
アクティビティで旅気分を満喫
見渡すかぎりの南アルプス。 近くには池の平湖があり、夏も涼しく
心地よい風が通り抜けます。 過ごし方はさまざま、自由に時間を
使えます。 キャンプ場でゆっくり過ごしたり、川遊び、くだもの狩り、
フォレストアドベンチャーなど、大人も存分に楽しめるアクティビティ
に挑戦するのもおすすめ。 自分だけのお気に入りスポットをみつけて、
今日をちょっとイイ1日に。

さんさんファーム
 松川町大島2995   0265-36-6608

松川高原キャンプ場

信州まし野ワイン
地元の農家が集まり、美味しい農産物の加工を目
指して立ち上がったワイナリー。ふじ、王林、シナノ
スイートなど、りんごの品種ごとに分けて搾ったりんご
ジュースや、ヤマブドウ、信濃リースリングといった個
性的なぶどうで醸す純国産・長野県産ワインなど、
単一品種にこだわって製造。地元のりんごを使用し
たシードルやりんごワイン、アップルブランデーの製造
にも取り組んでいます。

 松川町大島3272 
 0265-36-3013

営 10:00～16:00  
休 火曜日・お盆（臨時休業あり）

 松川町大島3347 
 0265-36-2534

営 9:30～16:00  
休 火曜日（12月～8月は不定休)

だんだん好きになる旅 2021新着情報
新しい“まつかわ”を発見しよう! │ あそぶ │ 味わう │ 泊まる

新しい“まつかわ”を
発見しよう!
まつかわへ訪れるなら、まずは「まつかわ旅の案内所」へ。
宿泊、体験、過ごし方など、どんなことでも私たちにご相談
ください。旅のコンシェルジュが、“今だけ ここだけ あなただけ” 
の旅をサポートします。

まつか
わ旅
の

コンシ
ェルジ

ュが

ご案
内しま

す !

＼あそぶ／身近な自然でのびのびとあそぶ　

キャンプに行こうよ!  何、持っていく?＼泊まる／

＼味わう／どこから行く?  醸造所めぐりへGO!

2021年の夏。南信州まつかわを再発見するショート
トリップ、してみませんか。歩くの? 車で? 電車 ?…。
今回は新しい旅のご提案、Eバイクです。 ここは段
丘の町まつかわ。本格的な電動アシスト付きのマウン
テンバイクは年齢や体力、経験も関係なく、パワフル
なモーターのアシストが体と心の負担を軽減、上り
坂もラク・ラク。自分の足でのぼった絶景ポイントから
眺める景色はサイコーのご馳走!

初めてEバイクに乗りました。坂道が多いこの町
に、とてもマッチしたEバイク。上り坂はとっても
ラク、下り坂は風を感じられてとても爽快でした。
さらに、車窓からみる風景とは違い、とても楽し
めました。

体験者の感想

森林セラピー認定基地「およりての森」をのんびり
お散歩。まつかわのプチ自然解説や葉っぱを使っ
たネイチャーゲームなど、参加者の興味に寄り添っ
てご案内。 森にはさまざまな｢癒しの匂い」「音」
「美しいもの」「面白いもの」があります。ガイドと一
緒に、普段は気が付かない自然の楽しみを見つけま
す。 お子様と一緒に、宝物を見つけにいきませんか。

自然の音や風を感じられとても良かった。 知ら
ないことを遊びながら学んだり、自然とふれ合
えるいろいろな企画は、子どもがとても喜びまし
た。 私も童心に返って楽しめました。

（30代女性）

体験者の感想

忙しさから解放!  トレーナーと森で
過ごし、自分と向き合い、自分を整える
明るくて、アクセスのよい｢およりての森」は100年の
森づくりを行っています。 足を一歩踏み出せば、非
日常な時間のスタート。 森林メディカルトレーナーが
人と自然をつなぐ案内人となり、毎日のさまざまなスト
レスで閉ざされた「五感」を呼び覚まし、自律神経
を整え癒してくれます。 木々の緑と、土の香り、森に
息づく生き物を感じ「自分を見つめ直す」「森の力
や面白さを感じる」ことを大切にしています。

癒しの効果が認定された森に興味があっても、
1人で森の中には入ったことがなかったので特
別感がありました。トレーナーの方のおかげで、
自分に合った森の癒し効果を体感、パワーを充
電できました。  （30代女性）

体験者の感想

Eバイク

少し汗をかいて爽快感を味わいたい。
もちろん、“ラクにおしゃれに”!

プログラム─Eバイクで段丘の町をショートトリップ

電動アシスト付き
マウンテンバイク

所要時間 
約1h～

森ナビさんぽ

ガイドと森を歩いて自然の楽しみ方を
親子で体感、知識はゼロでOK!

プログラム─外あそびの楽しさミッケ

所要時間 
2h

森林セラピー
プログラム─自然体の自分に出会う

所要時間 
3h

 松川町大島3307-7  
 0265-49-0801

営 10:00～17:00  
休 火～金曜日（祝日は営業）

VinVie （ヴァンヴィ）

普段の生活の中に当たり前のようにあり、飲む人
すべてが幸せな気分になれる。そんなやさしいワイン、
シードルを、自社畑で育てたぶどう、りんごを用いて
生産するワイナリー。 最新の醸造機器を導入し、丁
寧にワイン、シードルが醸造される工程は、店内から
窓越しに見学が可能。 ゆっくりと試飲が楽しめるテイ
スティングスペースや直営ショップは、誰でも気軽に
立ち寄れるのが魅力です。

マルカメ醸造所
｢りんごのお酒、シードルを活かした観光果樹園、
地域づくりをしたい」そんなアツイ想いを込めてシー
ドルの自家醸造を行っている。さらに、果実本来の
瑞 し々い味わいや香りを引き出すことに、徹底的にこ
だわっています。この地域ならではの食を絡めたイベ
ントも開催。シードルを身近に感じてもらえるよう進化
していく「面白い場所」づくりは、日常の楽しみのひ
とつに加えたくなります。

自由に楽しく、選べるキャンプスタイル
テント内で寝転びながら星空が見えるドームテントが加わりました。
手ぶらで楽しめるうえ、なんとエアコン完備でアウトドアなのに快適
です。キャンプ場サイトでは、車を横付けしてのオートキャンプが
できます。家族みんなで料理したり、遊んだり、山を駆け巡ったり、
散策したりなど絆が深まる貴重な時間を過ごせます。キャンパー
用の男女別シャワールーム完備。お帰りの際には手打ちそばも
いただけます。

アウトドア広場･まつたけ小屋･手打ちそば 梅松苑
 松川町生田6009   0265-36-7100

ばいしょうえん

ドームテント・キャンプ場サイト

冒険心を刺激する1日1組限定キャンプ
南信州でその存在感が知れわたってきたツリードーム。 そのすぐ
近くに、新しいタイプのキャンプ施設「ツリーフロア」が誕生しました。
森の中での樹上キャンプは、まさに子どものころに夢見た秘密基
地。太陽や風、鳥のさえずりをぐっとそばに感じる世界は、クセに
なりそうです。 森全体が自分たちだけのプライベート空間になり、
空や樹との一体感は忘れられない思い出になります。

まつかわ旅の案内所
 松川町大島2788-1   0265-36-6320

樹上のキャンプ

まつかわ旅の案内所　
 長野県下伊那郡松川町大島2788-1   0265-36-6320  営  9:00～17:00



だんだん好きになる旅 2021新着情報
ふるさとチョイス │ くだもの狩りカレンダー │ 新型コロナウイルス感染症対策

　1年を通して果樹栽培が盛んな松川町ですが、果物を加工、醸
造し新たな商品として生み出すことも行なっています。 その中の一つが
シードルです。 種類豊富なりんごを使い個性的なシードルが作られて
います。 そこには果樹農家たちのシードルへの熱い想いが、そのまま味
や風味となって表現され、その魅力に引き込まれると恵比寿屋商店
の伊藤さんは言います。 
　長野県生まれのりんご三種を組み合わせた「子白農園シードル」、
蜂酵母を利用した「VinVie蜂酵母シードル」、ベリー類も使った
「やまき北村農園ベリーインシードル」といったように果樹農家の特
色を生かしたシードルたちは、他にはない組み合わせとなっています。  
また、個性的なシードルにぴったりなおつまみも伊藤さんのチョイスで
プラスされています。 さんさんファームの黒豚と地元の副材料を使い、
こだわりの調味料で作られた無添加のソーセージやベーコンのシャ
ルキュトリー、りんごの枝で燻製にしたチーズは、シードルを一層美味
しく引き立ててくれます。 
　松川町のエッセンスいっぱいのこのセット。 これからの季節にぴったり
な爽やかなシードルと美味しいシャルキュトリーで楽しいおうち時間を
お楽しみください。

100年を超える果樹栽培の歴史の中にも”新しい発見”があるかもしれません。広 と々した空間でのくだもの狩りをお楽しみください!  
もちろん、くだもの農家さんでは感染症対策に取り組んでいます。 「だけどまだ、外出は心配…」、という方は、ふるさと納税でくだものをお楽しみください。

松川町では、観光事業者と観光客のみなさま、そして地域のみなさまの
健康と安全を最大限確保するために、「医師・医学博士（免疫学）」の
専門的な助言を受けながら下記の取り組みを行っています。

対策ガイドラインの作成
「医師・医学博士（免疫学）」及び関係事業者とともに
会議や検討を重ね、業種ごとにガイドラインを策定しています。

事業者向け研修会の開催
観光事業者を対象に、感染症対策やガイドラインへの
理解を深める研修会を町内で複数回開催しています。
研修会では「医師・医学博士（免疫学）」からの
レクチャーも行い、正しい知識の習得に努めています。

お客様への宣言書の掲示
当該ガイドラインを遵守する意思があり、
研修会に参加した事業者の方に対して、
｢withコロナ しっかりやっとるでな宣言書」を
交付しています。 交付を受けた事業者は店頭にて
右記の宣言書の掲示を行っています。

1

2

3

「さくらんぼ狩りの楽しみ方」

「ご来訪のみなさまへのお願い」

90年続く酒屋店主がセレクト
個性豊かなシードルと
無添加シャルキュトリーで
まつかわの魅力を表現

＼ふるさとチョイス／自宅用にはもちろん、贈答用にもおすすめのふるさと納税商品が誕生

＼くだもの狩りカレンダー／ほぼ1年中楽しめるまつかわの恵みをぜひ味わって

松川町ふるさと納税は ふるさとチョイス　松川 検索

新型コロナウイルス
感染症対策の取り組み

「新型コロナウイルスとの上手なつき合い方」

「withコロナ 松川町事業者の取り組み」

広報
感染対策に関する各種PR動画を作成しています。

4

発行元：一般社団法人 南信州まつかわ観光まちづくりセンター

ようこそ南信州まつかわへ
Discover Matsukawa—Nagano’s southern staircase

dansuki.jp
旅の情報／予約のご相談

南信州松川町・旅の案内誌 2021追加版  2021.7月

※当カレンダーはあくまでも目安となります。 生育状況や天候によりご案内できないこともありますので詳しい状況については、まつかわ旅の案内所へお問い合わせください。
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7月 8月 9月 10月 11月 12月
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プルーン
スモモ
（貴陽） ぶどう

梨

りんご

洋梨（販売のみ）

アスパラ

まつかわ旅のコンシェルジュが
ご案内します !

梨とり
んごの

セット
狩りが

人気
です

!

さくらんぼ

ブルーベリー

農家シードルと無添加シャルキュトリーセット
・VinVie蜂酵母シードル（750ml）  ・子白農園シードル（375ml）
・やまき北村農園ベリーインシードル（375ml）  
・黒豚ソーセージ（140g）  ・バジル入りソーセージ（140g）  
・ベーコン（350g）  ・林檎スモークチーズ（約100g）

近年人気のぶどう。農家が
一つ一つ手入れをして美し
いぶどうを育てます。

年 リ々ピーターが増えている
洋梨「ル・レクチェ」。とろける
ようなおいしさ!

松川町といえばりんご! ここ
ならではの環境と農家の技
が生み出す自慢の商品です。

もっちり程よい甘さの市田柿。
健康食品としても注目されて
います。

体にやさしい良質な豚肉を
使ったソーセージやハンバー
グはお子様にも安心◎

松川町でお茶うけといえば
漬物です。 野沢菜や大根な
どもう一品ほしいときにも。

新鮮な果物を絞ったジュース
やスムージー。毎日飲みたい
方にもおすすめです。

皇室献上農家のお米や有機
栽培米などおいしいお米を
取り揃えています。

松川町のりんごを使用した
タルトタタンやバターサンド
などスイーツもおすすめ◎

まつか
わ

ならで
はの

ハーモ
ニー!

返礼品の一部を
ご紹介 !


