北信州 木島平村を満喫しながら豪華賞品をGET！

冬

❶❷木島平スキー場
「家族の思い出を積もらせよう。」
※セルフ押印です。下記の２か所の
うちどちらかおひとつ。

❶スキーセンター1階フロア内
❷第10リフト乗り場チケット売り場
🕘🕘8:30-16:45（通常営業の場合）
㊡なし ☎0269-82-3434

❽芳川養蜂場
親子3代続く養蜂場。天然の国産ハ
チミツを製造･販売。ミツバチの育
成や採密方法にこだわっています。
オススメ! 信州産完熟ハチミツ
全部で6種類あります

スタンプ押印条件

24 :おひとり様１点以上のお買物、またはお食事･体験･入浴された方
❶～❸:訪れるだけでGET ❹～㉔

木島平村観光交流センター

❸総合案内所

スキー場への上り口に位置する観
光案内所。直売所「たかやしろ」
・木島平名物「名水火口そば」が
評判のそば処「樽瀧」も併設。
※セルフ押印です。

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

❾内藤酒店
村内限定販売「内山乃雫」や木島平
産金紋錦仕込み酒等品揃え多数！
オススメ!

内山乃雫 雪中貯蔵酒

木島平の酒米と水で仕込んだお酒を
雪室で4か月間熟成させました

🕘🕘8:00-17:30 ㊡不定休
☎0269-82-2168

🕘🕘7:30-21:00 ㊡なし
☎0269-82-2470

⓮土曜日はイタリアン

⓯お好み焼き あると

30種類以上のパスタ！たっぷりチーズ
のピザ！美味しいお米のリゾット！
木島平イタリアンをたっぷりどうぞ！
オススメ!

スパゲッティ･グラタン

アツアツグツグツ！あったまるよ！
🕘🕘11:30-20:00(平日16:00-17:00㊡)
㊡水曜,第1･3日曜 ☎0269-82-4633

⓴オーベルジュ・グルービー

本場大阪の味を楽しめるお好み焼
き屋。おつまみ･ラーメン･デザー
トなど豊富に用意しております。
オススメ!

あると焼き

どっさりネギ＆目玉焼きのせ！

🕘🕘18:00-23:00 ㊡火曜
☎0269-82-4004

21

山の家 パーニス

ゲレンデの中、第6ペアリフト降
り場前。美味しく満足いただける
商品を手作りしています。
オススメ! まんぷくカツ定食

木島平の美味しい水でつくったフラ
ンスパンが自慢の洋食レストラン。

🕘🕘11:30-14:00 ㊡なし
☎0269-82-3678

🕘🕘11:00-15:00 ㊡水曜
☎0269-82-4778

ジュジュと熱々のヒレカツです

オススメ!

2018

スープセット

当店自慢のパンの盛り合わせと日替
わりスープのセット

❹食彩市場 たる川

❺岡本商店

❻パティスリー・レーヴ

農家が手塩にかけて育てた新鮮
な野菜やきのこが盛り沢山な直
売所です。加工品もオススメ！
オススメ! 木島平米・新鮮野菜

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。
期間限定 本漬野沢菜

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。
オススメ! サブレリ

🕘🕘9:30-17:00 ㊡水曜(1-3月)
☎0269-63-3620

🕘🕘8:00-17:00 ㊡日曜・祝日
☎0269-82-4011

🕘🕘9:30-19:00 ㊡月曜･第1,3火曜
☎0269-82-4820

金賞受賞の木島平米をご賞味あれ！

乳酸菌発酵の酸味ある野沢菜漬け

❿デンバー

⓫いちだ家

厳選された肉を使用したオーダー
カットの本格ステーキのお店。

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
もった手料理をどうぞ。
オススメ! ソースカツ丼

オススメ!

牛ロースジャンボステーキ
肉本来のうまさが味わえます

🕘🕘11:30-14:00/17:30-21:00
㊡火曜･第2,4月曜 ☎0269-82-4032

⓰びっくりりえたん
イタリア･フランス料理のコース
がお召し上がりいただけます。
アルコール類をお召し上がりの
お客さまには無料送迎も。
オススメ! 3種類のコース料理
※ご予約のみでの営業になります
☎0269-82-3423

木島平産の米粉を使用しています

⓬café 集

分厚いカツと自家製ソースが自慢

🕘🕘11:00-13:50/17:00-20:00
㊡日曜･祝日 ☎0269-82-3226
ホテル パノラマランド木島平

スキーセンター前に位置する、
ホテルパノラマランド木島平の
レストラン。丼もの・定食･麺類
･カレーなど幅広いメニューを取
り揃えております。
🕘🕘11:00-14:00 ㊡なし
☎0269-82-3001

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。
🕘🕘19:00- ㊡不定休
☎090-4204-2309

地域の皆様の暮らしを”食”でサポ
ート。「イー品･イー店･イー笑顔」
ご来店お待ちしております。
オススメ! みかん・いちご・伊予柑
旬のくだものはビタミンCが豊富！

🕘🕘8:00-19:00 ㊡日曜
☎0269-82-2027
ホテル レイジャント

⓳レストラン オーガスタ
スキーの休憩やランチにご利用
下さい。
オススメ! カレーライス

🕘🕘10:00-15:00(要問合せ)
㊡なし ☎0269-82-4090

🕘🕘10:00-15:00 ㊡2/1
☎0269-82-2828

23 内山手すき和紙体験の家

24 馬曲温泉

ゆっくりのんびり♪世界でひとつ
あなただけのとんぼ玉アクセサリ
ーをつくろう！北志賀の山々がみ
える景色抜群のガラス工房です。
ガラスアクセサリーの販売も。

冬は元来紙すきの季節。冷たい
水で良い紙が漉けます。和紙の
お土産もそろっています。
お得！ スタンプラリーご参加で
しおりづくり1枚サービス！
🕘🕘10:00-16:00 ㊡水曜･不定休
☎0269-82-4151(体験は要予約)

「雪景色の素晴らしい露天温泉」
で東日本第1位に選ばれた、木島
平村が誇る絶景露天風呂です。
オススメ! 名水火口そば・ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ
お得！ リフト券持参で入湯料割引
🕘🕘8:00-21:00(20:30受付終了)
㊡水曜 ☎0269-82-4028

賞 道の駅FARMUS木島平
参 ❶観光施設や商店・飲食店をめぐってスタンプGET
※スタンプカードは各スタンプ設置場所にあります。
品
加 ❷スタンプが集まったら道の駅FARMUS木島平へ！
総合案内カウンター
交
方 スタンプ数に応じて村内で使える賞品引換券と交換！ 換 ●受付時間 9:00-17:30（水曜定休）
※賞品の内容について詳しくは裏面をご覧ください。
●交換期間 ２/１(木)～３/11(日)
法 ❸賞品引換券をもってさらに木島平をぐるぐるめぐろう！ 所 ●TEL
0269-62-2201

村の洋服屋です。いつでもお茶
が出ています。一服していって
ください。
お得！ スタンプラリーにご参加
いただいたお客様に粗品進呈
🕘🕘8:00-17:30 ㊡なし
☎0269-82-3723

スキー場メインゲレンデ中央、リフ
ト乗り場まではなんと20歩の好立地
にある食堂を兼ねたペンション。木
島平産コシヒカリと自家製野菜を使
ったボリュームのある料理が好評。

22 夢屋ガラス工房

🕘🕘10:00-16:00 ㊡不定休
☎0269-82-1821

❼石本洋品店

⓭イーストア滝沢商店

⓲ペンション ビストロ原宿

⓱ビタミンレストラン

村内で宿泊された方
25 :村内で宿泊された方

注意事項

望郷の湯

スキー場で食べるカレーライスは
ひと味ちがう！

25
㉕村内宿泊施設
民宿･ペンション･コテージ･ホテル
･オーベルジュなど、お客様のスタ
イルに合った宿泊が可能です！
※各宿泊施設にて、宿泊スタンプ欄
に押印済みのスタンプカードを配布
しておりますので、チェックイン時
にお伝えください。

●スタンプカードはおひとり様、一枚でお願いいたします。
●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。
●賞品の交換は、スタンプカード1枚につき1回に限ります。
●一度賞品交換されましたスタンプカードはご返却出来ません。
●賞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。なお、必要押印数以下の賞品への変更は可能です。

詳しくはこちら

スタンプ設

スタンプ

場所
⓮土曜日はイタリアン

⓭イーストア滝沢商店

❺岡本商店

⓬café 集

❻パティスリー･レーヴ

⓫いちだ家

❿デンバー

望郷の湯

品交換は ちら

FARMUS木島平

スタンプが集まったら道の駅FARMUS木島平で
賞品引換券をGET！さらに木島平村をめぐろう！

300
24 馬曲温泉

の

（観光交流センター内）

⓯お好み焼き あると

1000

⓰びっくりりえたん
❷木島平スキー場

(第10リフト乗り場チケット売り場)

⓱ビタミンレストラン

木島平村産

ット

⓳ホテル
レイジャント
⓴オーベルジュ･グルービー

の FARMUS木島平 総合案内カ ンター
（受付時間 9:00～17:30/水曜定休）

木島平村の観光・イベント

は

21 山の家

ちら

の賞品引換券

スター

かるた

の賞品引換券

❹食彩市場たる川…
2
❿デンバー… ハンバーグセット（ライス付）
⓮土曜日はイタリアン… お好き
1枚
23 内山手すき和紙体験の家
… ストカード 和紙フレー

(スキーセンター1階フロア)

ーク

TEL：0269-62-2201

⓲ペンション ビストロ原宿

❶木島平スキー場

ちら

木島平トートバック

❻パティスリー･レーヴ…
るクッキー8枚入り
❾内藤酒店… 内山の雫300ml
⓭イーストア滝沢商店… 信州産レトルトカレー2セット
⓯お好み焼き あると… とん い焼き
⓰びっくりりえたん… グラス イン1 サービス
⓲ペンション ビストロ原宿… 500 お食事券
21 山の家 パーニス
…ラスクと木島平産米 のスノーボールクッキーのセット
24 馬曲温泉 望郷の湯… 入 券（1
）
スター
かるた

❸総合案内所

は

料券

23 内山手すき和紙体験の家

❹食彩市場 たる川

合

の賞品引換券

❺岡本商店… 本漬野沢菜
❼石本洋品店… 下
⓫いちだ家… 300 割引券
⓬café 集… 300 割引券
⓱ビタミンレストラン… ソフトドリンク1
⓳ホテルレイジャント… ケーキセット
木島平トートバック

500

スタンプラリーについてのお

て

24は賞品 換 との交換になりますので賞品の受け取りは各店 でお願いいたします。
※
意
については 面をご覧ください。
印はその場で賞品をお しします。その

❾内藤酒店

❼石本洋品店
❽芳川養蜂場

ー賞品 に

パーニス

22 夢屋ガラス工房

10

2000

の賞品引換券

❽芳川養蜂場… ハチミツ(500g)
⓴オーベルジュ･グルービー… 2000
お食事券
22 夢屋ガラス工房
… 体験･お い
んで
える1000 券×2枚

集めると

詳しくは道の駅スタ

ことが…!?

まで！

