
No.1

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設 土産物店 飲食店 交通事業者

1 ザ・ビッグ三郷店 安曇野市三郷温2716-1 0263-77-6611 その他 スーパーマーケット

2 やおはち 安曇野市三郷温5895-1 0263-50-8083 土産物店

3 餃子商店つむぎ 安曇野市三郷温5895-1ハマフラワーパーク内 0263-87-3491 その他土産物店

4 三郷サラダ市 安曇野市三郷温5896-2 0263-76-4066 その他土産物店

5 かんてんぱぱショップ安曇野店
安曇野市三郷温5911-1HAMAフラワーパーク

内
0263-76-5140 その他土産物店

6 ハマフラワーパーク安曇野 安曇野市三郷温5919 0263-77-8300 土産物店

7 安曇野地球宿 安曇野市三郷小倉4028-1 080-5486-6111 果物狩り・観光農園 その他土産物店

8 ファインビュー室山 安曇野市三郷小倉6524-1 0263-77-7711 日帰り温泉施設 土産物店

9 安曇野ワイナリー 安曇野市三郷小倉6687-5 0263-77-7700 その他土産物店

10 デリシアはちが店 安曇野市三郷明盛1081 0263-77-2056 スーパーマーケット

11 ローソン安曇野三郷店 安曇野市三郷明盛1661-1 0263-77-9855 コンビニエンスストア

12 西友  豊科店 安曇野市南穂高776 0263-73-9311 スーパーマーケット

13 ままそば 安曇野市穂高10024フロンティ内 0263-87-5255 そば・うどん

14 スシロー安曇野穂高店 安曇野市穂高1360-1 0263-81-0188 和食・寿司・天ぷら

15 アルペン穂高店 安曇野市穂高1382-1 0263-82-1072 その他土産物店

16 和日庵  喜治 安曇野市穂高1707-3 0263-88-3923 和食・寿司・天ぷら

17 すし処  泰  穂高店 安曇野市穂高1796 0263-82-2247 和食・寿司・天ぷら

18 KIIIYA cafe&hostel 安曇野市穂高1835−2 0263-75-2784 カフェ・スイーツ

19 野菜の創作料理  野乃庵 安曇野市穂高2004 0263-50-6588 料理体験 その他グルメ

20 ケーヨーデイツー穂高店 安曇野市穂高2357 0263-82-8266 ホームセンター

21 ツルヤ穂高店 安曇野市穂高2415番 0263-50-4211 スーパーマーケット

22 100時間カレー穂高店 安曇野市穂高2474ー1 0263-88-6629 居酒屋・創作料理

23 だんまや水産穂高店 安曇野市穂高2474ー1 0263-82-1225 居酒屋・創作料理

24 アメリカンドラッグ穂高店 安曇野市穂高2579-1 0263-81-1182 ドラッグストア

25 丸六わさび問屋 安曇野市穂高2631 0263-82-2142 土産物店

26 民宿・そば処  ごほーでん 安曇野市穂高3580-1 0263-82-6820 そば・うどん
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No.2

27 大王わさび農場【レストランオアシス】 安曇野市穂高3640 0263-82-2118 洋食

28 大王わさび農場【湧水飯釜大王庵】 安曇野市穂高3640 0263-82-2118 和食・寿司・天ぷら

29 大王わさび農場【DAIO’S CAFE】 安曇野市穂高3640 0263-82-2118 カフェ・スイーツ

30 大王わさび農場 安曇野市穂高3640 0263-82-2118 果物狩り・観光農園 土産物店 ファーストフード

31 大王わさび農場  安曇野がった工房 安曇野市穂高3640 090-4442-6025
土産物店, 伝統工芸品等の販

売店

32 あづみ野遊印 安曇野市穂高3640大王わさび農場内 090-9831-3962 工芸体験 土産物店

33 あづみ野バザール若松屋 安曇野市穂高4337-2 090-9008-6986
土産物店, 伝統工芸品等の販

売店, その他土産物店
カフェ・スイーツ

34 あづみ野バザール穂高神社店 安曇野市穂高4337-2 090-9008-6986
土産物店, 伝統工芸品等の販

売店
カフェ・スイーツ

35 安曇観光タクシー株式会社 安曇野市穂高450番地 0263-82-3113 バス, タクシー

36 俵屋麴店 安曇野市穂高456 0263-82-2209 土産物店

37 テンホウ穂高店 安曇野市穂高456-1 0263-82-1940 ラーメン・つけ麺

38 カワチ薬品  穂高店 安曇野市穂高5577-1 0263-84-0703 ドラッグストア

39 そば処  寿々喜 安曇野市穂高5609-3 0263-82-4024 そば・うどん

40 西友  穂高店 安曇野市穂高5626-1 0263-82-7268 スーパーマーケット

41 佐野養蜂園 安曇野市穂高5628-5 0263-82-2065 その他土産物店

42 君ノ珈琲 安曇野市穂高5655-7 0263-75-2000 土産物店 定食屋

43 安曇野ブルワリー 安曇野市穂高5950-1 0263-88-2947 洋食

44 安曇野ひつじ屋 安曇野市穂高5951-1 0263-82-3888 アウトドア・スポーツ体験 土産物店 カフェ・スイーツ

45 安曇野レンタサイクル＆レンタカー  しなの庵 安曇野市穂高5951-2 0263-82-3730
アウトドア・スポーツ体験,

レンタカー

46 安曇野市観光情報センター 安曇野市穂高5952-3 0263-82-9363 土産物店 バス

47 食彩  かなで庵 安曇野市穂高6079 0263-82-6352 居酒屋・創作料理

48 キッチンはるつげ & 宿 春告鳥 安曇野市穂高6764−19 0263-88-8267 カフェ・スイーツ

49 モスバーガーあづみ野穂高店 安曇野市穂高801-1 0263-82-0171 ファーストフード

50 デリシア穂高店 安曇野市穂高801-1 0263-82-8400 スーパーマーケット

51 デニーズあづみの店 安曇野市穂高801-1 080-3218-6797 ファミリーレストラン

52 安曇野气船 安曇野市穂高8207-2 0263-87-9828 アウトドア・スポーツ体験

53 ファミリーマート穂高矢原店 安曇野市穂高831-1 0263-81-4403 コンビニエンスストア

54 ピザーラ穂高店 安曇野市穂高996-1 0263-82-0077 イタリアン

55 あづみ野菓子工房  彩香 安曇野本店 安曇野市穂高柏原4524-4 0120-049-719 カフェ・スイーツ

56 セブン-イレブン安曇野北穂高店 安曇野市穂高北穂高2807-1 0263-82-0998 コンビニエンスストア

57 ライフ井上穂高店 安曇野市穂高北穂高2996-1 0263-82-8211 その他土産物店

58 安曇野穂高ビューホテル 安曇野市穂高牧2200-3 0263-83-6200 土産物店 フレンチ

59 ホテルアンビエント安曇野 安曇野市穂高牧2230 0263-83-5550 土産物店, その他土産物店 フレンチ
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60 azumino ペンションウイング 安曇野市穂高牧2351-5 0263-83-5171 土産物店

61 リゾートハウスクラーレット 安曇野市穂高牧2354-1 0263-83-5515 レジャー施設

62 エムトラベル 安曇野市穂高有明10320-1 0263-81-5035 バス

63 綿半ホームエイド穂高店 安曇野市穂高有明10360-1 0263-84-6363 ホームセンター

64 ザ・ビッグ穂高店 安曇野市穂高有明10368-1 0263-83-5611 スーパーマーケット

65 桜の咲く頃に 安曇野市穂高有明1638-4 070-8314-0503 その他グルメ

66 江戸川区立穂高荘 安曇野市穂高有明2105-22 0263-83-3041 土産物店

67 豪商の宿  日本料理  穂高城 安曇野市穂高有明2177-23 0263-84-5100 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら

68 豪商の宿  日本料理  穂高城 安曇野市穂高有明2177-27 0263-84-5100 日帰り温泉施設, その他 土産物店, その他土産物店 和食・寿司・天ぷら

69 湯の宿常念坊 安曇野市穂高有明2186-201 0263-83-2963 日帰り温泉施設

70 絵本美術館＆コテージ  森のおうち 安曇野市穂高有明2215-9 0263-83-5670 博物館等 その他土産物店 カフェ・スイーツ

71 きこり亭 安曇野市穂高有明3613ー45 0263-83-5770 定食屋

72 安曇野市天蚕センター 安曇野市穂高有明3618-24 0263-83-3835 織物体験, 博物館等 伝統工芸品等の販売店

73 お宿  なごみ野 安曇野市穂高有明3618-44 0263-81-5566 土産物店

74 ファミリーマート穂高有明店 安曇野市穂高有明3番地1 0263-81-5002 コンビニエンスストア

75 安曇野ジャンセン美術館 安曇野市穂高有明4018-6 0263-83-6584 博物館等 カフェ・スイーツ

76 中房温泉  招仙閣・ロッヂ 安曇野市穂高有明7226 0263-77-1488 日帰り温泉施設, その他

77 穂高養生園 安曇野市穂高有明7258-20 0263-83-5260 その他 その他土産物店

78 outdoor guides kiboco 安曇野市穂高有明7265-22 0263-75-9414 アウトドア・スポーツ体験

79 割烹旅館  山彦 安曇野市穂高有明7319-11 0263-83-3885 その他 土産物店

80 ダイヤモンドあずみ野温泉ホテル 安曇野市穂高有明7326-5 0263-83-2231 土産物店, その他土産物店 その他グルメ

81 ニギハヤヒ ゲストハウスアンドテント 安曇野市穂高有明7348-1 080-4867-2653 アウトドア・スポーツ体験 居酒屋・創作料理

82 カフェ七ヶ月 安曇野市穂高有明7348-16 0263-84-5520 カフェ・スイーツ

83 ろっぢ安曇野遊人 安曇野市穂高有明7352-32 0263-83-5412 その他土産物店 その他グルメ

84 GuestRoomガーデンあずみ野 安曇野市穂高有明7572-1 0263-87-0197 その他土産物店

85 休暇村リトリート安曇野ホテル 安曇野市穂高有明7682-4 0263-31-0874 その他土産物店

86 檜湯の宿 松伯 安曇野市穂高有明7713-2 0263-83-3822 日帰り温泉施設

87 ペンション花ことば 安曇野市穂高有明7716-2 0263-83-5380 その他土産物店

88 安曇野しゃくなげの湯 安曇野市穂高有明7726-4 0263-88-4126 日帰り温泉施設

89 Vif穂高 安曇野市穂高有明7751-1 0263-81-5656 料理体験 土産物店 そば・うどん

90 ペンションあるかす 安曇野市穂高有明7878-1 0263-83-5663 土産物店

91 ガラス体験 遊び心 安曇野市穂高有明7999-6 090-2467-8722 工芸体験

92 The Art Studio８ 安曇野市穂高有明8038-7 0263-55-8742 工芸体験 伝統工芸品等の販売店
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93 アップルアンドローゼス 安曇野市穂高有明8161-1 0263-31-0655 土産物店 カフェ・スイーツ

94 北アルプス牧場直売店 安曇野市穂高有明8208-5 0263-83-7571 その他 その他土産物店 その他グルメ

95 安曇野パストラルユースホステル 安曇野市穂高有明8508-1 0263-83-6170 その他 ダイニングバー・バル

96 旅館  山のたこ平 安曇野市穂高有明8969番地 0263-83-2802 日帰り温泉施設 土産物店,その他土産物店

97 安曇野ペンションハーヴェスト 安曇野市穂高有明9146-2 0263-83-4317 イタリアン

98 歓びのプレリュード 安曇野市穂高有明9435 0263-31-0098 その他グルメ

99 やきにく食堂ふーさん 安曇野市穂高有明9688 0263-83-8066 焼肉・ホルモン

100 セブン-イレブン穂高富田店 安曇野市穂高有明9997番地1 0263-83-4884 コンビニエンスストア

101 燕山荘 安曇野市穂高有明中房 090-1420-0008 土産物店

102 有明荘 安曇野市穂高有明中房 0263-84-6511 土産物店

103 大天荘 安曇野市穂高有明中房 090-9003-1253 土産物店

104 合戦小屋 安曇野市穂高有明中房 090-1420-0008 土産物店

105 すたみな太郎安曇野インター店 安曇野市豊科104-6 0263-73-5250 焼肉・ホルモン

106 そば処一葉 安曇野市豊科2647 0263-72-4950 そば・うどん

107 しき美 本店 安曇野市豊科2648-7 0263-72-0968 和食・寿司・天ぷら

108 ファミリーマート安曇野吉野 安曇野市豊科4204-1 0263-71-5021 コンビニエンスストア

109 イオン豊科店 安曇野市豊科4272-10 0263-72-3177
スーパーマーケット,その他

お土産店

110 ツーリストツアー  イオン豊科営業所 安曇野市豊科4272-10イオン豊科1F 0263-72-8631 その他土産物店

111 (有)大黒屋 安曇野市豊科4313 0263-72-2002 その他グルメ

112 トリデンラーメン 安曇野市豊科4319 0263-72-2157 ラーメン・つけ麺

113 パーラーつばめ 安曇野市豊科4345−9 0263-55-0273 洋食

114 割烹  勇屋会館 安曇野市豊科4480-12 0263-72-2020 和食・寿司・天ぷら

115 デリシア豊科店 安曇野市豊科4488-1 0263-72-7571 スーパーマーケット

116 ホテルルートイン安曇野豊科駅南 安曇野市豊科4677-1 0263-73-0011 居酒屋・創作料理

117 旬彩ダイニングばんび 安曇野市豊科4707-9 0263-88-8155 イタリアン

118 炭火焼肉TAKIBI 安曇野市豊科4710-5 0263-50-6367 焼肉・ホルモン

119 安曇野かわい 安曇野市豊科4900 0263-72-2326 土産物店

120 スナックWA 安曇野市豊科4907-3 0263-88-6247 ダイニングバー・バル

121 美魔女club  MA 安曇野市豊科4907-3 0263-88-6249 その他グルメ

122 スギ薬局  豊科店 安曇野市豊科4946番地1 0263-87-2461 ドラッグストア

123 綿半スーパーセンター豊科店 安曇野市豊科500-1 0263-71-6363
スーパーマーケット, ホーム

センター

124 Dog Cafe WITH 安曇野市豊科5188-8 0263-71-1330 カフェ・スイーツ

125 Epic Japan 安曇野市豊科5261−8−101 090-8235-0339 アウトドア・スポーツ体験
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126 ウエルシア安曇野豊科店 安曇野市豊科5453 0263-71-6780 ドラッグストア

127 Re:Make_S（リメイクス） 安曇野市豊科5479−5 0263-50-7762 土産物店 カフェ・スイーツ

128 王滝ケータリングサービス安曇野店 安曇野市豊科5567-1 0263-31-6401 飲食以外

129 リラックス＆エステティックSUMIRE 安曇野市豊科5637-17 0263-75-6788 その他

130 ローソン安曇野警察署前店 安曇野市豊科5709-1 0263-73-4442 コンビニエンスストア

131 南安タクシー(有) 安曇野市豊科5951 0263-72-2855 バス, タクシー

132 ファミリーマート安曇野下鳥羽店 安曇野市豊科877-2 0263-71-3137 コンビニエンスストア

133 「酔園」蔵元  ＥＨ酒造 安曇野市豊科高家1090-1 0263-72-3011 その他 その他土産物店

134 ファミリーマートあづみ野産業団地店 安曇野市豊科高家2287-7 0263-71-4338 コンビニエンスストア

135 ファミリーマート安曇野真々部 安曇野市豊科高家5584 0263-71-5576 コンビニエンスストア

136 ファミリーマート安曇野立石店 安曇野市豊科高家6495番34 0263-71-4369 コンビニエンスストア

137 梓川サービスエリア上り線  RESTAURANT Azusagawa 安曇野市豊科高家972-5 0263-72-8816 ファミリーレストラン

138 梓川サービスエリア上り線  売店 安曇野市豊科高家972-5 0263-72-8816 土産物店

139 梓川サービスエリア上り線  神戸屋 安曇野市豊科高家972-5 0263-72-8816 カフェ・スイーツ

140 梓川サービスエリア上り線  azucafe 安曇野市豊科高家972-5 0263-72-8816 ファーストフード

141 御料理万る山 安曇野市豊科高家飯田604 0263-72-0551 和食・寿司・天ぷら

142 ファミリーマート梓川SA上り 安曇野市豊科高家飯田961-1 0263-71-2591 コンビニエンスストア

143 かつ時  豊科インター店 安曇野市豊科字南穂高111-1 0263-73-0087 和食・寿司・天ぷら

144 セブン-イレブン安曇野豊科店 安曇野市豊科新田5468-1 0263-73-6968 コンビニエンスストア

145 五右衛門 安曇野市豊科成相4673ｰ20 0263−73-5991 居酒屋・創作料理

146 てしごとダイニング  えんや 安曇野市豊科成相4896 0263-73-4107 居酒屋・創作料理

147 原信  安曇野店 安曇野市豊科田沢6172番地 0263-71-1526 スーパーマーケット

148 ウエルシア安曇野インター店 安曇野市豊科田沢6959-10 0263-71-1512 ドラッグストア

149 ロイヤルホスト安曇野インター店 安曇野市豊科南穂高1102-2 0263-72-9012 ファミリーレストラン

150 あづみ堂 安曇野市豊科南穂高1115 0263-71-1400 その他 土産物店

151 王滝  安曇野店 安曇野市豊科南穂高1115 0263-31-3140 和食・寿司・天ぷら

152 四川乃華安曇野店 安曇野市豊科南穂高1115 0263-71-1411 中華・台湾

153 ファミリーマート安曇野インター 安曇野市豊科南穂高111番地23 0263-71-3021 コンビニエンスストア

154 あっちゃん  安曇野インター店 安曇野市豊科南穂高131-1 0263-71-3220 和食・寿司・天ぷら

155 小木曽製粉所  安曇野店 安曇野市豊科南穂高133-1 0263-71-2288 そば・うどん

156 ココス安曇野インター店 安曇野市豊科南穂高140-1 0263-71-2381 その他 その他土産物店 ファミリーレストラン

157 カレーハウスCoCo壱番屋  安曇野インター店
安曇野市豊科南穂高140-1スワンガーデン安曇

野内
0263-73-7791 洋食

158 竹風堂  あづみ野店 安曇野市豊科南穂高148-8 0263-73-0211 土産物店 和食・寿司・天ぷら



No.5

159 セブン-イレブン安曇野インター北店 安曇野市豊科南穂高1622-1 0263-72-7011 コンビニエンスストア

160 あづみ野F-1PARK 安曇野市豊科南穂高1622-2 0263-72-6801
乗り物体験, アウトドア・ス

ポーツ体験

161 どらやき専門店 AZUMINO STAND 515 安曇野市豊科南穂高5089-1 090-1867-7639 カフェ・スイーツ

162 まちの駅安曇野ベース 安曇野市豊科南穂高5089ー1 0263-88-9177
土産物店, 伝統工芸品等の販

売店, その他土産物店

163 あづみのるベーカリー 安曇野市豊科南穂高5373-1 0263-75-3707 その他 その他土産物店 その他グルメ

164 安曇野スイス村 安曇野市豊科南穂高5555-1 0263-72-7878 土産物店

165 かっぱ寿司豊科店 安曇野市豊科南穂高576-1 0263-72-9896 和食・寿司・天ぷら

166 ステーキ宮  豊科店 安曇野市豊科南穂高599-4 0263-73-2765 鉄板・ステーキ

167 腸詰屋 安曇野店 安曇野市豊科南穂高6226-1 0263-88-3963 土産物店

168 ファミリーマート安曇野オリンピックロード店 安曇野市豊科南穂高6351-1 0263-71-5023 コンビニエンスストア

169 アルプスラインクルーズ 安曇野市豊科南穂高6431-3 0263-50-6756 アウトドア・スポーツ体験

170 ビレッジ安曇野 安曇野市豊科南穂高6780 0263-72-8568 工芸体験 土産物店 和食・寿司・天ぷら

171 『安曇野リバークルージング』    わんだぁえっぐ 安曇野市豊科南穂高6815-4わんだぁえっぐ 0263-71-6073 アウトドア・スポーツ体験

172 カルビ大将  豊科店 安曇野市豊科南穂高6826-1 0263-73-0545 焼肉・ホルモン

173 ENEOSジェイクエスト  豊科店 安曇野市豊科南穂高754-3 0263-71-3671 コンビニエンスストア

174 テンホウカインズ豊科店 安曇野市豊科南穂高771-1 0263-50-4104 ラーメン・つけ麺

175 カインズ豊科店 安曇野市豊科南穂高771-1 0263-71-1000 ホームセンター

176 ほりでーゆ～四季の郷 安曇野市堀金烏川11-1 0263-73-8500
アウトドア・スポーツ体験,

日帰り温泉施設
土産物店 ファミリーレストラン

177 割烹よしだ 安曇野市堀金烏川2147-1 0263-72-2276 和食・寿司・天ぷら

178 かあさんのおむすびの店 安曇野市堀金烏川2696 0263-73-7002 そば・うどん

179 道の駅アルプス安曇野ほりがねの里 安曇野市堀金烏川2696 0263-73-7002 土産物店,道の駅

180 ファミリーマートJAあづみ烏川 安曇野市堀金烏川2764-1 0263-71-5011 コンビニエンスストア

181 ナポリピッツァ  TASUKU 安曇野市堀金烏川3132-1 0263-87-7729 イタリアン

182 テンホウ堀金店 安曇野市堀金烏川4214-1 0263-88-8142 ラーメン・つけ麺

183 らーめん  三空 安曇野市堀金烏川4244-2 050−1459–6035 ラーメン・つけ麺

184 ENEOSジェイクエスト  堀金店 安曇野市堀金烏川4974-1 0263-71-3750 コンビニエンスストア

185 ベイシア  あづみの堀金店 安曇野市堀金烏川5142-1 0263-73-0111 スーパーマーケット

186 そば乃庵はや田 安曇野市堀金三田270 0263-71-2354 そば・うどん

187 坂本屋 安曇野市明科七貴10775-1 0263-75-9477 和食・寿司・天ぷら

188 セブン-イレブン明科七貴店 安曇野市明科七貴8830-39 0263-62-2037 コンビニエンスストア

189 長峰荘 安曇野市明科中川手14-2 0263-62-2195 その他 土産物店

190 デリシアあかしな店 安曇野市明科中川手4006-1 0263-62-5021 スーパーマーケット

191 安曇野清流川下り  あめんぼう 安曇野市明科東川手13363 090-4602-8702 アウトドア・スポーツ体験


