
開催場所 開催住所

開催期間 除外日

主催 問合先

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＭＡＩＬ ＵＲＬ

担当者 住所

※専用エリア「アクティブエリア」での鑑賞となります。

大ホール 屋内プログラム（映像鑑賞） 約10分

鑑賞エリア 星空鑑賞･解説＆自由鑑賞 約40分

雨天､曇天時など星が見えない場合は､大ホールにて

星の映像と天体に関するトーク（解説）を実施開催。

通年開催の星空写真展も見学いただけます。

※大ホールは約１００名 １５０名収容

※浪合パーク以外の会場は要相談

更新日 2022年3月15日

参加料金

https://namiai‐park.com/

岡庭・熊代・田端 〒395‐0304 長野県下伊那郡阿智村智里338‐25

浪合パーク（他 村内施設）

※会場に関して希望がある場合はご相談ください。

〒395‐0501 長野県下伊那郡阿智村浪合1192‐356

休業日､貸切イベント日

阿智☆昼神観光局

１，０００円 １，５００円

星が最も輝いて観える場所 第１位に選ばれました。

出典元 スターウォッチングネットワーク  全国各地で一斉に肉眼や双眼鏡を使った身近な方法で星空観察を行うもの。

大人・高校生

阿智村の西端にある道の駅。標高１１００ｍ。

・料金は全てサ込税込

・1団体20名以上で予約可 ※20名未満でも20名料金で予約可

阿智村は環境省が実施する全国星空継続観察(スターウォッチングネットワーク)において平成１８年度､

㈱阿智昼神観光局

開始時間、実施時間はカスタマイズ可能です。

基本は60分です。

【星空の聖地／日本一の星空】
浪合パーク 団体プログラム

０２６５－４９－３１７１

info@namiai‐park.com／to‐okaniwa@hirugamionsen.jp

０２６５－４９－３１７０

小中学生

信州の山々に囲まれた自然豊かな阿智村。

そんな阿智村で日本一の星空に認定された浪合地区の施設『浪合パーク』で行われる星空観賞ツアーとなります。

鑑賞エリアにてガイド（スターコンシェルジュ）による星空解説やロマンティックな神話のお話しをお楽しみ頂けます。

星空鑑賞､教育旅行､インバウンド､企業研修､星空撮影会の5つのプランをご用意しております。

通年（発生手配）

料金

背景

※阿智村内の施設（広場、グランド、キャンプ場、商業施設駐車場 等）での実施も可能です。

浪合パーク 大ホールでの４面スクリーンによる星にまつわる映像鑑賞をお楽しみ頂いた後、

満点の星空の下、星や天体に想いをはせてみてはいかがでしょうか。

タイム
スケジュール

例

昼神温泉 各旅館 20 00発

      ↓

浪合パーク 到着 20 30

      ↓

      ↓

      ↓

商品概要

夏季でも２０℃を下回ります。

雨天・曇天

服装
春秋冬は防寒着が必要です。

駐車場

トイレ
2箇所（屋内 1箇所／屋外 1箇所）※数に限り有り

宿泊施設で済ませてからのご来場をオススメします。

無料駐車場有り／大型バス可

バス５台以上の場合は事前にお伝えください。

プログラム
実施時間

ご予約時にお客様のご要望をお伺いします。

会場

■星空の聖地「浪合パーク」（芝生の広場）

標高1200ｍの高原。阿智村が日本一を受賞した時の

観察エリアである浪合地区にあります。

専用エリア 「アクティブエリア」での開催

【その他の阿智村内施設】

      ↓

浪合パーク 出発 21 30

昼神温泉 各旅館 22 00着

■銀河もみじキャンプ場 ※大型バスは不可

日本一の星空観察地域の浪合にあるキャンプ場。

■浪合グランド ※300名を超える多人数の場合

約９０００㎡の広大なグランド。

■清内路 里山CAMPUS



星兄 爆笑星空ガイド  星空とお笑いがまさかのコラボ  全国各地のプラネタリウムで爆笑星座解説を行う

             星のお兄さん[星兄]が日本一の星空観賞ツアーで笑いを交えた星空の解説を致します。

・料金は全てサ込税込 ・手数料なし

・設定除外日有り(要問合） ・参加人数 要相談

PROFILE:1963年5月21日滋賀県生まれ。1986年から星座解説を始める。笑いを交えた

星座解説が話題となり､全国のプラネタリウム出張公演や爆笑星座解説がDVDになるな

ど活動の幅を広げる。現在は日本一の星空「長野県阿智村」を拠点に活動中。

星の工作体験   手作り望遠鏡／星座早見盤 手作り体験(小学校低学年想定) ※高学年はご相談ください

(昼間プログラム)  所要時間 約６０分～９０分 講師 観光局員が工作体験の講師を致します。

・料金は全てサ込税込 

・Ｒ １０％

・中学生以上の工作キットは都度手配

バスオプション    旅館から会場までのバスを手配致します。

料金表 料金(税別) 正座席

大型 80,000円 48名

中型 50,000円 27名

マイクロ 40,000円 18名

トランク付き、補助席なし【南木曽観光 または 伍和産業】

補助席なし 【南木曽観光 または 伍和産業】

オプション

追加料金（1団体）

100,000円

参加料金

小学生 中学生以上

１，５００円 要相談

備考

トランク付き、補助席なし 45名･60名も選択可 【花バス】

プラン

①星空鑑賞プラン   大ホールでの屋内プログラム（映像鑑賞）＋星空鑑賞会のプラン ※基本プラン

           基本滞在時間 ６０分 ／ 団体種別 一般団体､募集団体 他

②教育旅行プラン   大ホールでの屋内プログラム（映像鑑賞）＋修学旅行学生向け星空鑑賞会のプラン

           基本滞在時間 ６０分 ／ 団体種別 教育旅行､合宿 他

           基本滞在時間 １２０分  ／ 団体種別 企業団体（社員研修･新人研修） 他

⑥企業研修プラン   大ホールでの企業研修＆屋内プログラム（映像鑑賞）＋星空鑑賞会のプラン

           企業研修時のホール料金が特別料金にて利用可【大ホール:75,600円 ⇒35,000円】(最大２時間）

           ホールにはマイク､音響設備､映像投影プロジェクター､ホワイドボードを完備しています。

           別料金で地域活性化の講演が実施可能です。講師は阿智昼神観光局にて手配。

           収容人数が少ない小ホールもありますので､人数にあわせて対応させていただきます。

           人数が多い場合はクラス単位で班編成をさせて頂き､複数回に分けて実施も可能です。(2‐3班編成）

③訪日旅行プラン   大ホールでの屋内プログラム（映像鑑賞）＋訪日旅行者向け星空鑑賞会のプラン

           別料金で講師手配が可能です。また､講師同行の場合は屋内プログラムを講座利用も可能です。

           基本滞在時間 ６０分 ／ 団体種別 GIT（インバウンド団体） 他

           ガイドが英語で星空解説をさせて頂きます。その他言語の場合はツアーガイドに通訳いただきます。

④星空撮影プラン   大ホールでの屋内プログラム（映像鑑賞）＋星空撮影のプラン

           基本滞在時間 １２０分  ／ 団体種別 カメラクラブ､テーマ別団体 他

           星空鑑賞会の実施はありませんが､カメラ撮影向けに長時間の滞在が可能となります。

⑤ユニバーサルプラン 大ホールでの屋内プログラム（映像鑑賞）＋星空鑑賞会のプラン

           基本滞在時間 ６０分 ／ 団体種別 一般団体､教育旅行 他

           駐車場→大ホール→鑑賞エリアまで段差等が無く､車いすなどでもスムーズに移動が可能です。

           車いす無料レンタル／サポート内容のヒアリング／サポートスタッフの別手配も可(有料)



申込日 年 月 日

GIT(訪日団体)向け

名

大人高校生 小中学生

※プラグラム開始時間、実施時間はお客様の要望を伺います。基本は60分です。

浪合パーク 団体プログラム 申込書

利用日

団体名

年 月 日

利用時間

③  訪日旅行プラン

利用人数
名

 バスオプション
大型 80,000円(税別)
中型 50,000円(税別)

マイクロ 40,000円(税別)

バス台数
※バスサイズもご記入ください。

宿泊旅館
※日帰りの場合は記入不要

④  星空撮影プラン
カメラクラブ

テーマ別団体向け

台

プラン

ご希望のプランを
〇で囲んでください

①  星空鑑賞プラン
一般団体､募集団体向け

※基本プラン

②  教育旅行プラン

連絡先  TEL                FAX 

教育旅行向け

貴社情報

会社名

担当者

⑥  企業研修プラン
企業団体向け

(社員研修､新人研修)

 阿智☆昼神観光局 回答覧

オプション

ご希望の場合は
〇で囲んでください

 星兄 爆笑星空ガイド 追加料金(1団体) 100,000円

住所

⑤  ユニバーサルプラン
一般団体

教育旅行 向け

 星の工作体験
参加料金 小学生1,500円

中学生以上(要相談)


