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自転車店ＣＬＡＭＰ松本蔵 長野県松本市にある自転車とアウトドアのショップです。 自転車販売 https://clamp-bike.com/

サイクルショップカミヤマ
子ども自転車、通学通勤自転車、スポーツ車等、街乗り自転車中心に販売。電動アシスト

付き自転車は品揃え豊富
自転車販売・修理

https://www.mcci.or.jp/www/kamiya

ma/

サイクルショップミツワ
創業100年を越える総合サイクルショップです。スポーツ車から一般車、子ども車まで、あらゆ

るジャンルの自転車を扱っており、修理、メンテナンスも承ります。
自転車販売・修理 https://cs-mitsuwa.com/

有賀サイクル 自転車のことならお気軽に！ 自転車販売・修理

BIKE RANCH
奈良井川横にあるお店です。安曇野サイクリングロード入口になります。自転車でお困りの時

はご相談ください。

スポーツ自転車

販売・修理
www.bikeranch.jp

小昼堂
おやき・蕎麦・甘味・珈琲。信州をテーマにした、セルフサービススタイルのカフェです。お食事や

小腹がすいた時など、ちょっとした休憩にもお使いいただけます。
飲食店 http://www.cohiludo.jp/

ラーメンびゃく本店
白を基調としたお洒落な店内は、さながらカフェのよう。とんこつ独特のくさみがなく、クリーミー

なスープが人気です。
飲食店

https://www.instagram.com/ramenbya

ku/

薪窯ピッツァと料理のお店　KO's
フランスで修業したシェフのつくる、薪窯ピッツァと料理のお店。各種お酒もあります。おひとりか

らご家族連れまで、様々なシチュエーションで利用できます。
飲食店

https://kos-italian-

restaurant.business.site/?utm_source=

gmb&utm_medium=referral]

ブリジェラ松本店

季節の果物や新鮮ミルクを使用しジェラート専門店。ジェラートの食べ方も「カップ」や「コー

ン」、それに加えトーストした「ブリオッシュパン」にサンドも★　ジェラートはなんと12種類～と豊

富。

飲食店 https://brigela.com/

和食ダイニング 玉膳
令和3年10月に開店。和食中心の料理店、玉膳と申します。新鮮な魚介類から旬の食材

を仕入れ、ていねいに調理しております。
飲食店

Café Caprice
完全和風の内装をリノベーションし。建物の良いところを残し、南国（ハワイ・バリ島）をイ

メージし融合させたお店です。コナコーヒー・お食事・パフェ等あります。
飲食店 https://nc05600.gorp.jp/

名古屋珈琲店
高品質珈琲豆を使用し、ネル・ハンドドリップで淹れた珈琲をお楽しみ下さい。ドリンク、軽

食、デザート等豊富にご用意しております。
飲食店

信州家 「信州そば」「そうすかつ」「天丼」等、おいしいお料理をお楽しみください。 飲食店
http://www.mcci.or.jp/www/s-

soba/index.html

そば処 かまくらや

松本・安曇野の自社農園で栽培したそばの実を石臼で挽き、二八の手打ちそばを提供して

おります。

※来店特典：だったんそば茶ティーバッグ(2コ入り)プレゼント

飲食店
https://www.kamakuraya-

soba.com/sobadokoro-kamakuraya/

イタリア料理 VESSONE
松本で20年以上続く、自家製生パスタが好評のイタリア料理店「ヴェッソーネ」です。

※来店特典：お食事ご注文の方に1ドリンクまたはプレミアムソフトクリームサービス
飲食店 https://www.vessone.com/

Ajari Café
バーガー、ベーグルサンド、スイーツなど、メニューもいろいろ。気軽に利用できるセルフサービス

カフェ。おひとりさまでも入りやすく、ランチ時間を過ぎてもお食事ができます。
飲食店

https://www.instagram.com/nagoyaco

ffeeten/

中華料理 百老亭 創業50年の中華料理店です。人気は山賊チャーハンです。 飲食店 http://www.hyakuroutei.com/

ごはんカフェ笑 ま・ご・わ・や・さ・し・い をテーマに、体に優しい御膳や、手作りケーキを提供しております。 飲食店 https://www.gohancafe-emu.com/

中華蕎麦 日暈 無化調のあっさり中華そばとにぼしそばのほか、豚骨魚介ラーメンも人気です。 飲食店

麵屋 壱
新村交差点の大きな緑の看板が目印。大型駐車場なので駐輪スペースもたっぷり。クセのな

い豚骨ラーメンとあっさり鶏ガラスープのラーメン店です。
飲食店

BAR＆GRILL BURGER CHOP

-STEAK HUMBURGER-

国産BEEF100％の肉肉しいパティと、信州産小麦100％使用の香り高いバンズ。信州産

の野菜を挟んだプレミアムなハンバーガー。ぜひ一度味わってみてください！

※来店特典：ハンバーガーご注文の方にフライドポテト大盛サービス

飲食店
https://www.facebook.com/burger.cho

p36/

Oldies b Goddies
地元農家さんの無肥料・無農薬の野菜と自家製加工肉を使った朝食と、手作りバンズや手

ごねのパティを使ったハンバーガーの店です。
飲食店

https://www.instagram.com/oldiesbgo

odies/?igshid=15obda58kkud7

VIENS CAFE
2022年10月で1年目を迎えるカフェです。レコードの流れる店内は時間を忘れてくつろげ

る・・・そんな空間を提供しています。ぜひ一度お越しください！！
飲食店

https://www.instagram.com/viens_caf

e/

白飯が進む食堂 弐助
イオンモール松本のすぐ横にある勤労者福祉センター内1Fに2022年7月にオープンしたばか

りの食堂です。マーボー豆腐は専門店にも負けません！！
飲食店

焼肉ハウス大将軍
松本市宮田にある炭火焼肉の専門店。「本当においしい焼肉とはなにか」を日々追及。黒

毛和牛を七輪の炭火で焼いて愉しむ時間をご提供しております。
飲食店 https://www.sun-acuerdo.com/

かつじゅん

2022年8月に村井駅前にOPENしたとんかつ屋です。信州SPF豚という安心安全な豚肉を

使用しております。肉質は細かく柔らかで、脂身も美味しいお肉です。

ぜひご賞味ください。

飲食店

コーヒーハウスポプラ
2022年9月1日より35年間の伝統を受け継ぎ、ポプラはリニューアルオープン致しました。喫

茶やモーニング、軽食などもご用意い致しております。
飲食店

梓水苑

梓水苑ではランチ営業や日帰り入浴も行っております。

ハンバーグ定食、ソースかつ丼、煮魚定食、鳥の竜田揚げ定食等

※クーポン券の利用はレストランランチのみ

飲食・日帰り入浴 https://www.shisuien.jp/
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松川パン商店
長野県産と北海道産の小麦のみを使用。自家燻製したベーコンとハムのサンドイッチを

11:00より提供しております。
パン製造販売

アガタベーカリー本店
「まいにちをしあわせにするパン屋さん」をモットーにおいしいパンを作っています。長野県産全

粒粉の入ったパンや焼き菓子等、たくさん用意しておまちしています。
パン製造販売 https://agata-bakery.com/

アガタベーカリー神田店
松本市神田のパン屋さんです。国産小麦の店内石臼挽き全粒粉を使った体に優しいパンを

作ってます。パンに焼き菓子40～60種類。みんなのお気に入りにきっと出会えます。
パン製造販売 https://agata-bakery.com/

CHEZ-YU（シェ・ユー） 季節のフルーツや素材をふんだんに使用したスイーツがおすすめ。 洋菓子製造販売 https://chez-yu.jp/

パティスリーブロッサム
ケーキ・焼き菓子・季節のラッピング商品など、たくさんのお菓子をご用意して、みなさまのご来

店をお待ちしております。
洋菓子製造販売 http://www.p-blossom.com/

パティスリーファヴォリ
松本市寿台にある洋菓子店です。季節のケーキや焼き菓子、誕生日ケーキなど取り揃えて

おります。皆様のご来店、お待ちしております。
洋菓子製造販売

https://www.instagram.com/patisserie

_favori/

Organic＆Naturalくるみ
オーガニックと自然食品のお店です。毎日の食事に欠かせない食材、調味料、からだにやさし

いおやつやドリンクなど取り揃えています。お気軽にお立ち寄りください。
小売店 https://kurumi.shop/

こばやし 青果、野菜、土産品、名産品、菓子、酒類、おやき類なんでも名産品あります。 小売店

信州SOBA農房 かまくらや

松本・安曇野の自社農園で育てたそば、大豆を加工し、城下町の老舗の菓子職人や味噌

蔵と一緒につくった商品を販売しています。また、りんご、野菜も販売しております。

※来店特典：だったんそば茶1杯プレゼント

小売店
https://www.kamakuraya-

soba.com/store/

恋人の丘サラダマーケット サラダ街道沿いにある直売所です。りんごも種類豊富に揃います。ぜひお立ち寄りください。 小売店 http://www.alps-salad.com/

道の駅今井恵みの里
「地産地消」「採れたてそのまま」を基本に野菜・果物・土産品などが多く、ジュース・ジャム等

の加工品も品揃えが豊富です。ソバ打ちの見学できる食堂施設も併設しています。
小売店 https://www.imai-megumi.com/

松本市梓川地場産品直売センター
地元の野菜・果物を扱う直売所です。秋映・シナノスイート・シナノゴールド三兄弟や、あまり

見かけないりんごもあります。野菜もおいしいです。ぜひご来店ください。
小売店

丙MATSUMOTO
キャンプという自然を楽しむ趣味を多くの人に芽吹かせられる店でありたいと想いを込めて商

品をセレクトしています。
小売店

Rocaltus MATSUMOTO 松本市鎌田でメンズ・レディースのアパレル、バッグ・帽子・食器など雑貨を取り扱っています。 小売店
https://www.instagram.com/rocaltus_

matsumoto/

わたしのこころの花
和泉町伍蔵入口横、和の花屋「わたしのこころの花」。季節の草花を様々なスタイルで。切り

花やドライフラワーのほか、苔玉や寄せ植えに仕立てた草盆栽も人気です。贈り物にも。
生花店

couch potato hostel 松本城や縄手通りまで徒歩3分。城下町の中にある和風のゲストハウスです。 宿泊 https://couchpotatohostel.com/

民芸の館・アルプス百瀬工芸
赤富士工房内、見学無料できます。絵の直売

※来店特典：赤富士ラッキーカードを無料サービス
画廊

kiki.head spa salon
和泉町伍蔵最奥にひっそり佇む県内唯一のヘッドスパと海水温熱療法のお店。サイクリング

後の疲労回復はトウヒとカラダを救うプロにお任せください。
美容 https://kiki-headspa.com/

ICOU

女性専用の蔵造りのアロマエステサロンです。（男性のお客さまは女性同伴の場合、ご予約

可能）サイクリング後のメンテナンスでボディトリートメントや日焼けリセットフェイシャルにおいで

くださいませ。

※来店特典：30種類のミネラルが入ったお水をご用意しています。

美容 https://icou-aroma.com/

Ayurveda salon WA

アーユルヴェーダというインド・スリランカ発祥の薬草オイルを使ったマッサージをしています。その

他、筋膜リリース・足つぼが受けられます。鍼灸師による鍼治療、美容鍼も受けられます。

※イベント参加者限定サービス

クイックマッサージ10分 800円、20分 1,500円、30分 1,900円

メニューを受けられた方には次回、当店で使える500円OFFクーポン（合計金額が5,000

円以上で使用可）をお渡しします

美容
https://ayurvedasalonwa.amebaownd.

com/

M&K.コンディショニング

「女性のための女性トレーナーによる、整体とマンツーマン運動教室のお店」です。いくつになっ

ても好きなことを好きなだけ楽しむために、あなたらしい体づくりを全力サポート！

※サイクルロゲイニング限定特典：トライアルセッションチケットプレゼント

パーソナルジム https://mandk-con.com/
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ままそば
素材のそのままを活かした、ママさんたちが働くままそば。人気の地元野菜の天ぷら一回盛り

放題に、毎日手打ちの二八蕎麦は絶品です。
飲食店 https://www.wa-ma-3191.com/

キッチン＆やど　ぶたのしっぽ
田園風景が広がる安曇野は県内有数の米どころ。キッチンには地元の野菜、肉、魚、卵など

使ったおいしいカレーが十数類揃っています。ご飯とカレーで元気いっぱい！
飲食店 http://www.sippo.net

そば処せきや安曇野店

安曇野名水で作った十割そば。山賊焼き、信州サーモン、馬刺しや信州吟醸豚のカツ丼な

どが味わえます。揚げたてサクサクの天ぷらや季節限定もオススメ。

※来店特典：山賊唐揚げ1個サービス

飲食店 https://sekiya-azumino_jp/

そば処一葉
大切に育てられた玄そばをこだわりの挽き方で自家製粉を打ったそば。歯ごたえと風味の粗

挽きそばののどごしの良い細挽きそば。
飲食店

https://peraichi.com/landing_pages/vi

ew/ichiyo2018

トラットリア　ピッコラーナ

北アルプスを正面に田園に囲まれ店内に入ると南側は広い芝生が広がります。冬は赤い薪ス

トーブの炎に心癒されおいしいパスタとドルチェをお召し上がり下さい。

※来店特典：お食事された方に1ドリンクサービス

飲食店
https://www.instagram.com/piccolana.

pasta/

café凡凡舎

北アルプスの眺望が抜群のカフェです。地元食材を使ったお料理と、堀口珈琲の豆を使い一

杯ずつハンドトリップするコーヒー、手作りスウィーツが好評です。

※来店特典：ウーロン茶サービス

飲食店 https://www.bonbonsha.jp/

ピザハウス樹安亭Due
安曇野の景色を堪能できる家庭的なイタリアンです。スポーツ好きな元アルペンスキー選手の

店主がつくるピザをお楽しみください。
飲食店 https://kiantei-due.com/

あづみのコミューンチロル

名水百選の天然水で淹れた名水コーヒーと、ここでしか出逢えない作家の作品や小物たち。

２階からの景色を楽しみながらゆっくりお過ごしください。

※来店特典：ランチセットメニュー100円引き

飲食・ギャラリー https://azumino-tirol.com/

KIIIYAcafe&hostel
安曇野市穂高のカフェホテルです。安曇野の食材をふんだんに使ったランチやデザートをお楽

しみください。
飲食・宿泊 https://kiiiya.com/

月日堂製パン

山麓線の松川村寄り、穂高有明の森の中にあります。店内にある石臼で玄米から挽いた県

産小麦とライ麦を原材料に、自家製酵母種（ルヴァン種）で発酵させる田舎パンを販売し

ています。

※来店特典：ご購入金額から10％割引

パン製造小売 https://gappido.com/

北アルプス牧場直売店

安曇野の牧草とコーンをたっぷり食べた元気な母牛からおいしい牛乳を搾っています。アイスク

リームやのむヨーグルトもオススメです。

※来店特典：牧場牛乳1杯50円引き

小売店 https://www.bokujyo.co.jp/

あづみ野ガラス工房
当工房で丹精こめて作った作品を販売しています。ショップ内からは。実際にスタッフの作品政

策の様子をご覧頂けます。また、吹きガラス体験も行っております。
小売店 http://azumino-glass.com

なないろ農園

当園は常念岳のビュースポット、自転車広場の横で、イチゴとイチゴを70％使用したジェラー

トアイスを販売しております。是非遊びにお越しください！

※来店特典：摘みたてイチゴプレゼント

小売店 http://7cf.jp

旬の味ほりがね物産センター

「旬の味ほりがね物産センター」は、新鮮、安心、安全、手作りの農産物を豊富に取り揃え

て、皆様のお越しをお待ちしております。

※来店特典：買い物・食堂利用のお客様はソフトクリーム￥50引き

小売店・飲食店 https://horigane.or.jp

大王わさび農場

国内屈指の広さを誇るわさび田に湧く湧水と黒澤明監督の撮影に使われた水車が日本の

原風景のような景色を残します。わさびを育む水を活かしたグルメも味わえます。

※来場特典：安曇野わさび田湧水群の水

土産・小売店 http://www.daiowasabi.co.jp/

安曇野しゃくなげの湯
中房渓谷から引湯された良質な天然温泉は、露天風呂・毎日入れ替わる内風呂・サウナ・

家族風呂があります。
日帰り入浴 http://syakunagenoyu.info/

ビレッジ安曇野
朝風呂やってます！

※来店特典：大人入浴料50円引き（￥500⇒￥450）
日帰り入浴・土産 https://vil-azumino.jp

安曇野市天蚕センター

安曇野・穂高有明地区で培われた幻の絹糸「天蚕」。その歴史や生態について、資料の展

示やビデオで分かりやすく紹介しています。天蚕糸を使った商品の販売コーナーもあり。

※来店特典：入館料無料

伝統工芸 http://azumino-tensan.jp

碌山美術館

日本近代彫刻の一つの頂点を示した萩原守衛（１８７９－１９１０　号：碌山）の

作品を保存・公開する美術館。赤煉瓦の碌山館はじめ４つの展示棟で、萩原ほか友人の・

高村光太郎らの作品も展示。

※来館特典：オリジナル絵葉書プレゼント

美術館 http://www.rokuzan.jp

征矢野久水彩館

安曇野の水彩画家、征矢野　久（そやの　ひさ）の美術館。北アルプスを背景に美しい安

曇野の風景を切り取った、征矢野ブルーの世界をご覧ください。

※来館特典：絵葉書1枚プレゼント

美術館 https://suisaikan.com/

安曇野山岳美術館

当館は北アルプスの麗で「本格的な山岳絵画をみていただきたい」という初代館長の思いから

1983年に安曇野の地に閉館した世界的にも珍しい山岳画専門の美術館です。

※来場特典：入館料：一般・大学生500円、中学・高校生250円

　　　　　　（他の割引特典との併用は不可）

美術館 http://azumino.mt-museum.jp/

安曇野市観光情報センター
安曇野の観光案内所。各種マップ、パンフレットをご用意して観光のサポートをいたします。ま

た、安曇野のお土産も多数揃えております。
観光案内・小売店 http://www.azumino-e-tabi.net

安曇野市

https://www.wa-ma-3191.com/
http://www.sippo.net/
https://sekiya-azumino_jp/
https://peraichi.com/landing_pages/view/ichiyo2018
https://peraichi.com/landing_pages/view/ichiyo2018
https://www.instagram.com/piccolana.pasta/
https://www.instagram.com/piccolana.pasta/
https://www.bonbonsha.jp/
https://kiantei-due.com/
https://azumino-tirol.com/
https://kiiiya.com/
https://gappido.com/
https://www.bokujyo.co.jp/
http://azumino-glass.com/
http://7cf.jp/
https://horigane.or.jp/
http://www.daiowasabi.co.jp/
http://syakunagenoyu.info/
https://vil-azumino.jp/
http://azumino-tensan.jp/
http://www.rokuzan.jp/
https://suisaikan.com/
http://azumino.mt-museum.jp/
http://www.azumino-e-tabi.net/

