レンタルキャンピングカーで行く

冬の信州満喫旅

キャンピングカーはウィンターシーズンでも楽しめる！
雪道の運転、
寒さなどに不安を感じるかもしれないが、
そこは
キャンピングカーがしっかりとカバーしてくれるのだ。
ジャルバ
くんとお姉さんも、新幹線とレンタルキャンピングカーを使っ
て、冬の信州を満喫した様子。
まずは北陸新幹線で長野へ
向かい、
冬の信州満喫旅がスタートした。

ONE DAY

IN THE LIFE

9:30
マクレント長野
長野市

地元ならではの安心感

冬装備もしっかりと準備
朝イチの北陸新幹線で長野に向かったお姉さん。東京駅
から約1時間30分。
あっという間に雪の降る長野駅に到着
した。
そして、
駅から約6kmのレンタルキャンピングカー
「マク
レント長野」
へ移動。電車移動で睡眠も十分に取れている
し、
ストレスフリーでここまでやってきたぞ。

!

k
Chec

THE SMART WAY TO RENT MOTORHOMES.

キャンピングカーのレンタルでも、普通自動車のレンタルと同じ。契約内容を確認
して、書類に必要事項を書き込む。冬の運転など、不安なことも、地元長野県の
スタッフがしっかりとアドバイスしてくれるのだ安心だ。

冬のキャンピングカードライブ

雪の積もるスキー場へGO!!

雪道を想定して、
スタッドレスタ
イヤが準備されていた。地元な
らではの装備に安心感を感じ
るてしまう。

クルマの説明をしっかりとしてもらい、本日の目的地であるスキー場へ
向かって出発。
キャンピングカーでの雪道ドライブに不安を感じつつ
も、
テンションが上がるお姉さん。今回はジャルバくんと長野県のキャ
ンピングカービルダー、
フロット・モビールの高森さんと合流する予定

いざ！
しゅっぱ〜っ！

になっている。待ち合わせ場所までは雪がほとんどないので、
まずは
キャンピングカーのサイズ感覚を身につける慣らし運転から。
特に高さ
があるので、
木などにぶつからないように注意しながら、
ステアリングを
握った。
マクレントジャパン長野店はキャンピングカー製造メーカーのかーいんてりあ
高橋が運営しているキャンピングカーレンタル店。
貸し出しもショップの専門ス
タッフが対応してくれるので安心。
メンテナンス工場も併設されているから、
ク
ルマの状態はいつもベストコンディション。冬装備もしっかりと揃っているの
で、
冬のレンタルにおすすめのショップだ。

マクレントジャパン長野店（有限会社かーいんてりあ高橋）
住 所 : 長野県長野市真島町1551-1 電 話 : 026-285-6390
営業時間 : 9:00〜18:00 定休日 : 月曜日・第3日曜日
https://tabirabo.com/mcrent-nagano/
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ヒーターなど、冬装備の使い
方をしっかりとレクチャー。
キャ
ンピングカーがあれば、寒さも
気にならない。

k!
Chec

もしも〜し

ONE DAY

11:00 プロフェッショナルおすすめ
IN THE LIFE

信州ドライブのスタート

道の駅
北信州やまのうち
下高井郡

今日はよろしく
お願いします︒

お勧めの長野
ご案内します！

ジャルバくんのお友達、長野の陽気なお兄さんこと、
フロットモ
ビールの高森さんに電話して地元をアテンドしてもらうことを
お願い。

©2022 Google

国道沿いにある道の駅。天気の良い日は志賀高原の
山々を眺めることもできる。地粉を使った絶品の蕎麦や
地元のフルーツで作ったソフトクリームなど、
ここでしか味
わえないグルメもたくさんある。

道の駅 北信州やまのうち
住 所 : 長野県下高井郡山ノ内町大字佐野393-2
電 話 : 0269-31-1008 営業時間 : 8:30〜18:00
駐車場 : 大型：13台／普通車：40台（身障者用5台 ）

自分が作っているシュピーレンで登場した高森さんとお友達のジャルバくん。手ぶらでやってきた
お姉さんのために、
スキーのセットなどを準備してくれた。地元のグルメや観光地を紹介してもら
いながら、雪道のドライビングテクニックも教えてもらう予定だ。天気が良かったので、
マクレント
ジャパン長野店から道の駅北信州やまのうちまでは順調! この後、山の中に入っていき、雪道
のドライブになるので、高森さんが先頭を走行して、お姉さんが後ろから追いかけることに。後ろ
を気にしながら、
スロースペースで進む、優しい高森さん。

わ〜ぁ！
急に雪道だ！

ONE DAY

IN THE LIFE

11:30
長野県下高井郡
山ノ内

落ち着いて
ゆっくり
行きましょう！

ここからは注意しながら前進

少し登ると雪道が現れた
街を離れて、山へ向かう2台のキャンピングカー。晴天に恵まれて、道路の
雪も溶けていたが、山に入ると一転。
白銀の世界が広がっている。準備不
足で山へ入っていたら大変なことになっていただろう。
スタッドレスがしっか

りと積雪をグリップして、
グングンと山道を登っていく。2台は準備万端! 日
陰では、
さらに慎重に速度を一定にして通過していった。
スキーゲレンデが広がる志賀高原のなかでも、
最も奥地にあるのが奥志賀高原スキー場。
雪質がよく、多彩なゲレンデがファミリーから本格的なスキーヤーまで、幅広い層のユー
ザーを引き付けている。
全長3㎞のダウンヒルは信州の雄大な自然を思いっきり堪能できる
コースだ。
ホテルも充実していて宿泊するのにも適している。

奥志賀高原スキー場
住 所 : 長野県下高井郡山ノ内町奥志賀高原
電 話 : 029-34-2225
http://www.okushiga.jp
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ちょっと
休憩しよ！

コンパクトだけど
荷物もいっぱい
入りますよ！

スキーも楽々
載せちゃえる
んですね♥

キャンピングカーでの雪道ドライブは緊張の連続。
スキー場に着いたらシュ
ピーレンの中でちょっと一息。
その間に高森さんがスキー道具を準備してくれ
ていた。

ジャルバくんも久しぶりの雪に大興奮。
でもスタッドレスを履いていないので、
雪道はちょっと不得意。
お姉さんの楽し
そうな雰囲気な流されて、
スキーに挑戦
してみたくなったようだ。

スキーセットを持ってきてくれた高森さん。
シュピーレンはコンパクトなボディだ
けど、床下が全部収納スペースになっていて、
スキー板などの長尺物も収納
できるのが便利。

ONE DAY

12:00 疲れたら早めの休憩
IN THE LIFE

奥志賀高原スキー場
下高井郡

のんびり旅を楽しむ

朝起きて、
新幹線に乗ってきたのに、
ここまでスキーを楽しめるとは、
お姉さんも驚き。
長
距離ドライブをしていないので、
それほど疲れていないのがうれしい。
レンタルキャンピン
グカーの旅ならではの充実感がある。昼前には思う存分スキーを楽しんだので、
ゲレン
デ内の飲食店でのんびりと休憩する3人。
今回は着替えもキャンピングカーの中ででき
るので、時間的にも余裕も生まれた。
「さあ、次はどこに行こう？」
と相談中の様子。
その
奥志賀高原スキー場スポーツバー

結果、
信州のグルメを求めて、
高森さんおすすめのショップへ行くことになった。

場 所 : センターハウス2F 営業時間 : 11:00〜17:00（LO 16:30）
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ONE DAY

15:00 キャンピングカーで移動
IN THE LIFE

風情ある街並みを楽しむ

いろは堂 小布施店
下高井郡

「ぜひ食べてほしい」
と高森さんがおすすめしたのが、
地元の名物おやき。
情緒あふれる街
並みで有名な小布施の名店に向かった。
コンパクトな2台のキャンピングカーは駐車場も
すぐに見つかる。
クルマを停めたら、
街を散策しながら、
目的のおやきのお店を目指した。
野
菜など、
いろいろなタイプがあって目移りしてしまう3人。店内での飲食ができる、
ということ
でお茶と一緒におやきを頬張る御一行。
モチモチの生地で具材を包み、油で軽く上げてから、高温
の窯で焼き上げるのがいろは堂の特徴。
こんがり、
ふっくら
とした、
焼きたての食感を店舗で楽しめる。
外はカリッとしていて、中がふわふわ
でもちもちしているいろは堂のおや
き。定番の野沢菜など以外にも、季
節に合わせた限定のナスや舞茸な
どもある。
あんこなどが入った甘味タ
イプもあるので、食事にもおやつに
もベストマッチ。

いろは堂 小布施店
住 所 : 長野県上高井郡小布施町大字小布施上町977
電 話 : 026-214-6539
営業時間 : 9:00〜17:00 定休日 : 不定休
https://www.irohado.com

お風呂で
あったまろう！
湯YOUパークは、
くるま旅クラブ会員様のみ利用可能な施設。温泉施設のフ
ロントで会員証を提示して宿泊の手続きを行う。施設の使い方や注意を聞い
て、許可証を受け取ったら完了。温泉近くで宿泊できるのが湯YOUパークの
強みだ。温泉旅行には活用したいサービスといえるだろう。

ONE DAY

16:00 キャンピングカー旅に便利
IN THE LIFE

豊野温泉 りんごの湯
下高井郡

湯YOUパークで温泉泊

長野に来たら温泉も楽しみたい! ということで、
キャンピングカーが宿泊できる湯
YOUパークを利用してみた。温泉施設のフロントで受付をして、駐車場にクルマ
を停めたら、温泉のある施設でのんびり。1日の疲れを温泉でいやす。湯YOU
パークは全国の温泉施設や温泉旅館にあるので、
湯YOUパーク巡りで、
温泉旅
行を楽しむのもいいだろう。
詳しくはくるま旅クラブ
（https://www.kurumatabi.com/）
を参照。

地元のりんごを浮かべた
「りんご風呂」
が有名。
りんごの香りが漂い、温泉での
いやし効果がさらに高まる。開催日は毎月5日、15日、25日なので、
カレンダーを
チェックして富野温泉りんごの湯へいってみよう。

肌がしっとりすべすべする弱アルカリ性の温泉で、美人の湯として有名。5の
つく日には湯船にりんごを浮かべる
「りんご風呂」
が楽しめる。
施設ではイベン
トも多く、
本格的な食事も楽しめる。

豊野温泉 りんごの湯
住
所 : 長野県長野市豊野町石417 電 話 : 026-257-6161
営業時間 : 10:00〜22:00（最終入館受付21:30）
休 館 日 : 毎月第4火曜日
（祝日の場合は翌日）、1月1日
入 館 料 : 大人（中学生以上） 18：00まで410円、18：00から350円
小学生 18：00まで300円、18：00から250円
幼児 無料
https://ringonoyu.co.jp
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今日は
お疲れ様〜
ありがとう
ございました︒

19:00 広い室内でリラックス
豊野温泉 りんごの湯
下高井郡

楽しい1日の終わりは車内で

温泉に入ってさっぱりした3人。施設で販売されていた、
リンゴジュースなどをテーブルに広げ
て、宴会がスタート。今日1日の旅を振り返ると、新幹線で長野に来て、
キャンピングカーでいろ

車内が広いから
ストレッチも
楽々できちゃう♥

ONE DAY

IN THE LIFE

いろな場所を回ったことが話題に。
時間も有効に使えて、
内容の濃い充実した1日となった。
そ
して、
最後には広いキャンピングカーでのんびりと過ごす。
この上なくぜいたくな時間を過ごして
いるように感じるのはキャンピングカーのおかげだろう。

温泉施設の目の前でお泊まり。
キャンピングカーだからこ
そできる醍醐味だ。
トイレなどは施設を利用できるので、
コンパクトなキャンピングカーでも問題なし。

夜はバンクベッドを利用することにした。
リビングレイアウ
トを展開せずにすぐに就寝できるのが便利。
ヒーターの熱
で車内上部が温められ、
ぬくぬくで気持ちいい。

車内が広いので伸びをしてもこの余裕。
温泉後のストレッチも楽々にできるのがい
い。体をほぐしてリラックスモード。
スキーの
疲れもすっかりと取れた様子。

自由に行動できるキャンピングカー旅はお得がいっぱい
移動
手段

THE SMART WAY TO RENT MOTORHOMES.

コンフォート・スタンダード
CFS-02

宿泊
施設

24時間（平日） 23,000円

豊野温泉 りんごの湯
駐車場

1泊（1台）1,000円※

合計24,000円〜!! 家族4人なら1人6,000円〜で新しい旅が楽しめます!!
※ 湯YOUパークのご利用にはくるま旅クラブの入会が必要です。
上記はプレミアム会員料金。
スタンダード会員は1,500円。
詳しくはくるま旅クラブホームページをご確認ください。
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