「安曇野ランラン〜FUN LAN RUN〜」
参加賞「宿泊割引クーポン券」
宿泊施設一覧
この度は、「安曇野ランラン〜FUN LAN RUN〜」にご参加いただき誠にありがとうございます。
安曇野には様々なタイプの宿泊施設があり、お客様のニーズに合わせてお選びいただけます。

◇ご利⽤にあたっての注意事項◇
・お⽀払い時に割引クーポン券を提⽰してください。正規料⾦より1,500円を割り引いた⾦額での請求となります。
・宿泊施設によりクレジットカード決済、キャッシュレス決済不可の場合もございますので、ご了承ください。
・お支払い方法は各施設に直接お問い合わせください。
・割引クーポン券は、このチラシに記載のある施設でご利⽤いただけます。（予告なく変更する場合がございます。）
・割引クーポン券は、お１人1枚、１施設に限り有効です。
・割引クーポン券に記載の内容を⼗分理解し、ご利⽤ください。
・現⾦との引き換えはできません。また、お釣りは⽀払われません。
・盗難、紛失、減失等に関して本会はその責を負わず、再発⾏はできません。
・ナンバーの印字されていないものは無効です。
・期限が切れた割引クーポン券の利⽤・換⾦はできません。（有効期限は2021年６⽉５⽇(⼟)〜12⽉４⽇(⼟)まで）
・各宿泊施設の館内ご利⽤分（飲⾷・売店等）に関しても使⽤できます。
・こちらに掲載している情報は、2021年５⽉現在のものです。
・新型コロナウイルス感染拡⼤の状況により、内容に変更が⽣じる可能性があることをご了承ください。

◇ご予約・お問い合わせ◇
・下記の宿泊施設一覧をご覧いただき、各施設に直接お問い合わせ・お申込みください。
・宿泊割引クーポン券に関するお問い合わせは、安曇野市観光情報センター TEL 0263‑82‑9363

形態

ホテル

ホテル

ホテル

ホテル
ビジネス
ホテル

宿泊施設名

住所

電話番号

メールアドレス

ホテルアンビエント安曇野

安曇野市穂高牧2230

0263‑83‑5550

azumino@izumigo.co.jp

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

azumino@d‑society.com

ホテルルートインコート安曇野豊科駅南

安曇野市豊科4677‑1

0263‑73‑0011

toyoshina@route‑inn.co.jp

江⼾川区⽴穂⾼荘

安曇野市穂高有明2105‑22

0263‑83‑3041

hotaka.front@mo‑kosan.co.jp

穂高タウンホテル

安曇野市穂高2509‑1

0263‑82‑8888

info@hotaka‑th.com

HPアドレス

http://azumino.izumigo.co.jp/

https://www.diamond‑s.co.jp/azumino/

http://www.route‑inn.co.jp

https://www.hotakaso.jp

http://www.hotaka‑th.com/

形態

旅館

旅館

旅館

旅館

温泉旅館

温泉旅館

温泉旅館

ペンション

ペンション

ペンション

ペンション

ペンション

貸別荘
ゲスト
ハウス
国⺠宿舎

山小屋

山小屋

宿泊施設名

住所

電話番号

メールアドレス

ビレッジ安曇野

安曇野市豊科南穂高6780

0263‑72‑8568

village@topaz.ocn.ne.jp

旅館 山のたこ平

安曇野市穂高有明8969

0263‑83‑2802

info@yamanotakohei.com

旅館 山彦

安曇野市穂高有明7319‑11

0263‑83‑3885

yamabiko@dreamhotel.co.jp

⻑峰荘※

安曇野市明科中川手14‑2

0263‑62‑2195

yamabiko@dreamhotel.co.jp

湯の宿 常念坊

安曇野市穂高有明2186‑201

0263‑83‑4984

alps@jonenbo.jp

ほりでーゆ〜四季の郷

安曇野市堀⾦烏川11‑1

0263‑73‑8500

info@holiday‑you.co.jp

ファインビュー室山

安曇野市三郷小倉6524‑1

0263‑77‑7711

info@fineview.co.jp

ペンション ハーヴェスト

安曇野市穂高有明9146‑2

0263‑83‑4317

home@harvest.to

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

claret@sage.ocn.ne.jp

ろっぢ 安曇野遊人

安曇野市穂高有明7352‑32

0263‑83‑5412

info@a‑yujin.jp

お宿 たんたん

安曇野市穂高有明7392‑13

0263‑87‑1419

oyadotantan@gmail.com

キッチンはるつげ ＆ 宿 春告鳥

安曇野市穂高有明6764‑19

0263‑88‑8267

azumino@harutsugedori.com

カナディアンログコテージTAKITARO

安曇野市穂高有明8953

0263‑81‑5901

takitaro@muh.biglobe.ne.jp

安曇野地球宿

安曇野市三郷小倉4028‑1

080‑5486‑6111

boetu@d6.dion.ne.jp

有明荘※

安曇野市穂高有明中房

0263‑84‑6511

office@enzanso.co.jp

燕山荘※

松本市大手2‑3‑10(松本事務所）

0263‑32‑1535(松本事務所）

office@enzanso.co.jp

大天荘※

松本市大手2‑3‑10(松本事務所）

0263‑32‑1535(松本事務所）

office@enzanso.co.jp

HPアドレス

https://vil‑azumino.jp

http://yamanotakohei.com/

http://www.yamabiko‑hotaka.jp

http://dreamhotel.co.jp/nagaminesou/

http://www.jonenbo.jp

http://www.holiday‑you.co.jp/

http://www.fineview.co.jp/

http://harvest.to/

https://azumino‑claret.jp

http://a‑yujin.jp

http://oyadotantan.com

https://harutsugedori.com

http://www5b.biglobe.ne.jp/~takitaro/

http://chikyuyado.com

https://www.enzanso.co.jp/ariakeso/

https://www.enzanso.co.jp/enzanso

https://www.enzanso.co.jp/daitenso

◇注意事項◇
※⻑峰荘の営業再開⽇は７⽉16⽇（⾦）予定です。
※有明荘の営業は11月2日（火）まで。
休館日は、5/12（水）、6/9（水）、7/1（木）、9/1（水）です。
※燕山荘の営業は11月20日（土）まで。
※⼤天荘の営業は6⽉26⽇（⼟）〜10⽉31⽇（⽇）まで。

〜宿泊に関する詳細は、各宿泊施設に直接お問い合わせください〜

「安曇野ランラン〜FUN LAN RUN〜」
参加賞「飲食割引クーポン券」
利⽤店舗⼀覧（エリア別）
この度は、「安曇野ランラン〜FUN LAN RUN〜」にご参加いただき誠にありがとうございます。
安曇野には様々なタイプの飲食店舗があり、お客様のニーズに合わせてお選びいただけます。

◇ご利⽤にあたっての注意事項◇
・お⽀払い時に割引クーポン券を提⽰してください。会計⾦額から割り引きます。
・飲⾷店舗によりクレジットカード決済、キャッシュレス決済の場合は割引不可の場合もございますので、ご了承ください。
・割引クーポン券は、このチラシに記載のある店舗でご利⽤いただけます。（予告なく変更する場合がございます。）
・割引クーポン券に記載の内容を⼗分理解し、ご利⽤ください。
・現⾦との引き換えはできません。また、お釣りは⽀払われません。
・盗難、紛失、減失等に関して本会はその責を負わず、再発⾏はできません。
・ナンバーの印字されていないものは無効です。
・期限が切れた割引クーポン券の利⽤・換⾦はできません。（有効期限は2021年６⽉５⽇(⼟)〜12⽉４⽇(⼟)まで）
・飲食店舗のテイクアウトに関しても使用できます。
・利⽤店舗⼀覧に記載がある直売所でもご利⽤いただけます。
・記載のメニューやサービスに関して、予告なく変更や終了する場合もありますので各店舗へご確認ください。
・こちらに掲載している情報は、2021年５⽉現在のものです。
・新型コロナウイルス感染拡⼤の状況により、内容に変更が⽣じる可能性があることをご了承ください。

◇お問い合わせ◇
・下記の店舗に関するお問い合わせは、各店舗にご連絡ください。
・飲食割引クーポン券に関するお問い合わせは、安曇野市商工会 TEL 0263‑87‑9750 FAX 0263‑72‑8491
穂高エリア

(メニューは全て消費税込みの価格です)

No

店舗名

営業時間

住所

エリア

電話番号

定休日

備考／おすすめ／HP

①

レストランアベ

11:00~14:30 17:00~20:30

安曇野市穂高8148‑6

穂高

0263‑82‑6047

不定休

ハンバーグ 1,100円、カツカレー 800円

②

Café VARIE （カフェ バリエ）

11:30~17:00

安曇野市穂高有明8177‑1

穂高

0263‑87‑3323

月曜日・火曜日

www.cafevarie.com

③

ピザハウス樹安亭Ｄｕｅ

11:30~14:30 17:30~18:00

安曇野市穂高有明8154‑1

穂高

0263‑31‑0430

水曜日・木曜日

http://www.kiantei‑due.com

④

そば処 くるまや

11:00~18:30 (L.O)

安曇野市穂高有明7023

穂高

0263‑83‑2515

月曜日

海⽼天ざる 1,060円、もつ煮 460円

⑤

レストラン ル・プラトー

17:30~21:00(L.O20:30)事前予約が必要です

安曇野市穂高牧2230

穂高

0263‑83‑5550

不定休

https://azumino.izumigo.co.jp/

穂 高／豊 科 エ リ ア
No

店舗名

営業時間

住所

エリア

電話番号

定休日

備考／おすすめ／HP

10:00〜16:00

安曇野市穂高3640

年中無休

https://www.daiowasabi.co.jp

10:00~16:00

安曇野市穂高3640

⑥
穂高

⑦

湧水飯釜大王庵
0263‑82‑8112
レストランＯＡＳＩＳ

穂高

0263‑82‑8112

年中無休

https://www.daiowasabi.co.jp

⑧

ＤＡＩＯʼｓＣＡＦＦ

8:00~17:00

安曇野市穂高3640

穂高

0263‑82‑8112

年中無休

https://www.daiowasabi.co.jp

⑨

大王わさび農場 フードコート

9:00~17:00

安曇野市穂高3640

穂高

0263‑82‑8112

年中無休

https://www.daiowasabi.co.jp

⑩

手打ちさぬきうどん心

11:00~14:00 18:00~

安曇野市穂高4749

穂高

0263‑75‑3277

水曜日

※麺なくなり次第終了／天丼 900円

⑪

キッチンはるつげ＆宿春告鳥

⽊・⾦ 11:30~20:00 ⼟・⽇ 11:30~18:00

安曇野市穂高6764‑19

穂高

0263‑88‑8267

月曜日・火曜日・水曜日

https://harutsugedori.com

⑫

ラーメン仙

11:00~15:00 17:00~21:00

安曇野市穂高5552‑10

穂高

0263‑75‑0805

月曜日・木曜日の夜

信州サーモンの冷汁つけ麺 990円

⑬

やきにく食堂ふーさん

11:00~14:00 17:00~LAST

安曇野市穂高有明9688

穂高

0263‑83‑8066

水曜日 （祝日は営業）

http://www.yakiniku‑fusan.com

⑭

味彩館

11:00~14:00

安曇野市穂高有明7751‑1

穂高

0263‑81‑5656

不定休

http://www.vif‑hotaka.jp

⑮

Ｌａ. Ｍｅｒ ＰＯＲＴＳＩＤＥ

11:30~14:00 18:30~24:00

安曇野市穂高4468‑1

穂高

090‑8745‑8532

ランチ 水・土・日曜休業

【夜】 問合せください／ボリューム満点のランチ650円

⑯

カフェ ポラーノ

11:30~14:30

安曇野市穂高有明2215‑9

穂高

0263‑82‑5820

木曜日

http://www.morinoouchi.com

⑰

レストラン ラヴニール

11:30~14:30（L.O13:30）
18:00~21:30（L.O20:00）

安曇野市穂高5761‑7

穂高

0263‑81‑3455

火曜日

ランチ1,900円~ ディナー4,400円~

⑱

台湾茶藝館いろは

10:00~17:00

安曇野市穂高柏原986‑3

穂高

050‑3044‑0343

水曜日

https://iroha‑taiwantea.com/

⑲

カフェ心花舎

11:30~17:00

安曇野市穂高有明3613‑46

穂高

0263‑87‑3775

水曜日、木曜日

https://cocohanasha.jp

⑳

ままそば

11:30~15:00

安曇野市穂高有明10024

穂高

0263‑87‑5255

水曜日・木曜日

もりそば定食 1,078円

㉑

そば処 志水庵

11:00~16:00

安曇野市穂高有明7348‑24

穂高

0263‑88‑8197

水曜日

十割そば 1,000円、天ざる 1,500円

㉒

お食事処有明庵

10:30~20:00

安曇野市穂高有明7726‑4

穂高

0263‑88‑4126

水曜日

http://www.syakunagenoyu.info

㉓

和日庵喜治

昼11:30~14:00 夜 予約制

安曇野市穂高1707‑3

穂高

0263‑88‑3923

不定休

http://www.wabian‑kiharu.com

㉔

ビレッジ安曇野

11:00〜14:00(ご利⽤前にお問合せください）

安曇野市豊科南穂高6780

豊科

0263‑72‑8568

毎月第２火曜日 変動有

https://vil‑azumino.jp/

㉕

あづみのコミューン チロル

10:00~17:00 (L.O16:30)

安曇野市豊科南穂高5089‑1

豊科

0263‑72‑3322

毎週⽕曜⽇ 臨時休業有

https://azumino‑tirol.com/

豊 科／三 郷／堀 ⾦／明 科 エ リ ア
No

店舗名

営業時間

住所

エリア

電話番号

定休日

備考／おすすめ／HP

㉖

安曇野焼肉王国

⼟⽇祝ランチ 11:30〜14:30
⽇~⽊17:00~23:00（L.O22:00）⾦・⼟17:00~23:30（L.O22:45）

安曇野市豊科4319‑20

豊科

0263‑50‑8929

無休

https://ohkoku2.wixsite.com/yakinikuohkoku8929

㉗

そば処せきや安曇野店

平⽇10:00~15:30(L.O15:00)
⼟⽇祝9:30~19:30（L.O19:00 )

安曇野市豊科南穂高6344‑1

豊科

0263‑87‑6648

不定休

https://sekiya‑azumino.jp/

㉘

豊科ばんどこ

11:00~14:00 17:00~20:30

安曇野市豊科5703‑16

豊科

0263‑72‑6767

月曜日

www.e‑office.gr.jp/bandoko

㉙

珈琲哲学あづみ野店

11:00~21:00

安曇野市豊科2637‑4

豊科

0263‑73‑0606

火曜日

https://www.coffeetetsugaku.jp

㉚

あづみ堂

10:00~18:30

安曇野市豊科南穂高1115

豊科

0263‑71‑1400

不定休

http://azumido.jp/

㉛

小柴屋

11:00~15:00 17:00~20:00

安曇野市豊科4911

豊科

0263‑72‑2201

木曜日（祝日は営業）

http://www.koshibaya.com

㉜

しき美豊科本店

⽉~⾦ 11:00~14:30 15:00~20:00
⼟、⽇ 11:00~20:00

安曇野市豊科2648‑7

豊科

0263‑72‑0968

無休（元旦休）

https://www.star‑meal.com

㉝

中国⼤陸⾷堂 四川乃華安曇野店

11:30~14:00 17:00~21:00

安曇野市豊科南穂高1115

豊科

0263‑71‑1411

無休

https://shisen.ne.jp

トラットリアピッコラーナ

10:00~11:30ティータイム、11:30~14:00ランチタイム

㉞

14:00~17:30ティータイム、17:30~20:00ディナータイム

安曇野市豊科南穂高2315‑1

豊科

0263‑71‑2200

木曜日（祝祭日は営業）

いかすみパスタ 1,485円、ピリ辛ガーリックミート 1,221円

㉟

庭園そば処 みさと

11:00~売切れ次第

安曇野市三郷小倉3549

三郷

0263‑77‑2401

月曜日、第３火曜日

http://www.soba‑misato.com/

㊱

La Felicita ラ・フェリチタァ

11:30~15:00 18:00~21:00

安曇野市三郷温40‑1

三郷

0263‑31‑3199

火曜日

http://www.lcv.ne.jp/~felicita/

㊲

STERN

9︓30〜18︓00

安曇野市三郷温5907‑2

三郷

0263‑88‑7020

火曜日

https://stern‑1.com/

㊳

食事処 百家

11︓30〜14︓00

安曇野市堀⾦烏川4874‑5

堀⾦

0263‑88‑6165

木曜日

ミックス定食 1,920円

㊴

割烹よしだ

11:30~14:00（L.O13:45）
17:00~21:00（L.O20:30）

安曇野市堀⾦烏川2147‑4

堀⾦

0263‑72‑2276

月曜日

信州サーモン丼 1,100円

㊵

ナポリピッツア TASUKU

11:00~19:00 (L.O18:30)

安曇野市堀⾦烏川3132‑1

堀⾦

0263‑87‑7729

火曜日の夜・水曜日

https://ameblo.jp/tasukuz/

㊶

ロティスリー ル・ボヌール

堀⾦

0263‑50‑8541

日曜日の夜・月曜日

㊷

須砂渡食堂

11:00~14:00 17:00~21:00

安曇野市堀⾦烏川40‑6

昼 11:30~

夜 17:30~21:00

なめらかプリン 220円、キャラメルレアチーズケーキ 495円

安曇野市堀⾦烏川2338‑2
（昼）パスタランチコース 2,200円
（夜）洋コースⒶ 5,500円、Ⓑ 6,600円

堀⾦

0263‑73‑2287

火曜日

信州サーモン丼 1,100円、とりもつ定食 800円

㊸

支那そばゑびすや

11:00~14:00

安曇野市明科東川手４６４

明科

0263‑62‑2345

日曜日・月曜日・火曜日

https://yebisuya1960.net/

㊹

（有）元禄 吉田屋

11:00~14:00 16:30~21:00

安曇野市明科中川手3517‑1

明科

0263‑62‑2907

月曜日

炭火焼肉（和牛カルビ、豚、合鴨、地鶏etc）

ラーメン 550円、信州サーモン刺⾝ 500円

どてうどん 780円、石焼ビビンバ 900円

直 売 所
No

店舗名

営業時間

住所

エリア

電話番号

定休日

備考／おすすめ／HP

①

Vif穂高 いち番館

8:30~17:00

安曇野市穂高有明7751‑1

穂高

0263‑81‑5656

不定休

http://www.vif‑hotaka.jp

②

穂高農産物直売所

9:00~17:00

安曇野市穂高2473

穂高

0263‑82‑3116

土・日・祝日

https://www.ja‑azm.iijan.or.jp/agricultural/direct/hotaka/

③

安曇野スイス村ハイジの⾥

9:00~18:00

安曇野市豊科南穂高5566‑1

豊科

0263‑87‑0812

毎月１日（土・日・祝は営業）

http://www.ja‑azm.iijan.or.jp/agricultural/direct/haiji/

④

安曇野スイス村

9:00~17:00

安曇野市豊科南穂高5555‑1

豊科

0263‑72‑7878

水曜日

http://www.dia.janis.or.jp/~swiss‑v/

⑤

とよしな旬彩市

9:00~17:00

安曇野市豊科高家5735‑10

豊科

0263‑73‑0902

火曜日

⑥

あづみ野ふる⾥市

6⽉~9⽉ 8:30~16:00
10⽉~12⽉ 9:00~16:00

安曇野市三郷2030‑1

三郷

0263‑77‑7530

水曜日

http://www.ja‑azm.iijan.or.jp/agricultural/direct/azumino/

⑦

旬の味ほりがね物産センター

8:30~17:00

安曇野市堀⾦烏川2696

堀⾦

0263‑73‑7002

無休

http://horigane.or.jp/

