
         ながでん鉄道・バス 2 DAYフリーきっぷ  
期間限定！ 長野電鉄の電車・長電バスのバスなどが乗り放題！ 

北信濃の旅を満喫したい方におススメの便利でお得なきっぷです。 

ながでん鉄道・バス 2 DAY フリーきっぷ 

発売駅

長野、権堂、須坂、小布施、信州中野、湯田中の各駅 

※無人駅からご利用の際は、発売駅までそのままご乗車の上、お買い求めください。 

払い戻し

有効期限内で未使用の場合に限り、購入した箇所にて払戻しの取扱いをいたします。  

ただし、払戻手数料 170 円をいただきます。 

その他

ご利用の年・月・日を硬貨などで削って指定する「スクラッチ」式ですので、事前に購入し、好きな日に利用できる便利なきっぷです。 

（乗車・降車時には、日付欄を係員にご提示ください。） 

●発売期間 

平成 29 年 4 月 1 日（土）～平成 29 年 11 月 29 日（水） 

●通用期間 

平成 29 年 4 月 1 日（土）～平成 29 年 11 月 30 日（木） 

●有効期間 

連続する 2 日間有効 

●通用区間

下記の「乗り放題の路線」を参照 

●お値段

おとな 3,200 円 こども 1,600 円 （いずれも税込） 

Sample 



  乗り放題の路線

【長野電鉄】 

全線（特急料金も含みます） 

【長電バス】 

＜急行バス＞ 

志賀高原線、野沢線 

＜路線バス＞ 

（長野エリア） 

東長野病院線、三才線、浅川西条線／浅川西条市民病院線、マユミダ・三才線、運動公園線、須坂屋島線／綿内屋島線、 

平林線、吉村・牟礼線、保科温泉線、日赤線 

（須坂エリア） 

山田温泉線、仙仁線、米子線、北相ノ島線、明徳団地線、屋代須坂線 

（中野エリア） 

上林線、立ヶ花線、須賀川線、永田・親川線、菅・角間線、合庁線、中野木島線 

（湯田中・志賀高原エリア） 

奥志賀高原線、白根火山線 

（飯山エリア） 

野沢線、小境線、温井線、中野木島線 

（飯綱・信濃町エリア） 

吉村・牟礼線 

【市町村コミュニティーバス】 

（長野市） 

長野市中心市街地循環バス「ぐるりん号」 

（須坂市） 

須坂市民バス 

（小布施町） 

小布施町内周遊シャトルバス「おぶせ浪漫号」 

【お問い合わせ】 

長野電鉄株式会社 鉄道事業部運輸課 

TEL:026-248-6000 

（平日 8:50～17:35 土・日・祝日は定休日） 



長野市内 平成29年4月1日現在

施設名 通常入館料 特典 備考 アクセス

信濃美術館・東山魁夷館 ５００円 入館料１００円引　→　４００円 企画展は別料金 長野電鉄　善光寺下駅下車

須坂市内

施設名 通常入館料 特典 備考 アクセス

田中本家博物館 ７５０円 入館料５０円引　→　７００円 企画展は別料金 すざか市民バス「南原町西」バス停下車

須坂クラシック美術館 ３００円 入館料２０％割引　→　２４０円 企画展は別料金 すざか市民バス「須坂病院入口」バス停下車

世界の民俗人形博物館 ３００円 　　〃　　　　　→　２４０円 企画展は別料金 すざか市民バス「アートパーク入口」バス停下車

須坂版画美術館 ３００円 　　〃　　　　　→　２４０円 企画展は別料金 すざか市民バス「アートパーク入口」バス停下車

須坂市立博物館 １００円 　　〃　　　　　→　８０円 企画展は別料金 すざか市民バス「臥竜公園入口」またはすざか市民バス「臥竜公園」バス停下車

須坂市動物園 ２００円 　　〃　　　　　→　１６０円 すざか市民バス「臥竜公園入口」またはすざか市民バス「臥竜公園」バス停下車

トレインギャラリーNAGANO ８００円 入館料１０％割引　→　大人７２０円/こども３６０円 長電バス「牛池入口」バス停下車

施設名 備考 アクセス

蔵のまち観光交流センター すざか市民バス「須坂病院入口」バス停下車

つたや菓子舗 すざか市民バス「穀町」バス停下車

コモリ餅店 ５００円以上お買い上げの方５０円割引 長野電鉄　須坂駅下車

盛進堂 自家製品を５％割引 長野電鉄　須坂駅下車

須坂煎餅堂 会計時１０％割引 すざか市民バス「須坂病院入口」バス停下車

三ツ扇（迎賓館） 飲食代を５％割引 長野電鉄　須坂駅下車

あがれや 食事をした方にそばだんご入りおしるこサービス すざか市民バス「笠鉾会館」バス停下車

松屋そば店 食事をした方にそばだんごサービス すざか市民バス「笠鉾会館」バス停下車

遠藤酒造場 １，０００円以上お買い上げの方にオリジナル枡プレゼント すざか市民バス「中央公民館入口」バス停下車

須坂温泉古城荘　 長電バス「須坂温泉入口」バス停下車

四明館　 長野電鉄　須坂駅下車

千曲市内　　　　　　

施設名 入館料 特典 備考 アクセス

長野県立歴史館 ３００円 入館料１００円引　→　２００円 企画展は別料金 長電バス「屋代高見町」バス停下車

小布施町内　　　　　　

施設名 入館料 特典 備考 アクセス

北斎館 １０００円 入館料１０％割引　→　９００円 企画展は別料金 おぶせロマン号「北斎館入口」バス停下車

日本のあかり博物館 ５００円 　　〃　　　　　→　４５０円 おぶせロマン号「北斎館入口」バス停下車

高井鴻山記念館 ３００円 　　〃　　　　　→　２７０円 おぶせロマン号「北斎館入口」バス停下車

岩松院 ３００円 　　〃　　　　　→　２７０円 おぶせロマン号「岩松院入口」バス停下車

おぶせ藤岡牧夫美術館 ５００円 　　〃　　　　　→　４５０円 おぶせロマン号「おぶせ温泉前」バス停下車

おぶせミュ－ジアム・中島千波館 ５００円 　　〃　　　　　→　４５０円 おぶせロマン号「おぶせミュージアム前」バス停下車

フロ－ラルガ－デンおぶせ ２００円 　　〃　　　　　→　１８０円 おぶせロマン号「フローラルガーデン前」バス停下車

古陶磁コレクション「了庵」 ３００円 　　〃　　　　　→　２７０円 おぶせロマン号「おぶせミュージアム前」バス停下車

施設名 備考 アクセス

小布施ハイウエイオアシス道の駅 おぶせロマン号「小布施総合公園前」バス停下車

信濃屋 おぶせロマン号「北斎館入口」バス停下車

喜の呼庵 注文時にキップを呈示 おぶせロマン号「北斎館入口」バス停下車

中野市内

施設名 入館料 特典 備考 アクセス

日本土人形資料館 ２００円 入館料５０円割引　→　１５０円 長電バス「信金前」バス停下車　または長電バス「王日神社」バス停下車

中山晋平記念館 ３００円 入館料７０円割引　→　２３０円 長野電鉄　延徳駅下車　または長電バス「日野農協」バス停下車（土曜・休日運休）

高野辰之記念館 ３００円 入館料７０円割引　→　２３０円 長電バス「永田」バス停下車

山ノ内町内

施設名 入館料 特典 備考 アクセス

湯田中駅前温泉　楓の湯 ３００円 入館料５０円割引　→　２５０円 長野電鉄湯田中駅下車

飯山市内

施設名 入館料 特典 備考 アクセス

飯山市美術館・伝統産業会館 300円 入館料100円割引→200円 飯山駅から徒歩10分

飯山市ふるさと館 200円 入館料50円割引→150円 飯山駅から徒歩10分

施設名 備考 アクセス

飯山手すき和紙体験工房 飯山駅から徒歩10分

高橋まゆみ人形館 飯山駅から徒歩15分または長電バス「本町」バス停下車

信越自然郷アクティビティセンター 飯山駅構内

信越自然郷飯山駅観光案内所 飯山駅構内

パノラマテラス 注文時にキップを呈示 飯山駅構内

木島平村内

施設名 備考 アクセス

道の駅FARMUS木島平 長電バス「木島」バス停下車

野沢温泉村内

施設名 入館料 特典 備考 アクセス

麻釜温泉公園ふるさとの湯 500円 入館料100円割引→400円 長電バス「野沢温泉」バス停下車

野沢温泉スパリーナ 700円 入館料100円割引→600円 長電バス「新田」バス停下車

特典が受けられる施設は、今後、変更・追加となる場合があります。　／　乗車券の有効期間内に限り、各施設１回、特典が受けられます。

缶ビール１本プレゼント

「ながでん２ＤＡＹフリーきっぷ」　特典一覧

特典

お買い物の方に粗品プレゼント

須坂銘菓くるみ味噌が２５０円⇒２００円（税別）

夕食時にお酒又はソフトドリンク1本付

お食事50円引（レストラン）もしくは、ジェラートかスムージー30円引（カフェ）

特典

2,000円以上購入時にミニソフトクリ－ムをプレゼント

2,000円以上購入時にプレゼントあり

食後にコ－ヒ－サ－ビスあり

特典

手すき体験料10％割引

入館者にちょっぴりプレゼント

レンタサイクル1日を半日料金でお貸し出し

手荷物一時預かり通常600円を無料

有機栽培コーヒー350円を250円にて提供

特典


