
TEL.026-245-0227 http://www.tsutaya-chaten.jp

お茶とお茶菓子

３ヶ所のスタンプを集めて
抽選で須坂の豪華賞品が

当たる！！　

▼ 須坂の豪華賞品

ビッグプレゼント!!

須坂の各所にて開催
3月1日～4月２日まで

雛めぐり
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NOTO-CHU

TEL 026‐245‐0053
　営業時間11:00～21:00(ラストオーダー時間)  https://notochu.jp

雛遊び3,300円(税込)
雛懐石4,950円～(税込) 電話予約

当日可

昼
の
み

●19

営業時間　9:00～売り切れ閉店　不定休
須坂市北横町1316（駅前桜木町通り）
TEL026-245-0528　komorimochiten.com

信州須坂の町の雛祭り実行委員会事務局
蔵のまち観光交流センター
〒382-0087 須坂市大字須坂352-2(東横町)
TEL 026-248-6867

信州須坂観光協会 

〒382-0077 須坂市大字須坂1295 -1
TEL 026-215-2225

須坂駅前シルキー2F

総合お問い合わせは

●2●12

着物ファッションショー2023
  ［日　　時］  3月19日（日） 13:00～
  ［会　　場］ bota（須坂市子育て就労総合支援センター）須坂駅前シルキービル1F
  ［問 合 せ］ 蔵のまち観光交流センター　TEL.026-248-6867
　※見学無料

語りと紙芝居
  ［日　　時］  3月26日（日） 14:00～
  ［会　　場］ 旧越家住宅（山丸一番館）
  ［参 加 料］ 無　料
  ［問 合 せ］ 蔵の町すざか昔を語る会　TEL.026-245-0996（佐藤）

●70

寿司・そば・和定食メニュー豊富

営業時間11:00～14:30          17:00～21:30
TEL 026-248-6804

ひな遊膳 
海鮮釜飯 
そば御膳 

無
休

旬菜古民家旬菜古民家

●42

●29

●6

須坂市大字仁礼3159
TEL026-245-2453
FAX026-248-0047

●58 木々に囲まれた癒しの理想土

定休日＝水曜日 TEL 026-246-7050

十割手打ちそば
石うす挽き自家製粉●6

明治時代の立ちびな

●31

上記応募用紙は、切り取らずにこのまま指定の場所にご投函ください。
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須坂市本上町29

 TEL 026‐245‐0117
FAX 026‐245‐1477
営業時間8:30～17:00
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TEL（026）245‐0150
須坂市本上町(劇場通り)

キタザワ美容室
営業時間（受付）AM9:00～PM5:00
定 休 日 毎週㊊ 毎月第1・第3・第5日曜日

10年先もお客様の髪とお肌をキレイにします。

TEL 026-248-8008

2月18日土～4月2日日
田中本家
ミュージアムショップ

定休日＝火曜日
営業時間11：30～20：00
TEL（026）245-5611

みそ料理・オムライス
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明治～平成の雛人形展示

（八十二銀行前）
☎026-245-0218　水曜定休

  手づくり創作雛・
 手ぬぐい・雛グッズetc.

呉服・染織工芸

www.watako.com
呉服

●27

Resort Car Dealer

SAKAI株式
会社酒井商會須坂市高梨町2535

TEL026-245-0397

創業明治四十三年　おかげ様で創業113年
『笑顔』と『ありがとう』の集まる

Resort Car Dealerを目指して

□入館時間／平日11時～15時30分　土日祝日　10時～16時30分

●5
雛供養
    大切に飾られてきたお雛様を供養致します。ご希望の方は当日会場へ お持ちください。
   ［日　　時］3月26日（日） 受付10:00～12:00　閉眼供養 13:00～　
    ［会　　場］ 芝宮神社境内
   ［供 養 料］ お雛様は１組 3,000円（人形1体 3,000円）
　 ひな壇・金属・ガラス・不燃物等はお引き受けできません。
   ［問 合 せ］蔵のまち観光交流センター　TEL.026-248-6867

須坂市北原町546-3
TEL026-245-0591 FAX026-245-0602

定休日／木曜日と不定休で月一回連休あり
営業時間／8：00～18：30

●61 手造りのおやきと銘菓

イベント情報

※下記の応募用紙に記入し、上記のいずれかの施設にご投函ください。

  1、湯っ蔵んど 食事券（入浴付）…ペア1組
  2、楠ワイナリー G1プレミアム認定日滝原…2本
  3、田中本家博物館 江戸料理再現食事券…ペア1組
  4、鈴木蛍雪堂 和菓子商品購入券…6名
  5、遠藤酒造場 「直虎」純米吟醸原酒720㎖…4名
  6、キタザワ美容室 理美容代…2名
  7、菓子工房盛進堂ちよか お菓子商品券…3名
  8、十割蕎麦あがれ家 食事券…3名
  9、角田酒店 オリジナルワイン「笠鉾紀行」…3名
10、花のミヤザキ 花束券…3本
11、割烹「能登忠」 ランチ花籠食事券…ペア2組
12、呉服の綿幸 オリジナル手拭い…10本

13、ラノッキオ パスタ・ピザ食事券…ペア2組
14、酒井商會 オイル交換券・タイヤ組み替え券…1組
15、コモリ餅店 お菓子商品券…6名
16、旬菜古民家ゆるり 食事券…ペア2組
17、蔦屋茶店 高級緑茶と茶器セット…1組
18、お食事処かねき 食事券…ペア3組
19、お菓子処つたや本店 お菓子商品券…6名
20、たい焼き升田屋 たい焼き商品券…6名
21、松葉屋そば店 食事券…4名
22、糀屋本藤醸造舗  八丁鎧塚みそケーキ＆信州ソムリエ味噌セット…2セット
23、臥龍かねばこ 食事券…6名
24、須坂煎餅堂 お煎餅商品券…6名

※ご記入いただいた個人情報は、プレゼントの抽選・連絡以外では使用いたしません。

●48 田中本家博物館
●22 旧小田切家住宅
●18 笠鉾会館ドリームホール

●11 須坂クラシック美術館
●53 世界の民俗人形博物館
●56 湯っ蔵んど
●2 信州須坂観光協会

投
函
場
所

（各お店でお買い物をしてスタンプをGET！）
スタンプ３個集めたら

抽選で 須坂の豪華賞品が当たります。

　　　　　　　　　7ヶ所の投函場所の
いずれかに、ご投函ください。

雛めぐりわくわくスタンプラリー応募用紙
※下記項目はすべてご記入ください。

お名前
フリガナ

〒ご住所

電話番号

ペアご宿泊券

ディナーお食
事券

※イラストはイメージです

雛祭りは
タクシーが便利
須坂タクシー協会

※世界の民俗人形博物館まで約3.5㎞
タクシー料金＝須坂駅から約1,840円

北信タクシー　TEL 026-245-5353
長電タクシー　TEL 026-245-0351

売店・喫茶は
無料入館できます。

田中本家のひなまつり 休館日：火曜日●48

毎日手作りの地元和菓子をおみやげにどうぞ！
あんバター
大福

合計85本

（合計85本）

雛籠御膳

●4

抽選で 花仙庵 仙仁温泉 岩の湯の
ペア宿泊券や割烹 能登忠のプレミアム
ディナー食事券が当たります!（それぞれペア1組）

本店　長野県須坂市上仲町158　〒382-0083
☎（026）245‐0315㈹

須坂駅前通り店　馬場町1272　☎（026）245‐0385

豪華賞品当選者を除く応募者の中から






