協

賛

店

麺場 風麟

らーめんじゃげな 南箕輪店

店内メニューは全てテイクアウトできます。ぜひご利用くだ
さい。

店内メニューは全てテイクアウトできます。ぜひご利用くだ
さい。

◆びっくりチャーシュー味噌ラーメン ･････････ 1,000 円（税抜）
◆肉玉醤油らーめん･････････････････････････750 円（税抜）
◆極上とろ味噌らーめん ･････････････････････720 円（税抜）

◆炙りチャーシュー味噌らーめん
･･･925 円（税抜）
◆濃厚とんこつつけ麺
･･･820 円（税抜）
◆まぜそば･････････820 円（税抜）

●営業時間／11:00〜14:00
17:30〜23:00
●定休日／火曜日
●TEL（0265）77-0167
●住所／南箕輪村 4115-1

●営業時間／11:00〜14:00
17:30〜23:00
●定休日／なし
●TEL（0265）71-6465
●住所／南箕輪村 1282-4

旅館おみつ

レストランびざび

ご会食は各個室となっております。ご希望、ご予算などお気軽
にお問合せください。

身体が喜ぶお料理と、気持ちが元気になる自家製のパンやス
イーツをご用意しております。

◆（新）もつ煮スープ
･････ 500 円（税抜）
◆季節の食材弁当
･･･ 1,000 円（税抜）
◆各種オードブル
･･･ 3,000 円（税抜）

◆ランチコース ･････････････････ 2,200 円／3,300 円（税込）
◆ディナーコース ･･･････････････ 4,400 円／5,500 円（税込）
◆テイクアウトメニュー ････････････････ 1,080 円より（税込）
●営業時間／11:30〜14:30
18:00〜22:00
●定休日／火曜日，第 1・3 水曜日
●TEL（0265）78-1220
●FAX（0265）78-1220
●住所／南箕輪村 8304-615
●E-mail／maniachef@outlook.jp

●定休日／不定休
●TEL（0265）78-2738
●FAX（0265）76-8122
●住所／南箕輪村 7524-1

和食好きの隠れ家厨房 楽腹
新鮮な刺身を使った日替わりランチが大人気 !! 家族、ご年配、
会社員の方から幅広くご利用頂いています。
◆日替わりランチ ･････････････････････････ 1,000 円（税抜）
◆鮪赤身たっぷりなか落ち丼 ･･･････････････ 1,230 円（税抜）
◆楽腹弁当 ･･････････････････････････････ 1,000 円（税抜）

● ひとつのお店につき、スタンプはひとつです。
お会計の際に用紙を提示してください。
（同一店舗のスタンプは不可）
● スタンプが 2 コたまったら、必要事項を記入
し、南箕輪村役場産業課にありますボックス
へ投函してください。
（応募締切：8 月11日㈫）
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❶ 協賛 店でお食事、お買物
をしてスタンプ を押して
貰います。

至箕輪

※貰えるスタンプは 1店舗
ひとつ。期 間 中 何 回も
応募可能。
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● 各協賛店の利用、テイクアウト等の詳細につ
いては各協賛店へお問合せください。

地酒処 叶屋

信州大学
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● スタンプラリーに関するお問い合わせは南箕
輪村商工会（宮下）までご連絡ください。
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味工房ガレットカフェ

レストランびざび

ＪＲ飯田線

そば処 新兵ヱ

海華丸

● 応募要項、詳細はスタンプラリーの応募用紙
に記載していますのでご確認ください。

久保上ノ平遺跡
●

レストラン パル大芝

至羽広

● スタンプラリーの応募用紙は各協賛店に置い
てあります。また南箕輪村商工会、南箕輪村
観光協会の HP からダウンロードして利用す
ることも可能です。

至辰野

らーめんじゃげな
南箕輪店

❷ スタンプが 2 コたまったら、
必要 事 項を記入し、南 箕
輪村役場の受付 BOXへ。

ご 注 意

至長野・東京
至箕輪
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● 景品の当選発表は、発送をもって代えさせて
いただきます。
（8 月中旬発送予定）

●営業時間／ランチ 11:00〜14:00
●定休日／不定休
●TEL（0265）74-1280
●FAX（0265）74-1210
●住所／南箕輪村 3380-1
●E-mail／rappara@inacatv.ne.jp
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味工房ガレットカフェ
東京の名店「ルブルターニュ」と提携したカジュアルフレンチ
のカフェですてきな食事をお楽しみください。
◆カマンベールと生ハムのガレット ･･････････ 1,000 円（税込）
◆スモークサーモンとホウレン草のガレット ･･･ 1,000 円（税込）
◆平日限定ランチ ･････････････････････････ 1,000 円（税込）
●営業時間／10:00〜18:00
（予約 18:00〜21:00）
●定休日／第 1・3・5 木曜日
●TEL（0265）98-7607
●FAX（0265）98-7608
●住所／南箕輪村 2358-5
●E-mail／minamiminowa.vill.kusunoki@gmail.com

店

協
大芝高原 味工房

◆ジェラート 各種（シングル）･････････････････280 円（税込）
◆ヨモギロール（5 個入）･････････････････････350 円（税込）
◆小麦おやき 各種 ･･････････････････････････140 円（税込）
●営業時間／9:30〜18:00
●定休日／第 1・3・5 木曜日（4〜11月），毎週木曜日（12〜3月）
●TEL（0265）76-0054 ●FAX（0265）76-0054
●住所／南箕輪村 2358-5 ●E-mail／ajikobo@oshiba.jp

海華丸
新鮮な海の幸を使っ
たお料理で地元や県外
のお客様から愛されて
おります。

◆ソースかつ丼 ･････････････････････････････900 円（税込）
◆選べるランチサービスメニュー ･･････････････600 円（税込）

◆刺身定食 ･･････････････････････････････ 1,500 円（税抜）
◆大漁海鮮丼 ････････････････････････････ 2,400 円（税抜）
◆三色フライ丼 ･･･････････････････････････ 1,500 円（税抜）

カレー・ハンバーグ・パスタ・その他単品商品もメニュー豊富
です。ご来店またはテイクアウトお待ちしています。
◆ピザ（サラミ・ベーコン・ミックス3 種）Ⓜ･････950 円（税込）
Ⓛ･･･ 1,290 円（税込）
◆ソースカツ丼 ･･･････････････････････････ 1,000 円（税込）
◆ローメン ･････････････････････････････････720 円（税込）
●営業時間／11:30〜14:00（ご予約にて）
17:00〜21:30（ラストオーダー）
●定休日／日曜日
●TEL（0265）78-2550
●FAX（0265）78-2550
●住所／南箕輪村 4861-1

JA 上伊那 ファーマーズあじ〜な
伊那華シリーズそば・うどん新発売。信州の水と伝統から生
まれたクセのない安心のおいしさです。JA 上伊那の信州のりん
ごワッフル。上伊那産 100% のふじりんごと小麦を使用した美
味しいワッフルです。
◆信州八割そば･････････････････････････････390 円（税込）
◆信州地粉うどん ･･･････････････････････････290 円（税込）
◆信州りんごワッフル････････････････････････800 円（税込）

●営業時間／9:00〜18:00 ●定休日／4月〜11月まで無休
●TEL（0265）78-0701 ●FAX（0265）72-7711
●住所／南箕輪村神子柴 8143-1

店
そば処 新兵ヱ

手打ちの蕎麦とうどんの店。丼ものも人気です。テイクアウト
可。お電話でお問い合わせください。

季節限定・期間限定メ
ニューも取りそろえてお
ります。

きっちん & すなっく 八亭（ぱあてい）

酒と食のセレクトショップ上藏（じょうくら）

ふるさと納税で大
人気のジェラートを
はじめ、地元のお母
さん達の 暖かい味
が楽しめます。

レストラン パル大芝

●営業時間／10:00〜17:00（ランチタイム11:00〜15:00）
●定休日／第 1・3・5 木曜日 ●TEL（0265）76-6479
●FAX（0265）76-9655 ●住所／南箕輪村 2358-5
●E-mail／info@oshiba.jp

賛

●営業時間／11:00〜15:00，17:00〜22:00
●定休日／月曜日（祝日の際は火曜日） ●TEL（0265）74-7744
●FAX（0265）76-6644 ●住所／南箕輪村三本木原 8304-223

串

吉

おいしいビールと串焼きで乾杯しましょう!!
◆おまかせ串盛 6 本 ･････････････････････････840 円（税込）
◆生ビール、ハイボール、各種ドリンク揃えてます。

●営業時間／13:00〜20:00 対応
●定休日／日曜日
●TEL（0265）98-7654
●住所／南箕輪村 5291-1
協立ビル1F

地酒処 叶屋
蔵元・ワイナリー直送のお
酒をメインに取り揃えていま
す。ご予算・お好み・ご利用
目的等お気軽にご相談くだ
さい。
◆夜明け前・緑川
久保田・萬緑・銀の水
吉宝亮天・信州産・甲州産ワイン
●営業時間／9:00〜19:00 ●定休日／月曜日
●TEL（0265）72-6479 ●FAX（0265）72-6344
●住所／南箕輪村 3453-1 ●E-mail／oncha0718@yahoo.co.jp

◆家飲み応援企画 グラス付きワイン 6 本セット ･･･ 6,900 円（税込）
数量限定です。お早めにどうぞ !
●営業時間／9:00〜19:30 ●TEL（0265）72-2767
●FAX（0265）72-2767 ●住所／南箕輪村 8304-180 ヤマト運輸となり

◆天ざる蕎麦
･･･ 1,540 円（税込）
◆ソースカツ丼べえ定食
･･･ 1,150 円（税込）
◆カレー南蛮うどん
･････ 820 円（税込）
●営業時間／11:00〜14:00，17:00〜20:00（オーダーストップ）
●定休日／月曜日（祝祭日の時は火曜日）
●TEL（0265）73-5450 ●FAX（0265）73-5453
●住所／南箕輪村 334-1

日本料理 茶や 藤十郎
伊那谷素材
の魅力を日本
料理で表現し
て おりま す 。
コース料理も
ご相談いただ
ければご用意
いたします。

浜小屋
各種メニューのテイクアウトも行っています。
◆ローメン
･････ 600 円（税込）
◆ソースカツ丼
･･･ 1,000 円（税込）

●営業時間／11:00〜14:00 ●定休日／木曜日
●TEL（0265）76-8863 ●住所／南箕輪村 7233-1

●営業時間／17:00〜23:00
●定休日／火曜日
●TEL（0265）95-4069
●FAX（0265）95-4069
●住所／南箕輪村 9733

ベーカリーベルグ

弁当屋 しんちゃん

自家製カスタードのクリームパンやハードタイプ
のパンを焼いております。

ボリューム満点です。おいしくあたたかい、お弁当を提供いた
します。

◆クリームパン ･･･････････････ 140 円（税込）
◆いちじくクルミブロート ････ 248 円（税込）
◆西駒ふるさとブロート ･････ 248 円（税込）

●営業時間／9:00〜18:00
●TEL（0265）74-8055 ●FAX（0265）74-8055
●住所／南箕輪村 9466-4

◆からあげ弁当
･･･････････ 650 円（税込）
◆とんかつ弁当
･･･････････ 650 円（税込）
◆スペシャル丼
･･･ 800〜1,000 円（税込）
●営業時間／10:00〜14:00 ●定休日／火曜日
●TEL（0265）98-8398 ●FAX（0265）98-8318
●住所／南箕輪村 9705-4

まりんべんとう 村の駅

アジアンカフェ lotuSmile

椿弁当と花丸弁当は配達可能です。村の駅日替り
弁当は御来店ください。

テイクアウトやオードブルも対応しております。問い合わせお
待ちしております。

◆椿べんとう ･････････････････ 440 円（税込）
◆はなまるべんとう ･･･････････ 390 円（税込）
◆村の駅 日替り弁当 ･･････････ 190 円（税込）

●営業時間／9:30〜17:00 ●定休日／日曜日
●TEL（0265）72-5730 ●FAX（0265）76-2827
●住所／南箕輪村 407-1

◆プレートランチ････････････････････････････910 円（税込）
◆トムヤムクンフォー ････････････････････････760 円（税込）
◆タイ風焼きそば ･･･････････････････････････810 円（税込）
●営業時間／11:00〜20:00
●定休日／水曜日
●TEL（0265）78-5572
●FAX（0265）78-5572
●住所／南箕輪村 5564-2
シーマウントキャンディ1F

