
魅力をギュッと
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各方面からのアクセス
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アクセス良し！長野県内を巡る拠点

善光寺御開帳

穂高神社式年遷宮

諏訪大社御柱祭

松本方面

長野方面

軽井沢方面

諏訪方面

主要観光地の中心に位置する好立地

長野方面(善光寺)
上田駅から車で1時間30分
(高速道路を利用した場合 1時間弱)

松本方面(穂高神社)
上田駅から車で1時間20分

諏訪方面(諏訪大社)
上田駅から車で1時間30分

軽井沢方面
上田駅から車で1時間20分

・松本→上田(泊)→長野のように上田市を宿泊地に
して信州の観光名所を巡ることも可能。
・2022年に開催される祭事、イベントへの拠点とし
て機能する立地となっています。
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歴史・文化に彩られた街

上田農民美術 上田紬 4



美しい山々や高原での自然体験

菅平スノーキャットツアー

渓流下り

収穫体験、果物狩り
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里山の風情と自然豊かな温泉地

岳の幟

氷灯ろう夢祈願
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善光寺と北向観音、日本遺産 信州上田・塩田平

北向観音では「善光寺に参るだけでは
片参り」と伝えられており、過去北向観
音と善光寺を両参りをした者だけが、地
震の難を逃れたという伝説があります。
北向観音では、その伝説を伝える大型

の絵馬が展示され、善光寺と北向観音を
参拝する両参りを勧めています。

太陽と月の名所 上田と千曲の日本遺産

善光寺との両参りの伝説

令和2年に北向観音を含む周辺の古刹群が、『レイラインがつなぐ
「太陽と大地の聖地」～龍と生きるまち 信州上田・塩田平～』として
日本遺産に認定されています。
上田市の近隣にある千曲市も「月の都千曲」として同じく日本遺産に

認定されており、太陽と月の日本遺産を巡ることが可能です。

別所温泉にある北向観音はお堂が北向に建てられた珍しい寺
院であり、善光寺と向き合っているとされています。
近隣には多くの寺社仏閣が建ち並び、同じ別所温泉にある安

楽寺には、国宝の八角三重塔があります。

別所温泉北向観音
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上田城千本桜まつり (４月上旬)

夜景遺産にも認定されたライトアップ

上田城跡公園内に咲き誇る桜

まつり期間中は公園内で様々なイベントが行われ、上田のグルメ
や特産品を楽しむことができます。
※無料の駐車場(大型バス含む)あり

夜は桜がライトアップされ、堀には幻想的な桜の景色が
浮かび上がります。

※桜の開花状況は天候等の条件により例年異なります。またイベ
ントの開催は情勢によって変更となる場合があります。
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観光の拠点(昼食・宿泊地)としての利用

駅周辺では
ビジネスホテル利用も

各観光地で開催される祭事やイベントを周回する際、団体客の昼食や宿泊地として利用できます。

きのこむら深山(昼食)

大型バス20台の収容が可能なドライブイン

別所温泉、鹿教湯温泉(丸子温泉郷)

北向観音および別所温泉
松本方面へのアクセスに優れる鹿教湯温泉

別所温泉 鹿教湯温泉
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上田ならではの特典

飯島商店のみすゞ飴3個入りパックに、北向観音をイメー
ジしたオリジナルパッケージを作成します。パッケージの
裏面は割引券となっており、上田市観光会館売店及び、ゆ
きむら夢工房でお土産を購入する際にご利用いただけます。

・期間：2022年4月3日～6月29日(善光寺御開帳期間)
・対象：善光寺⇔上田市を観光するツアー参加者
※上田市観光会館2階(上田城横)での受け渡しになります。
※事前に商品をお送りすることも可能です。

裏面

上田市観光会館
ゆきむら夢工房
〇〇％割引券

利用期間
令和3年〇月〇日から
令和3年〇月〇日まで

利用方法

お問い合わせ先

表面

旅行会社様ごとに
パッケージを変更可能

上田市への宿泊を主とした送客促進のため、市内に宿
泊、または立寄る旅行企画を実施する旅行会社に対して
助成金を交付します。

対象旅行企画 交付条件
〇上田市外を出発地とする旅行企画
〇旅行企画の交通手段は、営業用ナンバーの貸切バスである
〇バス1台あたりの参加人数が20名以上であり、宿泊ツアーの場
合は、市内で1泊以上宿泊し上田市内の観光地・施設を2ヶ所以上
訪問をする内容。日帰りツアーの場合は、上田市内の観光地・施
設を2ヶ所以上訪問する内容である

※新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、参加人数の
合計が20名を下回るツアーに関しましては、一度当協会
までご連絡いただき、相談の上で審査させていただきま
す。

※助成金の内容は確定次第、当協会HPにて掲載予定
(令和3年度分はHPにて掲載中)
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モデルコース「上田の日本遺産と善光寺両参り」

13:00 ～ 14:00 14:20 ～ 15:00 15:10    ～ 16:30 17:00

上田駅、上田城見学 無言館 前山寺 別所温泉(宿泊)

桜の名所として知られる城跡公園。
イベントや、公園の近くにはお土産
屋もあり。

戦没画学生の絵画、遺品が展示
されている美術館。

花の寺とも呼ばれ、桜を始め四季
折々の花が境内を彩る。
休み処のくるみおはぎは絶品。

多くの史跡が残る温泉地。
北向観音の参道や日帰り入浴施
設なども並ぶ。

行程

1日目

9:30 ～ 11:00 11:20 ～ 12:00 13:30

北向観音、安楽寺 きのこむら深山(昼食) 長野市善光寺

善光寺の参拝者が、北向観音を参拝したことで災害
から逃れたとされる両参りの逸話があります。
安楽寺では国宝の八角三重塔を見学することができ
ます。

団体バスの乗り入れが可能なドライ
ブイン。きのこ料理、お土産屋など。2日目

※移動は自家用車、貸切バスを想定
※その他の日本遺産構成文化財は別紙パンフレットを
ご確認ください。

国宝

国宝

日本遺産 日本遺産

日本遺産
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モデルコース「五つの国宝と善光寺・北向観音」

13:00 ～ 14:20 14:40 ～ 15:50 17:00

JR松本駅、松本城 旧開智学校(松本旧司祭館、高橋家住宅) 別所温泉(宿泊)

松本市内にある黒と白のコントラス
トが美しい城

多くの史跡が残る温泉地。
北向観音の参道や日帰り入浴施
設なども並ぶ。

行程

1日目

9:30 ～ 11:00 11:20 ～ 12:00 12:30 ～ 13:15 14:30

北向観音、安楽寺 きのこむら深山(昼食) 青木村大法寺 長野市善光寺

善光寺の参拝者が、北向観音を参拝したことで災害
から逃れたとされる両参りの逸話があります。
安楽寺では国宝の八角三重塔を見学することができ
ます。

団体バスの乗り入れが可能な
ドライブイン。きのこ料理、
お土産屋など。

2日目

※移動は自家用車、貸切バスを想定
※大町市の仁科神明宮(国宝)や茅野市の縄文のビーナ
ス(国宝)など、周辺に多くの国宝があります。

国宝 国宝

松本市内にある洋と和の双方の意匠を感じさせる
建築物

国宝 国宝 国宝

見返りの塔と呼ばれるほど美
しい三重塔(国宝)
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市内ホテル、旅館など武田信玄と上杉謙信が戦った戦場跡。博
物館や両武将の像がある
真田幸隆も参戦し、息子の昌幸も第4次
合戦時に参戦したといわれる。

甲斐善光寺と併せて祈願。

モデルコース「風林火山と日の本一の兵 武田と真田戦国巡り」

各地 山梨県内(宿泊)

行程

1日目

9:00 10:30 ～ 11:20 12:30  ～ 14:00 14:30 ～ 15:30 15:50 ～ 16:30 18:00

山梨 松本城or高遠城 善光寺(昼食) 川中島古戦場 典厩寺 上田市(宿泊)

松本城：前身である深志城を信玄が攻め落
としたとされています。
高遠城：かつて信玄が軍師である山本勘助
に命じ改築。武田氏の重臣や一族が城主を
務めた歴史があります。

信玄の弟、信繁の墓があり、墓の
脇に佇む小さな供養塔は真田信之が
密かに弔ったされる、真田信繁(幸村)
の供養塔であると伝えられている。

2日目

※移動は自家用車、
貸切バスを想定

・武田信玄ゆかりの地、武田神社(躑躅が埼館跡)、
恵林寺などを満喫し、信玄の発祥について知る

・そのほか、甲斐善光寺など

３日目

9:00 ９:30 ～ 10:30 10:50  ～ 11:30 11:50 ～ 12:50 13:20 ～ 14:20 14:30 ～ 15:10

上田市内 上田城、眞田神社 生島足島神社 きのこむら深山(昼食) 真田氏歴史館 長谷寺 各地へ

団体バスの乗り入れが可能な
ドライブイン。きのこ料理、
お土産屋など。

真田昌幸が築城し、徳川軍を二
度にわたって退けた不落城とし
て知られる。神社では御城印や
お守りも販売。

信玄や真田家の尊崇もあつく、
川中島の戦いの前に必勝祈願し
た「武田信玄願文」や、配下の
武将たちが血判を押して忠誠を
誓った「起請文」などを所蔵。

真田氏に関連した豊富な
資料や所蔵品を展示。
復元された甲冑なども。

真田氏のかつての菩提寺。
境内裏手に真田幸隆夫妻と
昌幸の墓があります。
春は桜の名所でもあります。

令和3年11月で武田信玄は生誕500周年を迎えます

高遠城は
松本城に比べ
1時間以上か
かります

近隣の松代市に
ある「眞田宝物
館」もおススメ
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北向観音(自由行動) 安楽寺 上田駅 姥捨駅 長野駅

上田駅 下之郷駅－生島足島神社 前山寺 きのこむら深山(昼食)

10:00 10:13発 10:28着 10:35 ～ 11:20 11:35 ～ 12:20 12:30 ～ 13:30

モデルコース「太陽と月 日本遺産と観光列車ろくもん」

行程

※記載がない限り移動は自家用車、
貸切バスを想定

13:50 ～ 15:00 15:10 ～ 16:00 16:40着 17:08発 20:15着

※日にちを限定するプランです。※松茸のシーズンは、塩田平の松茸小屋で昼食を取ることも可能です

上田駅着、
上田市内で前泊

団体バスの乗り入れが可能な
ドライブイン。きのこ料理、
お土産屋など。

宿泊、
または解散

花の寺とも呼ばれ、桜を始め四季折々の花
が境内を彩る。
戦没画学生の絵画、遺品が展示されている
無言館も近隣にある。

夏至には太陽が東の鳥居の真ん中から上がり、
冬至には西の鳥居に沈みます。
日差しが赤い社殿を彩る様は、まさに太陽の聖
地にふさわしい幻想的な風景です。
※こちらの行程では日の出、日没を見ることはできません。

タイミングが良ければ、特徴的な
丸窓が可愛らしい丸窓電車に乗れ
るかも？

多くの史跡が残る温泉地。
北向観音の参道や日帰り入浴施設なども並ぶ。北向観
音では善光寺の参拝者が、北向観音を参拝したことで
災害から逃れたとされる両参りの逸話があります。

安楽寺では国宝の八角三重塔を
見学することができます。

通常は軽井沢～長野間を走る、観光列車「ろくもん」
月１～２回、上田駅発で、日本三大車窓であるJR姨捨駅へ乗り入れる機会があります。
日本遺産にも登録された姨捨の善光寺平の夜景を一望することができます。
東御市の人気店「アトリエ・ド・フロマージュ」の料理が付くプランもあります。

日本遺産 日本遺産

日本遺産 日本遺産日本遺産

上田電鉄

徒歩
しなの鉄道
ろくもん

しなの鉄道
ろくもん
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一般社団法人信州上田観光協会
TEL：0268-71-6074

FAX：0268-71-6076

Mail：ueda-kanko@ueda-kanko.or.jp

公式HP：https://ueda-kanko.or.jp

お問い合わせ

15

mailto:ueda-kanko@ueda-kanko.or.jp
https://ueda-kanko.or.jp/



