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歩行者天国
17:00～21:00

車両通行止
17:00～21:30

全面通行止
9:00～22:00

一方通行
18:00～20:45

有料シャトルバス運行について 会場までの公共交通機関について

牟礼駅　　　　  会場 第2駐車場バス乗り場
会場 第2駐車場バス乗り場　　　　  牟礼駅料　　金／往復400円　小学生以下半額

運行時間／17:00～花火大会終了
（片道200円）
臨時バス

［帰りの牟礼駅発車時刻］長野方面21:20発 /妙高方面21:21発

いいづなリゾートスキー場　　　会場 18:00発
20:50発

行き

帰り

［ ご注意事項 ］
●路上駐車はしないでください。 ●混雑を避け、余裕をもってお早めにお出かけください。 ●花火大会終了までは、駐車場内のお車のご移動はご遠慮ください。 
●駐車場内での事故・盗難・怪我等には、主催者として、一切の責任を負いかねます。 ●会場へのガソリンランタン等の火気類類持込みは厳禁です。 ●芝生広
場でのテント張りはご遠慮ください。 ●花火プログラムは、都合により順番が異なる場合がございます。 ●車両交通規制のため、交通案内看板及び、係員の
指示に従ってご移動ください。

霊仙寺湖花火大会実行委員会　　　　　一般社団法人飯綱町観光協会  TEL 026-253-7788　mail  staff@1127.info主　　催 お問合せ

霊仙寺湖畔の駐車場は、
午後５時以降は満車が予
想されますので、いいづ
なリゾートスキー場の駐
車場をご利用ください。
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長野県飯綱町 霊仙寺湖芝生広場

19:30-20:30
長野県上水内郡飯綱町大字川上2755-345（むれ温泉天狗の館）

［会場］

土
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打ち上げプログラム
  １　主催者あいさつ
  ２　飯綱権現太鼓
  ３　天狗の火舞
  ４　手筒花火 みのわ手筒会　　
  ５　10号 1 発　　
  ６　10号 1 発　　　　
  ７　7号 1発　　　
  ８　7号 1発　　
  ９　7号 1発　　　
10　スターマイン＆
　　 水中スターマイン　
11　7号 1発　　　
12　7号 1発　　　
13　8号 1発　　
14　8号 1発　　
15　10号 1発　　　
16　スターマイン
17　7号 1発　　　
18　7号 1発　　　
19　8号 1発　　　
20　8号 1発　　　
21　10号 1発　　
22　10号 1発　　　
23　スターマイン　　
24　7号 1発　　　　　

ステージイベント
16 時台　アップルジャズ楽団
17 時台　グルーポ・オリャンタイ

25　7号 1発
26　8号 1発　　　
27　8号 1発　　
28　10号 2 発　　
29　7号 1発　　　
30　7号 1発　　　
31　8号 1発　　 　
32　10号 1発　　
33　10号 1発　　　
34　特大スターマイン　　 
35　7号 1発　　
36　7号 1発　　　
37　7号 1発　　　
38　10号 1発　　　
39　7号 1発　　
40　7号 1発　　
41　特大スターマイン1発　 
42　7号 1発  　　
43　7号 1発　　
44　10号 1発　　　
45　ワイドスターマイン　　
46　スターマイン＆水中スターマイン　　
47　ワイドスターマイン＋α　　
48　大会御礼あいさつ
　　 交通規制アナウンス

飯綱町ＰＲキャラクター
「みつどん」

飯綱権現太鼓復活 ！
陽光煌めく春を迎えた歓びと秋の五穀豊穣の願いを込め、
新緑の霊仙寺湖畔にて自然界の恵みに感謝を表す花火を奉納いたします。
飯綱三郎天狗、それは自然界の神仏の加護、それぞれの事象の表れ…
勇壮なみのわ手筒花火との共演をお楽しみください。



信州いいづなまち 第32回 2018霊仙寺湖花火大会 「霊仙寺湖花火大会」の開催にあたりまして、

個人・企業・商店・団体の皆様よりご協賛をいただきました。

下記の通りご報告申し上げます。天狗の火舞 ご協賛各社

日頃の感謝を込めて渾身の一発

霊仙寺湖花火大会実行委員会

　　清水建具店 （飯綱町） / 理美容室 fujisawa （飯綱町） / 佑建 （飯綱町）
WOOD FACTOR （飯綱町） / ケンズ・カー・デベロップメント （飯綱町）

原瓦工事店 （飯綱町） / 望通信㈱ （須坂市）

いい　いい　いいづな
限りなき未来に向けて。
カーライフをトータルサポート
飯綱町の人と自然が大好きです
飯綱三郎天狗に捧ぐ
「断つ、保つ」で明るい未来へ
地域と共に明日を拓くJAながの
飯綱町の農業活性を皆様と共に
情報通信設備はおまかせください
エア工具ならエスピーエアー
常に新しい可能性を求めて
あたたかな心のかよう家造り
親切丁寧をモットーに。
人と自然の快適環境づくり

飯綱町応援団 （飯綱町）

㈱恵光学 （飯綱町）

㈲牟礼自動車整備工場 （飯綱町）

㈱ツチクラ住建 （飯綱町）

長野国際カントリークラブ （飯綱町）

ニチアスセラテック㈱ （飯綱町）

地球にやさしいひととみどりのJAながの （飯綱町）

㈲飯綱町ふるさと振興公社 （飯綱町）

㈱エーシーエー大和 （飯綱町）

エス・ピー・エアー㈱ （飯綱町）

㈱共栄測量設計社 （長野市）

㈱宮澤工務店 （長野市）

㈲長野浄化槽社 （長野市）

和田産業㈱ （長野市）

地域と共に郵便局ネットワーク

あなたに愛される会社をめざして
大切な屋根工事のお手伝い
お家の困った事は長崎電機へ
幸せは一人ひとりの健康から
人々をつなぐお寺　長谷寺
皆様と共に元気の出るまちづくり
実現します、想像を
綺麗になろう!屋根・壁・お部屋
飯綱町で69年三代続く住宅会社です
自然とやすらぎのレストラン
住まいは塗装で、きれい、長持ち
「ラララ～♪」と楽しめるメイク発信中!
伝わる“まごころ”明月堂

飯綱町郵便局ネットワーク （飯綱町）
　三水郵便局・牟礼郵便局・
　高岡郵便局・福井団地簡易郵便局
大塚工務店＆長野システムサービス （飯綱町）
矩竜板金 （飯綱町）
㈲長崎電機商会 （飯綱町）
わかば堂薬局・三水わかば堂薬局 （飯綱町）
宗教法人　長谷寺 （飯綱町）
飯綱町商工会 （飯綱町）
㈱リアライズ （飯綱町）
島貫塗装 （飯綱町）
田中建築㈱ （飯綱町）
レストラン ルック （飯綱町）
滝沢塗装工業 （飯綱町）
ひのでや （飯綱町）
㈲明月堂 （飯綱町）

皆様の健康のために八ヶ岳牛乳
消防のことならデンダにおまかせ
地域と人のベストパートナー
水のトラブルおまかせ下さい
オフィスの便利はおまかせ下さい
快テキ、変えテク、マナテック。
イベント会場設営おまかせ下さい
感謝の花火
地域の応援団上越タイムス
生活、地域、環境に技術で貢献
水環境に技術で貢献
今年こそは晴れますよう天狗さま
お客様の想のために拓く創る繋ぐ
今年も開催　住まいるフェアー
町に貢献できるよう、頑張ります

みるくショップ　カナイ （長野市）
㈲デンダ （長野市）
㈱北條組 （長野市）
㈲細川設備 （信濃町）
富士通コワーコ㈱ （長野市）
㈱マナテック （長野市）
㈱大洋工芸長野営業所 （長野市）
㈱ファインピクサー （長野市）
㈱上越タイムス社 （上越市）
㈱こうそく （長野市）
第一公害プラント㈱ （長野市）
江戸前　鮨仁 （長野市）
カシヨ㈱ （長野市）
㈲堀川工業 （信濃町）
凸版印刷㈱ （長野市）

中華、ご宴会はさかえやへ
精密・切削加工工場
農具から始め創業９３年横山農機具店
何度でも食べたい果実を届けたい
地域唯一の通夜家族葬会場「ぎんれい」
輝け！ いいづなりんごスター☆
明光式コーチングの明光義塾
お食事・ご宴会は
最新医療機器で病魔と戦います
地域活力創造をお手伝いします
最新設備と最高技術で夢を実現
明日の環境を科学する
サイデングコーナー　加工　販売
笑顔で集い笑顔で働き笑顔を頂く
人と人の絆が明日をつくる電算
牛乳は元気と健康の第1歩

味のさかえや （飯綱町）
㈱青木機械 （飯綱町）
横山農機具店 （飯綱町）
やま仙　原田農園 （飯綱町）
アイ・セレモニー㈱ （飯綱町）
㈱山下フルーツ農園 （飯綱町）
明光義塾牟礼教室 （飯綱町）
味処ふじよし　スナックマミ （飯綱町）
㈱リバー・メディック （長野市）
八十二銀行豊野支店 （長野市）
東洋印刷㈱ （長野市）
㈱エスコ （長野市）
信栄 （信濃町）
㈱AB.do （長野市）
㈱電算 （長野市）
㈲マム・シモムラ信濃町営業所 （信濃町）

※プログラム作成の都合により、掲載漏れ等がありましたらご容赦ください。 ※順不同、敬称略

今宵はワインとシードルで乾杯！

㈱アソビズム （東京都 / 長野市）

今年も３人で華麗な大輪を咲かせます
㈲土倉製材所 （飯綱町） / 小池自動車 （飯綱町） / ㈲伊藤解体 （飯綱町）

「お天気どうですか？
  アソビズムは飯綱町の夜空も応援しています」

㈱サンクゼール （飯綱町）

皆様に愛される企業を目指します。
オーガニックリゾート㈱ （飯綱町）

旨いそば造り飯綱町から世界へ!
ありがとう。お陰さまで２０周年。
「地域の足に長電バス」
元気な農業を応援します
今年こそは！飯綱りんご豊作祈願
地域と共に。長野信用金庫です。
地元の酒　松尾、松尾をどうぞ
お客様のニーズに的確に対応
情報化社会を支え地域に貢献する
プランニング＆コミュニケーション
好天と好評に恵まれますように!
快適な家で健康寿命を延ばしたい
緑豊かな地域をめざして

山本食品㈱ （長野市）

長野京急カントリークラブ （長野市）

長電バス㈱飯綱営業所 （飯綱町）

髙野農機㈱ （飯綱町）

㈲アップルファームさみず （飯綱町）

長野信用金庫飯綱支店 （飯綱町）

地元の酒　松尾 （信濃町）

㈲小林商会 （信濃町）

㈱日本電気通信工業 （長野市）

㈱アド・ユニティー （長野市）

㈲トラスト・トランスポート （長野市）

北信商建㈱ （長野市）

北信木材生産センター協同組合 （長野市）

特大スターマイン上げよう会

郷土の発展を願って。
㈲神谷工務店 （飯綱町） / ㈱清水建設 （飯綱町）

岩澤建設㈱長野支店 （信濃町） / ㈱横川工業 （信濃町）

牟礼建設会

髙野工業 （飯綱町）
石川石材店 （飯綱町）
㈲静谷建設 （飯綱町）
北信米油(株)牟礼ＳＳ （飯綱町）
㈲三水製パン （飯綱町）
丸屋建設㈱ （飯綱町）
㈲鳥居川自動車 （飯綱町）
川口電工 （飯綱町）
加賀屋 （飯綱町）
㈲原酒店 （飯綱町）
G&Eかんぱにぃ （飯綱町）
森の妖精たち （飯綱町）
㈲石川電子工業 （飯綱町）
㈲牧野設備 （飯綱町）
タキハウス （飯綱町）
あっぷるふぁ～むM （飯綱町）
㈲飯綱ハイヤー （飯綱町）
セブン‐イレブン三水普光寺店 （飯綱町）
㈲羽入田農機 （飯綱町）
食事処　世界一 （飯綱町）
藤田塗装 （飯綱町）
セブン‐イレブン信州牟礼店 （飯綱町）
御宿　上倉荘 （飯綱町）
㈱北部建設 （飯綱町）
村松建設㈱ （飯綱町）
高野印刷 （飯綱町）
㈲塚田商店 （飯綱町）
町田エージェンシー （飯綱町）

ＮＰＯ法人　ＳＵＮ （飯綱町）
癒し処　Ｎｉｃｏ （飯綱町）
㈲島田自動車商会 （飯綱町）
司法書士　髙野哲浩事務所 （飯綱町）
くるまや酒店 （飯綱町）
小さな癒しの宿　Ｓｉｎｒａ （飯綱町）
さかえや飯店 （飯綱町）
しなの鉄道牟礼駅 （飯綱町）
ぴーちロードムーちゃん （飯綱町）
坂本屋酒店 （飯綱町）
サントリー酒類㈱長野支店 （長野市）
㈱日本広告 （長野市）
㈱北信帆布 （長野市）
クレープのオン・タイム （長野市）
㈱町川商会 （金沢市）
㈲フリーブック （長野市）
㈱第一スーパー （長野市）
㈱八幡屋礒五郎 （長野市）
中野土建㈱ （中野市）
ダイドービバレッジサービス㈱長野北営業所 （長野市）
新日本設計㈱ （長野市）
アフラックサービスショップ㈱エヌアイ （長野市）
㈱東海日動パートナーズEAST長野支店 （長野市）
ダイダン㈱ （長野市）
㈱エーシーエ設計 （長野市）
信濃ゴルフ倶楽部 （信濃町）
㈱東洋エンジニヤリング （長野市）
中信アスナ㈱ （長野市）

㈱G・フレンドリー （松川村）
㈱NJS長野事務所 （長野市）
長野森林組合 （長野市）
ミートショップ関口 （長野市）
㈱マツハシ冷熱 （長野市）
マルゼンフーズ㈱ （長野市）
㈱サニクリーン甲信越 （長野市）
㈲長野ファクス商会 （長野市）
北野建設㈱ （長野市）
イワタニ長野㈱ （飯山市）
日本食研㈱長野支店 （長野市）
戸隠松本製麺㈱ （長野市）
㈱一兎舎 （長野市）
㈱ダイエー測量設計 （長野市）
中電興業㈱ （長野市）
日本綜合建設㈱ （長野市）
㈱柳原商事 （長野市）
㈱協同測量社 （長野市）
中央建機㈱ （長野市）
ＫＯＢＡＹＡＳＨＩ・ＦＡＲＭ （長野市）
長野映像㈱ （長野市）
飯綱グリーン薬局 （飯綱町）
建築金物センター㈲太田屋 （飯綱町）
ペンション　ハロー・ララ！ （飯綱町）
レストラン里山通信 （飯綱町）
鈴木建設㈱ （飯綱町）
美濃屋菓子店 （飯綱町）
料理店アリコ・ルージュ （飯綱町）

㈲信濃農園 （飯綱町）
石窯ピザ・ＣＡＦＥブレーメン （飯綱町）
ウエルシア飯綱平出店 （飯綱町）
ピュアハウス もとやま （飯綱町）
ペンション　花車 （飯綱町）
ペンション　ポム （飯綱町）
ペンション　ウイスキージャック （飯綱町）
ムサシ農産物直売所 （飯綱町）
㈱タツノ長野支店 （長野市）
㈱第一設計 （長野市）
長野印刷商工㈱ （長野市）
岡谷酸素㈱ （長野市）
三協エージェンシー （小布施町）
ほおずき書籍㈱ （長野市）
㈲千歳屋商店 （長野市）
㈱信光經営センター （長野市）
萬屋　相澤酒店 （飯綱町）
㈲キタザワ （飯綱町）
木村屋豆腐店 （飯綱町）
小柳商会 （飯綱町）
ペンション　ひまわり （飯綱町）
和風ペンション＆ファームたんぽぽ （飯綱町）
㈱日広通信 （東京都）
テクノシステム㈱ （長野市）
ペンション　フィールドノート （飯綱町）
鶴岡農園 （飯綱町）
さみず農産物直売所　さんちゃん （飯綱町）

北信土建㈱ （長野市）
菊寿し （飯綱町）
㈲飯田木工製作所 （飯綱町）

セコムジャスティック上信越㈱ （長野市）
アズサイエンス㈱長野営業所 （千曲市）
㈱アースワーク （長野市）

高木建設㈱ （長野市）
甲信商事㈱長野営業所 （長野市）
㈱三京 （中野市）

スポーツメイト　スナヤマ （信濃町）

富士通労働組合総合センター （飯綱町）
㈱ミスズライフ （飯綱町）

㈱竹村製作所 （長野市）
㈲清水工務所 （飯綱町）

いいづなリゾートスキー場応援団 （飯綱町）
㈱町田電機商会 （長野市）


