
秋

❶道の駅FARMUS木島平 ❷カヤの平高原総合案内所 ❸総合案内所

❹ふるさと資料館 ❺中町展示館 ❻名瀑幻の滝樽滝【10/22限定】

❼岡本商店(有) ❽(有)石本洋品店 ❾内藤酒店

❿土曜日はイタリアン ⓫イーストア滝沢商店 ⓬パティスリー・レーヴ

⓭食彩市場たる川 ⓮レストランやまびこ ⓯お好み焼きあると ⓰いちだ家

⓱デンバー ⓲café集 ⓳なちゅらるスイーツ【10/22限定】 ⓴糠千新そば祭り【10/22限定】

スタンプ欄（切り離してご利用いただけます）

下記スタンプ設置場所でスタンプを集めて条件をクリアすると、豪華景品プレゼント！

この用紙を持って木島平村内をぐるぐるめぐろう! 詳細は道の駅FARMUS木島平総合案内所へ。

北信州木島平村を満喫しながら豪華景品をGET！

企画・お問合せ先:木島平村産業ネットワーク協議会 TEL：0269-62-2201（道の駅FARMUS木島平内）

❼岡本商店(有)

🕘8:00-17:00 ㊡日曜・祝日
☎0269-82-4011

野沢菜漬け
木島平の清らかな水で漬込みました。

国産原料にこだわり地元野菜を
使った漬物各種を製造販売して
おります。

❷カヤの平高原総合案内所

🕘8:30-17:00 ㊡なし
☎090-8025-4288(衛星電話)

標高1,400mの高原に美しいブナ
の原生林が広がっています。
飯山駅～カヤの平高原～秋山郷
『高原シャトル便』運行中！
※金土日祝運行、要予約

❺中町展示館

🕘10:00-17:00 ㊡木曜
☎0269-82‐3105

旧酒蔵を利用した美術作品等の
展示施設。村民からも親しまれ、
アットホームな雰囲気が特徴です。
地域おこし協力隊による

企画展開催中！

Ａ群：訪れるだけでスタンプGET！

❽(有)石本洋品店

🕘8:00-18:00 ㊡なし
☎0269-82-3723

スタンプラリーにご参加
いただいたお客様10%引き！

村の洋服屋さん。
いつでもお茶が出ています。
一服していってください。

❾内藤酒店

🕘7:30-21:00 ㊡なし
☎0269-82-2470

内山乃雫ひやおろし樽滝ラベル
今の時期だけの限定品！

村内限定販売酒「内山乃雫雪中
貯蔵酒」や木島平産金紋錦仕込
み酒多数取り揃えております。

❿土曜日はイタリアン

🕘11:30-20:00(平日16:00-17:00㊡)
㊡水曜,第1-3日曜☎0269-82-4633

スモークサーモンとグリーンアスパラの
生クリームソースのスパゲッティ

サーモンのお皿で楽しさ倍増！

新鮮なサラダ！たっぷりチーズのピザ！美
味しいお米のリゾット！30種類以上のパス
タ！木島平イタリアンをたっぷりどうぞ！

⓭食彩市場たる川

🕘8:30-17:00 ㊡なし
☎0269-63-3620

新鮮な旬野菜がそろう農産物直
売所。新米が出始る時期になり
ました。美味しい木島平米と新
鮮な秋の味覚をどうぞ。

⓬パティスリー・レーヴ

🕘9:30-19:00 ㊡月曜,第2-4火曜
☎0269-82-4820

サブレリ
木島平産の米粉を使用しています。

素材にこだわってお菓子を作っ
ています。カフェから見える景
色がきれいです。

⓫イーストア滝沢商店

🕘8:00-19:00 ㊡日曜
☎0269-82-2027

秋映えりんご、ナイヤガラ、
二十世紀梨、新鮮さんま他
旬の味覚を毎日の食卓にいかが？

地元住民の生活に欠かせない
スーパー。

⓯お好み焼きあると

🕘18:00-23:00 ㊡火曜
☎0269-82-4004

本場大阪の味を楽しめるお好み
焼き屋さんです。熱々の焼きた
てをお召し上がりいただます。
他にも、お酒に合うメニューも
たくさん。

⓰いちだ家

🕘10:00-13:50/17:00-20:00
㊡日曜・祝日 ☎0269-82-3226

ソースカツ丼
分厚いカツと自家製ソースが自慢。

村民に親しまれている定食屋。
ボリュームたっぷり、愛情のこ
もったお料理をどうぞ。

⓱デンバー

🕘11:30-14:00/17:30-21:00
㊡火曜、10/23☎0269-82-4032

ジャンボステーキ(ロース/ヒレ)
本来の肉のうまさが味わえます。

厳選された肉を使用したオーダー
カットの本格的ステーキのお店。

⓮レストランやまびこ

🕘11:00-14:30 ㊡10/10,10/24
☎0269-82-4336

ダリアゼリー
ダリアの花をシロップで漬けたもの
をゼリーにいれました。

北信州の田舎料理をバイキングスタイ
ルで提供。地元食材を使った約30種
類のメニューは野菜中心でヘルシー。

やまびこの丘公園
⓲café 集

🕘19:00- ㊡不定休
☎090-4204-2309

築100年を超える蔵をリノベー
ションしたおしゃれなBar。
豊富なドリンクを用意していま
す。ゆっくりくつろいでいって
ください。

Ｂ群：商品お買上げまたはお食事でスタンプGET！

❸総合案内所

🕘9:00-17:00㊡月曜（祝日の場合翌日）
☎0269-82-2800（観光協会）

スキー場上り口に位置する案内所。
迷ったときはこちらへどうぞ。直売
所・蕎麦屋さんも併設しています。
10/22 秋の樽滝まつり開催！
山菜おこわ・農産物の販売、名水火
口そば・きのこ汁の振る舞いなど

木島平村観光交流センター

❹ふるさと資料館

🕘9:00-17:00 ㊡月曜（祝日の場合翌日）
☎0269-82-2041（教育委員会）

鉄剣や勾玉などの根塚遺跡出土
品や、実物大写真複製の算額な
どの和算資料、昔の農具や生活
具など懐かしの品々を展示して
います。

木島平村農村交流館（旧南部小学校）

❶村内の観光施設や商店で右のスタンプ欄に押印！
❷スタンプが集まったら道の駅FARMUS木島平で景品交換！
※スタンプ設置場所(地図)、景品、注意事項については裏面をご覧ください。

※地図は裏面をご覧ください

※地図は裏面をご覧ください

お買上げまたはお食事で
スタンプGETⒷ

訪れるだけで
スタンプGET！Ⓐ

2017

スタンプ
3つ以上で
必ず貰える！

実施期間

土10月14日

日11月5日
▼

❻名瀑幻の滝樽滝

🕘10/22(日) 8:30-16:00
☎0269-82-2800(観光協会)

春と秋の年2回だけ姿を現す幻の
滝。約50ｍの岩盤を飛沫を上げな
がら流れ落ちる滝と紅葉のコントラ
ストはとても美しいです。この滝を見
ると幸せになるとも言われています。

⓳なちゅらるスイーツ

🕘10/22(日)8:00-なくなり次第終了
☎090-1867-8320(江田)

米っふる
木島平産有機コシヒカリを玄
米丸ごと使ったワッフルです。

樽滝鑑賞のお供にヘルシー&地元産
にこだわったお菓子はいかがですか？

🕘10/22(日)10:00-なくなり次第終了
☎090-7253-7913(塩島)

手打ちそばと
なめこ汁のセット

地元産のそば粉とつなぎにヨモギを
使用した手打ちそばは毎年大人気。

樽滝上流の糠千地区の公民館に
て、1日限りの蕎麦屋が出現！

⓴糠千新そば祭り

スタンプラリー参加方法

❶道の駅FARMUS木島平

🕘9:00-17:30 ㊡水曜
☎0269-62-2201（総合案内カウンター）

旧トマト加工工場をリノベーション
した道の駅。農産物直売所、レス
トラン・カフェもあります。
10/22 芸術の秋WS開催！
新米祭り開催中！

景品交換
はこちら

オススメお得！

オススメ

オススメ

オススメ

期間限定

期間限定

オススメ

オススメ

オススメ

オススメ



めぐる木島平
http://kijimadaira.org/

「秋のスタンプラリー2017」景品のご案内

道の駅FARMUS木島平
総合案内カウンター
〇受付時間
9:00-17:30（水曜定休）
〇交換期間
10月14日(土)～11月5日(日)

スタンプの個数によって景品が異なります！
ご希望の商品に必要なスタンプを集めて、道の駅FARMUS木島平へ！

●木島平村鳥瞰図 ●文化財カルタ

●馬曲温泉ペア入浴券
●村内で使える

商工会商品券

●木島平トートバック

【注意事項】
※スタンプラリー台紙はお一人様、一枚まででお願いいたします。
※一度景品交換されましたスタンプラリー台紙はご返却出来ません。
※スタンプの押印は、各施設の営業時間内のご利用となります。
施設によっては定休日がございますので、予めご了承ください。

※景品の数には限りがあります。なくなり次第終了となりますので、
ご了承ください。
※押印された数以下の景品への変更は対応いたします。
（例：スタンプ6つの景品→スタンプ3つの景品）

きじまだいら
ビギナー賞

きじまだいら
エキスパート賞

きじまだいら
マスター賞

景品獲得条件

●Kijimadaira Tシャツ

❶道の駅FARMUS木島平

❷カヤの平高原
総合案内所

❺中町展示館

❸総合案内所
（観光交流センター内）

❹ふるさと資料館
（農村交流館内）

⓯お好み焼きあると

⓮レストランやまびこ
（やまびこの丘公園内）

⓲café 集

❼岡本商店

❽石本洋品店

⓫イーストア滝沢商店

❾内藤酒店

⓱デンバー⓰いちだ家

⓬パティスリー・レーヴ

❿土曜日はイタリアン

⓭食彩市場たる川

❻樽滝
⓳なちゅらるスイーツ

▼スタンプラリーについてのお問合せはこちら

▼木島平村の観光・イベント情報はこちら

●新米＆なめ茸セット

（2合）

●新米盛り放題
（1合升×3回）

＼こちらでもＡ群のスタンプをGETできます／

A群 ３から つ

A群

B群

３から つ

３から つ

A群

B群

３から つ

５から つ

※この中からおひとつお選びいただけます

景品交換場所

スタンプ設置場所

⓴糠千新そば祭り

木島平村産業ネットワーク協議会

TEL：0269-62-2201
（道の駅FARMUS木島平総合案内カウンター）

景品交換はこちら


