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サイクリング・
ウォーキングコース（10km）
ハーフコース（4.5km）

区　　分

22 インチ 以上サイクリング
自転車 20 インチ 以下

二人乗り自転車

電動補助自転車

料　　　　金
30 分超過につき

150 円

100 円

250 円

250 円

150 円

1 時間
300 円

200 円

500 円

500 円

300 円車椅子搭載用自転車

　広い園内にいろんな遊具や

広場、花など見所いっぱいの

スカイパーク。もちろん歩い

て回ることもできますが、移

動には何と言っても自転車が

便利です。スカイパークでは

自転車の貸し出しも行ってい

ますので、車などで来て自転

車がない方でも気軽にサイクリングを楽しんでいただけます！

【ファミリースポーツゾーン】南管理棟の隣にあるサイクルセンターでは、

サイクリング自転車を始め、電動自転車や二人乗り自転車、車椅子搭載

用自転車など各種取り揃えています。

〈サイクルセンターご利用案内〉
■営業時間　9：00 ～17：00（受付は 16：00 まで）
■利用方法　券売機で利用券をお求めの上、
　　　　　　サイクルセンターで受付してください。
■貸自転車料金表

◎安全にサイクリングを楽しんでいただくために
　スカイパークの10km周回コースはサイクリング専用のコースではありません。ジョギングやウォーキング・散策など歩行者の方もいらっしゃ
います。 安全のため、 園路の左側通行（自転車・歩行者共通）にご協力ください。 また、 スピードの出し過ぎにはご注意ください。
　カーブなど見通しが利かない場所では前方から来る方との衝突の恐れがありますので、十分にスピードを落として走行してください。
道幅が狭い場所では、 他の方との接触にご注意ください。

【野と花のゾーン】
　スカイパークのいちばん南に位置す

る【野と花のゾーン】は、園内でも最

も見晴らしの良いエリアです。高い

樹木など遮るものが少なく、北に向

かって延びる滑走路や、北アルプスな

ど周囲の山々を一望できます。ワイル

ドフラワー園ではポピーやヒマワリ、コスモスなどが季節ごと一斉に花を

咲かせ、美しい風景が楽しめます。また、風の丘他に点在するオブジェや、

一面に石を敷き詰めた玉石広場なども見所です。

【花のプロムナードゾーン】
　【野と花のゾーン】と【ターミナルゾーン】を結ぶ、滑走路東側のエリアは、

園路沿いにサクラ並木やバラ園などが

あり、さまざまな花を楽しむことが

できます。

【ターミナルゾーン】
　やまびこドーム周辺のこちらのエリ

アにはアカマツ林が広がり、ケヤキ

やカシ、ユリノキなど樹高の高い木が

木陰を作っています。また、滝流れや修景

池など涼感あふれる水辺があり、これか

らの季節は“避暑スポット”

として多くの方で賑わい

ます。

【みどりの交流ゾーン】
　空港滑走路の北側に位置する【み

どりの交流ゾーン】も景色の良いエリ

アの一つです。「花木広場」や「親し

み広場」にはさまざまな樹木があり、

色とりどりの花が咲きます。天気の良

い日には北アルプスをバックに佇むア

ルウィンを眺めながら走れます。

【競技スポーツゾーン】
　文字通り、陸上競技場や体育館、

庭球場などの競技施設が集まるエリ

アです。信州まつもと空港ターミナ

ルの向かいに位置しているため、滑

走路沿いの園路からは離発着する飛

行機を間近に見る事ができます。

【ファミリースポーツゾーン】
　サイクルセンター周辺には南管理棟を始め、お

もしろ自転車広場、大芝生広場やアスレチック広

場の遊具など、子供も大人も楽しめる施設がたく

さんあります。休日には〈山賊バーガー〉でおな

じみの売店『soraya』※も営業しています。サイクリ

ングの後はどうぞごゆっくり休憩し

てください！　　　　（※雨天休業）

サイクリング自転車 100 円レンタルを実施します！サイクリング自転車 100 円レンタルを実施します！
〈期間限定〉2014 年 7 月 1 日（火）～ 13 日（日）まで

【ファミリースポーツゾーン】サイクルセンターの貸し自転車のうち「サイクリング自転車」
に限り、通常貸出し料金
 ・22 インチ以上：1 時間まで 300 円
 ・20 インチ以下：1 時間まで 200 円
のところ、期間内に限り1 時間まで 100 円でご利用いただけます！
※１時間を超過した場合の料金は通常どおりとなりますのでご了承ください。

　　TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター　TEL 0263-57-2211

ス カ イパー ク 通 信 10 0 号 記 念 特 別 企 画

サイクルセンターに新しい自転車がお目見えしました !サイクルセンターに新しい自転車がお目見えしました !

　休日に家族でサイクリング。

でもお父さんは本格的なサイ

クル自転車ですいすい。結局

お母さんだけ置いてきぼりに

…なんて事も。そんなお客様

の声をもとに導入したのがこ

ちら。27 インチの大きめタ

イヤに６段変速機付きなので

上り坂も大丈夫です。通常よりサドルを低くできるので、女性や小柄な

方でも楽に乗ることができます。色はレッド・パープル・シルバーの３色

で外観もおしゃれ。また、カゴも大きめなので荷物の多い方でも安心です。

　男の子みたいにかっこいい自転車に乗りたい！という女の子におすす

め。６段変速機や LED

ライトなど、仕様は大人

用そのままに、サイズだ

けを小さくした本格的な

自転車。（もちろん男の

子もご利用いただけます

よ）カラーは上品なホワ

イトです。

　自転車に乗り始めたばかりのお子様

にはこちら。

・レッド× ブラック（16 インチ）

・ブルー× ブラック（18 インチ）

の 2 パターンを導入。サドルなどに施

された星がかわいいアクセントになっ

ています。

●大人用 27 インチ自転車 ●子供用補助輪付き自転車
〈16 インチ /18 インチ〉

●子供用 22 インチ自転車

自転車で巡る園内おすすめスポット

手ぶらで来ても楽しめる！ 貸し自転車で気軽にサイクリング
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月イチ特集

長野県の空の玄関口、信州まつもと空港の周囲に広がる信州スカイパーク。総面積141.6haの広大な敷地の中に、Jリーグの試合が行

われる総合球技場アルウィンを始め陸上競技場や体育館といった施設や楽しい遊具、またのびのび遊べる広場や涼しげな水辺などさまざ

まなスポットがあり、休日ともなると家族連れなど大勢の方で賑わいます。空港の全長2,000mの滑走路の周りをぐるりと囲む園内には

1周10kmの周回コースも整備されていてジョギングやウォーキング・散策が楽しめます。しかし、とにかく広いスカイパーク、「歩いて1周

するのはちょっと…」という方におすすめなのが自転車です！ スカイパークには自転車の貸し出しを行っているサイクルセンターがあり、

手ぶらで来て気軽にサイクリングを楽しむことができます。

今月はスカイパーク通信100号記念特別企画として、貸し自転車ご利用の方に嬉しいお知らせも！ 緑豊かで眺望の良いスカイパークで

サイクリングをお楽しみください！

通算100号記念号　　　　　　　　　　　　　　　　　
ス カイパークでサイクリング！
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スカイパーク通信もついに 100 号が発行されることになりました。平成 18 年から指定管理させていただき、大

きな事故もなく 9 年目を迎えることに管理者としてこれ以上ない喜びを感じています。

引き続き安心安全な公園を、笑顔いっぱいの公園を目標に、スタッフ一同

精いっぱい努めさせていただきます。

さて、節目の 100 号を記念致しまして南管理棟にて 7 月 1 日から13 日

までの間『サイクル自転車』に限り100 円／時で貸出を行いたいと思います。

この期間に大勢の方にご利用していただくことで公園全体を改めてより知っ

ていただき公園の良さを再認識していただければ幸いです。

今後も信州スカイパークをご愛顧の程よろしくお願いいたします。

スカイパーク通信 100 号を迎えて

SKYPARK News
６月。梅雨を迎え、雨降りやぐずついた空模様の日が続いていますが、憂鬱になりがちな気分を

吹き飛ばしてくれるかのように、園内ではさまざまな初夏の花が見頃を迎えました。

【花のプロムナードゾーン】のバラ園などでは、今年も色とりどりのバラが見事に花を咲かせ、訪

れた人の目を楽しませてくれました。またアルウィン周辺ではサツキツツジやヤマボウシがたくさん

の花をつけました。

少し遡って５月下旬、【野と花のゾーン】

のワイルドフラワー園ではポピーが、ピン

クや赤の可憐な花を一斉に咲かせていまし

た。

気候の影響か、園内に限らず今年はいろ

んな花が例年よりたくさんの花をつけ、見

事に咲いているとか。これから見頃を迎え

る花にも自然と期待してしまいますね。

　バラにポピー、ヤマボウシ　初夏の花が園内を華やかに彩る 見事に咲いたバラ。 【ターミナルゾーン】

ヤマボウシは今年、 全国

的に花数が多い！？

サツキツツジ 【みどりの交流ゾーン】 ワイルドフラワー園のポピー 【野と花のゾーン】

18：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 21 節
松本山雅 FC vs アビスパ福岡5（土）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

15：00 KICK OFF（予定）　第 94 回天皇杯全日本サッカー選手権大会
1 回戦　AC 長野パルセイロ vs 新潟県代表6（日）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

15：00 KICK OFF（予定）　第 94 回天皇杯全日本サッカー選手権大会
2 回戦　松本山雅 FC vs カマタマーレ讃岐12（土）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

18：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 23 節
松本山雅 FC vs 東京ヴェルディ26（土）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

19：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 24 節
松本山雅 FC vs ロアッソ熊本30（水）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

長野県中学校総合体育大会サッカー大会　決勝20（日） 長野県中学校体育連盟

第 47 回全国高等専門学校サッカー選手権予選北信越大会　決勝21（月・祝） 長野県サッカー協会

アルウィン

北信越フットボールリーグ
11：00 KICK OFF（予定）〈2 部〉FC アビエス vs ʼ 09 経大 FC
14：00 KICK OFF（予定）〈1 部〉FC 上田ジェンシャン vs サウルコス福井

27（日） 北信越社会人サッカー連盟

芝生グラウンド

長野県中学校総合体育大会陸上競技大会5（土）・6（日） 長野県中学校体育連盟

長野県国体最終予選会兼長野県 7 月競射会13（日） 長野県アーチェリー協会

陸上競技場

2014 長野県ジュニアテニス大会19（土）・20（日）
26（土）・27（日）

長野県テニス協会2014 長野県ジュニアテニス大会19（土）・20（日）
26（土）・27（日）

長野県テニス協会

長野県女子選手権6（日）・13（日）
21（月・祝）

長野県サッカー協会

第 28 回長野県塩尻テニス大会13（日） 長野県テニス協会

球技場

中信フットサルリーグ戦6（日） 中信フットサルリーグ

姉妹都市交流大会12（土）・21（月・祝） 長野県ハンドボール連盟

長野県小学生ドッジボール選手権13（日） 長野県ドッジボール協会

長野県中学校総合体育大会バドミントン大会19（土）・20（日） 長野県中学校体育連盟

ソフトバレーボールレディース大会27（日） 松本ソフトバレーボール連盟

17：30 開場　18：30 開始
プロレス『WRESTLE-1 TOUR 2014  After the IMPACT』16（水）

㈱ GEN スポーツ　　　　　
　　　　エンターテインメント

体育館

第 69 回国体テニス競技長野県大会5（土）・6（日） 長野県テニス協会

長野県 U18 リーグ12（土） 長野県サッカー協会

長野県 U15 リーグ26（土） 長野県サッカー協会

長野県サッカーリーグ27（日） 長野県サッカー協会

庭球場

大会・イベント名日　付 主　催

※ 上記内容は主催者の都合により変更になることがございますのでご了承ください。

７月 イベントインフォメーション

7月の
花守の会

スケジュール

花守の会はどなたでも

ご参加いただけます！

お問い合わせは…

TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター
TEL 0263-57-2211

12 日（土）9：00 ～ 11：00

　野と花のゾーンの刈込

　集合場所：6 号駐車場（野と花のゾーン）

19 日（土）9：00 ～ 11：00

　ヒマワリ、コスモスの手入れ

　集合場所：6 号駐車場（野と花のゾーン）

※天候等により予定が変更になる場合がございます。

【発行】　　長野県松本平広域公園指定管理者

TOY BOX　信州スカイパークサービスセンター

〒３９０-１２４３　長野県松本市神林５３００　松本平広域公園総合球技場 （アルウィン） 内

TEL ： ０２６３-５７-２２１１   FAX ： ０２６３-５７-０４４４

http://shinshu-skypark.net　　e-mail ： info@shinshu-skypark.net
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