
ディスカバー信州県民応援割　長野県民支えあい観光キャンペーン
お出かけ割観光クーポン販売場所一覧

更新日：2020/7/10

1

◎販売枚数が変動している場合がございます。各販売所にお電話の上、お買い求めください。

販売状況 No, エリア 市町村名 販売場所 住所 電話番号 営業⽇ 営業時間

1 東信 ⼩諸市 ⼩諸市観光案内所 ⼩諸市相⽣町1-1-1 0267-22-0568 毎⽇（12/28〜1/3を除く）
4〜11⽉／午前9:00〜午後5:00
12〜3⽉／午前9:30〜午後4:30

2 北信 飯⼭市 飯⼭駅観光案内所 飯⼭市飯⼭772-6 0269-62-7000 年中無休 午前8:30〜午後6:00

3 東信 ⼩海町 ⼩海町観光案内所 南佐久郡⼩海町⼤字豊⾥4769-1 0267-93-2005 ⽊〜⽕（⽔曜休業） 午前10:00〜午後5:00

4 東信 佐久穂町 佐久穂町観光協会 南佐久郡佐久穂町畑164 0267-88-3956 ⽉〜⾦ 午前8:30〜午後5:15

5 東信 川上村
川上村農産物直売所
森の駅マルシェかわかみ

南佐久郡川上村⼤深⼭536（川上村役場⻄
隣）

0267-78-3250 不定休 午前9:00〜午後5:00（時期により変動あり）

完売 6 東信 南牧村 南牧村観光協会 南佐久郡南牧村⼤字海ノ⼝1051番地 0267-98-2091 南牧村役場開庁⽇に準じる 午前8:30〜午後5:15

完売 7 東信 南相⽊村 南相⽊村観光協会 南佐久郡南相⽊村3525-1 0267-78-2121 ⽉〜⾦（祝⽇を除く） 午前8:30〜午後5:30

完売 8 東信 南相⽊村 南相⽊温泉滝⾒の湯 南佐久郡南相⽊村5633-1 0267-91-7700 休館⽇（第2・第4⽕曜⽇）を除く
毎⽇

午前10:00〜午後9:00

9 東信 北相⽊村 北相⽊村商⼯会 南佐久郡北相⽊村2744 0267-77-2543 ⽉〜⾦（祝⽇・祭⽇を除く） 午前8:30〜午後5:15

10 東信 ⽴科町 （⼀社）信州たてしな観光協会 北佐久郡⽴科町⼤字芦⽥⼋ヶ野1045 0267-55-6654 全⽇ 午前9:00〜午後5:00

11 東信 ⻑和町 信州・⻑和町観光協会
⼩県郡⻑和町古町2424-19（⻑和町商⼯会
館内）

0268-68-0006 無休（年末年始を除く） 午前9:00〜午後5:00

完売 12 南信 原村 原村観光連盟 諏訪郡原村6549-1 0266-79-7072 ⽉〜⾦ 午前8:30〜午後5:00

完売 13 南信 宮⽥村 宮⽥村役場 上伊那郡宮⽥村98番地 0265-85-5864 平⽇ 午前9:00〜午後5:00

14 南信 平⾕村 平⾕村観光協会 下伊那郡平⾕村354 0265-48-2211 営業⽇：⽉〜⾦ 午前9時〜午後5時

15 南信 根⽻村 根⽻村商⼯会 下伊那郡根⽻村1985-1 0265-49-2103 ⽉〜⾦曜⽇（祝・祭⽇休）
午前9:00〜午後5:00
（期間：7/1(⽔)〜8/31(⾦)予
定）

16 南信 売⽊村 道の駅南信州うるぎ 下伊那郡売⽊村543-1 0260-28-1051 7⽉：⾦〜⽔（⽊曜休業）
8⽉：無休

午前9:00〜午後4:00

17 南信 天⿓村 ふれあいステーション⿓泉閣 下伊那郡天⿓村平岡1280-4 0260-32-1088 無休 午前6:30〜午後8:00

完売 18 南信 泰⾩村 泰⾩村観光協会 下伊那郡泰⾩村3236-1 0260-26-2111 年中無休（⼟⽇祝⽇は⽇直が対
応）

午前8:30〜午後5:15

19 南信 ⼤⿅村 ⼤⿅村観光案内所 下伊那郡⼤⿅村⼤字⼤河原390 0265-39-2929 無休 午前10:00〜午後5:00

完売 20 中信 上松町 上松町観光案内所 ⽊曽郡上松町⼤字上松159-3 0264-52-1133 令和2年11⽉23⽇まで毎⽇
平⽇：午前9:00〜午後3:00または4:00（コ
ロナ感染状況による来訪者の様⼦で変動
有）週末・祝⽇：午前9:00〜午後5:00

21 中信 南⽊曽町 郷⼟⺠芸 ⽯川 ⽊曽郡南⽊曽町読書3465-3 0264-57-2228 年中無休 午前8:00〜午後6:15

22 中信 ⽊曽町
（⼀社）⽊曽おんたけ観光局
（⽊曽福島駅前）

⽊曽郡⽊曽町福島2012-5 0264-25-6000 無休 午前9:00〜午後5:00

23 中信 ⽊曽町 開⽥⾼原案内所 ⽊曽郡開⽥⾼原末川1895 0264-42-3350 無休 午前9:00〜午後5:00

24 中信 王滝村 王滝村観光総合事務所 ⽊曽郡王滝村2758-1 0264-48-2257 無休 午前9:00〜午後5:00

25 中信 ⽊祖村 （⼀社）⽊祖村観光協会 ⽊曽郡⽊祖村藪原196番地 0264-36-2543 ⽕〜⽇ 午前9:00〜午後5:00

完売 26 中信 ⼤桑村 ⼤桑村観光協会 ⽊曽郡⼤桑村⼤字⻑野2778 0264-55-4566 平⽇（祝⽇を除く） 午前8:30〜午後5:15

完売 27 中信 ⿇績村 聖⾼原観光案内センター 東筑摩郡⿇績村⿇5887-1 0263-67-2133 年中無休 午前8:30〜午後5:30

28 中信 ⽣坂村 道の駅 いくさかの郷 東筑摩郡⽣坂村5204番地1 0263-69-1930 ⽕〜⽇（⽉曜祝⽇の場合は翌⽇休
業）

午前9:00〜午後5:00

完売 29 中信 筑北村 筑北村商⼯会 東筑摩郡筑北村坂北2191-1 0263-66-2444 ⽉〜⾦ 午前9:00〜午後5:00

30 中信 ⽩⾺村 ⽩⾺村観光局インフォメーション
北安曇郡⽩⾺村北城5497（Snow Peak
LAND STATION内）

0261-85-4210 ⽊〜⽕（⽔曜⽇休業・7/20〜
8/31無休予定）

午前9:00〜午後5:00

完売 31 中信 ⼩⾕村 栂池⾼原観光協会 北安曇郡⼩⾕村千国⼄12840-1 0261-83-2515 年中無休 午前8:30〜午後5:00

完売 32 中信 ⼩⾕村 （⼀社）⼩⾕村観光連盟 北安曇郡⼩⾕村中⼩⾕丙131（⼩⾕村役場内） 0261-82-2233 平⽇ 午前8:30〜午後5:00

33 北信 ⾼⼭村 信州⾼⼭村観光協会 上⾼井郡⾼⼭村⼤字奥⼭⽥3579-1 026-242-1122 毎⽇（毎⽉第3⽔曜⽇を除く） 午前9:00〜午後5:45

完売 34 北信 ⼭ノ内町 湯⽥中駅ガイドセンター 下⾼井郡⼭ノ内町⼤字平穏3227-2 0269-33-1126 7〜8⽉は無休 午前9:00〜午後5:00

35 北信 ⽊島平村 ⽊島平村観光振興局
⽊島平村観光交流センター事務所 下⾼井郡⽊島平村上⽊島2548-1 0269-82-2800 7〜8⽉は無休 午前9:00〜午後5:00

36 北信 ⽊島平村 道の駅ファームス⽊島平 下⾼井郡⽊島平村上⽊島38-1 0269-62-2201 ⽕〜⽇（⽉曜休業） 午前10:00〜午後5:00

37 北信 野沢温泉村 （⼀社）野沢温泉観光協会 下⾼井郡野沢温泉村⼤字豊郷9780-4 0269-85-3155 年中無休 午前8:30〜午後5:30

完売 38 北信 信濃町 信濃町観光案内所 上⽔内郡信濃町柏原2692-12 026-255-3226 ⽊〜⽕（⽔曜⽇休業） 午前9:00〜午後5:00

完売 39 北信 栄村 栄村秋⼭郷観光協会
（森宮野原駅前栄村震災復興記念館内） 下⽔内郡栄村⼤字北信3586-4 0269-87-3333 ⽕〜⽇（⽉曜休業・⽉曜祝⽇の場

合は翌⽇休業）
午前9:00〜午後5:00


