キャンプ場情報
場所

期間

主な内容

二瀬キャンプ場 オープン中
（阿南町）
～
11 月 23 日(祝)

和知野川の渓流に面し、川遊びが楽しめます。
■バンガロー5,000 円 テントサイト 1,000～2,000 円
◆三遠南信道天龍峡 IC 車 30 分

池の島キャンプ オープン中
場（阿南町）
～
11 月 23 日(祝)

和知野川上流の清流で川遊びが楽しめます。
バンガロー 5,000 円 テントサイト 2,000 円
◆三遠南信道天龍峡 IC 車 30 分

銀河もみじキャ
ンプ場
（阿智村）

国道 153 号線沿いにあるキャンプ場。マレットゴルフや釣り堀
も楽しめます。 予約受け付け中です。
定休日：月・火・水（3 連休等の月曜日、7/18～8/31 は営業）
◆中央道山本 IC 車 30 分、園原 IC 車 25 分

オープン中
～
11 月 6 日（日）

問い合せ先
阿南町振興課
0260-22-4055

銀河もみじキャンプ場
0265-47-2777
なみあい育遊会
0265-47-2853

うるぎ星の森オ オープン中
ートキャンプ場
～
（売木村）
11 月末頃

標高 1200ｍのキャンプ場。全国屈指の四つ星。アウトドア誌で うるぎ星の森オートキ
西日本第四位に選ばれました。｢いつ行っても飽きません｣と ャンプ場
の声をいただきます。
0260-28-2455
■フリーサイト 3,100 円 個別サイト 4,700 円～ キャラバンサ
イト 6,200 円
キャビン(小)11,100 円～ キャビン(大)22,100 円～
GAKU‘岳’キャビンサイト 15,100 円～
※予約は利用日の 3 ヵ月前からです。
◆中央道飯田山本 IC 車 60 分
◆三遠南信自動車道天竜峡 IC 車 60 分

大池キャンプ場 オープン中
（大鹿村）
～10 月下旬

標高 1,500m の大池高原は、自然と遊べる楽しさいっぱいの別 大鹿村役場 産業建
天地。正面に見える中央アルプスと伊那山脈の大パノラマは 設課
圧巻です。
0265-39-2001
大人 400 円※中学生以上 子供 200 円

鳥ヶ池キャンプ
場
（大鹿村）

標高 1,700m の鳥ヶ池キャンプ場は、
全線舗装の鳥倉林道から鳥ヶ池林道
へ入って 5 分。自然林に囲まれた静か
な環境にあります。

オープン中
～10 月下旬

大人 400 円※中学生以上

子供 200 円

親水公園オート オープン中
キャンプ場
～10 月末
（下條村）
（要予約）

南アルプスの頂きをかなたに眺め 吹き抜ける風が心地よく
隣接する清流南の沢の音色がやさしいキャンプ場です。
マレットゴルフ場、遊具もあり、家族で楽しめます。
宿泊料 １サイト１泊 2,000 円
（7/19～8/30・土曜祝祭前日は 3,000 円）
デイキャンプは宿泊の半額

下條村役場振興課
0260-27-2311

矢筈公園キャン オープン中
プ場
～12 月中旬
（喬木村）

ダム湖に面したキャンプ場。直火もＯＫ。ペットもＯＫ。予約不
要。トイレ、炊事場完備しています。予約不要
8 月 1 日に行われる花火大会は谷間に響き渡
る迫力のある水上花火が必見。

喬木村産業振興課
0265-33-5126

◆中央道松川ＩＣ 車１時間
山の寺キャンプ オープン中
場（高森町）
～9 月末まで

高森町の名刹「山の寺」隣政寺の少し上、標高 900m の静かな 高森町産業課
林の中にあります。アスレチック施設があり、自然観察・バード 0265-35-9405
ウォッチングが楽しめます。無料、要予約。
◆中央道松川 IC 車 10 分
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場所
大河内森林公
園オートキャン
プ場オープン
（天龍村）

期間
オープン中
～
10 月 31 日(月)

主な内容
標高約９００ｍの位置にある針葉樹に囲まれた静かな公園。
オートキャンプ場やテント広場で思い思いのアウトドアが楽し
めます
■利用料金
オートキャンプ場（１区画） 2,000 円（予約必要）
テント広場（１張り）
1,000 円（予約不要）
◆中央道飯田山本 IC 車 80 分

問い合せ先
天龍村役場振興課商
工観光係
0260-32-2001

和知野川キャン オープン中
プ場オープン
～
（天龍村）
10 月 31 日(月)

豊かな緑と澄んだ川の流れるキャンプ場です。
天龍村役場振興課
【長野県が実施した河川水質測定ランキング】で常に上位にラ 商工観光係
ンクされる、透きとおった清流が自慢です。
0260-32-2001
春は近くの味覚小屋前は桜並木が出現し、夏場は思いっき
り川遊びが楽しめます。夜には満天の星空も。
■利用料金
ログハウス利用料 ※予約必要
・平日と日曜日 １棟１泊 5,000 円
・土曜日と祝日の前日 １棟１泊 8,000 円
・ゴールデンウィークとお盆期間中 １棟１泊 8,000 円
フリーサイトキャンプ場 テント１張１泊 1,000 円
◆中央道飯田山本 IC 車 40 分

大河内森林公
園オートキャン
プ場オープン
（天龍村）

標高約９００ｍの位置にある針葉樹に囲まれた静かな公園。
オートキャンプ場やテント広場で思い思いのアウトドアが楽し
めます
■利用料金
オートキャンプ場（１区画） 2,000 円（予約必要）
テント広場（１張り）
1,000 円（予約不要）
◆中央道飯田山本 IC 車 80 分

オープン中
～
10 月 31 日(月)

野田平キャンプ オープン中
虻川渓谷上流部の野田平地区にあるキャンプ場。旧分校校
場
～10 月 31 日（月） 舎を利用した宿泊棟は昔の教室そのままです。ロッジ風コテ
（豊丘村）
ージも完備しています。
宿泊料：2,000 円～20,000 円（要予約）
デイキャンプ（焼肉・飯盒炊飯等）：1 組 500 円から
◆中央道松川 IC 車 40 分

NPO 法人 だいち
0265-34-2520

松川高原キャン オープン中
プ場
～11 月中旬
（松川町）

中央アルプス山麓、静かな森に囲まれた美しい湖「池の平」湖 さんさんファーム
畔のキャンプ場です。
0265-36-6608
テント一張り 1,000 円 施設：炊事場 トイレ
◆中央道松川 IC 車 7 分

二軒屋キャンプ オープン中
場
～11 月頃
（泰阜村）

天竜奥三河国定公園万古(まんご）渓谷の入口にある、万古
川キャンプサイト。平成 27 年にあづまやを新築しました。
携帯電話も繋がらない、俗世間からかけ離れた自然いっぱい
の渓谷でリフレッシュしてください。
■トイレは協力金として 100 円をお願いしています。
■飲料水と食料はご持参ください。
■利用の予約無し！キャンプサイト使用料無料！利用者の皆
さまの善意で環境保全を維持しています。ご利用にあたって
はゴミの持ち帰りにご協力下さい。
◆三遠南信道天龍峡 IC 車 50 分
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泰阜村役場振興課
0260-26-2111 （ 予 約
不要、ご自由にどう
ぞ）

