg.jp/emergency/766.html

町内マレットゴルフ場（4か所） 千人塚公園5/15（金）～登録会員のみ利用可 https://go-iijima.nagano.jp/

望岳荘 4/13（月）～6/30（火）まで休館 https://www.bougakusou.com/

陣馬形山キャンプ場

6/1～7/31　見学のみ入場可。キャンプ不可。

8/1～　通常営業。キャンプも可。

（予約は7/1から）

https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/site/jinbagata/2873.html

四徳温泉キャンプ場
6/1～6/30（火）まで長野県民限定営業

7/1～通常営業
http://shitoku.net/コロナ対策/

信州伊那谷キャンパーズヴィレッジ 5/17(日)～5/31（日）県内在住者のみ利用可能。 https://www.facebook.com/inadaniCV

桑原オートキャンプ場、小渋釣り掘場 今年度の営業休止 http://www.ina.janis.or.jp/~kuwabara/
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アンフォルメル中川村美術館 6/6（土）から土日限定で開館 https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/soshiki/kyouiku/2556.html

高速バス　運休情報
6/18（木）～長野・飯田線　１往復再開（４往復運行）

6/19（金）～新宿・伊那線　３往復再開
https://www.ibgr.jp/unkou/4521/

長野線減便（5/18～）

新宿-飯田線・名古屋線減便

横浜線・立川線・大阪線運休

中川村
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