2018年9月22日(土)～11月4日(日)

秋 の スタンプラリー
①～㉑は500円以上のご利用、㉒～㉔は訪れてスタンプGet!!
道の駅FARMUS木島平の窓口で、秋の木島平村を楽しむ賞品と引換え♪
秋は恋の季節♡ 恋愛スポット木島平の名物スタンプラリーをお楽しみください！
①～③は、道の駅FARMUS
木島平内の施設です。

㉑は、1日限定の
イベントスタンプです！

※詳細は、
裏面をご覧ください。

㉒～㉔は訪れるだけでスタンプ Ge t！
自然・文化・ 観光情 報はここをまわろう!

③カフェレーヴ

④高社山展望山頂リフト

①道の駅FARMUS木島平

②そば処 村

元・工場のオシャレ道の駅。大人気
のキッズスペースも秋ver.に🍁初心
者OKのスラックラインパークや休憩所な
ど、大人から子どもまで楽しめます♪
情熱のトマト缶タワー、2つ並んだサイロで📷
9/22,23,24 連休はグルメイベント開催!
🕘10:00-17:00 ㊡期間中なし

☎0269-62-2201(トイレは24H）

そば職人打ちたての名水火口そば、 ③パティスリーレーヴ(喫茶あり)
木島平村特別栽培ブランド米
おいしい本格味の可愛いケーキと焼
100％の贅沢ごはんメニューが、
き菓子が人気の村のお菓子屋さん。
びっくり産地価格で食べられるとメ スイーツで大切な人に気持ちを伝えよう♡
ディアでも話題に！村内の名水・龍興 🕘カフェ10:00-17:00 ㊡月(祝
寺清水もサービスしています♪
日の場合翌日)☎0269-82-4820
旅先でも食にこだわるあの人も満足♡ 🕘パティスリー9:30-19:00 ㊡
🕘11:00-14:00 ㊡火
月、第3･5火（定休日前日18:00
☎ 0269-62-2201
閉店）※どちらかの店舗で1つ

⑤夢屋ガラス工房

⑥内山手すき和紙体験の家

世界でひとつのとんぼ玉アクセサリー
を作ろう！北志賀の山々がみえる景色
抜群の工房。ガラスアクセサリー販売あり。
期間限定!9/20-11/30は2個作って
1000円引。何かいいことあるある♪
２人の思い出にペアで制作はいかが？♡
🕘10:00-17:00 ㊡不定休(予約制)
☎0269-82-1821

地元住民の生活に欠かせないスー
手すき和紙づくり体験はもちろん、 今年は馬曲温泉公園30周年！
工房では作品の鑑賞、販売も。ハ ランキング1位の絶景露天風呂あり。 パー。季節ごとの“旨いもの”を取り
ガキ、名刺や時計、ライトなど和紙 あったまって2人の旅の思い出に♪ 揃えています。オススメは秋の味覚。
グッズのオリジナル制作も可能♪ 10/20㈯はおたのしみ縁日(15～18:00) 新漁生さんま、りんご、梨など旬の味
思い出づくりに、結婚式に、ラブレターに!? 21㈰ 温泉まつり 天然なめこ汁やおむす をぜひ食卓に！
料理上手の彼・彼女とのお買い物に♡
ぜひご相談ください♡
びのおふるまいも。
🕘8:00-19:00
㊡日
🕘8:00-21:00(20:30受付終了)
🕘9:00-17:00 ㊡水
☎0269-82-2027
㊡水 ☎0269-82-4028
☎0269-82-4151(FAXも同じ)

⑨オーベルジュ･グルービー

⑩土曜日はイタリアン

⑪手打ちそば 樽瀧

⑫ café 集

木島平村唯一のオーベルジュ。自家
菜園で採れる新鮮野菜が自慢♪
口の中でとろけるアップル牛ヒレステーキ
をお客様の目の前で焼きあげます！
誕生日や記念日など特別なシーンに♡
〈要事前予約・食事のみのご利用も可〉
昼 3800 円 ～/ 夜 6500 円 ～/1 泊 2 食 付
13500円～(各税別) ☎0269-82-3678

スパゲッティ！ピザ！リゾット！木島平
イタリアンをたっぷりどうぞ。オスス
メはスパゲッティ・グラタン。この満足感
は、他では味わえません！村外から
のお客様でもにぎわう人気店です。
オシャレな店内で2人の会話も弾む♡
🕘11:30-20:00(平日16-17:00㊡)
㊡水、第1･3日 ☎0269-82-4633

スキー場入口、観光交流センター内、
囲炉裏のあるそば処。そば粉もお米
も木島平産！コシのある手打ちの火
口そば、無農薬米のおむすびが食
べられる樽滝セットもオススメ♪
旅のお供にヘルシーなそばかりんとうも♡
🕘11:00-14:00(土日祝は売切迄)
㊡木 ☎0269-82-3955

築100年を超える蔵をリノベーション
したオシャレで気軽なBar。豊富な
ドリンクメニューに迷ったらマスター
におまかせも♪ノンアルあったかメ
ニューもあります。
旅先でしっぽり呑みたくなったら♡
🕘19:00- ㊡不定休
☎090-4204-2309

⑭芳川養蜂場

⑮内藤酒店

⑯岡本商店

(カフェ月休、そば処火休、直売所 水休)

⑬お好み焼き あると

⑦馬曲温泉望郷の湯

本場の粉モノが食べたくなったらココ！ 親子3代続く養蜂場。みつばちの 村内限定販売「内山乃雫」、木島
関西人が認める味をぜひ。お店のオ 育成や採蜜方法にこだわった天然 平産金紋錦仕込み酒等品揃え多
ススメは名物あると焼きともろチー。 国産はちみつを製造・販売。健康 数！内山乃雫 ひやおろしの樽滝ラ
ベルも期間限定販売！
お酒好きもノンアルでも楽しめます♪ にも美容にもオススメです♪
〆パフェでスイーツ女子も男子も大満足♡ 2人で好みのはちみつを見つけよう♡ 内山乃雫は甘くて呑みやすいと女性に好評♡
🕘7:30-21:00 ㊡なし
🕘8:00-17:30 ㊡不定休
🕘18:00-23:00 ㊡火、不定休有
☎0269-82-2470
☎0269-82-2168
☎0269-82-4004

⑰食彩市場 たる川

⑱石本洋品店

⑲めがねのツチヤ

秋、新米シーズン。地元農家が手塩
にかけて育てた季節の野菜や加工品、
焼きたてパンが大人気。料理方法が
難しい野菜はスタッフに質問♪新鮮・
木島平野菜のお料理をマスター！
気になるあの人の胃袋をぎゅっと♡
🕘8:30-18:00 ㊡なし
☎0269-63-3620

木島平村のファッショントレンドの
発信地!?村の商店街にある洋服
屋さん。バス停を降りたらすぐ目の
前。いつでもお茶が出ています。どう
ぞ一服していってください♪
村のお茶文化体験しながらお互い服選び♡
🕘8:00-18:00 ㊡なし
☎0269-82-3723

シーズンに向けて、大人気・スキー
用サングラス1本108円。7種類で
展開中。おみやげに、400年以上
続く伝統の鹿革工芸品“印伝”の
取扱いも始めました。
大切なあの人にこだわりの贈り物♡
🕘9:00-19:00 ㊡水・日
☎0269-82-2204

㉑糠千そば祭り

㉒カヤの平高原 総合案内所

木島平村農村交流館(旧南部小学校)

年2回だけ現れる樽滝の日に
あわせて限定開催！区民みずから栽
培したそばを使用した、手打ちそばと
なめこ汁をセットにして販売します。
樽滝鑑賞とセットが黄金コース！
🕘10/28㈰10:00-14:00頃
(限定150食／なくなり次第終了)
☎090-7253-7913（塩島）

標高1400m。ブナの原生林が広がる

㉓ふるさと資料館

貴重な鉄剣や勾玉など根塚遺跡出
土品や、村に残る和算資料、昔の農
具や生活具が展示されています。担
大自然の紅葉と秋の高原を２人で散策♡ 当在館日は貴重な鉄剣の見学も！
🕘8:30-17:00 ㊡なし
考古、歴史好きにたまらないデートコース♡
☎090-8025-4288(総合案内所 衛星電話) 🕘9:00-17:00 ㊡月(祝日の場合翌日)
☎0269-62-7000(高原シャトル便予約等) ☎0269-82-2041(教育委員会)
美しい高原。例年10/10頃から紅葉が
楽しめます。 高原シャトル便運行中！
《土日祝・3日前迄要予約》

眼下に千曲川、1351ｍの山頂から
望む360度大パノラマで感動体験！
高社山テラスからの展望もお楽しみ下さい。
リフトと絶景でドキドキ2人の距離も近づく♡
🕘9:00-16:30 運行日:22～24、
10/6～8、20・21
※悪天候により中止の場合あり。
(やまびこの丘公園、望郷にこにこファーム、パノラマ
ランドからシャトル便運行）☎0269-82-3434

⑧イーストア滝沢商店

国産原料と水にこだわり地元野菜を
使った漬物各種を製造・販売。
着色料不使用、安心安全のふるさと
の味をお楽しみください。
おつまみに新米のお供にちょい添え大活躍♡
🕘8:00-17:00 ㊡水･日･祝
☎0269-82-4011

⑳やまびこの丘公園
9/8～10/14はダリアまつり！
開園20周年を迎える今年は、4日間
限定ナイトダリア園がオープン♪平日
限定じゃがいもの詰め放題など、イベ
ント盛りだくさん！
ナイトダリア園で雰囲気たっぷり夜デート♡
🕘9:00-17:00 ㊡要問合せ
☎0269-82-4664
木島平村観光交流センター

㉔総合案内所
スキー場入口にある観光案内所。
直売所たかやしろ、手打ちそば樽瀧も
併設。旅の拠点にご利用ください♪
10/28(日)秋の樽滝まつり開催
木の温もり感じる建物でほっこり♡
🕘9:00-17:00 ㊡月(祝日の場合翌日)
☎0269-82-2800

❿

スタンプ設置場所

❽
⓰⓳ ⓬
❸⓲
⓮

①道の駅FARMUS木島平 (農産直売所も総合窓口で対応)
②そば処 村
③はどちらかの店舗で１つ
③カフェ・レーヴ
③パティスリー・レーヴ
④高社山展望山頂リフト
⑤夢屋ガラス工房
⑥内山手すき和紙体験の家
⑦馬曲温泉 望郷の湯
⑧イーストア滝沢商店
9月22,23,24 3連休は
⑨オーベルジュグルービー
道の駅イベント開催中！
⑩土曜日はイタリアン
詳細は道の駅FARMUS木島平HPへ
⑪手打ちそば 樽瀧
❶❷
⑫café 集
❶❸
⑬お好み焼き あると
⑭芳川養蜂場
⑮内藤酒店
⓱
⑯岡本商店
⑰食彩市場 たる川
⑱石本洋品店
⑲めがねのツチヤ
⑳やまびこの丘公園
㉑糠千そば祭り
㉒カヤの平高原総合案内所
21 ㉓ふるさと資料館
㉔木島平村観光交流センター
総合案内所

⓯

❻

❼♥

10/20,21は馬曲温泉イベント

■龍興寺清水

温泉であったまって,2人の仲も
ますます深まる♡
入口の“夫婦抱擁の木”も必見♪

北信州観光の拠点に
ペンション・民宿・ホテル・
ロッジなど宿泊タイプ充実♪
詳しくは
木島平村観光ホームページ
めぐる木島平。で検索！
QRコードは下に掲載↓
23
●

10月28日(日) 8:30～16:00
名瀑 幻の滝 樽滝～秋の巻

24
●

年2回だけ現れる“雌滝”と“雄滝”。
恋愛・幸運パワースポットに願いを♡

⓫
⓭

やまびこの丘公園20周年
ダリア園まつりも開催中！
9/22,23(土日)はライト
アップされたダリア園で夜
のおさんぽデート♡

秋の木島平、
キーワードは

♥

21
●

♥米どころ木島平の秋は、稲刈り＆新米シーズン！
黄金に輝く田んぼの風景は木島平村全体が撮影スポット。地図を片
手に村内ドライブがオススメ。やまびこの丘公園と馬曲温泉公園の
開園周年イベントで2人の仲もますます深まる!?
どこで炊いてもおいしい木島平米を炊いてお料理上手に♪

♥毎年５月と10月の２回に見られる“名瀑 幻の滝 樽滝”。「見る
と幸せになる」パワースポットとしてTVなどでも注目され,雌滝と雄
滝から成り立つことから 「一緒に見た男女は結ばれる」との噂も♡

22
●

❺

♥❹♥⓴

❾

リフトのりばまでシャトル便あり
(詳しくはオモテを参照）
山頂からの絶景は穴場！
デートコースにもぴったり♡

シャトル便[飯山駅ー木島平村] 木島平村シャトル便
飯山駅4番のりば発着／予約不要／有料
【お問い合せ】木島平村観光協会 TEL.0269-82-2800
村内周遊便（馬曲温泉便）
土日祝のみ運行／予約不要／無料
【お問い合せ】木島平村観光協会 TEL.0269-82-2800

土日祝は
カヤの平高原・
秋山郷シャトル便
も運行中！
飯山駅～カヤの平
高原～秋山郷
【3日前迄要予約】

来い恋スタンプラリーに参加してスタンプカードに必要ス
タンプ数を集めたら、①道の駅FARMUS木島平の総合
窓口で希望の賞品と引き換え！①～㉑は500円以上の
ご利用で1個、㉒～㉔は各施設窓口で1個押してもら
スタンプ３つ(無料スポットは１か所まで） います。※必要スタンプ数の少ない賞との引き換えは可能です。

来い♡恋！

秋のスタンプラリー
大人気！
村トートに
秋色登場♪

or

賞品の詳細は
道の駅窓口で
ご確認ください

【注意事項】●スタンプカード はおひとり様一枚

他.

まで、賞品の交換はスタンプカード1枚につき1回、ご
本人のみに限ります。代理でのお引き換えはご遠慮下
スタンプ５つ(無料スポットは２か所まで） さい。●スタンプの押印は各施設の営業時間内のみの
ご利用になります。●いちど賞品を交換されたスタン
プカードは返却出来ません。●賞品はなくなり次第、
他.
終了となります。予めご了承ください。●集めたスタ
道の駅FARMUS木島平
ンプカードは現金と交換は出来ません。
新米限定パッケージ 木島平村商工会

限定村トートバッグ

文化財カルタ

or

(2合)

or

500円券

500円券

《企画・お問合せ先》
木島平村産業ネットワーク協議会

スタンプ８つ(無料スポットは３か所まで）

or
木島平村ブランド米
村長の太鼓判(1.5kg)

or

or
木島平村商工会
1000円券

馬曲温泉
ペア入浴券

他.

道の駅FARMUS木島平

500円券×2枚

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

長野県下高井郡木島平村大字上木島38-1
(10:00～17:00/期間中定休日なし)

イベント情報は
こちら！
WEBサイト
“めぐる木島平”

