志賀高原
湯田中渋温泉郷
北志賀高原

長野駅

お荷物を
長野駅からお宿まで
ワンコインでお届け。
らくらく手ぶら旅を楽しもう！

飯山駅
飯山駅から
タクシーor
レンタカー利用で
宿泊料キャッシュバック！

らくちん＆おトクな旅のご提案
観光らくちん御宿便サービス
手荷物1個※160サイズまで

500円

配送料金

受付場所

取扱時間
配送時間

タクシー利用で

2,500円

レンタカー利用で

5,000円

（税込）

善光寺・小布施の散策も手ぶらでらくらく♪
配送地区

観光らくちんカーサービス

志賀高原・湯田中渋温泉郷・北志賀高原の旅館・ホテル
※事前に宿泊のご予約がない場合はお届けできません
※志賀高原・北志賀高原については、12月～翌3月の期間の配
達はできません
荷物1個あたり500円（税込）
※荷物のサイズは宅急便の160サイズ内になります
（荷物の3
辺合計が160㎝以内で重量25㎏まで）
長野駅ビルMIDORI内 2F
ホテルメトロポリタン長野側 ヤマト運輸荷受カウンター
（下図参照）
11時30分受付分まで
当日の18時までに宿泊予定の山ノ内町内の宿泊施設に配送
※道路や天候状況等により遅れる場合がございます

がキャッシュバック！
利用できるタクシー会社（利用券提供会社）
●長野交通㈱

………………………… TEL.0269-62-2013

●飯山観光ハイヤー㈱………………… TEL.0269-63-3232
●戸狩ハイヤー㈱……………………… TEL.0269-65-2129
●㈱野沢観光タクシー ………………… TEL.0269-85-2306
●のざわ温泉交通㈱…………………… TEL.0269-85-3333
●長電タクシー㈱ ……………………… TEL.0269-33-3161
●岳北ハイヤー㈲……………………… TEL.0269-82-2150
利用できるレンタカー会社（利用券提供会社）
●駅レンタカー飯山営業所 …………… TEL.0269-81-2020
●日産レンタカー飯山駅前店 ………… TEL.0269-81-4123
●ニコニコレンタカー飯山駅前店 …… TEL.0269-62-2716

MIDORI

MIDORI
長野駅2F改札⇒MIDORI2F

配送担当及び配送に関するお問い合わせ
ヤマト運輸㈱長野主管支店 ＴＥＬ.026-296-6743

お問い合わせ

山ノ内町観光商工課 ＴＥＬ.0269-33-1107

やまのうちの観光・宿泊情報は
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■新幹線飯山駅を降りてレンタカー・タクシーを
利用して志賀高原・湯田中渋温泉郷・北志賀高
原へ観光に向かわれた方に、
タクシーご利用の
場合は運転手より、
レンタカーご利用の場合は
レンタカー会社から利用券を差し上げます。
■利用券は、志賀高原・湯田中渋温泉郷・北志賀
高原に宿泊した場合に利用料の一部（レンタ
カーは5,000円、タクシーは2,500円）を助
成するものです。
■宿泊の際にフロントに利用券及び領収書を提
出すると、精算の際に宿泊料金から助成金分
を差し引くか、先払い等の場合には助成金分を
支払います。
■レンタカーは当日利用できない場合がありま
すので、事前予約をお勧めします。
■利用できるレンタカー会社で借りて、他の営業
所に乗り捨てされても助成対象となります。
※ホテル・旅館等の宿泊施設でご利用できます。
寮・保養所での宿泊ではご利用できません。
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ホテルメトロポリタン長野

日産レンタカー
●

山ノ内町観光連盟 ＴＥＬ.0269-33-2138

●
飯山日赤

Your baggage will be delivered
right to your hotel!

Available at

Stay Yamanouchi Town?
Get hire a taxi or a car!

NAGANO Station only.

BAGGAGE
DELIVERY
SERVICE

Available at

IIYAMA Station only.

CAR HIRE
CASHBACK
PLAN

Transfer per baggage

Get a taxi

¥500.- (tax included)

Accommodation charges per vehicle

¥2,500 Discount.

Just leave your baggage at JR Nagano station and
travel without heavy baggage to Shiga Kogen,
Yudanaka & Shibu Onsen Resort or Kita-Shiga Kogen.
It's delivered to your accommodation around 18:00.

Get a rental car
Accommodation charges per night on each vehicle

¥5,000 Discount.
Conditions of Use
■Get off JR Iiyama Station ■Hire a taxi or rental car
■Stay Shiga Kogen,
♫
Yudanaka&Shibu Onsen Resort
or Kita-Shiga Kogen

Yudanaka & Shibu Onsen Resort and Kita-Shiga Kogen

Details
See Map

Please drop off your baggage before 11:30.
Your baggage will be delivered around at 18:00 on the same day.

Delivery
Company

Yamato Transport Co., Ltd.
Nagano Main Branch: TEL:026-296-6743

■A coupon will be given to visitors getting off at JR Iiyama Station and visiting
Shiga Kogen, Yudanaka & Shibu Onsen Resort, or Kita-Shiga Kogen.

■When a guest stays at Shiga Kogen, Yudanaka & Shibu Onsen Resort, or
Kita-Shiga Kogen. the coupon subsidizes a part of the guest’s accommodation
costs (¥ 5,000 for a rental car, and ¥ 2,500 for a taxi).
■Prior booking is advised when using a rental car, as availability on the day
cannot be assured.

■Subsidies are also available even when a rental car is rented from a
participating rental car company and dropped off at another branch location of
the company.
■By presenting the coupon or the taxi's receipt, the subsidized portion of the
accommodation fee will be either subtracted, or if the fee has already been paid in
advance, the subsidized portion will be paidout to the guest.
※This service is available at accommodation providers such as hotels and ryokans,
but it is not available for staying in places such as dormitory accommodation,

recreation facilities.
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TEL.0269-62-2013
TEL.0269-63-3232
TEL.0269-85-2306
TEL.0269-85-2306
TEL.0269-85-3333
TEL.0269-33-3161
TEL.0269-82-2150

Iiy

Zenkoji Exit

East Exit

Taxi

Partner office
●Nagano Kotsu
●Iiyama Kanko Hire
●Togari Hire
●Nozawa Kanko Taxi
●Nozawa Onsen Kotsu
●Nagaden Taxi
●Gakuhoku Hire
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Yamato Transport

NISSAN Rent a Car
●
●
Japan Red Cross
Iiyama Hospital

R

Rental car

Partner office
●Eki Rent-A-Car Iiyama office
●NISSAN Rent a Car Iiyama Ekimae

Inquiries

TEL.0269-81-2020
TEL.0269-81-4123

Yamanouchi Town Tourism, Commerce & Industry Division TEL 0269-33-1107
Yamanouchi Town Tourism Association TEL 0269-33-2138

