
○C 2017 kanden-amenix Co.,INC KITA-ALPUS Koutu 

ご 旅 行 行 程 表（ご提案モデルコース） 

松本・安曇野・大町温泉・立山黒部アルペンルート方面 
 
 行 程 

1日目 

 

 

所要時間 

7：45 

実車時間 

6:15 

総走行時間 

3:05 

 

総走行距離

102km 

実車距離 

61km 

回送 36km 

松本駅 ― 国宝松本城（天守観覧）・・・ そば店にて信州蕎麦の昼食  － 

   10:45・11:15発    （通常期 60 分程）       ～13:00 

回送 1:00   1.5km   

 

― 安曇野ワイナリー（信州安曇野市の大地の一滴を醸すワイナリー） ― 大王わさび農場（名水の里安曇野に広がる日本一のわさび園） 

12.5km  13：30～14：20                    17km  14：45～15：30 

 

－ 市立 大町山岳博物館（貴重な山岳に関する豊富な展示・ライチョウの繁殖をしています・附属動物園の見学も出来ます）－  

21km  16:00～16:45 

 

－ 大町温温泉郷（旅館/ホテル）または、日向山高原「くろよんロイヤルホテル」 

9km     17：00着                     （回送：5km） 

新宿駅 ― 特急スーパーあずさ 5 号  ー松本駅  

8:00                  10:38着  

名古屋駅 ―L特急ワイドビューしなの 5号―松本駅 

9：00                  11：04着 

2 日目 

総走行距離

31km 

大町温泉郷または日向山高原 ― 扇沢駅 

  8：20         11km 8：45 着                     

 

＝関電トンネルトロリーバス＝＝黒部ダム駅・・（黒部ダム観光）・黒部湖駅＝＝黒部ケーブルカー＝＝黒部平駅 

＝＝大観峰駅＝＝立山ロープウェイ＝＝室堂駅（散策）＝＝高原バス＝＝美女平駅＝＝立山ケーブルカー＝

＝立山駅＝＝富山地方鉄道＝＝電鉄富山駅・（北陸新幹線）富山駅＝＝北陸新幹線＝東京 

                         ＝北陸新幹線＝金沢駅＝サンダーバード（大阪）・しらさぎ（名古屋） 

※この行程表は平成２9年 10 月 16 日現在の情報に基づき作成した旅行行程案です。 

 

貸切バス運賃・料金のお見積もり（消費税別）（通行料・駐車料等は含んでおりません） 

確定行程によりお見積もり致します。 

① 日目 大型バス(45 名様)        70,000 円 

      中型バス（27名様）        60，000 円 

     小型・マイクロバス(21名様) 50，000円 

 バスガイドが必要な場合は別途     21，000円 

 

② 日目 大型バス(45 名様)        34,000 円 

    中型バス（27 名様）        28，000円 

   小型・マイクロバス(21名様) 24，000 円 

 バスガイドが必要な場合は別途   8，000円 

ご利用人数によっては、路線バスの方がお安くなります。 大町温泉郷～扇沢駅 1，010円／人・日向山高原～扇沢駅 930円／人 

 

国宝松本城 http://www.matsumoto-castle.jp/info 

大王わさび農場 http://www.daiowasabi.co.jp/ 

安曇野ワイナリー http://www.ch-azumino.com/ 

市立 大町山岳博物館 http://www.omachi-sanpaku.com/ 

くろよんロイヤルホテル https://www.kuroyon-royal.jp/ 

立山黒部アルペンルート  https://www.alpen-route.com/ 

立山黒部アルペンルートの間お手荷物の回送が便利です。 

https://www.alpen-route.com/information/forwarding.html 

 

株式会社 関電アメニックス 北アルプス交通 
〒３９８－０００１ 長野県大町市平１８０番地８  

ＴＥＬ 026１-22-0799  ＦＡＸ 0261-22-8700 

 

http://www.matsumoto-castle.jp/info
http://www.daiowasabi.co.jp/
http://www.ch-azumino.com/
http://www.omachi-sanpaku.com/
https://www.kuroyon-royal.jp/
https://www.alpen-route.com/
https://www.alpen-route.com/information/forwarding.html


○C 2017 kanden-amenix Co.,INC KITA-ALPUS Koutu 

ご 旅 行 行 程 表（ご提案モデルコース） 

2 大山岳観光地 上高地・立山黒部アルペンルート方面 
 
 行 程 

1日目 

所要時間 

8：45 

実車時間 

7:15 

総走行時間 

3:55 

 

総走行距離

171km 

実車距離 

130km 

回送 36km 昼食お弁当積み込み 

松本駅 ― 国道 158 号 ―上高地（標高約 1500 メートルの.日本屈指の山岳景勝地） 

   10:45・11:15発         12：20・12：50～15：10  

回送 1:00       48.5km   

 

－ 国道 158 号 ― 松本 I.C＝長野道＝安曇野 I.C － 大王わさび農場（名水の里安曇野に広がる日本一のわさび園） 

   40km     16：35  7.5km  16：40  5.5km 16:50～17:20 

 

－ 大町温温泉郷（旅館/ホテル）または、日向山高原「くろよんロイヤルホテル」 

28km     18：00 着                     （回送：5km） 

新宿駅 ― 特急スーパーあずさ 5 号  ー松本駅  

8:00                  10:38着  

名古屋駅 ―L特急ワイドビューしなの 5号―松本駅 

9：00                  11：04着 

2 日目 

総走行距離

31km 

大町温泉郷または日向山高原 ― 扇沢駅 

  8：20         11km 8：45 着                     

 

＝関電トンネルトロリーバス＝＝黒部ダム駅・・（黒部ダム観光）・黒部湖駅＝＝黒部ケーブルカー＝＝黒部平駅 

＝＝大観峰駅＝＝立山ロープウェイ＝＝室堂駅（散策）＝＝高原バス＝＝美女平駅＝＝立山ケーブルカー＝

＝立山駅＝＝富山地方鉄道＝＝電鉄富山駅・（北陸新幹線）富山駅＝＝北陸新幹線＝東京 

                         ＝北陸新幹線＝金沢駅＝サンダーバード（大阪）・しらさぎ（名古屋） 

※この行程表は平成２9年 10 月 16 日現在の情報に基づき作成した旅行行程案です。 

 

貸切バス運賃・料金のお見積もり（消費税別）（通行料・駐車料等は含んでおりません） 

確定行程によりお見積もり致します。 

① 日目 大型バス(45 名様)         86,000円～ 

      中型バス（27名様）          73，000円～ 

     小型・マイクロバス(21名様)  63，000円～ 

 バスガイドが必要な場合は別途      23，000 円～ 

 

② 日目 大型バス(45 名様)        34,000 円～ 

    中型バス（27 名様）        28，000円～ 

   小型・マイクロバス(21名様) 24，000 円～ 

 バスガイドが必要な場合は別途   8，000円～ 

ご利用人数によっては、路線バスの方がお安くなります。 大町温泉郷～扇沢駅 1，010円／人・日向山高原～扇沢駅 930円／人 

 

 

 

上高地 http://www.kamikochi.or.jp/ 

※繁忙期には、観光バス規制がある日があります。 

大王わさび農場 http://www.daiowasabi.co.jp/ 

くろよんロイヤルホテル https://www.kuroyon-royal.jp/ 

立山黒部アルペンルート  https://www.alpen-route.com/ 

立山黒部アルペンルートの間お手荷物の回送が便利です。 

https://www.alpen-route.com/information/forwarding.html 

 

株式会社 関電アメニックス 北アルプス交通 
〒３９８－０００１ 長野県大町市平１８０番地８  

ＴＥＬ 026１-22-0799  ＦＡＸ 0261-22-8700 

 

http://www.kamikochi.or.jp/
http://www.daiowasabi.co.jp/
https://www.kuroyon-royal.jp/
https://www.alpen-route.com/
https://www.alpen-route.com/information/forwarding.html


○C 2017 kanden-amenix Co.,INC KITA-ALPUS Koutu 

ご 旅 行 行 程 表（ご提案モデルコース） 

善光寺と戸隠神社・立山黒部アルペンルート方面 
 
 行 程 

1日目 

所要時間 

7：40 

実車時間 

6：00 

総走行時間 

4：10 

総走行距離

163m 

実車距離 

110km 

回送 48km   

長野駅 ― 善光寺（宿坊での精進料理のお食事と拝観） 

    11:00 発 3km 11:10～13：30  

回送 1:10       

 

－ 戸隠神社 中社（神秘のパワースポット神社参拝） ― 長野市内 ― 国道 19号－ 白馬長野有料道路― 県道 31号 － 

25km 14：20～15：00（奥社も参拝の場合は合計約 120 分）           82km 

 

－ 大町温温泉郷（旅館/ホテル）または、日向山高原「くろよんロイヤルホテル」 

     17:00着                     （回送：5km） 

東京駅 ― 北陸新幹線かがやき 507号 ー長野駅  

9：20                  10:45着  

名古屋駅 ―L特急ワイドビューしなの 3 号―長野駅 

8：00                  10:58着 

2 日目 

総走行距離

31km 

大町温泉郷または日向山高原 ― 扇沢駅 

  8：20         11km 8：45 着                     

 

＝関電トンネルトロリーバス＝＝黒部ダム駅・・（黒部ダム観光）・黒部湖駅＝＝黒部ケーブルカー＝＝黒部平駅 

＝＝大観峰駅＝＝立山ロープウェイ＝＝室堂駅（散策）＝＝高原バス＝＝美女平駅＝＝立山ケーブルカー＝

＝立山駅＝＝富山地方鉄道＝＝電鉄富山駅・（北陸新幹線）富山駅＝＝北陸新幹線＝東京 

                  富山駅＝北陸新幹線＝金沢駅＝特急サンダーバード（大阪）・特急しらさぎ（名古屋・米原） 

※この行程表は平成２9年 10 月 16 日現在の情報に基づき作成した旅行行程案です。 

 

貸切バス運賃・料金のお見積もり（消費税別）（通行料・駐車料等は含んでおりません） 

確定行程によりお見積もり致します。 

① 日目 大型バス(45 名様)         80,000 円 

      中型バス（27名様）          67，000円 

     小型・マイクロバス(21名様)  57，000 円 

 バスガイドが必要な場合は別途      21，000 円 

 

② 日目 大型バス(45 名様)        34,000 円 

    中型バス（27 名様）        28，000円 

   小型・マイクロバス(21名様) 24，000 円 

 バスガイドが必要な場合は別途   8，000円 

ご利用人数によっては、路線バスの方がお安くなります。 大町温泉郷～扇沢駅 1，010円／人・日向山高原～扇沢駅 930円／人 

 

 

 

 

善光寺 https://www.zenkoji.jp/ 

戸隠神社 http://www.togakushi-jinja.jp/ 

くろよんロイヤルホテル https://www.kuroyon-royal.jp/ 

立山黒部アルペンルート  https://www.alpen-route.com/ 

立山黒部アルペンルートの間お手荷物の回送が便利です。 

https://www.alpen-route.com/information/forwarding.html 

 

株式会社 関電アメニックス 北アルプス交通 
〒３９８－０００１ 長野県大町市平１８０番地８  

ＴＥＬ 026１-22-0799  ＦＡＸ 0261-22-8700 

 

https://www.zenkoji.jp/
http://www.togakushi-jinja.jp/
https://www.kuroyon-royal.jp/
https://www.alpen-route.com/
https://www.alpen-route.com/information/forwarding.html


○C 2017 kanden-amenix Co.,INC KITA-ALPUS Koutu 

ご 旅 行 行 程 表（ご提案モデルコース） 

善光寺と立山黒部アルペンルート方面 
 
 行 程 

1日目 
所要時間 

5:20 

実車時間 

3：25 

総走行時間 

2：50 

総走行距離

125m 

実車距離 

62km 

回送 48km   

長野駅  ― 善光寺（拝観） 

    10:15 発 3km 10：25～11：20  

回送 1:10       

 

－日向山高原「くろよんロイヤルホテル」（ご当地グルメ「黒部ダムカレー」の昼食） － 扇沢駅 （回送 15km） 

52km 12：30～13：20                           10km 13：40 着 

＝関電トンネルトロリーバス＝＝黒部ダム駅・・（黒部ダム観光・遊覧船乗船）・黒部湖駅＝＝黒部ケーブルカー＝＝黒部平駅 

＝＝大観峰駅＝＝立山ロープウェイ＝＝室堂駅 ／ホテル立山（宿泊） 
 

東京駅 ― 北陸新幹線かがやき 505号 ー長野駅  

8:36                  9:59着  

名古屋駅 ―L特急ワイドビューしなの 1号―長野駅 

7:00                  10:01着 

2 日目 
所要時間 

13：10 

実車時間 

8：30 

総走行時間 

8：40 

総走行距離

438m 

実車距離

231km 

 （バス回送：158ｋｍ： 3：15） 

 

立山駅－ 立山 I.C＝北陸道＝黒部 I.C ― 宇奈月（昼食） － 宇奈月駅＝＝黒部峡谷トロッコ電車（峡谷美とスリルを味わうトロッコ電車）＝＝ 

10：30 23km 11:05 27km 11:25  13km 11:45～         欅平駅まで約 90 分        

 

宇奈月駅 － （黒部宇奈月温泉駅）  

16:15頃 13km （16：35着）    黒部 I.C＝北陸道・上信越道＝須坂長野東 I.C －長野駅  

                16:40    148km    18：40  8ｋｍ  19：00 

                                     （バス回送：48km 1:10） 

室堂＝＝高原バス＝＝美女平駅＝＝立山ケーブルカー＝＝ 

16:45 発＝北陸新幹線＝金沢駅 17:20 着＝サンダーバード（大阪 20：09）・しらさぎ（米原 19:44）・ひかり（名古屋 20:25）   

19:38 発＝はくたか 574号＝東京 21:16 

※この行程表は平成２9年 10 月 16 日現在の情報に基づき作成した旅行行程案です。 

 

貸切バス運賃・料金のお見積もり（消費税別）（通行料・駐車料等は含んでおりません） 

確定行程によりお見積もり致します。 

① 日目 大型バス(45 名様)        57,000 円 

       中型バス（27名様）          48，000円 

      小型・マイクロバス(21名様)   41，000円 

 バスガイドが必要な場合は別途       15，000 円 

 

② 日目 大型バス(45 名様)         143,000 円 

      中型バス（27名様）        121，000円 

     小型・マイクロバス(21名様) 104，000円 

 バスガイドが必要な場合は別途       31，000円  2日目は富山県のバスを使用した方がお安くなります。 

善光寺 https://www.zenkoji.jp/ 

くろよんロイヤルホテル https://www.kuroyon-royal.jp/ 

立山黒部アルペンルート  https://www.alpen-route.com/ 

立山黒部アルペンルートの間お手荷物の回送が便利です。 

http://www.alpen-route.co.jp/tks/work.html 

黒部峡谷鉄道 http://www.kurotetu.co.jp/ 

 

株式会社 関電アメニックス 北アルプス交通 
〒３９８－０００１ 長野県大町市平１８０番地８  

ＴＥＬ 026１-22-0799  ＦＡＸ 0261-22-8700 

 

https://www.zenkoji.jp/
https://www.kuroyon-royal.jp/
https://www.alpen-route.com/
http://www.alpen-route.co.jp/tks/work.html
http://www.kurotetu.co.jp/


○C 2017 kanden-amenix Co.,INC KITA-ALPUS Koutu 

ご 旅 行 行 程 表（ご提案モデルコース） 

松本・安曇野・大町温泉・白馬八方・黒部ダム方面 

 
 行 程 

1日目 

 

所要時間 

7：45 

実車時間 

6:15 

総走行時間 

3:05 

総走行距離

102km 

実車距離 

61km 

回送 36km 

松本駅 ― 国宝松本城（天守観覧）・・・ そば店にて信州蕎麦の昼食  － 

   10:45・11:15発    （通常期 60 分程）       ～13:00 

回送 1:00   1.5km   

― 安曇野ワイナリー（信州安曇野市の大地の一滴を醸すワイナリー） ― 大王わさび農場（名水の里安曇野に広がる日本一のわさび園） 

12.5km  13：30～14：20                    17km  14：45～15：30 

 

－ 市立 大町山岳博物館（貴重な山岳に関する豊富な展示・ライチョウの繁殖をしています・附属動物園の見学も出来ます）－  

21km  16:00～16:45 

 

－ 大町温温泉郷（旅館/ホテル）または、日向山高原「くろよんロイヤルホテル」 

9km     17：00着                     （回送：5km） 

新宿駅 ― 特急スーパーあずさ 5 号  ー松本駅  

8:00                  10:38 着  

名古屋駅 ―L 特急ワイドビューしなの 5 号―松本駅 

9：00                  11：04 着 

2 日目 
所要時間 

10:20 

実車時間 

9:00 

総走行時間 

3:15 

総走行距離

125km 

実車距離 

84km 

  大町温泉郷・日向山高原 ― 白馬八方アルペンライン（ゴンドラ・リフトを乗り継ぎわずか 40分ほどで標高 1,830m へ） 

(回送 5km） 8:00 28km 8：40 ・ 11：00 

 

― くろよんロイヤルホテル（ご当地グルメ「黒部ダムカレー」の昼食）－ 扇沢駅＝関電トンネルトロリーバス（黒部ダム観光）＝扇沢駅 

28km 11:40～12：30                     10km 12：50 着               15：21着・15:35発  

 

－ 松本駅 

 54km 17：00着 （回送：36km）  
17:18発― 特急あずさ 30 号― 新宿駅 20:07 着･千葉駅 20：50 着 

17:51発― L特急ワイドビューしなの 22 号― 名古屋駅 20：05着 

※この行程表は平成２9年 10 月 16 日現在の情報に基づき作成した旅行行程案です。 

貸切バス運賃・料金のお見積もり（消費税別）（通行料・駐車料等は含んでおりません） 

確定行程によりお見積もり致します。 

① 日目 大型バス(45 名様)        70,000 円 

      中型バス（27名様）        60，000 円 

     小型・マイクロバス(21名様) 50，000円 

 バスガイドが必要な場合は別途     21，000円 

② 日目 大型バス(45 名様)        85,000 円 

    中型バス（27 名様）        72，000円 

   小型・マイクロバス(21名様) 62，000円 

 バスガイドが必要な場合は別途  25，000円 

 

国宝松本城 http://www.matsumoto-castle.jp/info 

大王わさび農場 http://www.daiowasabi.co.jp/ 

安曇野ワイナリー http://www.ch-azumino.com/ 

市立 大町山岳博物館 http://www.omachi-sanpaku.com/ 

くろよんロイヤルホテル https://www.kuroyon-royal.jp/ 

八方アルペンライン  http://www.nsd-

hakuba.jp/green/happo/alpenline.html 

黒部ダム  http://www.kurobe-dam.com/ 

 

株式会社 関電アメニックス 北アルプス交通 
〒３９８－０００１ 長野県大町市平１８０番地８  

ＴＥＬ 026１-22-0799  ＦＡＸ 0261-22-8700 

 

http://www.matsumoto-castle.jp/info
http://www.daiowasabi.co.jp/
http://www.ch-azumino.com/
http://www.omachi-sanpaku.com/
https://www.kuroyon-royal.jp/
http://www.nsd-hakuba.jp/green/happo/alpenline.html
http://www.nsd-hakuba.jp/green/happo/alpenline.html
http://www.kurobe-dam.com/


立山黒部アルペンルートへお越しのお客様 

 観光・立寄・食事等の予定が無く、各駅から扇沢駅または、 

扇沢駅から各駅への貸切バスの運賃・料金のお見積もりは。 

 

 松本駅―扇沢駅 実車時間 １：４０ 実車距離 54km（回送距離 50km・回送時間 1：30） 

  大型車 43，000 円 ・ 中型車 36，000 円 ・ 小型 31，000 円 
  ※ガイド料別途 10，500 円 
 

 長野駅―扇沢駅 実車時間 1：40 実車距離 59km（回送距離 63km・回送時間 1：40） 

  大型車 45，000円 ・ 中型車 39，000 円 ・ 小型 33，000 円 
  ※別途有料道路通行料金 特大車 570円・大型車 310円・中型車 210 円 

   ※ガイド料別途 10，500 円 
 

 上田駅―扇沢駅 実車時間 2：15 実車距離 93km（回送距離 98km・回送時間 2：20） 

  大型車 66，000 円 ・ 中型車 56，000円 ・ 小型 48，000 円 
   ※別途有料道路通行料金・高速道路通行料金（回送分も別途） 

   ※ガイド料別途 12，000円 

 

 信州まつもと空港―扇沢駅 実車時間 1：40 実車距離 62km（回送距離 60km・回送時間 2：00 一般道利用） 

大型車 51，000 円 ・ 中型車 43，000 円 ・ 小型 37，000 円 
   ※別途高速道路通行料金 

    ※ガイド料別途 10,500 円 



大町温泉郷・日向山高原「くろよんロイヤルホテル」にご宿泊のお客様 

 観光・立寄・食事等の予定が無く、各駅から大町温泉郷・日向山高原または、 

大町温泉郷・日向山高原から各駅への貸切バスの運賃・料金のお見積もりは。 

 

 松本駅―大町温泉郷・日向山高原 実車時間 １：1０ 実車距離 44km（回送距離 40km・回送時間 1：10） 

  大型車 40，000円 ・ 中型車 34，000 円 ・ 小型 29，000 円 
  ※ガイド料別途 10，000 円 
 

 長野駅―大町温泉郷・日向山高原 実車時間 1：10 実車距離 49km（回送距離 53km・回送時間 1：10） 

  大型車 43，000 円 ・ 中型車 36，000 円 ・ 小型 31，000 円 
  ※別途有料道路通行料金 （白馬長野有料道路：特大車 570円・大型車 310円・中型車 210 円） 

   ※ガイド料別途 10，000 円 
 

 上田駅―大町温泉郷・日向山高原 実車時間 1:45 実車距離 83km（回送距離 88km・回送時間 2:00） 

  大型車 58，000円 ・ 中型車 49，000 円 ・ 小型 42，000 円 
   ※別途有料道路通行料金・高速道路通行料金（上田菅平・坂城～長野）（回送分も別途） 

   ※ガイド料別途 10，500 円 

 

 信州まつもと空港―扇沢駅 実車時間 1：10 実車距離 52km（回送距離 50km・回送時間 1:30 一般道利用） 

大型車 43，000 円 ・ 中型車 37，000 円 ・ 小型 31，000円 
   ※別途高速道路通行料金（塩尻北～安曇野） 

     ※ガイド料別途 10,000 円 


