
安曇野市天蚕センター ブーランジュリー　プティ・タ・プティ Café 凡凡舎

安曇野コワーキングスペース

キッチン＆宿 ぶたのしっぽ

そば処せきや  安曇野店

安曇野しゃくなげの湯

安曇野市穂高 5952-3

2023.4

お問い合わせ

TEL：0263-82-9363
安曇野市観光情報センター
（安曇野市観光協会）

●車道の左側走行　●一列走行の遵守と多重列走行の禁止　●交通信号の厳守　●自転車走行可能な歩道及び歩行者共有区間での歩行者優先走行の厳守
●他の自転車の追い越し時の声かけ、手信号の実施　●事故に結びつくような行為の禁止　●サイクリングマナーに反する行為の禁止
●夜間の走行は事故のリスクが高まるために推奨しません　●万が一事故にあわれた場合は速やかに管轄の警察署へ届け出てください。
●自転車乗車中のヘルメット着用が努力義務化されます（令和 5年 4月より）

安曇野の飲食店、絶景ポイント、観光施設などを自転車で巡ってポイントを集めるゲー
ム感覚の自転車アクティビティ！ポイントに応じて賞品ゲットのチャンス。参加費はか
かりませんので是非ご参加ください。

自転車走行の注意 交通安全を守りサイクリングをお楽しみください

アンケートの期限は2023年 12月末
※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせて頂きます。

アンケートに答えて下さった方の中から、
抽選でちいさな安曇野グッズをプレゼントします

アンケートのご協力のお願い

ステーションがあればどこでも借りられ好きな場所で返せるお手軽自転車で
す。全台電動アシストで坂道も楽々走行。

アプリをダウンロードしてシェア
サイクルをかりよう！

料金 :300 円～ /1ｈ
時間 : 8:30 ～ 18:00
電話 : 0263-82-3888

ひつじ屋
料金 :200 円～ /1ｈ
時間 : 8:00 ～日没
電話 : 0263-82-3730

しなの庵

自転車でチェックポイントを巡って賞品ゲット！

▲ android ▲ iPhone

料金 :400 円～ /1ｈ全台、電動アシストのクロスバイク

安曇野シェアサイクル レンタサイクル

レンタサイクルの情報

あづみの

イベントのご案内

●交通法規の絶対厳守　●ながら運転（スマホなど）の禁止　●迷惑行為（ポイ捨てなど）の禁止

穂高駅で自転車を借りる

シェアサイクルなら豊科駅や明科駅
からも借りれます！
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・ビレッジ安曇野

あづみ野ごはん
風ゆら

そば処せきや
安曇野店

あづみ野 F-1パーク

国営アルプスあづみの公園
堀金・穂高地区

・田淵行男記念館

・ギャラリー＆カフェ
　あづみのコミューン チロル

安曇野髙橋節郎記念美術館

征矢野久  水彩館

旬の味ほりがね物産センター
食事処  美里

あづみ野菓子工房  彩香

市民タイムス安曇野支社

ナポリピッツァ  TASUKU
イタリア料理
La Felicita

麦工房かかし

ANCアリーナ

明科駅前 おやきの店うしこし

そば処一葉

小柴屋

自転車旅行 宿 長野

安曇野コワーキング
スペース

なないろ農園

ラーメン仙

ままそばペンション
ハーヴェスト レストランアベ

トレンタトレ

キッチンはるつげ

KIIIYA cafe&hostel

安曇野地球宿

安曇野ワイナリー
café凡凡舎

トラットリア  ピッコラーナ

飯沼飛行士記念館
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（旧）下里工務店

安曇野の里

スイス村
・こばやし安曇野庵
・安曇野スイス村ハイジの里別館

安曇野しゃくなげの湯

安曇野山岳美術館

安曇野ジャンセン美術館

安曇野市天蚕センター

穂高温泉供給株式会社

ピザハウス 樹安亭 Due

森のパン屋 サン・トノーレ

月日堂製パン
ペンション花ことば

カフェ ジャルダン

北アルプス牧場直売店

アップルアンドローゼス

ログペンションさかい

旅館  山のたこ平 宮城

豊里

キッチン＆やど  ぶたのしっぽ
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穂高駅

P安曇野穂高
駐車場

ひつじ屋
安曇野市観光
情報センター

穂高駅前

穂高駅入口

御法田

穂高神社

安曇野レンタ
サイクル
しなの庵

大王わさび農場

そば・民宿 ごほーでん

ブーランジュリー　プティ・タ・プティ

碌山美術館

山麓線ライン　標高約700ｍ

市街地ライン　標高約500～600ｍ

1

桜の絶景スポット紅葉スポット

Eエリア

Dエリア

Cエリア

Cエリア

Bエリア

Bエリア

Aエリア

シェアサイクルステーション設置場所
※シェアサイクルのアプリ取得や使用方法は裏面をご覧ください。

給水ステーション
※凍結防止のため、11月下旬から3月中旬
　までは使用ができません

（マイボトル給水場所）

穂高駅前

サイクリングオアシス

MAP

安曇野穂高ビューホテル
国営アルプスあづみの公園(中央口)
apple&roses
しゃくなげの湯
休暇村リトリート安曇野ホテル
ダイヤモンドあずみ野温泉ホテル

安曇野ちひろ美術館
JR大糸線安曇追分駅前
かじかの里公園
JR大糸線穂高駅前
大王わさび農場
JR篠ノ井線明科駅前

安曇野の里
安曇野スイス村
JR大糸線豊科駅前
豊科南部総合公園
HAMAフラワーパーク安曇野
道の駅アルプス安曇野 ほりがねの里 
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碌山美術館

9:00～17:10（3～10月） 
9:00～16:10（11～2月）
※入館は閉館の30分前
無休（5～10月）
月曜、祝日の翌日（11～4月）

オリジナル絵葉書プレゼント

日本近代彫刻の頂点を示
した荻原守衛（号：碌山
1879-1910）の美術館。
作品はもちろん、ツタの絡
まる碌山館、館庭など見ど
ころ満載です！

A
エリア あづみ野F-1パーク

9:00～18:00 
9:00～20:00（夏場）
無休

表彰台でトロフィーを持って写真撮影

9：00～18：00　場内水道より給水できます

大人も子供も楽しめる
サーキット。大人５０キ
ロ、子供２０キロくらい
のスピードが出ます。日
常では味わえないレース
体験をしてみましょう。

A
エリア 安曇野レンタ

サイクルしなの庵

タイヤのエアーチェック・充填無料

当店は穂高駅前にあるレ
ンタサイクルのお店で
す。自転車の修理も承っ
ておりますので、
トラブルの際はお問い合
わせください。

A
エリア

ブーランジュリー
プティ・タ・プティ

12：30～18：00
日～木

タイヤの空気充填無料

東光寺の南にある小さな
パン屋。なるべく地産地消
の安心素材で粉のおいし
さ引き出す“ゆっくり低温
発酵のパン”と甘さ控えめ
“おうちのお菓子” を作っ
ています。

A
エリア そば・民宿

ごほーでん

11:30～14:30
18:00～19:45
無休

ソフトドリンク1杯サービス

当店は田舎のおばあちゃ
んちです、お客様が余計
な気を使わないでリラッ
クスできる空間をご提供
できるように努めており
ます。

A
エリア キッチンはるつげ

11:30～18:00
月曜日・火曜日・水曜日

ランチ時コーヒーおかわりサービス

穂高駅から1.2ｋｍ、ラン
チやティータイムに利用
できる他、宿泊も可能で
す。すぐ隣の中央図書館
「みらい」は、芝生の広
場があり休憩にもgood。
ランチメニューはHPやFB
でチェックできます。

A
エリア

穗髙神社

8:30～17:00
無休

安曇野を代表する神社
で、日本アルプスの総鎮
守。交通安全・産業安全
の守り神として広く信仰
されています。奥宮は上
高地に祀られており、嶺
宮は奥穂高岳山頂に祀ら
れています。

A
エリア こばやし

安曇野庵

11：00～15：00
無休

そば茶サービス

一番人気は安曇野そばで
す。四季折々の一品が付
きます。
安曇野産の蕎麦粉と澄ん
だ水が生んだ名作をぜひ
お召し上がり下さい。

A
エリア 大王わさび農場

8:00~17:00
(冬季時間変更あり）
12/31～1/2

安曇野わさび田湧水群の水が給水できます

豊富な湧き水と雄大な景
色に驚くこと間違いな
し！！美味しい食事や飲
み物を用意して、皆様の
お越しをお待ちしており
ます。

A
エリア

そば処せきや
安曇野店

平日10:00～15:30(L.O15:00)
土日祝9:30～19:30(L.O19:00)
不定休

山賊唐揚げ1個サービス

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。

A
エリア 田淵行男記念館

9:00～17:00
月曜日(祝日の場合は開館)
祝日の翌日

こんこんと湧く北アルプ
スからの伏流水の上に建
つ美術館です！山岳写真
や蝶の絵を展示していま
す。開館中は外のトイレ
を使用いただけます。

A
エリア トラットリア

ピッコラーナ

10:00～11:30,11:30～14:00
14:00～17:30
17:30～20:00※21:00閉店
木曜日（祝祭日は営業）

食事された方1ドリンクサービス

北アルプスと、田園風景が
望める中で召し上がれる
イタリアンレストラン。手
作りドルチェも日替わり
でご用意してます。

A
エリア

あづみの
コミューン チロル

10:00～17:00
火曜日

ランチセットメニュー100円引き

地元の食材を使ったラン
チや名水コーヒーが楽し
めます。ギャラリーでは定
期的に企画展を開催。さま
ざまなジャンルの作家作
品を展示販売しています。
景色を眺めながらゆっく
り過ごせます。

A
エリア あづみ野ごはん

風ゆら

11：30～（要予約）
月曜日・火曜日

大きな窓から北アルプス
の峰々や眼下を流れる犀
川を望み安曇野の美しい
景観が、ゆったりとした
心地よい時間を演出して
います。

A
エリア トレンタトレ

11:00～要確認
水曜日

おちついた店内で、楽し
い時間を過ごしてもらえ
るように心がけていま
す。テイクアウト、平日
11：00～19：30（最終受
渡し）、日曜日11：00～
17：00（最終受渡し）

A
エリア

安曇野スイス村
ハイジの里別館

9:00～17:00
水曜日

アルプス連峰を望む安曇
野スイス村。野沢菜をはじ
め信州を代表するお土産
を揃えております。信州産
りんごのドライフルーツ
や安曇野産青唐辛子を使
用したピリ辛醤油はお薦
めです。人気のりんごソフ
トと常念でほっと一息。

A
エリア （旧）下里工務店

9:00～17:00
不定休

作業場の二階です。桧板
や杉、ケヤキなどの板に
ことわざや歌詞などの文
字を刻んで色付けした
作品を200点位飾ってあ
ります。その他手作り木
工品をおいてあります。

A
エリア 安曇野髙橋節郎

記念美術館

9:00～17:00
月曜日・祝日の翌平日
年末年始

文化勲章受章の漆の芸術
家・髙橋節郎は、故郷安曇
野を題材に幻想的な作品
を制作しました。
国登録有形文化財・節郎
生家や美しい庭園とあわ
せてご覧ください。

A
エリア

安曇野市
観光情報センター

9:00～17:30（4月～10月)
9:00～17:00（11月～3月）
年末年始

マップ持参で特製ポストカードプレゼント

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。

A
エリア ビレッジ安曇野

6:30～22:00
第2火曜日

大人入浴料50円引き（￥500⇒￥450）

有料入館者にポストカードプレゼント

サイクリング中のいやし
にビレッジでお風呂はい
かがですか？（10：30～
22：00）朝風呂もいいで
すよ（6：30～8：00）

A
エリア ラーメン仙

11:00～15:00
17:00～21:00
月曜日

化学調味料不使用・地産
地消。地元のしょうゆ、
みそ、野菜・肉を使って
ます。
定番メニューから限定ま
で幅広く提供していま
す。お座敷もあります。

A
エリア

カフェ
ジャルダン

9：00～15：00
木曜日

水の無料サービス、ポット水筒可

山麓線沿いのカフェに
なります。店舗はログ
ハウスでテラス中心の
営業です。

B
エリア

安曇野市
天蚕センター

4～10月　9:00～17:00
11～3月　9:00～15:00
月曜日、祝日の翌平日、
年末年始入館料無料

安曇野 有明で育まれた
天蚕についての映像や
資料の展示をしており、
隣接する機織り工房で
は手機織りの見学 ( 要
問合せ ) もできます。天
蚕糸を使用した製品の
販売もしています。

B
エリア

キッチン＆やど
ぶたのしっぽ

12:00～14:00
水曜日 ・ 木曜日

山麓線沿いにある「泊まれ
る洋食屋」です。ランチメ
ニューは地元の素材を使っ
たカレーが中心。定番のチ
キンカレー以外に信州味噌
のキーマカレー、安曇野ビー
フカレー、信州サーモンの
タイ風カレーもあります。

B
エリア 旅館 山のたこ平

日帰り入浴 10:00～21:00
チェックイン 15:00～
無休

夕食1ドリンクサービス※素泊まり以外

当館はプールのように
大きな大浴場 、 お食事
では安曇野産蕎麦粉を
使用した手打ち蕎麦が
自慢です 。

B
エリア 穂高温泉供給

株式会社

8:30～17:00
土曜日・日曜日・祝日

別荘やホテル、旅館、ペ
ンション、足湯に温泉を
供給しています。ご自宅
で温泉が楽しめるよう、
温泉スタンドも営業して
います。　温泉に関する
事や日帰り入浴施設のお
問い合わせなどお気軽に
お立ち寄りください。

B
エリア

ログペンション
さかい

8:00～18:00
不定休

木の温もり一杯のログ
ハウスの宿です。大型
犬から小型犬までご利
用できるペット同伴可
の宿です。

B
エリア 征矢野久水彩館

9:30～16:30（最終入館16:00）
火・水曜日
（祝日・GW・お盆は開館）

絵葉書1枚プレゼント

山が雲に隠れている日
も、水彩画家征矢野久(そ
やのひさ)の描く、美しい
北アルプスと安曇野の風
景が皆さんをお待ちして
います！

B
エリア 安曇野

ジャンセン美術館

9：00～16：30入館受付
（17：00閉館）
年中無休  ※展示入れ替え
のため臨時休館あり

オリジナルポストカードを１枚プレゼント ※他の割引と併用不可

令和5年は開館30周年特
別展を開催中。4～6月ミ
ロ、7～9月有名人作品
展、10～12月ミュシャ
他。令和6年は只今企画
中。乞うご期待！

B
エリア

安曇野山岳美術館

10:00～16:00
木曜日(祝日の場合は開館)
GW・8月は無休
冬期休館

入館受付時の提示でオリジナルポストカードを
１枚プレゼント　※他の割引と併用不可

「世界でも数少ない山岳
画の専門美術館です！山
小舎を思わせる展示室で
静かに作品を楽しめま
す。鑑賞後は喫茶室でお
いしい珈琲をどうぞ！ご
来館お待ちしています。

B
エリア 月日堂製パン

10:00～16:00
8:00～13:00（夏期）
（パンがなくなるまで）
火・水・木・金曜日

ご購入金額から10％割引

長野県産の小麦と安曇野
の水で仕込んだ大きな田
舎パンを薪窯で焼いてい
ます。坂の上のお店なの
で自転車でしっかり汗を
かくことができます。是
非お立ち寄りください！

B
エリア

ままそば

昼:11:30～15:30
夜:17:30～21:00
（夜は予約のみ）
水曜日・木曜日

ままそばは 2015 年安曇
野市穂高有明に OPEN し
た、信州そばと地元野菜の
天ぷらのお店です。
素材の良さをその “まま”
いかした体にやさしい、体
が喜ぶ料理を提供するこ
とをモットーにママさん
だけで営業をしています。

C
エリア

ピザハウス
樹安亭 Due

11:30～14:30（L.O 14:00）
17:30～20:30（L.O 20:00）
水曜日・木曜日

家庭的なイタリアン。
スポーツスタイルでも
気 軽 に ご 利 用 頂 け ま
す。テラス席は予約可
能です。御来店お待ち
致しております。

C
エリア レストランアベ

11:00～14:30
17:00～21:00（L.O 20:30）
不定休

昭和53年に開店した田舎
の洋食屋です。懐かしい
洋食屋さんの雰囲気の中
でゆったりお食事をお楽
しみください。

C
エリア

ペンション
ハーヴェスト
のどかな田園風景の中に
佇む木の温もりを感じて
いただける宿です。 体に
優しい料理を提供してい
ます。自家製スモークサー
モンや生ハム、鹿肉料理の
ご用意もあります。

C
エリア 安曇野

しゃくなげの湯

9:30～21:30（L.O 20:00）
（最終受付20:30）
第一水曜日

天然温泉を注ぐ日帰り温
泉施設として、サウナを
はじめ、異なるお風呂を
満喫いただけます。(平
日と土・日・祝は入浴料
が異なります）食堂も是
非ご利用ください。

C
エリア 北アルプス

牧場直売店

10:00～17:00
（前後30分余裕あり）
冬季1月半ば～2月中の
水曜日

牧場牛乳1杯50円引き

北アルプス牧場の新鮮な
牛乳や手作りアイスク
リームがあります。ぜひ
お立ち寄りください。

C
エリア

森のパン屋
サン・トノーレ

9：30～18：00
月曜日・第1・3火曜日

5％割引

素材にこだわり時間をか
けて焼き上げました。お
すすめはクロワッサンで
す。バターと小麦粉の香
りをお楽しみください。
“北アルプスと水と空気と
サントノーレのパン”

C
エリア ペンション

花ことば

9:30～18:00
無休

貸し切りで入る天然温泉
風呂と自家栽培の野菜と
お米を使った料理でおも
てなし。マイナスイオン
いっぱいの森林浴も楽し
んで下さい。    

C
エリア café 凡凡舎

10:00～17:00
水曜日・木曜日

ウーロン茶サービス

四季折々の北アルプスの
風景が眼の前に広がるロ
ケーションは山麓随一！
堀口珈琲のスペシャリ
ティコーヒー、手作りラ
ンチでゆっくりお過ごし
ください

C
エリア

アップルアンド
ローゼス

4月～10月
10:00～18:00（L.O 17:00）
11月～3月
10:00～17:00（L.O 16:00）
火（4～10月）、火・水（11～3月）

信州産りんごを使ったお
菓子屋さん。テイクアウ
ト、中庭を眺めるカウン
ターと個室、テラスのゆっ
たり空間でスイーツと紅
茶をお召し上がりいただ
けます。

C
エリア

食事処　美里

11:30～14:00
17:30～21:30
水曜日

ソフトドリンク1杯サービス

メニューが豊富で、ご当
地グルメの信州サーモン
やリンゴナポリタン、季
節限定の夏野菜カレーも
食べられます。おもちゃ
やたくさんの水槽に泳ぐ
魚も見れて、おしゃれな
雰囲気です。

D
エリア安曇野地球宿

10:00～16:00
※畑に出て不在の時あり
不定休

畑体験可能(要事前連絡)
6～8月ブルーベリー狩り￥200引き

りんご畑に囲まれた出
会いと体験のゲストハ
ウスです。
安曇野の農と自然を感
じに遊びに来てくださ
いね。

D
エリア

自転車旅行
宿　長野

土日祝日
平日

農家の離れの農家民宿
で、1棟丸ごと貸し（素
泊まり）です。宿泊所
の隣のベンチで休憩で
きます。無料Wi-Fi電波
も飛んでいます。空気
入れなどもお貸しでき
ますよ。

D
エリア 旬の味ほりがね

物産センター

店舗 8:30～17:00
食堂 11:00～14:30（L.O.）
年末年始休業あり

お買い物・食堂ご利用のお客様はソフトクリーム￥50引き

日々畑で精を出す母ちゃん
たちの新鮮野菜、お惣菜。“信
州の安心なお店” 食堂はほっ
こりおふくろの味。さあ、ひ
とっきら寄っていきましょ。

D
エリア あづみ野菓子工房

彩香

10:00～18:00
月曜日

店舗利用者様
ジェラートをシングル料金でダブルに

地元食材を使用した洋
菓子店。毎日作りたての
ジェラート、ニッポン全
国おやつランキング グ
ランプリ受賞のチーズ
in タルトバウム信州り
んごがおすすめです。

D
エリア

イタリア料理店
La Felicita

11:30～15:00
18:00～21:30(水・木～土)
18:00～21:00(日・月・祝)
火曜日

ソフトドリンク1杯サービス

生 パ ス タ ・ 窯 焼 ピ ッ
ツァ・一品料理、ドル
チェやワインにいたるま
で、シェフが修行を積ん
できたローマの雰囲気を
お楽しみください。

D
エリア ナポリピッツァ

TASUKU

11:00～19:00(L.O.18:30) 
火曜のみ
11:00～14:30(L.O.14:00)
火曜日の夜・水曜日

イタリアのナポリピッ
ツァ職人協会から「ナポ
リピッツァ職人」に認定
されたシェフが伝統の手
法と地元食材をふんだん
に使って仕上げるイタリ
ア料理を提供。

D
エリア安曇野ワイナリー

夏季　9：30～17：00
冬季　10：00～16：00
不定休

安曇野のむヨーグルト　ご試飲サービス

西に北アルプスを望む雄
大な自然の中にありま
す。理想のワインを目指
し、健全なブドウを栽培
し、丁寧に醸造すること
を心掛けています。

D
エリア

市民タイムス
安曇野支社

10:00～17:00
不定休

パンフレット・リーフレット無料配布

4名までの宿泊20％引き

「安曇野・松本・塩尻・東筑・
北安・木曽」信州の地域紙。
エリア内で注目のお店な
どを紹介する弊社発行の
冊子「ふらっと（B5版）」を
無料配布中です。

D
エリア

麦工房かかし

11:00～14:00,17:30～21:00
火曜日（祝日の場合翌日）

天然素材にこだわった
名物「しおラーメン」
＆ 手 作 り ス イ ー ツ の
ラーメン＆カフェのお
店です。えびの香ばし
さが人気の「えびしお
ラーメン」に手作りア
イスとパンケーキなど
メニューが豊富です。

E
エリア

そば処一葉

平日　　 　11:00～14:30
　　　　 　17:00～19:30
土日祝祭日 11:00～19:30
（品切れ次第終了）
水曜日 

大切に育てられた玄そば
をこだわりの挽き方で自
家製粉し打ったそばで
す。歯ごたえと風味の強
い粗挽きそばとなめらか
な細挽きそばをお選びい
ただけます。

E
エリア

おやきの店
うしこし

9:30～売り切れまで
水曜日

石の上で焼く石焼おや
き、皮はパリパリ、中身
はふっくらしているおや
きのお店です。

E
エリア 小柴屋

11:00～15:00
17:00～20:00
木曜日(祝日の場合は営業)

地元の食材を使って信
州らしい料理を作りた
い。自分が美味しいと
思ったのもを食べても
らいたい。
そんな想いでお客様を
お迎えしています。

E
エリア

困った時の相談窓口

道に迷ったりトラブルがあったら相談に乗ってくれたり、自転車を停めるスペースがあっ
たり、トイレを貸してくれたり、サイクリングで困ったときに安心して立ち寄れる店舗
です。サイクリングを楽しみながら、是非多くの店舗にお立ち寄りください。皆様のお
越しをお待ちしています。

道に迷ったりトラブルがあっ
たら連絡先を教えてあげたり、
取り次いでくれます！

自転車で来た人に店舗
利用がなくてもトイレ
を貸してくれます。

自転車で来店し、この冊子を
持っていくとサービスが受けら
れます。※予告なく、変更・中
止となる場合があります。

駐輪スペース

トイレ テイク
アウト

来店特典
安曇野のおいしい
水をマイボトルに
給水できます

給水スポット

サイクリングオアシス店舗一覧

サイクルラックがない店舗もありますが、駐輪場が
分からない場合はお気軽に店員にお尋ねください。

飯沼飛行士記念館

9：00～17：00
月曜（祝日の場合は開館）
祝日の翌平日
冬季12月15日～2月末日

日本初となる航空世界公
認記録を樹立した『飯沼
正明飛行士』をご存じで
すか？！純国産機『神風
号』を操縦、若き飛行士
による偉業をぜひご覧く
ださい！！

A
エリア

カインズ豊科店

9:30～20:00
無休

タイヤの空気入れ・自転車修理・簡易点検

地域の皆様の生活を支え
るホームセンターを目指
しております。サイクルカ
ウンターではプロの整備
士が親切・丁寧に修理・
販売・点検を行っており
ます。お立ち寄りの際は是
非、サイクルカウンターに
足をお運びくださいませ。

E
エリア

安曇野コワー
キングスペース

9:30～21:30
不定休

安曇野初のコワーキングス 
ペース。サイクルスタンド、
外に AC 電源、自販機、高速
Wi-Fi を完備。デバイス、電
動アシスト自転車等の充電
可。my mizu の給水スポッ
ト。農家民泊、車中泊スペー 
スを併設しています。

E
エリア

なないろ農園

10：00～15：00
月・火曜日（冬期休業あり）

摘みたてイチゴプレゼント（6～11月）

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。イチゴの試食サービ
スしてます、是非遊びに
お越しください！

E
エリア

「安曇野サイクリングオアシス」って？ このタペストリーが目印！

北アルプ
スと自転

車を一緒

に撮るの
がおすす

めです！

KIIIYA 
cafe&hostel

10:00~18:00
ディナー要予約
不定休

タピオカ増量

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。

A
エリア

製造所内の水道より給水※営業日以外も在宅中であればOK

終日可　手水舎より給水ください

10:00～15:00　店内入口にて従業員にお声がけください 9:00～17:00 スタッフにお声がけください 8:00～16:00  水道の蛇口から店員が給水

9:30～17:00　ショップにてスタッフへお声がけください

9:30～16:00  館の入口にて受渡します。お声がけください。

9:30～16:00  駐車場の中に水道がありますスタッフ在中時にセルフでマイボトル。お 1人様一本分10:00～15:00 店の者にお申し付けください

8:30～17:00 店奥の水道よりご自身で給水

6：00～20：00　外の水道蛇口からご自身で給水
（山麓線から建物をみて左角に水道蛇口があります）

国営アルプス
あづみの公園
堀金・穂高地区

9:30～17:00（3～6、9～10月）
9:30～18:00（7～8月）
9:30～16:00
（11月～2月.夜間開園除く）
月曜日（祝日の場合翌平日）

自然と田園文化、山岳景観
を活かした公園。チュー
リップ、ナノハナ、コスモ
ス等の季節の花や夏には
自然の水を感じるイベン
ト、冬にはイルミネーショ
ンを楽しめます。

C
エリア

Re:Make_S &
haguhand

11:30～16:30（L.O.16:00）
火曜日、水曜日

テイクアウトメニュー5％OFF

安曇野の夏秋いちごを使ったメ
ニューが楽しめる「いちご
ショップ」。イートイン、テイ
クアウト合わせたいちごメ
ニューは約30種類。パフェや
ドリンクなどのいちごメニュー
に加えて、安曇野焙煎のハンド
ドリップコーヒーも人気です。

A
エリア
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