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ている︒観光資源はまだまだ埋も

が外国人で占めるほどになってい

年２月に営業終了に追い込
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れている︒これらを掘り起こして︑

会から豊かな自然を求めてやって
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また︑長期滞在で︑宿泊施設を代

めに︑長野駅まで迎えの車を出す︒

長野に来ていただくお客さまのた

今冬から新幹線で

外国人のために︑宿泊や食事面を

していく︒

山本︵孝︶

はじめ︑スノーモンキー見学︑体

野オリンピックの取材で訪れた米

験案内など便宜を図るものだ︒ニ

泊施設︵一茶のこみち美湯の宿︑

渋・湯田中︑志賀高原の５つの宿

︵ www.snowmonkeyjapan.co ュージーランド出身者を担当にあ
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