美術館・ギャラリー
❶ おぶせミュージアム・
中島千波館 L-8

小布施出身の日本画家、
中島千波の
作品を常設展示する美術館。
●9:00〜17:00
㊡12/31 ☎026-247-6111

❷ ギャラリー唐十郎 J-9

陶芸、
水墨画、
浮世絵年賀状版画、
北斎冨嶽百景の展示販売。
●10：00～17：00
（季節により変更）
㊡水曜 ☎090-4721-4971

 小布施そば処 つくし I-8

●11:00〜14:00、
17:30〜21:30 ㊡月曜
☎026-247-4916

 そばうどん 木挽 K-10

●11:00〜15:00
（繁忙期のみ）
、
居酒屋
18:00〜22:30 ㊡木曜【定員】
30人
☎026-247-6656

 そば歳時記 富蔵家 J-11

ペットと一緒に食事ができるテラス
席(18席）
がおすすめ。
●11:00〜15:00 ㊡水曜【定員】
32人
☎026-242-6052 ●ペット外席可

❸ 古陶磁コレクション 了庵 L-8

 そば処 蕎花

❹ 髙井鴻山記念館 J-10

 そば処 月 J-10

●9:30〜17:00、
11〜3月は10:00〜
16:00 ㊡水曜、
年末年始
☎026-247-5866

北斎を招いた小布施の豪農豪商・髙
井鴻山ゆかりの作品、
書斎を公開。
●9:00〜17:00
㊡12/31 ☎026-247-4049

❺ 日本のあかり博物館 I-10

●9:00〜17:00、
11/21〜3/20は9:30〜
16:30、
祝祭日開館 ㊡水曜、
年末年始、
ただ
し8、
10、
11月は無休 ☎026-247-5669

❻ 北斎館 K-11

葛飾北斎の肉筆画と天井絵を備えた
上町・東町祭屋台2基を展示。
●9:00〜17:00
㊡12/31 ☎026-247-5206

栗・和菓子

お食事処併設

❼ 小布施堂 J-10

●9:00〜17:00
（食事11:00〜15:00、
喫
茶10:00〜16:00）㊡無休【定員】
48人
☎026-247-2027

❽ 栗庵風味堂 J-11

創業元治元年の栗菓子専門店。小布
施産をはじめとする国産栗を使用。

●9:00〜17:30、
12〜3月は17:00まで、
9〜１１月は18：00まで ㊡1/1
☎026-247-2145
（代）

❾ 桜井甘精堂 本店 J-9

創業二百余年の栗菓子屋。各種栗菓
子が揃う。
●8:30〜18:00、
12/31は時短 ㊡1/1
☎026-247-1088

 傘風楼 K-11

小布施堂の栗菓子店。
モンブラン、
ア
イスクリームを販売しています。
●9：00～17：00
㊡不定休
（季節により臨時休業あり）
☎026-247-2027

 塩屋櫻井 K-9

小布施栗菓子の老舗の逸品、
純栗塩
ようかんがおすすめです。
●9:00〜19:30 ㊡1/1、
ほか不定休
☎026-247-2147

 竹風堂 本店 J-11

名物栗おこわの食事。どら焼山・きん
つば山など栗菓子が人気。

●8：00～18：00
（食事は10：00～16：30
L.O.）㊡1/1【定員】
158人
☎026-247-2569

酒蔵・味噌蔵

 穀平味噌醸造場 J-8

天明四年穀屋平左衛門創業。
以来
二百年、
伝統を醸す天然醸造味噌。
●9:00〜18:00 ㊡1/1
☎026-247-2134

 桝一市村酒造場 J-10
●9:30〜17:00 ㊡無休
☎026-247-2011

 松葉屋本店 K-9

江戸時代から続いている酒蔵。
レン
ガ造りの煙突は一見の価値あり。
●9:00〜18:00 ㊡1/1
☎026-247-2019

そば処※営業はそばが終わり次第終了
 おお西流十割蕎麦

手打百藝おぶせ K-7

国内産そば粉だけを用いたそばは、
全品十割。おすすめは発芽そば。
●11:00〜15:00 ㊡木曜
（祝日の場合は
営業）
【定員】
40人/団体40人
☎026-247-2847

J-11

●11:00〜14:30 ㊡火曜【定員】
20人
☎026-247-3517

信濃町産地粉に500億個の乳酸菌
を練り込んだ本格手打そば。
●10：30～16：00、
4～11月営業 ㊡不定
休。
ただし冬期間は休業。
☎090-3478-6253

 手打そば処 鼎 K-8

厳選した素材を使った信州産石臼挽
手打蕎麦。
十割・八割他。P有
●11:30〜15:00 ㊡水曜【定員】
25人
☎026-247-6106

 富蔵家本館 蕎実亭 J-11

そば美学の伝道師がいる店！
最大50名の蕎麦打ち体験
（団体の
み。
要相談）

●11：00～15：00 ㊡水曜、
年末年始
【定員】
最大100名
☎026-214-2306

お食事・喫茶処

 アップルパイのお店 ベルジュ L-10

北信州のリンゴを使った250層のサ
クサクのアップルパイが人気。
●10:00〜17:30 ㊡水、
木曜
☎026-247-6595

庭園を眺めながら名物
「栗おこわ」
や
「手打ち蕎麦」
が味わえる。
●10:30〜18:00L.O ㊡火曜
（祝日の場合
は営業）☎026-247-5166

 桜井甘精堂 北斎亭 J-11

北斎館向かい、
栗おこわや甘味が味
わえる喫茶と、
栗菓子の店。

●売店8:20〜17:00、
喫茶9:00〜
16:30L.O ㊡売店は無休、
喫茶は木曜、
年末年始【定員】
100人/団体60人
☎026-247-5740

 竹風堂ジェラートショップ

マローネ J-10
こだわりの栗あんや季節の果物を
使ったイタリアンな味わい。

●10：00～17：00 ㊡年末年始
（12/31、
1/1）
、
水曜
（12～3月）☎026-214-3287

 中華菜 橙 I-8

●11：30～14：00、
17：30～22：00 ㊡火
曜 ☎026-214-2989

 TSUMUGI CAFE H-8

各種パスタ、
カレー等の他、
小布施栗
を使ったスイーツが揃っている。
●11：00～17：00 ㊡不定休
☎026-214-3915

 長野 土鍋ラーメンたけさん

J-9
ラーメン専門店。
ビーガン、
NO MSG
対応のラーメンあり。
●11：00～14：30、
17：00～21：30
㊡木曜 ☎026-214-6434

 NAMAプリンモンブラン
しょうゆきゃふぇ
長野小布施店 J-10

生プリン発祥エリゼ光姉妹店、
小布
施限定生プリンモンブランカフェ。

●10：30～17：30 L.O、
1～3月・12月は
16：30 L.O ㊡年末年始
☎026-213-7123

 パティスリーロント K-9

●10:00〜18:30 ㊡月
（不定）
・火曜
☎026-247-2057

 evolve K-11

●11：00～14：00、
18：00～19：30
㊡水曜、
月2回不定休 ☎026-247-1113

 えんとつ J-10

●12:00〜16:00
（季節により変更）
㊡年末年始 ☎026-247-7777

 小布施鈴花 L-9

信州の食材を多く使い、
小布施の四
季を味わえる日本料理店。

●11：30～14：30、
夜は完全予約制。
㊡水曜、
月2回不定休 ☎026-247-6487
※現金かpaypayのみ。
カード不可。

 小布施寄り付き料理 蔵部 J-10

信州食材をふんだんに使用した和食
処。
美酒と一品料理も揃う。

●ランチ11：30～16：00、
ディナー16：00
～20：00 L.O.
（季節により変更）㊡無休
☎026-247-5300

 桂亭 J-10

●昼食11：30～14：30、
夕食17：30～21：
00 L.O ㊡月、
日曜は不定休 要事前予約
【定員】
40人
☎026-247-4541

 喜の呼庵 J-11

手打ちそば、
小布施名物・栗おこわの
食事をお召し上がりください。
●11：00～16：00
（冬期間変更）㊡無休
（冬
期間不定休）☎026-242-6700

 栗の木テラス J-9

紅茶とケーキの専門店。
栗菓子店な
らではのモンブランが人気。
●10:00〜18:00L.O ㊡水曜
（祝日の場合
は営業）
、
12/31〜1/1 ☎026-247-5848

 COFFEE & JAZZ BUD J-8

ぎゃらりい蔵
おいしいコーヒーを真空管アンプと
レコードによるジャズと共にどうぞ。
●11:00〜17:00、
祝祭日営業 ㊡月、
火、
水曜【定員】
20人 ☎026-251-4033

 CAFE SAKU G J-11

小布施牛乳をベースにしたソフトク
リームやドリンクが人気の店。
●9:00〜17:00、
11月中旬〜3月は16:30
まで ㊡1/1 ☎026-247-3090
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 桜井甘精堂 泉石亭 J-9

 パンと焼菓子 ohana

K-9

❺

●10：00～17：00
（売り切れ次第閉店）
㊡水・木曜 ☎026-214-0678

 ヒロシマンと利へいさん J-9
ここに来れば何かが起こる！
！

●11：30～14：00、
17：30～22：00 L.O
㊡日曜
（9、
１０月は営業）
、
第２火曜
☎090-3899-4902

 響（ゆら） M-8

●11：30～14：30 L.O、
17：30～21：00
L.O ㊡日曜夜、
月曜【定員】
27名
☎026-247-6911

ショップ・銘品店

 Art & Craft よしのや L-8

自社工房をもつ注文家具店。
クラフト
工芸、
インテリア雑貨展示。
●10:30〜17:00 ㊡水曜
（祝祭日の場合
は営業）☎026-242-6606

 アレックス・ズ・

カントリーストア K-11

長野県産ワイン・酒・ビール・ブラム
リーのパイやジャム、
試飲試食、
雑貨。
㊡無休 ☎026-247-6165

 いろは堂 小布施店 J-10
●9：00～17：00
㊡不定休 ☎026-214-6539

 おぶせ庵 K-11

元祖栗ソフト、
コクのある牛乳ソフト
が人気。
気軽に一息どうぞ。

●10：00～16：00
（季節により変更）㊡無休
（臨時休業あり）☎026-247-6353

 おぶせ庵煎餅堂 K-11

秘伝のタレとおこげが香ばしい割餅。
一番人気ぬれかり餅は絶品。

●10：00～16：00
（季節により変更）㊡無休
（臨時休業あり）☎026-247-6353

 小布施岩崎 M-8

手作りのパンと和洋菓子の店。
チェ
ルシーバンズが大人気。

●10:00〜17:00、
日曜は要予約、
10:00
〜13:00 ㊡水曜 ☎026-247-2200

 ガラスギャラリー&工房

GLASS STUDIO Licco L-8
●11:00〜17:00 ㊡不定休
☎026-247-2754

 かんてんぱぱショップ
小布施店 J-9

100種類以上の製品が並ぶ寒天トッ
プメーカーの直営店。
●9:00〜18:00
（冬期変更あり）
㊡12/31、
1/1 ☎026-242-6280

 ギャラリー 小布je L-8

趣味の古民具が素敵にディスプレイ
された中に洋服が並んでいます。
●10:30〜17:00 ㊡水曜、
12/25〜3/末
☎026-242-6882

 諸国・民工芸雑貨 自在屋 J-10

和小物、
和食器、
国内外の手づくり雑
貨など、
日常使いやお土産に。

●9：30～17：30 ㊡年末年始
（12/31、
1/1）
、
水曜
（12～3月）
☎026-247-5988

 信濃製菓 J-9

おやきを作って50年。おやき専門店
のおやきをご賞味ください。
●10:00〜17:00、
祝祭日営業 ㊡水曜
☎026-285-0930

 信濃屋 J-11

信州の名産品をお土産にどうぞ。
展望
台からの眺望をお楽しみください。
●9:00〜17:00
（変更あり）㊡無休
☎026-242-6900

 ハンドメイドジュエリー＆布製品
Shiny K-8

女性達に光り輝いて欲しいと願いを
込めて受注製作、
販売をしています。
●10：00～18：00 ㊡水曜、
日曜は不定休
☎090-5580-7103

 樹杢西脇

Juboku-Nishiwaki K-11
木製品・久留米絣・陶器など。
作り手の
温もりを感じる品が揃う。

●9：30～17：00 ㊡火・水曜
（冬季休業12/
中～3月）☎026-247-5147

 マルテ珈琲焙煎所 J-10
●10:00〜18:00 ㊡火曜
☎026-285-9582

 手作りジャムとヨーグルトの店
マロナップル J-10

小布施栗を使用した
「マロンプリン」
などスイーツもおすすめ。
●10:00〜17:00 ㊡12/31、
1/1
☎026-247-5861

〒381-0201 長野県上高井郡小布施町大字小布施1497-2
（長野電鉄・小布施駅舎内）FAX：026-214-6363

 みつわや J-11

●9:00〜16:00 ㊡木曜
☎026-247-3960

 民芸品 風花 J-11

●9:00〜16:00 ㊡木曜
☎026-247-5880

 La Bibeloterie

J-8
ヨーロッパ のヴィン テージアクセ サ
リー、
パーツ販売。
オーダーメイドも可。
●10：00～17：00 ㊡火・水曜
☎026-274-5785

 ろくろ工芸西脇 藍の樹 K-11

藍染と綿の心地よさを感じられる洋
服、
ストール、
帽子などが揃う。

●8：30～16：30
（12～3月は9：00～16：
00）㊡無休 ☎026-247-5028

 和紙の中條 J-11

和紙面、
和紙人形などいろいろな和
紙の顔が皆様をお待ちしてます。

●9：00～16：00
（4～10月）
、
9：00～15：30
（11～3月）㊡不定休 ☎026-247-5196

宿

 小布施の宿フランス食堂
ヴァンヴェール L-10

フランスの田舎にあるシャンブル
ドットやオーベルジュの雰囲気。

【食事】
11:30〜14:00、
喫茶14:00〜
16:00、
夕18:00〜20:00L.O ㊡不定休
【定員】
22名【宿泊】
全4室、
1室2名利用の
場合、
6,600円/人〜、
食事なし※夕、
朝食別
途要予約 ☎026-247-5512

 素泊まりの宿 KOKORO J-9

１室２名利用の場合、
3,800円/人、
1室1名
利用の場合、
4,500/人、
全室禁煙
☎090-8843-9091
（芋川）

 小さなお宿

おぶせの風ユースホステル K-11

21世紀スタイルの新ホステル。
年齢
関係なく誰でもご宿泊可能。

全8室、
和または洋、
トリプル、
ツイン、
シング
ル有。
最安4,752円/人〜、
食事なし ※夕、
朝食別途要予約
☎026-247-4489

 ゲストハウスまある L-8

1日1組限定、
約80㎡貸切、
定員4名、
1泊料
金3,000円/人～。
※予約、
問い合わせはHPから。

 プチホテル ア・ラ・小布施 J-10

小布施の中心地に古くから残る土蔵
を再生した4部屋のプチホテル。
全4室、
ツイン12,960円〜
（季節により変
動）
、
食事なし※朝食別途要予約
☎026-247-5050

 桝一客殿 J-11

全12室 料金は要問い合わせ
☎026-247-1111

その他

 松沢農園 K-10

●8〜12月の11:00〜17:00
（土・日・祝祭
日のみ営業）㊡平日休み
☎026-247-3798

 i-saloonおぶせ J-9

着物で町歩きを楽しめます。
オプショ
ンでヘアセットも可能。
●9:00〜18:00 ㊡月曜、
第１，
３火曜
☎026-247-2645

 北信光音 J-9

●9:00〜18:30 ㊡日曜
☎026-247-2076

 やきもの郷の工房 L-10

やきもの体験できます。
要予約。
人気の
「座敷わらし」
の注文も承っています。
●体験要予約 ㊡不定休
（居たらラッキー）
☎090-2226-9535

 やましち山野草店 J-9

事前予約の上、
ご来店ください。
通販は
「やましち山野草」
を検索。
●完全予約制 ☎080-5142-3236

(2021.9.1現在)

 小林農園 B-2

栗拾い、
りんご狩りができます。
団体の
場合はご相談ください。
●9〜12月の10:00〜17:00 ㊡不定休
☎026-257-4128

 三田農園 D-6

●8/下〜12/上の10:00〜16:00 ㊡無休
☎026-246-8235

 自然農園冨岡 D-2

●8/中〜12月の9:00〜17:00 ㊡無休
☎026-247-5358

本 関谷園 C-3
○

美術館・ギャラリー
❶ 歴史民俗資料館 E-3

●9:30〜16:00 ㊡月〜金曜
（春・秋の企画
展期間中は除く）☎026-247-4927

栗菓子
❷ 松仙堂 B-4

●8:00〜18:00 ㊡不定休
☎026-247-3262

酒蔵
❸ 高沢酒造 C-5

小布施で100年以上愛され続けた、
小さな小さな地酒蔵です。
●9:00〜19:00 ㊡1/1、
不定休
☎026-247-2114

お食事・喫茶処
❹ ICHI cafe

sandwich&coffee A-5

●10:30〜16:00 ㊡水・木曜・他
☎070-2679-6618 ●ペット外席可

❺ 一粒万平 E-1

季節ごとに新鮮野菜を中心としたメ
ニューをご用意しています。

●11：00～19：00
（月～土）
、
11：00～18：00
（日）
、
ランチ11：00～14：30、
喫茶11：00
～16：30 ㊡月曜
☎026-214-3781

❻ OBUSE花屋 F-4

●ランチ11:00〜14:00、
喫茶11:00〜
15:30、
ディナー18：00～20：30
（要予約）
㊡木曜、
日・水曜ディナー、
年末年始
【定員】
30人 ☎026-247-1187

❼ Café+ Delight D-5

ラクレットチーズ焼きカレーとかき氷
が人気。
WiFiテラス席あり。

●11：30～14：00 L.O.、
17：30～21：00、
夏期は通し営業。㊡木曜
☎026-274-5369

❽ KUTEN。fruit&cake G-3

●テイクアウト10：00～17：00、
ランチ11：
30～14:30 L.O.、
カフェ11：00～16：30
L.O. ㊡月曜
（冬期間変更あり）
【定員】
28人 ☎026-214-2849

❾ こつこつ豆と器 E-4

●10：00～16：00 ㊡日・月曜
☎026-214-3435 ●ペット外席可

 TOMMY'S D-5

サラダバーとドリンクバーがついた
ランチセットが大人気です。
●11:30〜22:00L.O ㊡木曜
☎026-247-6631

 パーチェ イタリア料理 C-3

窯焼きのピッツァや自家製野菜を
使ったイタリア家庭料理の店。
●11:30〜14:00、
17:30〜20:30
㊡月曜、
第1・3火曜 ☎026-247-6685

 メイプル E-5

花々に囲まれたログハウス。
お食事と
手作りケーキ・コーヒーが自慢。

●モーニング8:30〜10:00、
10:00〜
17:00 土曜は15:00まで ㊡日・祝祭日【定
員】
30人 ☎026-247-5847

 メゾン・ド・ナチュール F-5

●11：30～13：30、
18：00～。
予約優先
㊡不定休
☎026-214-7133

 薬師豆富 とうふ料理 まめ家 F-4

大豆丸ごと豆富を使った創作豆富料
理。
男女問わず人気です。
●11：30～14：30、
18：00～21：00
（要予

約、
人数制限あり）㊡水曜【定員】
30名/団
体25名 ☎026-247-6706

 和喰料理 あと部 D-5

●11:45〜14:30、
17:00〜22:00
㊡木曜【定員】
28人/団体17人
☎026-242-6080

温泉・宿
 おぶせ温泉 あけびの湯 F-6

町内唯一の温泉宿、
日帰りも可。
朝風呂
も人気。
露天風呂からの眺めが絶景。
●6:00〜21:00 ㊡毎月第3木曜
☎026-247-4880

 おぶせ温泉 穴観音の湯 F-6

天然かけ流し日帰り温泉。絶景露天
風呂あり。休憩室・食堂併設。
●10:00〜22:00 ㊡無休
☎026-247-2525

 小布施ゲストハウス ROKU祿 E-3

プライバシーを保てる空間で、
ゆった
りとお過ごしください。
1棟貸プランのみ。
1～3名利用の場合1泊
15,000円、
4～6名利用の場合1泊20,000
円、
7～9名利用の場合1泊25,000円、
全室
禁煙
☎026-213-4770

 高山温泉郷・山田温泉 平野屋

新しい宿泊スタイル
「泊まる」
と
「食」
を
自由に。

【宿泊】
全9室、
1名ルームチャージ5,650円
（消費税、
入湯税込）☎026-242-2811

 高山温泉郷・山田温泉 風景館

250余年、
今も昔もお客様の故郷で
あり続けたい。渓谷美の宿。

【宿泊】
全26室、
1室2名利用の場合、
1泊2食
付11,500円/人〜 ☎026-242-2611

 高山温泉郷・山田温泉 藤井荘

全室松川渓谷に面した、
数寄屋造り
の山の湯宿。

【宿泊】
全24室、
1室2名利用の場合、
1泊2食
付26,000円
（税別）
/人〜
☎026-242-2711

 高山温泉郷・山田温泉 山田館

松川渓谷に面した創業220年の宿。
四季折々の自然が楽しめます。

【宿泊】
全9室、
1室2名利用の場合、
1泊2食付
22,000円/人〜 ☎026-242-2525

 高山温泉郷・蕨温泉 わらび野

【宿泊】
全10室、
1室2名利用の場合、
1泊2食
付13,000円/人～ ☎026-242-2901

農園・農産物直売所・
牧場
 岩太郎 関谷ファーム直売所 D-5
●10：00～15：00
（季節により変更）
。
㊡水曜、
年末年始
（季節により変更）
☎026-247-6670

 いわい園 B-2

有機物肥料を使って栽培した果物を、
ぜひお召し上り下さい。
●9〜1月の9:00〜17:00 ㊡不定休
☎026-257-2715

 入江フルーツ農場＆

GREEN GARDEN果林 D-2

●10/上～11/中
（来園する場合は要事前連
絡）㊡不定休 ☎090-4460-2197

 小布施牧場 milgreen C-5

自社産搾りたてジャージー牛乳の
ジェラートとチーズの工房&カフェ。
●10：00～17：00 ㊡木曜
☎ 026-214-3224

ぶどう、
栗、
りんごの直売観光園。
休憩
所、
水洗トイレあり。

●9/上〜11/末の8:00〜16:00※果物狩
りは要予約 ㊡無休 ☎026-247-3457

 竹前農園 D-6

●9〜12月の9:00〜17:00 ㊡無休
☎026-214-3820

 中条フルーツ農場 D-6

りんご狩り、
ぶどう狩りが体験できま
す。
身障者用トイレもあります。
●8/中〜12月の8:30〜17:00 ㊡営業期
間中は無休 ☎026-245-1955

 平松農場 C-3

13代続く栗農家。
蚕室等建物群は国
登録有形文化財になりました。
●9:00〜17:00 ㊡不定休
☎026-247-3338

 丸文出荷組合 E-3
☎026-247-2098

 マルヨシ C-3

●9：00～17：00 ㊡不定休
☎026-247-4064

 山﨑農園 C-3

●6/上〜7/上の9:00〜16:00 ㊡無休
☎026-247-4381

 農産物直売所ろくさん
（6次産業センター） F-4

●9：30～16：30
（変更の場合あり）
㊡冬期木曜、
年末年始 ☎026-242-6600

寺院
 浄土真宗本願寺派 西證寺 D-2

高井鴻山と歩んだ書家朝比奈天涯翁
の頌徳碑、
大瀧巨峰の天井絵が見事。
●参拝希望者は要予約 ㊡法要の日
（要問
合せ） ☎026-247-3490

 真言宗豊山派 浄光寺 G-4

国の重要文化財、
がん封じ、
良縁成就
のパワースポットとしても人気。
●随時参拝可 ㊡無休 ☎026-247-3924

 曹洞宗 玄照寺 C-5

禅宗様式の三門を通り、
本堂の清凉
寺式釈迦如来にお詣り下さい。
●8:00〜17:00 ㊡無休
☎026-247-2100

 曹洞宗 岩松院 G-3

北斎筆天井画
「八方睨み鳳凰図」
、
福
島正則霊廟、
蛙合戦の池が見所。

●9：00～16：30、
11月は16：00まで、
12～
3月は9：30～15：30まで。
㊡法要の日
（要問合せ）
☎026-247-5504

その他

 編集デザイン室 柊 C-4

 オブセ牛乳 F-4

 フローラルガーデンおぶせ

80℃15分間のこだわり殺菌による
小布施のご当地牛乳。
●9:00〜16:00 ㊡日曜
☎026-247-2243

 小布施人力車 原田屋 D-3

●9:00〜17:00 完全予約制。㊡悪天候時
☎026-247-2202

 さつき苑 B-3

☎026-247-3542

 タイヤショップ島田 F-3
●8：30～17：30
㊡GW、
年末年始、
お盆期間
☎026-247-5438

 田中機械 D-3

☎026-247-2063

☎026-247-2936

F-4

●9：30～16：30
（変更の場合あり）
㊡冬期木曜、
年始 ☎026-247-5487

 文屋 B-4

☎026-242-6512

 丸十ベーカリー E-5
●8:00〜18:30 ㊡月曜
☎026-247-5575

 見海造園 D-4

●8:00〜19:00 ㊡日曜、
年末年始
☎026-247-2887

 道の駅オアシスおぶせ A-5

●9：00～18：00
（平日）
、
9：00～20：00
（土
日祝）㊡無休
☎026-251-4111

