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アクティビティ・体験

施設
土産物店 飲食店

165 北信 須坂市 須坂市大字日滝3114－8 黒岩果樹園 026－245－5030 http://kudamonoya.co.jp
7.果物狩り･観光農

園（さくらんぼ）

11.土産物店（地場

産果物）

166 北信 須坂市 須坂市大字須坂702 松葉屋そば店 026-245-0418
https://www.suzaka.info/matsubay

a/
15.和食,

167 北信 須坂市 須坂市大字須坂352-2 蔵のまち観光交流センター 026-248-6867
https://www.suzaka-

kankokyokai.jp

11.土産物店(観光

案内所),

168 北信 須坂市 須坂市井上2912-1 ファームハウスわっくん 026-400-3831
https://farmhousewackn.wixsite.co

m/homepage

4.食べ物作成(畑の

野菜で窯焼きピザ作

り),

169 北信 須坂市 須坂市福島311 ブルーベリー農園　森の畑 026-237-7110 https://morinohatake.co.jp/
7.果物狩り・観光農

園(ブルーベリー狩り),

170 北信 須坂市 須坂市大字須坂847-3 楠わいなりー 026-214-8568 http://www.kusunoki-winery.com
7.果物狩り・観光農園(醸造

用ぶどう収穫),10.その他(醸

造設備見学)

11.土産物店(日本

（長野）ワイン),

171 北信 須坂市 須坂市大字須坂1528-3島田ビル1F Leo Coffee Roasters 080-8475-6020
https://www.facebook.com/leocoff

eeroasters/

18.喫茶店（カ

フェ）,

172 北信 須坂市 須坂市仁礼3153-927 レストラン　HIROSTRADA INUTO 0268-74-3432 http://www.hirostrada.com/ 10.その他(ドッグラン)
16.洋食,18.喫茶店

（カフェ）,

173 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-719 T.M.N.スキースクール 090-8775-4469
https://sites.google.com/view/tmn

skiskole

5.アウトドア・スポーツ施設(サ

イクリングツアーなどのガイド、マ

ウンテンバイク講習、トレッキン

グガイド),

174 北信 須坂市 須坂市穀町476番地 喫茶「龍潜」 026-248-8008 http://www.tanakahonke.org
18.喫茶店（カ

フェ）,

175 北信 須坂市 須坂市穀町476番地 田中本家博物館ミュージアムショップ 026-248-8008 http://www.tanakahonke.org
11.土産物店(グッズ、

土産物など),

176 北信 須坂市 須坂市穀町476番地 豪商の館　田中本家博物館 026-248-8008 http://www.tanakahonke.org
8.博物館等(歴史・

美術),

177 北信 須坂市 須坂市大字日滝4295-1 やまとフルーツ農園 026-246-8443
http://members.stvnet.home.ne.jp/

yamato-nouen/

7.果物狩り・観光農

園(ぶどう・りんご),

178 北信 須坂市 須坂市臥竜2-2-4 金箱 026-245-1990
https://www.suzaka-

kankokyokai.jp/contents/gourmet/

21.その他【麺類中心

の食事処、お休み

処】,

179 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-271 ペンション　ぷれじーる 0268-74-3609 https://nekodake.com
11.土産物店(製菓

製パン、ジャム、クラフ

ト作品など),

16.洋食,

180 北信 須坂市 須坂市大字米持591 信州りんご菓子工房　BENI-BENI 026-246-0011 https://www.futabado.com/
11.土産物店(菓子の

販売),
20.和洋菓子店,

181 北信 須坂市 須坂市仁礼3153-927 レストランHIROSTRADA　INUTO 0268-74-3432 http://www.hirostrada.com/ 10.その他(ドッグラン)
16.洋食,18.喫茶店

（カフェ）,

182 北信 須坂市 須坂市大字仁礼峰の原3153-885 ペンションスタートライン 0268-74-3538
https://oldriver4.wixsite.com/startli

ne

11.土産物店(キーホ

ルダー等),

183 北信 須坂市 須坂市大字仁礼字峰の原3153-3 時空の杜（そらのもり） 0268-71-5691 http://www.soramori.info
5.アウトドア・スポーツ

施設(キャンプ,キャンプ

ファイヤー),

11.土産物店(ジャム,

栽培野菜),

184 北信 須坂市 須坂市臥竜2丁目5-8 みすずや 026-245-2021
https://www.suzaka-

kankokyokai.jp/contents/gourmet/

15.和食,17.中

華,20.和洋菓子店,

185 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-598 富田ペンション 0268-74-2120 http://happami.wixsite.com/tomita
11.土産物店(ジャ

ム、そば等),

18.喫茶店（カ

フェ）,21.その他【ラン

チ】,

186 北信 須坂市 須坂市大字須坂369-32 Naturance(ナチュランス） 090-1401-9414 https://www.naturance.co/
3.乗り物レンタル

(SUP/スタンドアップパ

ドルボード),

187 北信 須坂市 須坂市峰の原高原 ペンションホワイトイーグル 0268-74-2697 http://whiteeagle.my.coocan.jp
11.土産物店(ジャム

販売),

188 北信 須坂市 須坂市豊丘742-1 そのさとブルーベリー農園 026-248-4627 http://www.sonosato.com
7.果物狩り・観光農

園(ブルーベリー),

11.土産物店(ジャ

ム、アイス),

189 北信 須坂市
須坂市大字仁礼峰の原3153番地

124
菅平グリーンゴルフ 0268-74-2450 http://www.green-golf.biz/

6.レジャー施設(ゴルフ

場),

190 北信 須坂市 須坂市大字野辺1367-1 世界の民俗人形博物館 026-245-2340
http://www.culture-

suzaka.or.jp/doll/index.html
8.博物館等, 11.土産物店,

191 北信 須坂市 須坂市大字野辺1386-81 須坂版画美術館・平塚運一版画美術館 026-248-6633
http://www.culture-

suzaka.or.jp/hanga/index.html
8.博物館等, 11.土産物店,

192 北信 須坂市 須坂市大字須坂423-1 旧小田切家住宅 026-246-2220
http://www.culture-

suzaka.or.jp/otagiri/index.html
8.博物館等, 11.土産物店,

18.喫茶店（カ

フェ）,

193 北信 須坂市 須坂市大字須坂410-1 笠鉾会館ドリームホール 026-246-7100
http://www.culture-

suzaka.or.jp/kasaboko/index.html
8.博物館等, 11.土産物店,

194 北信 須坂市 須坂市大字須坂371-6 須坂クラシック美術館 026-246-6474
http://www.culture-

suzaka.or.jp/classic/index.html
8.博物館等, 11.土産物店,

195 北信 須坂市 須坂市東横町358 須坂煎餅堂 026-246-5750 http://senbeido.jp/
11.土産物店(せんべ

い),

196 北信 須坂市 須坂市墨坂南2丁目15-1 りんごの木須坂墨坂店 026-248-8687 http://www.dl-ringonoki.co.jp/
11.土産物店(洋菓

子店),

197 北信 須坂市 須坂市小河原高畑町1096-1 かりん亭須坂店 0268-68-0188 http://karin-g.com/ 15.和食,

198 北信 須坂市 須坂市日滝5414 須坂温泉　古城荘 026-245-1460 https://kojousou.co.jp 9日帰り温泉施設,
11土産物店,14その

他（売店）,

15和食,16洋食,17

中華,18喫茶店（カ

フェ）,

199 北信 須坂市 須坂市大字須坂1528-1 臥竜公園（須坂市動物園） 026-245-1400
https://www.city.suzaka.nagano.jp

/suzaka_zoo/

8.博物館等(動物

園),

200 北信 須坂市 須坂市大字須坂1528-2 臥竜公園（須坂市動物園） 026-245-1401
https://www.city.suzaka.nagano.jp

/suzaka_zoo/

8.博物館等(動物

園),5.アウトドア・ス

ポーツ施設（ボード）
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