
　　　　　STAY信濃大町★おおまち満喫クーポン対象施設一覧 2021年2月16日現在

分類 施　設　名 TEL 営業時間 定休日 内容／おすすめ商品 備　　考

酒楽亭　たきょう 0261-23-0896 17：00-23：00 日曜日 ジビエ料理、お刺身、どじょう料理 ラストオーダー22:00

居酒屋　和家 0261-85-4753 17:00-22:00 日・第３月
バラエティ豊富なメニュー、季節のおつまみも、
得々お刺身盛り合せ（2300円税別）

串揚げ酒場　花山 0261-23-7022 18:00-24:00 月 串揚げ盛り合せ10本（1200円税別） ラストオーダー23:00

鹿ジビエと手作り定食　カイザー 0261-85-0788
11:15-14:00（13:30LO)
17:30-20:00 （19:30LO）

月
鹿ステーキ、ダムカレー(鹿ジビエの他、豚かつ、カレー、ハンバー
グ、スパゲティ等常時40種以上のボリューム満点の定食でお待ち
しています。)

テイクアウト可

ハングリーボックス　ユキ 0261-22-4067 11:30-20:00 日 スパゲッティ、ハンバーグetc. テイクアウト可

割烹　桂 0261-22-3625 17:00-22:00 不定休 刺身、焼魚、鶏唐揚げ

手打ちそば処こばやし 0261-22-1200 11:00-16:30 水 もりそば、くるみそば、塩の道そば

中国料理　俵屋飯店 0261-22-0218
11:30-14:00
17:00-19:30

日
ソウルフード餃子、エビチリ、かにたま、春巻き、シュウマイ、トリソ
バ、もやしそば、チャーハン

具在なくなり次第終了

三洛 0261-23-0585 11:15-13:50 土 海鮮丼、定食 お昼のみの営業

一番鮨 0261-23-0801
11:30-13:00
17:00-23:00

無休（不定休） お好みのお寿しと、地元おいしいお酒と飲み放題で楽しめます

レストランカフェＨｉｄａｍａｒｉ 0261-85-0773 10:30-15:30
水・第1日・第3木

変更有

塩こうじソテー丼、ハンバーグ(和風/トマトソースあり)、グリルチキ
ン(チキンは信州ハーブ鶏使用。特製ハンバーグ他、大町黒豚
使用メニュー。

テイクアウト
オードブル、注文弁当（予約要）

カフェえんとつ 0261-22-8866
10:30-15:00

ラストオーダー14:00
月・その他

信州大町の新鮮野菜と湧水を使用しています。
パスタ、ピザ、スイーツ

ねまるちゃテラス 0261-85-4584 11:00-15:30 火・水 信州黄金軍鶏プレートランチ

おうちごはんホッと 0261-23-5959 11:30-14:00 12/30-1/3休み 黒部ダムカレー・ソースカツ丼

カフェテラス　マロン 0261-22-1187
7:20-18:00

(当面17:30まで)
不定休

サイホンだての自信のコーヒー、パフェ、
デザート類多種、パン、ピザトースト等

タカラ食堂 0261-22-0178
11:00-15:00

ラストオーダー14:40
不定休 もりそば、生姜あんかけそば

株式会社　創舎　　わちがい 0261-23-7363 10:00-15:30 月・火 茂吉膳、大町黒豚丼

ビストロカフェ　ミルフィーユ 0261-22-6898
11:30-14:00
17:30-20:30

月(祝日の場合翌火)
・第１火

ハンバーグ、スープカレー、カフェ

はっちゃん 0261-22-0161 18:00-22:00 月 もんじゃ、お好み焼き

Yショップニシ 0261-23-1900 10:00-18:30 水 そば、カフェ、雑貨

和食　織是 0261-85-2371
11:00-14:00
18:00-21:00

火
ランチ1500円(彩り膳/天ぷら御膳/子供彩り御膳/子供プレート)、
ディナー(ディナーコース種/稲穂/織是)

夜は要予約。

山遊食堂　岳 0261-85-0908
11:30-14:00
18:00-23:00

不定休 焼きカレー、どんぶり、ラーメン、パスタ、ご飯もの、デザート

そばの店　いろり 0261-22-8837
11:30-15:00
17:00-20:00

木
手打ちそば、手打ちうどん、岩魚の塩焼・天ぷら・唐揚、木崎のワ
カサギ、うなぎ蒲焼・うな重・うな丼、馬刺

四季彩　葉月 0261-85-2557
11:00-13:30
17:00-23:00

月 海鮮丼、長野県産のお酒、葉月御膳（昼のみ）

こまつうどん店 0261-22-0646
11:30-14:00
17:00-21:00

不定休 50余年の伝統の手打ちうどん、黒部ダムカレー、信州味噌カツ丼

楽乃里 0261-85-4886
11:00-14:30
17:30-20:00

(夜は金土日のみ)
無休 特上かつとじ御膳

居酒屋　夢の花 0261-23-5620 17:30-23:00 日・月不定休

集いの広場　シュシュ 0261-26-6420 20:00-24:00 日・月

らーめん矢 0261-85-4456

日~水11:00-14:30
17:00~20:30

木~土11:00~14:30
17:00~22:00

水・最終週の火曜日
九十九里産・煮干し中華そば
小上がり、お子様メニューあります。ご家族でどうぞ

café&BAR麻倉 080-8901-6727
11:30-14:00
18:00-23:00

水 手作りランチ

自家焙煎珈琲屋UNITE 0261-85-0180 11:00-16:00 日・月
ユナイトブレンド
20種類以上のコーヒーをご用意。コーヒー豆の販売

くんくん亭 0261-85-4868

平日11:00-
14:00/17:00-20:00

土・祝日11:00-20:00
日11:00-19:30

火 ピザ・チキンカツ・ビーフシチュー　など

天暇楽（テンカラ） 090-9359-8508
11:30-2:30
6:00-12:00

無し カレーハンバーグ・各定食・馬刺し

ｋｕｎｉ’ｓカントリーキッチン 0261-26-6602
11:30-14:30
17:30-20:30

火
12月-4月第2水

臨時休業有
自家製あらびきハンバーグ 営業時間、休みなど変更有

北アルプスブルワリー 0261-85-0780
平日16:00-21:00

土日祝12:00-21:00
月 コーヒーパンチ・氷河Apple

やきにく　SOUL 0261-22-0703
11:30-14:00
17:00-21:00

木 信州プレミアム牛、お得なランチ テイクアウト可

㈲ライスファーム野口

そば処高瀬川
0261-22-7001

11:00～14:00
17:30～19:30金土日のみ

月・第4火曜日
月が祝日の場合翌日

そば

養老乃瀧　大町駅前店 0261-22-4848 16:00-23:00 不定休 若鶏のジャンボ唐揚、手作りだし巻き玉子

藤長 0261-22-0186
月~土8:30-18:30

日9:00-17:00
月2不定休 ふんわりチーズ、プリン、あずみ等

コンディトライ・アン・マリーレ 0261-85-0702 10:00-17:00 火水臨時休業有 シュークリーム、温泉郷プリン

cake & café 立田屋 0261-22-0011
8:30-18:30

日8:30-18:00
水

12月-3月は不定休
チーズケーキ・アーモンドクッキー

洋

菓

子

店

飲

食

店

https://kanko-omachi.gr.jp/spot/takyou/
https://localplace.jp/t200514005/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/kazan/
https://kaiser-omachi.jimdofree.com/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/yuki/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/katsura/
https://teuchisoba-kobayasi.hp.gogo.jp/pc/
https://cantonese-restaurant-33.business.site/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/ichibanzushi/
https://ja-jp.facebook.com/resutorancafehidamari/
https://entotu.com/
https://www.nemarucha-terrace.jp/
https://www.kidswill.net/hotto.html
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/maron/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/takara/
https://www.wachigai.com/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/millefeuille/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/hattyan/
https://twitter.com/yukkiyhughug?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/%E5%92%8C%E9%A3%9F-%E7%B9%94%E6%98%AF-793207067736621/
http://www.omachionsen.jp/shops/2011/03/post-6.php
http://www.omachionsen.jp/shops/2011/03/post-5.php
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/haduki/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/komatsuudon/
http://rakunosato.kita-alps.org/
https://www.facebook.com/asaguracafeBar
https://www.facebook.com/unitecoffee.oomati
https://www.facebook.com/restaurant.kunkun/
https://www.facebook.com/Kunis%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3-816272655104953/
https://www.facebook.com/n.alps.beer/
https://yakiniku-soul.com/
https://www.yoronotaki.co.jp/search/detail.html?CN=3026
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/huzinaga/
http://anne-marille.com/
https://www.cowbell.ne.jp/
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分類 施　設　名 TEL 営業時間 定休日 内容／おすすめ商品 備　　考

御菓子司　喜久龍 0261-22-0183 8:30-17:30 日 生どら、バタどら、おだんご、きんつば

立田屋マル喜菓子店 0261-22-0437 10：00-18：00 日PM
幸栗-栗丸ごと入焼菓子
そば饅頭-そば粉、砂糖、山芋小豆のこしあん入

御菓子司　柴田 0261-22-0474 9:00－18:00
日曜日

季節により不定休
紅花いんげん蒸羊羹

どらやき Cona 0261-85-0802
10:00-17:00

(現在短縮11:00-15:00)
土・日・月・祝 どらやき

頂BKAKERY 0261-85-2433 10:00-17:00 月・火 駐車場有

丸福 0261-22-0311
9:00-18:00

(無くなり次第終了)
日・第２・３・４月 各種パン、子供服

地

酒
横川商店 0261-22-0133 9:00-20:00 水 長野県内の地酒・信濃大町県内ワイン・グルメ食品

博

物

館

ギ

ャ

ラ

リ

ー
塩の道ちょうじや 0261-22-4018 9:00-16:30 水

国登録文化財の建物『塩の道博物館』、『流鏑馬会館』見学
できます。ランチは、野菜を添えた蕎麦（温・冷あり）、スイー
ツあり

営業時間状況により変更有。
定休日臨時休業有。

ＪＡ大北農産物直売所

「ええっこの里」
0261-85-2289 9:00-17:00 年末年始 野菜・果物・花・加工品・静岡県の農産物・海産物など

アルプスロマン館 0261-23-7808 9：00-17：00（変更有） 不定休 雷鳥の里、他各種お土産

麻倉Arts & Crafts 0261-85-2139 6月中は11：00-16：00 月曜～木曜日
木工、陶器、羊毛フェルト、ガラス、アクセサリー、
ナチュラルクラフト、布ものなど、オリジナル作品

マルナカ 0261-22-0964 9:30ｰ18:00 毎週水曜日 袋物、小物、ハンカチ、雑貨類

峯村農園 0261-22-3446 8:00-17:00 不定休 りんご、りんごジュース、ジャム

北ヤマト園 0261-22-0625 10:00-17:00 不定休
手作りジャム（4種　ブルーベリー、ルバーブ、りんご、あんず）、
白馬産はちみつ。人気のブルーベリー、ルバーブは自家栽培！

㈲倉科製粉所 0261-22-0227 9:00-17:00 日・祝
そば粉あずみ野（国産100％石臼挽）
1150円/1㎏

(同)菜の花ステーション 0261-22-7601 10:00-17:00 土・日・祝
美麻高原菜の花オイル・菜の花をシンボルに地場産品の普及に
努めています。

いーずら大町特産館 0261-23-7511 9:30-18:00 水・元旦 市内蔵元の地酒・ワイン・その他特産品

心笑館こまどめの湯 0261-85-2615
8:00-18:00

(最終受付17:00)
無休

※臨時休業有
日帰り温泉。掛け流し温泉。

薬師の湯 0261-23-2834
10:00-21:00

（20:30最終入館）
無休

アルプス温泉博物館併設の日帰り温泉。
とりそば800円/肉うどん750円

大町市コミュニティセンター上原の湯 0261-22-2759
9:00-20:00

(最終受付19:30)
第２・第４火 日帰り温泉、源泉かけ流し

温宿　かじか 0261-22-1311
日帰り入浴

10：00-16：00
最終受付(15：00)

第2・第4水
年末年始は休み

大自然が奏でる色と音と香り、湯ったりとのんびりと時を忘れ一夜
を憩う。

葛温泉　仙人閣 0261-22-3211
「日本秘湯を守る会」の宿。
雄大な北アルプスの山懐に抱かれた渓谷沿いの宿です。

立山プリンスホテル 0261-22-5131
林の中に佇む落ち着きのある和風ホテル。露天風呂が自慢の宿。
趣の異なる３浴槽の露天風呂と解放感溢れる大浴場をご堪能くだ
さい。

黒部ビューホテル 0261-22-3515
山々の眺望を楽しめる庭園露天風呂や、信州の新鮮な食材を
使った色とりどりの料理をお楽しみください。

緑翠亭　景水 0261-22-5501
露天風呂付客室をはじめ貸切露天風呂、足湯を備えた風呂自慢
の湯宿です。

旅館　叶家 0261-23-4500
平安時代の大和朝廷を思わせる家具や調度品で飾られ、歴史を
感じることができる、純和風旅館。

黒部観光ホテル 0261-22-1520 24時間営業 不定休
温泉郷一の老舗ホテル。内湯は温泉郷一の広さを誇り、趣の違う
２種類の温泉を楽しめる宿。

旅館　七倉荘 0261-22-1564
駅から徒歩3分。北アルプスを一望できる屋上。
アットホームな雰囲気の宿です。

カナディアンビレッジ

モントリオール
0261-23-3232 7:00-21:00 無休

完全独立型貸別荘（各1棟貸しのログコテージ）北アルプスの大自
然に囲まれた自分たちだけの空間を満喫できます。

ペンション　森のみち草 0261-85-5205
２組限定（最大６名様まで）の安心宿。テラスリニューアルでリラク
ゼーションタイムを！

マウンテンロッジ　Wiz(ウィズ） 0261-23-1336 24時間営業 不定休

ロッジは鹿島槍スキー場に立地、アクセス楽々の国道から車で3
分ながら自然たっぷりな静かな山の中の一軒家です。ロッジ遊べ
るお子様向けの遊具もたっぷり！お食事は手造り洋食中心の和
洋折衷。素泊まりもあり！

山岳旅館　いとう 0261-22-0487
駅より徒歩13分、ノスタルジックな雰囲気漂う「大町名店街」近くの
宿。

アルペンハイム山正旅館 0261-22-1027
in16:00

out10:00
不定休 おいしい料理と温泉が魅力です。素泊まりプランもあります。

ときしらずの宿　織花 0261-23-2000 17:00-9:00 不定休
四季折々の美しい景観と木のぬくもりが嬉しい館内。ゆったりとし
た空間で、時間を忘れてしまいそうなゆとりの宿。

ホテル　夢の湯 0261-22-2611 不定休
心温まるやすらぎと感動の湯。オーナーが参加するライブイベント
なども充実。

ホテルルートイン信濃大町駅前 050-5576-7888
信濃大町駅前に2020年5月30日オープン！
ビジネスや観光の拠点としてご利用ください。

マルハン爺ガ岳ロッジ 0261-22-8453 爺ヶ岳スキー場の目の前スポーツ体験の拠点に!!

宿

泊

施

設

和
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子
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設

http://www.kikuryu.co.jp/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/ryuudayamarukikashiten/
http://www15.plala.or.jp/okasi-shibata/
https://www.instagram.com/dorayakicona/?hl=ja
https://www.instagram.com/itadaki_bakery/?hl=ja
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/maruhukupan/
https://www.yokokawasyoten.jp/
http://www.alps.or.jp/choujiya/
https://life.ja-group.jp/farm/market/detail?id=1561
https://life.ja-group.jp/farm/market/detail?id=1561
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/romankan/
https://www.facebook.com/asagurart/
https://www.facebook.com/minemuranouen/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/kitayamatoen/
http://www.sobakoya.com/
http://www.alps.or.jp/iizura/contents/shoukai.html
https://cocoekan.jp/
http://o-yakushinoyu.com/
https://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/wappara/
https://onjuku-kajika.com/
https://www.hitou.or.jp/hymbrrsv/hymbr_pg01.html?yc=ns140
http://www.tateyamaprince.co.jp/
https://kurobeview.com/
http://www.keisui.jp/
https://www.kanoya.info/
https://www.kurokan.com/
https://nanakurasou.com/
https://www.canadianvillage.jp/
https://www.canadianvillage.jp/
http://morinomichikusa.com/
http://ml-wiz.jp/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/ryokan-ito/
http://www.alpenhaime.gr.jp/
http://www.oribana.jp/
http://www.dreamspa.jp/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_691/
http://lodge.sakura.ne.jp/


　　　　　STAY信濃大町★おおまち満喫クーポン対象施設一覧 2021年2月16日現在

分類 施　設　名 TEL 営業時間 定休日 内容／おすすめ商品 備　　考

民宿　やまく館 0261-22-1889
山案内人のいる「信州百名山の宿」 北アルプスの雄大な自然、
山・湖・湿原の爽やかな空気 昔ながらの民宿でどうぞ癒しのひと
時をお過ごしください。

高瀬館 0261-22-1446
日帰り入浴は10：00-

20：00のみ

信州の食材をはじめ旬の食材にこだわり川魚や山菜などの山の
幸を中心とした田舎料理をお出ししています。湯量豊富な源泉か
け流しの温泉と共に四季折々の景色をご堪能ください!

信州金熊温泉　明日香荘 0261-26-2301 10:00～21:00 無休
黒部ダムカレー1,000円
灰焼きおやき240円、日帰り入浴料大人550円

アルペンルートホテル 0261-85-2299
6:00～22:00

（フロント対応）
無休

古民家を移築した岩風呂温泉のある
和風旅館。シングルユースも対応可！

カントリーインキャンプ 0261-23-1445
大町の地元の農家の作った新鮮な野菜を中心に身近な食材を
使って、信州ならではの料理や季節の旬を大切にした料理を心が
けています。

竹のや旅館 0261-22-0552 無休 素泊のみ１人3000円～

ぽかぽかランド美麻 0261-29-2030 10:30-20:30 水 美麻の蜂蜜

岡本旅館 0261-22-0722
チェックイン15:00

チェックアウト10:00
無休 木崎湖のウナギが獲れればお出しいたします。

七倉山荘 0261-22-4006 8:00-18:00 無休
オリジナルTシャツ、オリジナルピンバッジ、りんごソーダフロート、
七倉の天然水かき氷、ご利用の方にダムカードプレゼント

ふる里村ゲストハウス浮世絵 0261-85-2155 9:00-23:00 不定休

ANAホリデイ・インリゾート

信濃大町くろよん
0261-22-1530 無休

星野リゾート　界 アルプス 0570-053-022
15:00-21:00
7:30-12:00

無休 　

民宿柏屋 0261-22-2338

民宿志も 0261-23-1511 宿泊リフトパック

キ

ャ

ン

プ

場

青木湖キャンプ場＆

アドベンチャークラブ
0261-23-1021 9:00-17:00 不定休

初体験、焚火で暖をとる雪中テントキャンプ。寒ければ、
エアコンまたはFF式石油温風ヒーター付
バンガロー、キャンピングコテージ

信州松崎和紙 0261-22-0579 10:00-17:00 不定休 和紙工芸品等の販売、紙漉き体験 要事前連絡。

シロウマアウトドアカンパニー 070-4284-4881 8:00-21:00 不定休 スノーシュー体験ツアー

木崎湖POWWOWキャンプ場＆

アウトドアクラブ
0261-85-2494 7:00-16:30 不定休 ワカサギ釣り体験

㈲りんどう観光 0261-22-3589 9:00-18:00 旅行代理店

ツーリストプラン 0261-22-7101
平日9:30-17:30
土9:30-15:00

日・祝祭日 旅行代理店

観

光

協

会
大町市観光協会 0261-22-0190 8:30-17:15 12/30-1-3

オリジナルマグネット・塩の道手ぬぐい・物味湯産手形

アルピコタクシー㈱大町支社 0261-23-2323 通常24時間営業 無休 タクシー観光

アルプス第一交通株式会社 0261-22-0720 24時間営業 無休 タクシー観光

HAKUBAVALLEY鹿島槍スキー場 0261-23-1231
12/5-2021.4/4

8：00-16：30
期間中無休

抜群のロケーションと充実の施設が魅力の
白馬エリアの穴場スポット！

爺ガ岳スキー場 0261-22-0551 8：30-16：30 シーズン中無休 リフト券、レンタル一式、お食事

レンタルショップナゲットハウス 090-8658-7813 8:00-16:30 オープン日より無休
3歳のお子様から大人まで、スキー、スノボー各種新製品取り揃え
ております
鹿島槍スキー場中央ゲレンデ横（中央駐車場前）

ス

キ

ー

場

・

レ

ン

タ

ル

シ

ョ

ッ

プ

交

通

宿

泊

施

設

旅

行

体

験

http://www.yamaku.info/
http://www.takasekan.com/
http://asukasou.net/
http://www.alp-h.com/
http://cicamp.net/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/takenoya/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/okamotoryokan/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/nanakura-sanso/
http://www.ukiyoe-kan.com/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/ana_shinanooomachikuroyon/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/ana_shinanooomachikuroyon/
https://kai-ryokan.jp/alps/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/kashiwaya/
http://www.dhk.janis.or.jp/~yado-shimo/
http://www.aokiko.com/
http://www.aokiko.com/
https://www.shinshu-matsusakiwashi.com/
https://www.shiroumaoutdoor-company.com/
http://kizakiko-powwow.com/
http://kizakiko-powwow.com/
https://www.facebook.com/rindou.kankou/
https://kanko-omachi.gr.jp/
http://www.alpico.co.jp/taxi/
https://www.kashimayari.net/snow/
https://jiigatake.com/
https://nuggethouse.com/

