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区分地域 事業所名 TEL 営業時間 定休日 おすすめ商品 備考

酒楽亭　たきょう 23-0896
11:00-14:00
17:00-22:00

日曜日 天丼（ランチ）　　ドジョウ料理（ディナー）
５名以上は要事前予約。
テイクアウト可能

居酒屋　和家 85-4753 17:00-22:00 日曜日・第３月曜日 得々お刺身盛合せ

aqua bar ORKINY 22-9737 20:00-26:00 日曜日 多数カクテル、海水アクアリウム、ダーツ

居酒屋　まいど 22-9737 17:00-24:00 日曜日 関西名物たこ焼き、漁港直送新鮮魚介類

串揚げ酒場　花山 23-7022 18:00-24:00(L.O) 月曜日 串揚げ

ハングリーボックス　ユキ 22-4067 11:30-19:30 日曜日
ハンバーグスパゲッティ、トマトとナスのス
パゲッティチロル風

モランボン 22-6883 17:00-23:30 不定休 焼肉レストラン

松葉鮨 22-8884
11:30-14:00、17:00-
22:00 (30分前L.O)

木曜日
特上すし（店内3080円、テイクアウト3024円）
上すし（店内1980円、テイクアウト1944円）

全国各地から、それぞれの
市場を通して、良い魚介類
を仕入れております。

豚のさんぽ 85-0129
11:30-14:00
17:00-22:00
(21:30L.O)

水曜日 げんこつラーメン、黒部ダムカレー

手打ち　そば処　こばやし 22-1200 11:00-16:30 水曜日 もりそば、とろろそば、塩の道そば

割烹　桂 22-3625 17:00-23:00 日曜日・不定休 刺身、焼魚、鶏唐揚げ

味処　泉味 23-0828
11:30-13:00
17:00-22:00

水曜日 焼魚、煮魚（季節の物）

中国料理　俵屋飯店 22-0218
11:00-14:00

17:00-19:30(L.O)
日曜日 餃子、信州プレミアム牛

昼夜ともに食材が終わりし
だい終了

三　洛 23-0585 11:15-14:00 土曜日 海鮮丼、定食 現在夜営業無し

炭火焼専門店　味楽苑 22-1363 17:30-22:00 水曜日 カルビ、塩タン、ハラミ

一番鮨 23-0801
11:30-13:30

17:00-22:00頃
不定休 上寿司1950円

ＵＮＩＴＥ　ＣＯＦＦＥＥ 85-0180 11:00-16:00 日曜日・月曜日
常時20種類以上のコーヒーをご用意。テイクア
ウト、コーヒー豆の販売（挽き売り可）。ブルン
ジ・ブルボン。

おうちごはんホッと 23-5959 11:30-14:00 無し ソースかつ丼、ダムカレー

北アルプスブルワリー 85-0780
平日16:00-22:00（L.O)

土日祝12:00-22:00（L.O)
月曜日

氷河ラガー、ジローラモ伯爵、信州牛ス
テーキ

カフェテラス　マロン 22-1187
7:20-18:00

(当面17:00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

閉店時間短縮の可能性あり

タカラ食堂 22-0178 11:00-14:40 不定休
天ざるそば、おろしそば、とろろそば、月見
そば、そば定食

株式会社　創舎　　わちがい 23-7363 10:00-15:30 月曜日・火曜日 わちがいざざ
当面の間、完全予約制。ご来館前
にお電話をいただけます様にお願
い致します。

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

毎週月曜・第1火曜日
シェフのおまかせコース料理、スープカ
レー、ハンバーグ

はっちゃん 22-0161 18:00-23:00 月曜日 もんじゃ、お好み焼き

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

水曜日
ランチ ～1000円 日替わりランチの品数・種類豊富
ディナー ～3000円 夜は美味しいカクテルが呑める
Bar

四季彩　葉月 85-2557
11:00-13:30
17:00-22:00

月曜日 （昼）葉月御膳、（夜）お造り盛り合わせ
仕入れの状況により早く閉
店する場合あります。

こまつうどん店 22-0646
11:30-14:00(13:30L.O)
17:00-21:00(20:30L.O)

不定休 ミニダムカレー、うどんセット
食事会、飲み会、歓送迎会
出来ます

食道園 22-1080 17:00-23:00
月曜日

祭日・祭日前営業
和牛ロース、ハラミ、上盛ハーフ

酒房　郷 22-1011 17:00-23:00 原則日曜日 卵焼き、牛すじ煮込、手作りパン
日本酒はもちろん、本格焼
酎やワインもご用意してい
ます
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https://kanko-omachi.gr.jp/spot/takyou/
https://localplace.jp/t200514005/
https://www.instagram.com/aqua_bar_orkiny/?hl=ja
https://www.instagram.com/maidooo223/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/kazan/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/yuki/
http://www13.plala.or.jp/moranbon/
https://matubasusi.hp.gogo.jp/pc/index.html
http://buta3.jp/index.php
https://teuchisoba-kobayasi.hp.gogo.jp/pc/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/katsura/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/izumi/
https://cantonese-restaurant-33.business.site/
http://www.mirakuen.jp/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/ichibanzushi/
https://ja-jp.facebook.com/unitecoffee.oomati
https://www.kidswill.net/hotto.html
https://www.facebook.com/n.alps.beer/
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://www.facebook.com/asaguracafeBar
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/haduki/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/komatsuudon/
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お食事処　大寿 23-4130 18：00-22：00 日曜日 ぎょうざ、チャーハンなど

養老乃瀧　大町駅前店 22-4848 16:00-21:00 不定休 揚げ出し豆腐、若鶏のジャンボ唐揚

居酒屋　夢の花 23-5620 17:30-22：30 日曜日・月曜日不定休 国産若鶏もも肉の山賊焼き

集いの広場
Chou Chou(シュシュ)

26-6420 20:00-24:00 日・月曜日 しょう油ラーメン

酒菜　梟 23-5559
18:00-22:30
(21:30L.O)

日曜日

BACK YARD
20:00-25:00
（24:30L.O）

木曜日

割烹　だるま 22-0067 11:00-22:00 不定休 信州牛すき焼き、しゃぶしゃぶ

星のキッチン 080-9548-2333 11:00-19:00 月曜日 チキンオーバーライス
コロナで時短中の為は早閉め
の日もあります。午後受取は予

約が確実です

くんくん亭 85-4868
11:00-14:00
17:00-19:30

土日祝11:00-19:30
火曜日

くんくん風チキンカツ（超ビック）、ミックス
ピッツア

山里 080-5827-4817 11:30-14:00 不定休 そば、おやき

鹿ジビエと手作り定食
カイザー

85-0788
11:15-14:00　17:30-
20:00 (30分前L.O)

月曜日
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)

ビストロ傳刀 22-3755
11:30-14:00

17:30-19:30（L.O）
月曜日(祝日の場合翌

火曜日)
手作りハンバーグ、信州ミックスグリル、
特製ビーフシチュー

ドリンク・デザート除くメ
ニュー全般テイクアウト可

むつみ亭 23-2799 11:30-14:00 土曜日 日替り定食

らーめん矢 85-4456
11:00-14:30
17:00-20:30

水曜日
最終週火曜日

スパイシー台湾家系ラーメン

カラオケ　ジャックと豆の木 21-1002
平日11：00-26：00
金.土祝前-27：30

なし フリータイム、ドリンクバー、飲み放題

もるげんろーと 090-2153-8886 9:30-16:30
月曜日

（7・8月は無休）
水出しコーヒー、

らいちょうセット（東山の湧水使用）
大町山岳博物館内

おひさまカフェ＆レスト 22-8895
ランチ11:00-14:30

（14:00OS)
カフェ11:00-17:00

月曜日 親子プレート

そば処　高瀬川 0261-22-7001
11:00-14:00

17:30-19:30(L.O)
月曜日・第４火曜日

(月曜祝日の場合翌日)
そば

グルメハウス三ツ星 23-4333
11:30-13:30
17:30-20:30

月曜日 松花堂弁当

ばいはるちゃに　みとろ 85-0243 11:00-14:00 水曜日・木曜日
オリジナルピザ、ばいはるちゃにカレー、自家製トマトジュース、有機栽
培珈琲等、自家農園産農産物の加工品(トマトジュース/ジャム/佃煮
各種)、着物生地のリメイク用品(洋服/かばん/アクセサリー/小物雑貨
等）

カフェメニューのテイクアウ
ト、イートイン可

ｋｕｎｉ’ｓ カントリーキッチン 26-6602
11:30-14:00(L.O)
17:30-20:00(L.O)

火曜日(4月は第2.4水
曜日）

あらびきハンバーグ

山麓ファームダイニング
健菜樂食Ｚｅｎ

090-1706-5391 11:30-14:30（L.O)
月・火・水のランチタイ

ムはお休み

全粒粉コース料理を食べられる予約制・一軒家レス
トラン。彩膳（いろどりぜん）3500円、健菜膳（けんさ
いぜん）5000円

ねまるちゃテラス 85-4584 10:30-16：30 火曜日、水曜日
信州黄金シャモランチプレート、生はちみ
つ

Yショップニシ
23-1900

070-6639-7891
10:00-18:30 水曜日 スパイスカレー、うどん、そば

和食　織是 85-2371
11:00-14:00
18:00-21:00

(夜は要予約)
月・ 火曜日

ランチ（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）

そば処　いろり 22-8837
11:30-15:00
17:00-20:00

木曜日
手打ちそば、手打ちうどん、うなぎ蒲焼
岩魚塩焼、わかさぎ天婦羅

レストラン花の木 23-3656
11:00-14：30
17:00-19：30

月曜日（不定休）
ハンバーグ、馬肉フィレステーキ、つぼ焼
きセット

山遊食堂　岳 85-0908
11:30-14:00
18:00-24:00

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

レストランカフェＨｉｄａｍａｒｉ 85-0773
水曜日・第1日曜日・

第3木曜日
信州ハーブ鶏のグリルチキン、大町黒豚
のとんかつ

弁当やオードブルの対応で営
業時間の変更や休みになる事
があります。

カフェえんとつ 22-8866
10:30-15:00
(14:00L.O)

月曜日とその他 パスタ、ピッツア、スイーツ
パスタやピッツァやサラダな
どT.O可。

平

大
町

常
盤
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https://www.yoronotaki.co.jp/search/detail.html?CN=3026
http://www.moon-rabit.com/index.html
http://www.moon-rabit.com/shoushou/index.html
http://www.moon-rabit.com/shoushou/index.html
https://m.facebook.com/backyard0261/
https://hoshinokitchen2020.shopinfo.jp/
https://www.facebook.com/restaurant.kunkun/
https://soba-noodle-shop-1039.business.site/
https://kaiser-omachi.jimdofree.com/
https://kaiser-omachi.jimdofree.com/
https://twitter.com/bdendou
https://twitter.com/Ra_men_allow?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://karaoke-jack.jp/
https://omachi-sanpaku.com/information/cafe/
http://ohisamacafe.net/
https://www.sobadokoro-takasegawa.yoikome.com/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/mitsuboshi/
https://baiharutyani-mitoro.jimdofree.com/
https://ja-jp.facebook.com/pages/category/Restaurant/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://ksgszen.exblog.jp/
https://ksgszen.exblog.jp/
https://www.nemarucha-terrace.jp/
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-5.php
http://www.omachionsen.jp/shops/2011/03/post-6.php
https://ja-jp.facebook.com/resutorancafehidamari/
https://entotu.com/
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そば処　しみず 22-3233
11:00-15:00

（4月11:00-14:00）
木曜日 もりそば（100％地粉の手打ちそば）

やきにく　SOUL
22-0703
22-6877

11:30-15:00(入店14：00）
17:00-22:00(入店21：00）

木曜日 SOUL 1キロ盛り合わせ、信州冷麺 yakiniku-soul.com

豆工房　彩乃季 85-2232 9:00-18:00 水曜日・木曜日
世界各国から厳選した珈琲豆
(お好みに合わせて焙煎できます)

インドネパールレストラン
SATHI（サティ）

85-4891
11:00-15:00 17:00-

22:00
第2・4水曜日

（祝日の場合open）
ネパールセット、ネパール定食ダルバート

楽乃里 85-4886
11:00-14:30

金~日のみ17:30-
20:00も営業

無し 薬膳カレーうどん、200ℊソースカツ丼

川上商店 22-2912 9:00-20:00 不定休
常盤地区小売店限定販売日本酒「餓鬼のしず
く」　仕出し、お弁当、かつ丼など

エコーハウスたかがり 26-2556 11:00-14:00 木曜日 カレー、パスタ、おやき等

川の駅さざなみ 26-2101 10:30-18：00 水曜日 犀川を見ながらの、お風呂とお食事

美
麻

手打ちそば　山品 23-1230
11:00-売り切れじま

い
金曜日 もりそば、そばうすやき

bottacurry 090-8675-5892
11:00-13:30
16:00-19:00

不定休 じっくり煮込んだ濃厚ポークカレー
営業時間は信濃大町駅

前の場合

Five5tars 080-4442-8890 不定期 不定休 ベーコンチーズバーガー
毎週日曜日に大町駅前広場で
出店上記以外別の場所で出店

藤長 22-0186
月~土8:30-18:30

日9:00-17:00
月-2回不定休 ふんわりチーズ、プリン、あずみ等

cake & café 立田屋 22-0011
月~土8:30-18:30

日8:30-18:00
水曜日

リーフパイ、アーモンドクッキーなどの焼
菓子、あづみのチーズケーキなどのケー
キ

大
町

ファーストフーズ　ライン
23-0889

090-3585-8308
10:00-20:30 火・水曜日 ピザ、クレープ、アイス

常
盤

ジェラートショップ花彩 0261-85-0559 10:00-18:00
水曜日(祝日の場合翌

日)
一番人気は『メープルウォールナッツ』

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

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

立田屋マル喜菓子店 22-0437 9:00-18:00 日曜日　
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

平 どらやき Cona 85-0802 10:00-17:00 土日月祝 どらやき

商
店
街

丸　福 22-0311 9:00-18:00 日曜・第2.3.4月曜日 やさいパン

常
盤

頂BKAKERY 85-2433 10:00-18:00 月曜日・火曜日 クロワッサン

横川商店 22-0133 9:00-20:00 水曜日
長野県産ワイン・北海道ワイン・長野県内清
酒・全国のグルメ缶詰・特選おつまみを用意し
ています。

グルメ缶詰・特選おつまみ
は手に入りにくい品をご用
意しています。

一木宮坂商店 22-0386 8:30-19:00 日曜日(7・8月は営業)地酒

マルナカコーポレーション 22-1360 10:00-19:00 日曜日 酒類販売

商
店
街

塩の道ちょうじや 22-4018 9:00-15:00 水曜日
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

営業時間状況により変更あ
り
定休日臨時休業あり

常
盤

ラ・カスタ
ナチュラルヒーリングガーデン

21-1611

10:00-17:00(5～9
月）

10:00-16:00（4.10.11
月）

水曜日
(祝日の場合は翌日休園)

アロマエステ、ヘアエマルジョン（洗い流さ
ないヘアトリートメント）

平 劇団四季　浅利慶太記念館 23-6112 10:00-17:00
月曜日(月曜日が祝日の

時は開館、翌日休館）

入館料大人600円
小人300円、大人のみクーポン
券1人1枚（500円）で入館可。

お
土
産

商
店
街

いーずら大町特産館 23-7511 9:30-17:00 水曜日
大町市内蔵元三社の地酒、市内ワイナ
リーのワイン
大町市及び近隣市町村の特産品

営業時間、定休日（状況に
よって変更あり）

洋
菓
子

八
坂

商
店
街

商
店
街

和
菓
子

キ

ッ
チ
ン
カ
ー

飲
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商
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街
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酒
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盤

https://kanko-omachi.gr.jp/spot/shimizu/
https://yakiniku-soul.com/
https://coffee-roasters-37.business.site/
https://sathiresturant.wixsite.com/sathi
https://sathiresturant.wixsite.com/sathi
http://rakunosato.kita-alps.org/
https://www.instagram.com/kawakami.syo_ten/?igshid=1c28cpm1refpr
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/eko-house/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/yamashina/
https://bottacurry.com/
https://five5tars.shopinfo.jp/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/huzinaga/
https://www.cowbell.ne.jp/
http://anne-marille.com/
http://www.kikuryu.co.jp/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/ryuudayamarukikashiten/
https://www.instagram.com/dorayakicona/?hl=ja
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/maruhukupan/
https://www.instagram.com/itadaki_bakery/?hl=ja
https://www.yokokawasyoten.jp/
http://www.alps.or.jp/choujiya/
http://www.alpenrose.co.jp/garden/
http://www.alpenrose.co.jp/garden/
https://www.shiki.jp/group/other/siryoukan.html
http://www.alps.or.jp/iizura/contents/shoukai.html
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アルプスロマン館 23-7808 9:00-17:00 不定休 あたたかいおやき、豚まん、各種土産品
扇沢駅の1階お土産店は今
年閉店中です

麻倉Arts ＆　Crafts
85-2139

090-4463-1445
11:00-16:00 月・火・水

北アルプスの麓在住の作家のハンドメイ
ド・クラフト作品

陶芸、木彫、木製ボールペン、
羊毛、アート雑貨、木工、布
物、アクセサリーなど

菜の花ステーション 22-7601 10:00-17:00 土、日、祝日 美麻高原菜の花オイル、地場産
地域資源を生かしエコツ
アー（密を避けて）受付中

常
盤

ＪＡ大北農産物直売所
「ええっこの里」

85-2289 9:00-17:00 なし
野菜・果物・花・加工品・静岡県の農産物・
海産物など

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 22-0625
10:00-17:00（事前連絡
あれば時間外対応可

能です）
不定休

手作りジャム（ブルーベリー・ルバーブ・り
んご・あんず）白馬産ジャム

人気のブルーベリー・ルバーブは
自家栽培から。りんご・はちみつは
県内近隣より調達・加工してます。

薬師の湯 23-2834
10:00-21:00

(20:30最終入館）
無休 とりそば、黒部ダムカレー

ゆーぷる木崎湖 23-7100
平日10:00-20:00

土日祝　7:00-21:00
木曜日

最終入館
平日19:30、土日祝20:30

大町市コミュニティセンター
上原の湯

22-2759
9:00-20:00

(最終受付19:30)
第２・第４火曜日（祝日

の場合は翌日）
源泉かけ流し

高
瀬

心笑館こまどめの湯 85-2615 8:00-17:00
休館の情報は

Facebookをご覧くださ
い

源泉掛け流しの温泉

立山プリンスホテル 22-5131 夕食時の飲み物利用と売店等

黒部ビューホテル 22-3515 不定休 日帰り入浴700円

緑翠亭　景水 22-5501 不定休

黒部観光ホテル 22-1520 24時間営業
なし（ただし休館日あり

要確認）
夕食バイキング、日帰入浴

ときしらずの宿　織花 23-2000 7:00-21:00 不定休

ホテル　夢の湯 22-2611 不定休 飲み物利用、売店

黒部サンバレーホテル 85-4037 7:00-22：00 不定休
日帰り入浴、日帰り宴会、売店（雷鳥の
里）

宿泊のお客様数によって、
営業時間の変動あり

星野リゾート　界 アルプス 0570-073-011
7:30-12:00
15:00-21:00

不定休 売店商品のみご利用可能 ご宿泊のお客様のみ対象

ゲストルーム　ふる里工芸館 85-2155

カナディアンビレッジ
モントリオール

23-3232
7:00-21:00

（日程により8：00
～）

なし
ＢＢＱコンロセット（用具一式レンタル

＆炭）
ハンモックなど

日
向
山

ANAホリデイ・インリゾート
信濃大町くろよん

0261-22-1530
各施設ごと違いま

す。HPをご確認下さ
い。

無休

温宿　かじか 22-1311
日帰り入浴10:00-
15:00（16:00閉館）

第2・第4水曜日（他都
合により休館日あり）

温泉かけ流しのお風呂（内湯・外湯） onjyuku-kajika.com

葛温泉　仙人閣 22-3211

高瀬館 22-1446
10:00-20:00

（日帰り温泉）
なし 源泉掛け流しの温泉

七倉山荘 22-4006
8:00-18:00

夏季シーズン等繁
忙期6:00-18:00

不定休（夏山登山・紅
葉シーズン無休）

七倉ダムカレー・オリジナルタオル・ピン
バッジ・日帰り温泉・流しそうめん・かき氷
等

500円以上ご利用で高瀬ダ
ム・七倉ダムのダムカード
進呈

ホテルルートイン信濃大町駅
前

050-5576-7888
18:00-21:00
(20:30L.O)

日・祝日 2020年6月オープン

旅館　七倉荘 22-1564
屋上からの眺めが最高です。駅から3分。
アクセス抜群！

社 ペンション　森のみち草 85-5205

大
町

山岳旅館　いとう 22-0487 15:00-19:00 大町4150

商
店
街

宿
泊
施
設

お
土
産

温
泉
郷

平

入
浴
施
設

平

高
瀬

駅
前

https://kanko-omachi.gr.jp/spot/romankan/
http://asagura.com/01news_oyakoe.html
https://life.ja-group.jp/farm/market/detail?id=1561
https://life.ja-group.jp/farm/market/detail?id=1561
https://www.facebook.com/minemuranouen/
http://o-yakushinoyu.com/
https://www.yupuru.com/
https://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/wappara/
https://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/wappara/
https://cocoekan.jp/
http://www.tateyamaprince.co.jp/
https://kurobeview.com/
http://www.keisui.jp/
https://www.kurokan.com/
http://www.dreamspa.jp/
http://www.kurobe-sunvalley.com/
https://kai-ryokan.jp/alps/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/canadian-villege-montral/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/canadian-villege-montral/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/ana_shinanooomachikuroyon/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/ana_shinanooomachikuroyon/
https://onjuku-kajika.com/
https://www.hitou.or.jp/hymbrrsv/hymbr_pg01.html?yc=ns140
http://www.takasekan.com/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/nanakura-sanso/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_691/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_691/
http://www.nanakuraso.co.jp/
http://morinomichikusa.com/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/ryokan-ito/
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宿

泊

施

設

爺
ガ
岳

マルハン爺ガ岳ロッジ 22-8453 不定休 ランチ、スポーツ体験

中
綱
湖

マウンテンロッジＷｉz 23-1336 年中無休 不定休
地酒、ハサイダー、オリジナルバッ

グ、
オリジナルＴシャツ

民宿　やまく館 22-1889

カントリーインキャンプ 23-1445 無休
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

八
坂

信州金熊温泉　明日香荘 26-2301 10:00-20:00 無休 灰焼きおやき

美
麻

ぽかぽかランド美麻 29-2030 10:00-21:00 不定休 レストランは使用不可

木崎湖ＰＯＷＷＯＷキャンプ場
＆アウトドアクラブ

85-2494 8:30-18:00 不定休 湖畔キャンプ、SUP体験、カヌー体験

木崎湖キャンプ場 23-3939 8:00-19:00 無し

星湖亭 22-1878 6:00-17:00
釣り、レンタルボート、スワンボート、レンタ
サイクル

ワカサギ釣りボート・白鳥ペ
ダルボートあり

シロウマアウトドアカンパニー 070-4284-4881 8:00-17:00 不定休
SUP体験ツアー、カヌー/カヤック体験ツ
アーを木崎湖にて開催しています。

木崎湖モダンボート 22-1332 6:00-18:00 不定休 ペダルボート、カヌー、SUP

信濃木崎
アウトドアステーション

070-2641-0005
12:00-18:00（平日）

10:00-19:00（土日祝）
木曜日 KAILASテント

中
綱

鹿島槍スポーツヴィレッジ 23-1231 8:00-17:00 不定休
サイクリングツアー・BBQ・各種自然体験・
キャンプ

青木湖キャンプ場＆
アドベンチャークラブ

23-1021 9:00-18:00 不定休
青木湖ボヤージュカヌー自由研究お目付けツ
アー、おもしろ実験遊びツアー　ティータイム/
ランチ、ホタル観賞クルーズ（夏季）、SUP

大町市の食と遊びを堪能！
2歳から参加OK

青木湖パドルクラブ（APC) 090-4180-1731 GW～10月頃 不定休 SUPレンタル、SUPツアー

ライオンアドベンチャー 72-5061 8:00-17:00 なし
青木湖アクティビティー全般、犀川ラフティ
ング

駅
前

ＪａｐａｎＤｉｓｃｏｖｅｒｙＣｅｎｔｅｒＯｍ
ａｃｈｉ

85-2571 10:00-18:30 不定休 レンタルＥＶ車、e-MTB

社 信州松崎和紙 22-0579 不定休（要相談）
紙漉き体験（所要時間2時間ほど）・和紙
工芸品販売（予約していただくとスムー
ズ）

アルピコタクシー㈱大町支社 23-2323 5:00-26:00 なし
観光ガイドタクシー・ジャンボタクシー（8人
乗）、車いす専用タクシー

ピコカカードのポイントが付きま
す。楽天Pay/PayPay利用出来
ます。

アルプス第一交通株式会社 22-2121 24時間営業 年中無休 観光バイキング

信濃大町周遊バスぐるりん号

運行に関する
こと

大町市観光課
0261-22-0420

https://omachi-
gururin.jp/

こちらで検索してくだ
さい

8/1(日)～8/31(火)
10/2(土)～11/21(日)

は毎日運行
9月は土日祝日のみ運行

ぐるりん号は、信濃大町駅発着の周遊
バス。1日乗り放題の1日券は、入館割
引、プレゼントなど、施設ごとの特典
がついて断然お得です！

北アルプス国際芸術祭
2020-2021期間中（10/2～
11/21）はルート、時間、
便数を変更して運行。

葛・七倉温泉乗合タクシー

0261-22-0420
(主催:高瀬渓谷
振興協議会/事
務局:大町市観

光課)

〇信濃大町駅発
14:30、15:30、16:30

〇葛温泉発
9:00、10:00、11:00

〇七倉温泉発
8:55、9:55、10:55

高瀬渓谷にある４宿（仙人閣・温宿かじ
か・高瀬館・七倉山荘）にご宿泊のお客様
が対象の予約制乗合タクシーです。

事前予約制
各旅館へご連絡ください。

販
売

駅 大町市観光協会 22-0190 8:30-17:15 アルピコバスチケット以外の商品

観
光

大
町

株式会社トラベルプラザ 23-2100 9:00-18:00 日・祝日・年末年始 ちょい旅、国内海外旅行

立

山

黒

部

ア

ル

ペ

ン

ル
ー

ト
扇
沢

扇沢駅発乗車券
22-0804

くろよん総合予
約センター

問い合わせ時間
8:40-17:30

4/15～11/30
期間中無休

≪　立山黒部アルペンルート　≫
扇沢～室堂往復券
扇沢～黒部ダム往復券

木
崎
湖

宿
泊
施
設

木
崎
湖

交
通

青
木
湖

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
＆
体
験

市
内

http://lodge.sakura.ne.jp/
http://www.yamaku.info/
http://cicamp.net/
http://asukasou.net/
http://kizakiko-powwow.com/
http://kizakiko-powwow.com/
http://www.kizakiko.com/index.htm
http://seikotei.com/
https://www.shiroumaoutdoor-company.com/
http://www.kizakiko.jp/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/%E4%BF%A1%E6%BF%83%E6%9C%A8%E5%B4%8E%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%89%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/
https://kanko-omachi.gr.jp/spot/%E4%BF%A1%E6%BF%83%E6%9C%A8%E5%B4%8E%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%89%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/
https://www.kashimayari.net/green/
http://www.aokiko.com/
http://www.aokiko.com/
https://www.lakeaoki-sup.com/
https://hakuba.lion-adventure.com/activity/saigawa-rafting/
https://japan-discovery.com/
https://japan-discovery.com/
https://www.shinshu-matsusakiwashi.com/
http://www.alpico.co.jp/taxi/
https://omachi-gururin.jp/
https://omachi-gururin.jp/　　　　こちらで検索してください
https://omachi-gururin.jp/　　　　こちらで検索してください
https://omachi-gururin.jp/　　　　こちらで検索してください
https://omachi-gururin.jp/　　　　こちらで検索してください
https://kanko-omachi.gr.jp/access/bus-taxi/
https://www.kanko-omachi.gr.jp/
http://travel-plaza.jp/
https://www.kurobe-dam.com/access/
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扇沢駅２階売店・レストラン

売店
22-3614
レストラン
22-3612

売店 9:30-17:30
レストラン 7:30-15:00

〃 黒部ダムカレー、観光土産品等

大町トラフィック 23-3331 7:00-21:00 なし
大町市扇沢→立山（富山県宇奈月）マイ
カー回送

事前の予約が必要です

遊覧船ガルベ乗車券 080-1140-5641 9:40-15:00
6/1～11/10期間中無休
(水位低下等により運休

有)
黒部ダム湖周遊　観光遊覧船

黒部ダムレストハウス 080-2105-4886
売店 9:00-16:00

レストラン10:00-15:00
4/15～11/30
期間中無休

黒部ダムカレー、観光土産等
1F喫茶コーナーはご利用できません

立
山
黒
部
ア
ル
ペ
ン
ル
ー

ト

扇
沢

黒
部
ダ
ム

https://www.kurobe-dam.com/kankou/mirutanoshimu01.html
https://www.omachi-traffic.co.jp/
https://www.kurobe-dam.com/kankou/mirutanoshimu13.html
https://www.kurobe-dam.com/kankou/mirutanoshimu09.html

