
諏訪観光協会HP【諏訪市観光ガイド】

遊ぶ 施設名 住所（諏訪市） 電話（０２６６） 通常営業時間 休業日 12/29（水） 12/30（木） 12/31(金） 1/1(土） 1/2（日） 1/3（月） 1/4（火）
新型コロナ対策

推進宣言の店登録
あり・なし

　※各最終受付時間、荒天時の営業等直接ご確認ください

諏訪湖観光汽船

諏訪湖遊覧船
9:00-16:00 結氷・荒天時等運休/要問合せ あり

諏訪湖ワカサギ釣り
釣り時間　9：00-15：00

２時間コース　9時・11時・13時
人数制限あり、要予約

結氷荒天時は休業/事前要問合せ 〇※１ 〇※１ 〇※１ 〇※１ 〇※１ 〇※１ 〇※１ あり

諏訪湖ワカサギ釣り
諏訪湖釣舟センター・
諏訪湖レジャーセンター

渋崎1792-375
52-1199
53-6540

受　付　　6：30-12：00
釣り時間　　7：00-15：00
人数制限あり、要予約

不定期（天候による）
※結氷・荒天時は休業または時短

〇※１ 〇※１ 休み 休み 〇※１ 〇※１ 〇※１ あり

霧ヶ峰スキー場 霧ヶ峰強清水 53-1664
2021.12.25（予定）～2022.3.31(予定)

リフト運行　8:30-16:30
※天候・積雪による

あり、
諏訪市ホームページから
※天候・積雪状況による

あり

諏訪湖いちご園
いちご狩り

豊田3033 53-5533
1月1日～6月下旬　10：00-15：00

要予約
開園期間中は原則無休 閉園 閉園 閉園 〇※１ 〇※１ 〇※１ 〇※１ なし

観る 施設名称 住所（諏訪市） 電話（０２６６） 通常営業時間
※最終入館受付　閉館時間の30分前

休館日 12/29（水） 12/30（木） 12/31(金） 1/1(土） 1/2（日） 1/3（月） 1/4（火）
新型コロナ対策

推進宣言の店登録
あり・なし

10月～3月 9:00-17:00
  4月～9月 9:00-18:00

年中無休、花火大会当日は休館 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 あり

【噴出時間】 ①9時30分 ②11時00
分 ③12時30分 ④14時00分 ⑤15
時30分 ⑥17時00分（4月～9月の
み）
【特別噴出ライトアップは、17時30分
（2021年11月20日～2022年2月
28日まで）】

あり

高島城 高島1-20-1 53-1173
10/1～3/31は9:00-16:30
※4月～9月は9：00-17：30

11月第2木曜、12/26～12/31 〇 〇 〇 〇 あり

北澤美術館 湖岸通り1-13-28 58-6000
10月～3月　9:00-17:00
4月～9月　9:00-18:00

無休/展示替期間 〇 〇
△

9:00－16:00
△

10:00－17:00
〇 〇 〇 あり

サンリツ服部美術館 湖岸通り2-1-1 57-3311 9:30-16:30
祝日を除く月曜日、年末年始、展

示替期間
〇

△
9：30-16：30

〇 あり

ＳＵＷＡガラスの里 豊田2400-7 57-2000 10:00-17:00
2021年12月まで火・水

2022年1月から火、水、木
休み 〇 〇 〇 〇 〇 休み あり

諏訪市美術館 湖岸通り4-1-14 52-1217 9:00-17:00（入館は16:30まで）
月（祝日の場合は翌日）、
年末年始、展示替期間

休み 休み 休み 休み 休み 休み 〇 あり

諏訪市博物館 中洲171-2 52-7080 9:00-17:00
月（祝日の場合は翌日）、

年末年始
あり

原田泰治美術館 渋崎1792-375 54-1881 9:00-17:00
月（祝日は開館）、

年末年始、展示替期間
休み 休み 休み 休み 〇 休み 〇 あり

温泉♨ 施設名称 住所（諏訪市） 電話（０２６６） 通常営業時間 休館日 12/29（水） 12/30（木） 12/31(金） 1/1(土） 1/2（日） 1/3（月） 1/4（火）
新型コロナ対策

推進宣言の店登録
あり・なし

片倉館（入浴） 湖岸通り4-1-9 52-0604
10:00～20:00

（19：30受付終了）
第2，4火曜日 〇 〇

△
風呂10:00-17:00
（16:30受付終了）

△
風呂10:00-17:00
（16:30受付終了）

〇 〇 〇 あり

すわっこランド
（入浴）

豊田732 54-2626 10:00～22:00閉館 木 〇 休み
△

10：00-17：00
※16:30最終受付

△
10：00-17：00

※16:30最終受付
〇 〇 〇 あり

湖畔公園足湯 湖岸通り2-208-307 52-4141
4月～11月　9:00～18:30
12月～3月　17:30まで

花火大会当日、
メンテナンス日、
臨時休業あり

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

神宮寺足湯 大字中洲171-2 52-4141
4月～10月   9:00～16:00
11月～3月 10:00～15:00

諏訪市博物館の閉館日、
年末年始

12/27～休み 休み 休み 休み 休み 休み 〇

交通 名称 住所（諏訪市） 問合せ先（0266） 通常営業時間 休業日 12/29（水） 12/30（木） 12/31(金） 1/1(土） 1/2（日） 1/3（月） 1/4（火）
新型コロナ対策

推進宣言の店登録
あり・なし

アルピコ交通
上諏訪駅バス総合案内所

諏訪1-1-18JR上諏訪
駅となり(駅前交番まえ）

アルピコ交通（株）
茅野営業所：72-
7141

平日10:30-15:00、15:45-18:45
土日祝日、年末年始
9:15-11:40、12:15-15:30、
15:40-17:30

水
※祝日の場合は翌日木曜日

休み あり

　かりんちゃんバス

　かりんちゃんライナー
　（有賀・上社統合路線）

諏訪湖周
スワンバス

施設名 住所（諏訪市） 電話　（0266） 通常営業時間 休業日 12/29（水） 12/30（木） 12/31(金） 1/1(土） 1/2（日） 1/3（月） 1/4（火）
新型コロナ対策

推進宣言の店登録
あり・なし

諏訪市観光案内所 58-0120 9：00-17：30 年末年始 休み 休み 休み 休み 休み 休み 〇

（一社）諏訪観光協会 52-2111 9：00-17：30 土日祝日、年末年始 休み 休み 休み 休み 休み 休み 〇

諏訪市役所観光課 高島1-22-30 52-4141 8：30-17：15 土日祝日、年末年始 休み 休み 休み 休み 休み 休み 〇

2021.12.27時点　

※1.　事前要予約

※2．2021年12月28日～2022年1月5日までのかりんちゃんバスについて、諏訪大社上社本宮周辺バス停は迂回運行により乗降できないバス停がありますのでご注意ください。事前にお問合せ先またはバス総合案内所へご確認ください。

　　 バス運行については道路状況、天候、迂回運行等によりダイヤに遅れが生じることがありますのでご了承ください。

➣➣➣感染症の影響や気象状況等により営業・開館時間、休業日等が変更になる場合がありますので直接お電話でご確認ください。

➣➣➣各施設、店舗が行う感染症拡大防止対策へのご協力をお願いいたします。

諏訪湖間欠泉センター
〇

※間欠泉噴出、特別噴出は、機器故障等により中止する場合がありますのでご承知おきください。

〇
9:15-11:40、12:15-15:30、15:40-17:30

観光施設年末年始営業　2021-2022                 

湖岸通り3-1-27 52-0739

　　※天候・積雪による  ※詳細は諏訪市ホームページ「霧ヶ峰スキー場」から

〇
遊覧船出航時間　10時・11時30分・13時30分・15時30分

12/6-1/1まで休館

※26（日）～休館

美
術
館
・
博
物
館

体
　
　
　
験

湖岸通り2丁目
4-208-90

52-8282

～2021.12.27修正～

資料整理休館　　2021.12.27-2022.1.31.まで

日
帰
り
入
浴
・
足
湯

全便運休

　諏訪市役所ホームページ「スワンバスご案内」
https://www.city.suwa.lg.jp/site/bus/1799.html

通常運行

観
光
案
内

諏訪1-1-18
（ＪＲ上諏訪駅内）

【凡例】　〇：通常営業　△：時間変更して営業

路
線
バ
ス

【内回り線】
　JRバス関東:27-8673

【外周り線】
　諏訪交通:　52-1190

諏訪市役所ホームページ「かりんちゃんバスご案内」
https://www.city.suwa.lg.jp/site/bus/1804.html

アルピコ交通（株）
茅野営業所：72-7141

アルピコ交通（株）
茅野営業所：72-7141

※２

諏訪市役所ホームページ「かりんちゃんバス・スワンバス迂回、特殊運行
について」　https://www.city.suwa.lg.jp/site/bus/1800.html

http://suwakoyuuransen.com/
http://suwakoyuuransen.com/
http://suwakoyuuransen.com/

