
21.20. 諏訪五蔵 酒蔵めぐり

上諏訪の甲州街道、わずか500メートルほどの間に「舞姫」「麗人」
「本金」「横笛」「真澄」五軒の造り酒屋が立ち並んでいます。古く
は1600年代中頃より、霧ヶ峰からの清冽な仕込み水と冷涼な気候
を活かした酒造りをしています。この「諏訪五蔵」が行なっている
「五蔵めぐり」は「ごくらくセット（税込2,000円）」を購入すること
で、試飲をしながら酒蔵を巡り各蔵の個性を楽しむことができま
す。お気に入りの１本を探してみてはいかがでしょうか。

※状況により試飲を休止する場合がございます。

諏訪五蔵　TEL.0266-52-6161（宮坂醸造）
【販売店舗】　長野県諏訪市元町1-16（真澄）
 店名：舞姫・麗人・本金・横笛・真澄

霧ヶ峰で朝食を ～マイカープラン～

許可なしでは入れない
黒曜石の宝庫「星ヶ塔遺跡」

昨今の縄文ブームの舞台である縄文時代の特徴と言えるのが、石
器などに用いられた黒曜石の登場です。本プログラムでは、縄文時
代の黒曜石が採掘された星ヶ塔黒曜石原産地遺跡を遺跡発見・採
掘者本人が専門ナビゲーターとして同行します。
星ヶ塔遺跡は「縄文人が掘った日本で最古の鉱山跡」であり全国の
縄文遺跡の中でも希少価値が高く、さらに国史跡であるため通常
は立入禁止であり、特別な許可がなくては入ることができません。
本州で最大と言われる黒曜石の原産地で秘境の遺跡へと足を踏み
入れ、縄文人が黒曜石を掘り起こしていた様子を思い浮かべなが
ら縄文文化に触れてみてはいかがでしょうか。

（一社）下諏訪町地域開発公社 観光振興局
長野県諏訪郡下諏訪町3289　TEL.0266-27-1800

【販売店舗】（一社）下諏訪町地域開発公社 観光振興局

22. 太鼓演奏・博物館・工場見学

御諏訪太鼓会館
長野県岡谷市神明町2-5-16　TEL.0266-23-6146

【販売店舗】　御諏訪太鼓会館

23.

諏訪魅力UP委員会

日本最古の鉱山跡で縄文人に思いを馳せる

御諏訪太鼓技術認定委員の有資格インストラクターが親切に指導
いたします。
御諏訪太鼓は出雲の国造大国主の御子建御名方の命を祀る諏訪大
社の太々神楽鼓舞楽の伝承であり中世軍楽として甲斐の武田信玄
により諏訪太鼓21人衆を編成川中島の合戦で将兵志気の鼓舞をは
かり武田勢の戦意を昂めたと甲越信戦録の古文書にのせられてあ
る民族芸能であります。

世界の太鼓博物館見学と太鼓体験セット
目の前に広がる雄大な草原を眺めながら、ココでしか体験できな
いモーニングタイムをお愉しみください。また、夏山リフト営業期間
は特典としてリフト往復券付！　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
好天時には北・中央・南アルプスの絶景や富士山、八ヶ岳連峰が一
望の大パノラマもお楽しみください。

期間７月１日～９月30日　３ヶ月限定企画

最高の時期に、最高の場所で、最高の朝食を。

諏訪の国ブランド認定

2022年10月

総合カタログモノ コト

おもてなしクーポン付

27

原本のみ使用可



1.
1.

●本カタログ掲載のクーポンで、1アイテム1回限り、ご本人様のみ割引・サービス等の特典が受けら
れます。（お連れ様までサービスが受けられる場合があります）

●GW、お盆、年末年始等には事業者によりクーポンの利用ができない場合があります。
●事業者の都合（移転、廃業等）により、掲載事業者であってもご利用いただけない場合があります。
●緊急事態宣言の発出など、行政機関の要請への対応により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
●割引・サービス等の特典は該当事業者での飲食・購入等が必須となります。
　特典だけの提供は致しません。
●他のクーポンや割引との併用ができない場合があります。各事業者へお問い合わせください。
●本カタログ掲載のクーポンは換金・譲渡・転売はできません。
●本カタログ掲載のクーポンを紛失された場合の再発行はできません。
●ご不明な点は各掲載事業者、もしくは諏訪地方観光連盟（0266-58-1123　平日9:00～16:00）まで
 　お問い合わせください。
●本カタログ掲載のクーポンを含むすべての事項において、新型コロナウイルス感染症等の影響等に

より、変更・中止となる場合があります。その場合でも返金や補償は行いません。

新型コロナウイルス感染予防のお願い
●マスクの着用等、感染防止対策の徹底をお願いいたします。
●発熱などの症状がある場合はご来店・サービスのご利用をお断りする場合があります。
●発熱・咳・寒気やだるさなどの症状がある場合は、ご来店・サービスのご利用前に医療機関に
　ご相談ください。

諏訪の国ブランドとは

岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村域内特有の「自然」「伝統」「文化」
といった資産をもとに創意工夫によって開発され、ブランドアイデンティティを
体現するようなモノやコトなどを、認定基準に基づいて諏訪の国ブランド商品として
認定します。諏訪の国ブランドの認知を域内・域外に広め、ブランド価値の向上を
通して諏訪地域の魅力発信と活性化を目的とします。

注意事項

諏訪の国ブランド　ふたつの分野  p3
ブランドを発信する諏訪の国 p5
● モノ
　酒（全10品） p7
　米・味噌（全7品） p9
　寒天（全4品） p11
　お菓子（全10品） p13
　飲み物・お茶・調味料（全7品） p16
　お肉（全4品） p17
　グッズ（全9品） p19
● コト
　アクティビティ（全12種） p21
　手づくり・クラフト体験（全6種） p24
　観光・歴史体験（全5種） p26

本カタログ掲載のクーポンは2023年2月28日まで有効です

諏訪の国

①「諏訪の国ブランド
　　認定カタログ」をGET!

1アイテムにつき
1回だけ使えるよ！

店舗によってクーポンで
受けられるサービス内容が
違うので確認してね。

②使いたいクーポンを選ぶ

本カタログ・クーポンの使い方

③お店にクーポンを提示

お得な情報が満載♪

諏訪の国

●クーポンの番号は、お店の番号と同じです。
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諏訪の国ブランド　ふたつの分野

最新情報はこちら
→

最新情報はこちら
→

モノ コト

諏訪の国ブランドを、ふたつの分野にわけて認定しました。
ひとつは、日本酒や味噌、寒天、そして精密加工品など、
当地域ならではのものづくりから生まれた「モノ」。

もうひとつは、八ヶ岳、諏訪湖を始め豊かな自然に恵まれた
当地域だから体験できる「コト」。どちらも諏訪の国の
アイデンティティを、高いクオリティで発信しています。
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ブランドを発信する諏訪の国
八ヶ岳連峰や諏訪湖、霧ヶ峰が存在
する諏訪地域＝諏訪の国は、長野県
のほぼ中央にあり、東京、名古屋か
ら約2時間半で訪れることができま
す。地域全体に広がる豊富な自然か
らは、七年目毎に一度の「御柱祭」、
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諏訪湖SA

明治から昭和初期にかけて日本の製糸業の中心
地として栄えた「糸都岡谷」は、戦後、精密機
械工業が発展し、現在でもものづくりのまちと
して飛躍を遂げています。1年を通して四季折々
イベントや魅力的な文化施設が楽しめます。

岡
谷
市
Okaya

諏訪大社が鎮座するこの地は、かつて中山道宿場で
唯一のいで湯「名湯・下諏訪温泉」として幾多の旅
人を温かく迎え入れてきました。今もなお往時の面影
を残す宿場風情や四季折々の美しい自然、太古からの
歴史の記憶が色濃く残り人々を魅了し続けています。

下
諏
訪
町

Shimosuwa

諏訪湖の花火をはじめ、霧ヶ峰高原、諏訪大社、
高島城、上諏訪温泉など、様々な観光スポットで
賑わう諏訪市。甲州街道沿いには酒蔵が建ち並
び、歴史ある寺社や街並みに悠遠の歴史を感じ
たりと、いつ訪れても新鮮な感動が待っています。

諏
訪
市
Suwa

静かなリゾート地「蓼科」、自然とアウトドアの楽しめる「白
樺湖・車山」、国内有数の山岳エリア「八ヶ岳」、国宝を
有する「縄文の里」の特徴の異なるエリアがあります。また、
里山体験や歴史・文化体験、農家や高原の暮らし体験な
ど交流体験プログラムの造成にも力を入れています。

茅
野
市
Chino

八ヶ岳の裾野に位置する原村は、眼前に八ヶ岳、周
囲には北、南アルプス、富士山が見え、四季折々の
自然は標高差によって同じ時期でも様々な姿を見せま
す。夏場生産量日本一のセロリをはじめ、高原野菜
も魅力の1つ。住んで良し、訪れて良しの美しい村です。

原

　村
Hara

八ヶ岳、入笠山、南アルプスに挟まれた、標高
900ｍ～1400ｍに位置する高原の町「富士見町」。
その名の通り町の至る所で富士山を望むことがで
き、大自然の美しい景色と空気の中で、四季を通
してゆったりとした時間を過ごすことができます。

富
士
見
町
Fujimi

万治の石仏 八ヶ岳中央農業実践大学校（秋）

立石公園からの諏訪湖

井戸尻遺跡公園 古代蓮

富士見高原 創造の森富士見高原 創造の森入笠山 雲海入笠山 雲海

田端のしだれ桜田端のしだれ桜

長野県

縄文時代の土器など、積み重ねら
れた歴史や文化が感じられます。
いま、6つの市町村が手を取り合い、
この地が誇る諏訪の素晴らしさを、
日本中のみなさんへ届ける活動を
始めています。岡谷太鼓まつり岡谷太鼓まつり 出早公園の紅葉出早公園の紅葉

横河川の桜並木 鶴峯公園のつつじ

長円寺長円寺 八ヶ岳八ヶ岳

御射鹿池 白樺湖
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酒

1.

山岳からの豊富な伏流水に育まれた
日本酒や地ビールなどが
ブランド認定されています

ルバーブビール
ルバーブビール ホワイト
ルバーブビール ヘイジー

日本ではルバーブを使用したビールはほとんど販売されておらず
希少価値があります。ビールの規定で、ルバーブを使用できる量
は麦芽の5％以下と定義されており5％を越えると発泡酒となり
ます。ビールの規定にこだわり開発を続け、ようやく「ルバーブ
ビール」は赤色、「ルバーブビール ヘイジー」はピンク色と、
ビールとしては珍しい着色ができました。
味覚はヴァイツェンタイプの爽やかでフレッシュな酸味で飲みや
すさが特徴です。八ヶ岳高原の爽やかなイメージを醸し出してい
るビールです。従来のビールとは一線を画するカクテル感覚でも
お飲みいただけます。

株式会社トマシス
長野県諏訪郡富士見町境7391-1　TEL.0266-55-4935

【販売店舗】　八ヶ岳ルバーブハウス

2. 御柱　純米辛口

七年に一度の天下の大祭御柱祭に因み命名されたお酒です
長野県産ひとごこちを100％使用し、丁寧に醸されたキレと旨みの
あるお酒です。
純米酒らしく米の旨味を十分に味わえ透明感のあるキレも同時に
ご堪能出来る辛口のお酒です。また、温度帯によって旨味の広がり
方の違いも楽しめます。
※「御柱（おんばしら）」は株式会社豊島屋の登録商標です。

株式会社豊島屋
長野県岡谷市本町3丁目9-1
TEL.0266-23-1123

3. Quocoira Ale

八ヶ岳西麓というのは、実は今から約80年前、大手ビールメーカー
によって日本で初めてホップの栽培が行われた土地の一つ、という
歴史を持っています。この地域の土地としての特性と自然と人が織
りなす雰囲気に惹かれ、八ヶ岳山麓でクラフトビールの製造を行っ
ています。
ココイラエールは、八ヶ岳の麓で栽培されたホップを100%使用し
た一品で、「ここいら」とは「このあたり」という意味の方言です。
クラフトビールのクラフト（Craft）は英語で「技術」「工芸」「職人
技」などを意味します。ビール職人たちが小規模な醸造所で造る多
様で個性的なビールを指します。
ココイラエールは八ヶ岳山麓のホップと、八ヶ岳山麓の水系の水を
仕込み水として使用して醸造し、これまでにない個性的な味わい
を生み出しています。
株式会社エイトピークス
長野県茅野市北山6807-1　TEL.0266-78-7970

【販売店舗】　諏訪６市町村、長野県内、山梨県内、
 関東圏等の各店舗、オンラインストア

ク
ー
ポ
ン

ク
ー
ポ
ン

1.
2,000円以上
お買い上げで５％割引

クーポン内容
2,000円以上
お買い上げで
５％割引

5. 金印　ダイヤ菊

芳醇な香りで、円やかな旨味のある酒。
当蔵の仕込み水は東に仰ぎ見る蓼科山を源とする清冽な伏流水。
女乃神水（めのかみすい）と呼ばれるこの優水は、甘口でも辛口でもな
い軟水で、きわめてやわらかい口当たりが特徴です。地下70ｍから湧き
出るこの水を元に、諏訪杜氏がじっくりと当地ならではの酒を仕込んで
います。諏訪杜氏とは八ヶ岳山麓の富士見、原村からやってくる極めて
優れた杜氏の総称です。元来は、養蚕の盛んだったこの地で、端境期に
あたる冬季に酒造りに携わり、腕を磨いた人々でした。お酒に対する好
みはみんな違いますから、誰にも嫌われないようなお酒をつくろうとす
ると、おいしさもほどほどで個性のないお酒になってしまいます。
お酒の個性は、水とお米と杜氏たちの技で決まります。つまりその土地
の個性が蔵の個性ではないかと思います。「おいしい、でも他とは違う」
と感じていただけるように、そして毎日でも飲みたいと思われるように
頑張っています。

戸田酒造株式会社
長野県茅野市ちの2998番地　TEL.0266-72-2118

【販売店舗】　諏訪地域の各店舗、インターネット販売

4. 純米吟醸美山錦　火入れ

地元諏訪地域の契約農家によって栽培された酒米『美山錦』を使
用した純米吟醸です。
当蔵では、生原酒を瓶詰め後、湯煎にて加熱殺菌を行い、その後
急速冷却するという、大変手間、時間、コストがかかる方法をとっ
ております。これにより、火入れでありながら、ガス感を感じる、フ
レッシュでフルーティーなお酒になっております。

諏訪御湖鶴酒造場
長野県諏訪郡下諏訪町3205番地17　TEL.0266-75-1172

【販売店舗】　諏訪御湖鶴酒造場

6. フラッグシップ 300ml
4 本セット

コンパクトな「こだわりの真澄」4本セット
真澄蔵元は2017年より原点回帰プロジェクトを開始。
純米酒の生産拡大・七号系自社株酵母仕込みによる上質な食中酒造
り・世界に通用するパッケージデザインへの転換を進めています。こ
のプロジェクトを象徴する「こだわりの真澄シリーズ」4種をコンパク
トに纏めた人気アイテムが「フラッグシップ300ml4本セット」です。
セット内容は、長野県産米を主原料とし、諏訪郡富士見町の真澄富
士見蔵で醸した、純米吟醸 漆黒（KURO）、純米吟醸 真朱（AKA）、
純米吟醸 白妙（SHIRO）、純米酒 茅色（KAYA）の4種類。いずれも七
号系自社株酵母で醸した、料理を引き立てる名脇役です。異なる原
料米や製法から生まれた多様な味わいを、日本の伝統色を名称にし
て表現しました。コンパクトなセットはお土産にもおすすめです。それ
ぞれの個性を飲み比べてお楽しみください。

祭りを盛り上げる真澄の御柱ラベル
七年に一度の天下の大祭「御柱祭」にちなんで発売する「真澄 御柱
祭オリジナルラベル」は、地元で長年愛され続けるロングセラー商品
「辛口ゴールド」の期間限定ラベルです。
祭と日本酒は切っても切れない関係。建て御柱の絵柄をあしらった
ラベルで祭の気分を盛り上げます。絵柄は長年八ヶ岳山麓にアトリエ
を構えて制作活動を行い、御柱祭をこよなく愛した日本せん画協会
会長・石田良介先生のオリジナル作品をラベル化したものです。
お手頃な普通酒ですが添加アルコールに米由来アルコールと自家製
粕取り焼酎を使用したこだわりの1本です。

宮坂醸造株式会社
長野県諏訪市元町1-16
TEL.0266-52-6161

【販売店舗】　蔵元ショップ セラ真澄

7. 真澄　御柱祭オリジナルラベル

宮坂醸造株式会社
長野県諏訪市元町1-16
TEL.0266-52-6161

【販売店舗】　蔵元ショップ セラ真澄

注：御柱祭オリジナル
　  ラベルは販売終了の
　  場合があります。

クーポン内容
ダイヤ菊お猪口
１個プレゼント

（戸田酒造（株）　　
　売店購入者のみ）

ココイラエール

5.
ダイヤ菊お猪口
１個プレゼント

（戸田酒造（株）売店購入者のみ）
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9. 11. 13. 14.

米
味噌

かつてお殿様に献上されたお米、
そして世間に名高い信州味噌。
当地ならではの逸品ぞろい。

当ファームにて、直接ご
購入の場合のみ、精米・

玄米5㎏以上で「500円割引」
1㎏～ご購入の方に地元の名産
品ご購入プレゼント
（ご購入量により変わります）
※ご購入にてご来店の際は、事前に必ずご連絡ください。

諏訪の国認定品
50円引き

（岡谷本店のみ）

諏訪の国認定品
50円引き

（岡谷本店のみ）

クーポン内容
諏訪の国認定品
50円引き

（岡谷本店のみ）

クーポン内容
諏訪の国認定品
50円引き

（岡谷本店のみ）

クーポン内容
店頭にて10％OFF

クーポン内容
当ファームにて、直接ご購
入の場合のみ、精米・玄米
5㎏以上で「500円割引」
1㎏～ご購入の方に地元
の名産品ご購入プレゼント
（ご購入量により変わります）
※ご購入にてご来店の際は、事前に
　必ずご連絡ください。

店頭にて10％OFF

9. 生どぶろく　八ヶ岳

有限会社丸井伊藤商店
長野県茅野市宮川4529　TEL.0266-72-2272

【販売店舗】　丸井伊藤商店

8. 髙天　純米吟醸　720ml

やわらかな旨み
明治四年岡谷市で創業。
創業時と変わらぬ地でまさに諏訪の地酒です。諏訪杜氏のもと、ふ
るさとの心を伝える酒造りをしています。
「髙天　純米吟醸」は長野県産美山錦を55％まで精白して醸した
やわらかな旨みのある酒です。
ひやか、冷やしてお楽しみいただけます。

髙天酒造株式会社
長野県岡谷市銀座2-2-17　TEL.0266-22-2027

【販売店舗】　髙天酒造株式会社

10. 神渡　辛口特別純米　山恵錦

神渡　辛口特別純米　山恵錦　GI NAGANO 認定品
長野県で新開発された酒米山恵錦（ｻﾝｹｲﾆｼｷ）を全量使用した辛口
の特別純米酒です。
2019 年より使用が始まった長野県生まれの新しい酒米です。
その酒米を全量使用してこの諏訪地域の酒造りに適した寒さ厳し
い気候の中で大切に醸しだされたお酒です。また、2021年 6 月より
認証された GI Nagano の認定も受けておりオール長野を代表する
お酒です。

株式会社豊島屋
長野県岡谷市本町3丁目9-1
TEL.0266-23-1123

芳醇な香りで、
円やかな旨味のある酒。

12. 信州諏訪みそ天丼

諏訪の旬　ふるさと香る　どんぶり
地域の方はもちろん、諏訪に観光にきてくれた方々に食べて頂きた
い！そして、地域の魅力を体験して、まちづくりへの意識向上のきっ
かけに、諏訪の名物になればと、いろいろな想いを抱いて、平成17
年3月4日に販売がスタートしました。「歴史、文化、温泉・・・自
然」に恵まれた諏訪。そんな地域の魅力を伝えようという想う心が
集まって信州諏訪みそ天丼は誕生しました。
諏訪（諏訪地域）の食材を天ぷら具材にしております。店舗によっ
て入っている具材が異なるため、いろいろな店舗の味を楽しむこと
ができます。諏訪（諏訪地域）は、信州みそも盛んな地域であり、
一緒に「みそ」という観点からも盛り上げたいと考えています。（※
天丼に信州みそダレを醤油ダレの代わりにかける。）
諏訪地域・県内の方はもちろん、観光のお客様にも味わって頂きた
いです。

信州諏訪みそ天丼会事務局　TEL.0266-52-2155
【販売店舗】　諏訪市内、諏訪湖 SA下り【湖彩】、
　　　　　　車山スカイプラザ
※来店前に各店舗へご確認ください。
※コロナの影響などで、提供を休止している店舗もございます。

三代目責任醸造　杉樽仕込み

伝統の杉木桶が醸す杉樽仕込み味噌
「杉樽仕込み」の名前の通り、杉の樽を使って仕込み・熟成をし
ております。現在杉の樽を使って作る味噌は全体の3％以下と言
われ杉樽自体も貴重です。山万味噌が創業時から使っている100
年以上たつ杉樽は山万の伝統と歴史がこもったもので、造る味噌
も山万味噌の「蔵付き酵母」がより旨味とコクを醸してくれま
す。また、「蔵出し手詰め」を主体としており、通常味噌は充填
機など機械を通してカップに入りますが、この商品は名前の通
り、蔵から出したそのまんまを手でひとつひとつ丁寧に詰めてお
ります。味噌蔵に行かないと買えなかった風味豊かな蔵出し味噌
になります。　

11. 信州茅野 米沢吉田米

信州茅野米沢ファーム（SCYF)
長野県茅野市米沢5708　TEL.0266-75-5505

【販売店舗】　信州茅野米沢ファーム（SCYF)

13. 黒豆味噌

味噌蔵でしか買えない、蔵から出した味噌そのままを
味噌を作る量の黒豆を仕入れること自体難しいため、黒豆味噌は
あまり出回っておらず、山万味噌でも限定醸造としております。また
作る際に、黒豆は豆自体がおいしいので、豆感が残るように、粗目に
つぶしております。
さらに「蔵出し手詰め」にこだわっており、通常味噌は充填機など機
械を通してカップに入りますが、蔵出し手詰めは名前の通り、蔵から
出したそのまんまを手でひとつひとつ丁寧に詰めております。味噌
蔵に行かないと買えなかった風味豊かな蔵出し味噌になります。　
また、商品パッケージの字は従業員が書いたもの使用しておりま
す。

合資会社山万加島屋商店
長野県岡谷市中央町3-1-15　TEL.0266-22-2884

【販売店舗】　たてしな自由農園、ニシザワ、
ひまわり市場、アマノパークス、紀伊国屋など

14.

合資会社山万加島屋商店
長野県岡谷市中央町3-1-15　TEL.0266-22-2884

【販売店舗】　たてしな自由農園、ニシザワ、
ひまわり市場、アマノパークス、紀伊国屋など

霧ヶ峰高原から流れ出る、美しい伏流水が育んだお米。 
八ヶ岳の麓・澄んだ空気に加え、霧ヶ峰高原から流れ出る美しい伏流
水と朝晩の寒暖差の大きい気候、そして有機 質の豊富な茅野市米沢の
土壌が、美味しいお米を育んでくれます。 
その昔、この地で取れたお米は、「諏訪高島藩主　お殿様の御膳米」と
され、献上されていました。特に当ファームは、良質米伝統の地、「茅
野市米沢」 の地に拘り作付けしています。
「信州茅野 米沢吉田米」は長野県産コシヒカリですが、昨今、新品種
の栽培にも取り組み、コシヒカリ系の早生品種「五百川」も栽培してお
ります。
先人たちの作付けを代々継承し、稲作を続けています。是非お試しく
ださい。

「生どぶろく　八ヶ岳」
茅野市にある御座石神社では、
1238 年から 780 年以上続く「どぶ
ろく祭り」を毎春開催しています。

氏子から選ばれた３名の当番が１か月まえからどぶろくを造り、
できあがったどぶろくを祭りの際に地域の人に振る舞います。
そんな歴史的にどぶろくと縁の深い土地柄ですが、これまで何
故か市販品がなかったため、当社でこの地ならではのどぶろく
を是非造ろうと発起して開発に取り組みました。
歴史あるどぶろくを気軽に手に取っていただき、この地域の伝
統を感じていただければと思います。
この「どぶろく」は、八ヶ岳の伏流水（軟水の井戸水）と八ヶ
岳山麓産の幻の酒米「ヨネシロ」、そして長野県が開発した「ア
ルプス酵母」を使用し、当社の杜人と蔵人の手により醸される、
特に信州産にこだわった代物です。地域の水と米と人が造り出
す味わいは他では真似ができない美味しさです。
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15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

寒天
凍みるような冷涼な気候が育んだ、
当地自慢の伝統食材・寒天。
食し方にもひと工夫そえて…。

3,000円（税込）以上
お買い上げの方に

み子ちゃんマグネットプレゼント
(無くなり次第終了）

店頭にて
｢まるてんのところ天
10袋セット」を100円引き

店頭にて
｢まるてんのところ天
10袋セット」を100円引き

クーポン内容
本社工場直売所限定
クーポンご持参で「雪
娘」ご購入の方1個20
円引き

クーポン内容
諏訪の国認定品
50円引き

（岡谷本店のみ）

クーポン内容
3,000円（税込）以上
お買い上げの方に
み子ちゃんマグネット
プレゼント
(無くなり次第終了）

クーポン内容
店頭にて「まるてんの
ところ天10袋セット」
を100円引き

クーポン内容
店頭にて100円引き

クーポン内容
店頭にて「まるてんの
ところ天10袋セット」
を100円引き

クーポン内容
ご購入の方に
試供品プレゼント
（直売所限定）

諏訪の国認定品
５０円引き

（岡谷本店のみ）

　　本社工場直売所限定
クーポンご持参で「雪娘」
ご購入の方1個20円引き

店頭にて
100円引き

ご購入の方に
試供品プレゼント
（直売所限定）

19. そのまんま寒天

松木寒天産業株式会社
茅野市宮川1280番地　TEL.0266-72-4121

【販売店舗】　県内各地のお土産店、スーパー等のほか、
県外の百貨店等

まるてんのところ天

寒天屋が作ったこだわりのところ天
厳選した天草を100%使用し、天然角寒天メーカーならではのノウ
ハウで作るところ天は、コシのある食感となめらかさがあり、四季
を通して美味しくお召し上がりいただけるこだわりの逸品です。

ところ天の美味しい食べ方
1.ところ天を冷蔵庫で冷やしておく
2.冷えたところ天をザルに移す
3.サッと冷水で洗い、水気を切る
4.付属のつゆをかけ、お好みでゴマ、練りからし等を加える

創業100年余りの伝統を持つ天然角寒天メーカー「まるてん」が
作ったこだわりのところ天を是非お召し上がりください。

18. 角寒天

海藻を原料とする食物繊維たっぷりの低カロリー食品
創業100年余りの伝統を持つ天然角寒天メーカー「まるてん」だか
らこそ可能な厳選した原藻の仕入れ、信州の厳しい寒さと澄んだ
空気、ミネラル豊富な八ヶ岳の水を利用して天日乾燥で仕上げた手
作り角寒天。食物繊維含有率70%以上で、冷蔵庫不要、室温で固ま
りどんな調味にもあう素直な味覚、成人病予防やデザートにと工
夫しだいで料理の幅がグンと広がる現代人のスローフードです。

新食感！そのまんま使えるスープ・サラダ用寒天です
「そのまんま寒天」は、約200年の製造の歴史をもつ、諏訪地方の「天
然角寒天」を、洗浄・再乾燥・カットする事で、そのまんまスープ・サ
ラダ等に簡単にご利用頂ける便利な寒天です。商品特製としまして
は、ノンカロリーの上、お手軽に食物繊維がたっぷり摂取できる美
容・健康食材です。諏訪地方の伝統食材の良さを残しつつ、現代の
健康課題に役立つ事と使いやすさを兼ね備えた商品です。

信濃寒天株式会社
諏訪市沖田町4丁目41番地6　
TEL.0266-58-3428

20. 豆乳坦々　白茶漬け

ぱおず屋陽太
諏訪市豊田 1521-4　TEL.0266-78-3235

【販売店舗】　ぱおず屋陽太店頭、（有）イリセン 直売所

21.

信濃寒天株式会社
諏訪市沖田町4丁目41番地6
TEL.0266-58-3428

16. すわころん　花伝

神州一味噌株式会社　丸高蔵
長野県諏訪市高島1-8-30　TEL.0266-52-4080

【販売店舗】　神州一味噌株式会社　丸高蔵

15. 発芽玄米味噌

味噌蔵でしか買えない、蔵から出した味噌そのままを
信州味噌で使う米糀は通常白米でつくりますが、発芽玄米を使用す
ることで白米にはない旨味を持った味噌を作りたいというところか
ら、発芽玄米の糀づくりに熟練の蔵人が2年かけ良い糀を作り、よう
やく味噌の旨味が高い発芽玄米味噌ができました。　　　　　　
塩嶺おろしがふく岡谷市の冬は非常に寒いですが、味噌の熟成には
好条件がそろっており、一年間天然醸造で熟成した発芽玄米味噌は
まさに岡谷市だからこそ作り上げれる味わいになります。

合資会社山万加島屋商店
長野県岡谷市中央町3-1-15　TEL.0266-22-2884

【販売店舗】　たてしな自由農園、ニシザワ、
ひまわり市場、アマノパークス、紀伊国屋など

17. 信州手造り米糀みそ　雪娘

美味しい糀味噌なら国産大豆の雪娘
冷涼な気候と旨い水を誇る信州諏訪の地にて長野県産の原料と
拘りの塩を用いて天然醸造した米こうじ味噌の逸品です。かつては

「どっちの料理ショー」やNHKの「キッチンが走る！」の諏訪編でも
銘品として紹介されました。10割糀のまろやかな風味と良い香り
は素材の風味を生かした贅沢な味噌汁で家庭に笑顔をもたらしま
す。かつて諏訪地方は味噌処として日本一の生産量を誇っていま
した。その歴史とたゆまぬ技術研鑽により雪娘は諏訪の旨い味噌
として浸透し、お土産としてはもとより、地域の飲食店においても
「喜多屋の味噌を使用しています」等の掲示をされるなど、信州産
原料を使用した拘りの味噌として認知されています。大豆の皮を取
り除き、２度の煮直しをして雑味を取った上品でさわやか、米こう
じの甘さが身上の白仕上げ、そして丸ごと大豆を蒸して旨みを逃さ
ず取り込んだ旨みが強く香り高い赤仕上げの２タイプがあります。

有限会社　喜多屋醸造店
岡谷市天竜町2-3-3　TEL.0266-22-3110

【販売店舗】　喜多屋醸造店

丸高蔵のお味噌にころんとかわいいサイズができました
丸高蔵は1916年（大正5年）に清酒真澄を醸造していた宮坂家第十
九代伊兵衛が「子供から大人まで誰にでもおいしく健康によい味噌
醤油を造り、世の益にしたい」と高島藩高島城三の丸跡地で創業し
ました。「花伝」は、諏訪の気候、風土を活かしながら、味噌造りで最
も大切な糀（米の花）を作り上げる技術をはじめ、代々受け継がれて
きた伝統を基に醸造した、素朴であたたかい丸高蔵味噌の逸品で
す。原材料は厳選された国産米、国産大豆、伊豆大島の伝統海塩「海
の精」を使用し、築百余年の味噌蔵で約２年の歳月をかけてゆっく
り熟成させました。麹は、重要な製麹中の作業である「手入れ」を全
て人の手のみで行い、丁寧に作り上げています。

人気レストランの味を「天然寒天」と一緒にどうぞ！
諏訪地方の伝統食材の天然寒天を製造する会社と共同で開発し
た、伝統を新しいかたちでお届けしています。新しい寒天の食べ
方としての発信。飲食店と生産者のコラボにより、お店の味が家
庭で手軽に食べられます。
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26. 27. 28.

菓子
お菓子の名店が多い諏訪エリア。
伝統を感じさせるものから、
新発想のものまで美味多彩。

□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□

22. 八ヶ岳 夏イチゴミルクジェラート

合同会社ビッグストロベリーの空論
【販売店舗】
諏訪圏内、八ヶ岳圏内、インターネット販売

23. すわの仲間たち
6個入・12 個入

信州諏訪の歴史をかんじる最中です
当社オリジナルの特製くるみキャラメルをふんだんに使用し、そ
れぞれの商品に合わせた素材を使用して他社では真似のできない
味に仕上がっています。諏訪 6 地域（岡谷市・下諏訪町・諏訪市・
茅野市・原村・富士見町）の歴史や国宝・特産品などを最中で表
現した、和洋折衷菓子です。

有限会社ヌーベル梅林堂
長野県岡谷市本町3-8-40　TEL.0266-82-2248

【販売店舗】　ヌーベル梅林堂

24. くるみやまびこ
（1本・5本入・7本入・12 本入・16 本入）

有限会社ヌーベル梅林堂
長野県岡谷市本町3-8-40　TEL.0266-82-2248

【販売店舗】　ヌーベル梅林堂

牧場搾りたて牛乳×八ヶ岳の夏イチゴ100%
八ヶ岳の夏には、苺がある。
ついに、八ヶ岳の夏イチゴがジェラートになりました。
原材料の夏イチゴは、富士見町で第一線で研究・栽培、常識を覆し続
け、八ヶ岳の夏イチゴ栽培を牽引する農家二者（いちえや / 高原のエコ
ーズ）のものを100% 使用。（2022 年現在）
牛乳及び製作は、彼らの作る濃厚な夏イチゴに負けない、脂質の濃い
牛乳を扱う事にこだわりを持つ牧場直営のジェラート製作所（静岡朝
霧高原、いでぼく）に依頼。搾りたてのジャージー牛、ブラウンスイス、ホ
ルスタインの牛乳をジェラートのための独自ブレンドで 100% 使用し、
もちろん無香料無着色、余計な味付けには一切頼らず、実験に近い試
作を繰り返すこと数ヶ月、門外不出の理想的な苺ジェラートのレシピが
完成しました。夏イチゴ農家と酪農家、本人達が心から納得した、最も
贅沢な作り方の夏イチゴとミルクのハーモニー。ぜひご賞味ください。

お客様から最も愛されている商品です
やさしく、なつかしい、おばあちゃんの味。じっくり煮込んだ特
製のくるみキャラメルをサクサクのクッキーで包みました。小さ
な頃、おばあちゃんが作ってくれた忘れられない思い出の味が、
やまびこのように広がります。

26. 諏訪そだち・かりんケーキ

有限会社フレール
下諏訪町中央通218　0266-27-1879

【販売店舗】　フレール洋菓子店

25. 諏訪の月詰合せ 6個入・12 個入

有限会社ヌーベル梅林堂
長野県岡谷市本町3-8-40　TEL.0266-82-2248

【販売店舗】　ヌーベル梅林堂

27. 万治の石仏クッキー　10枚入り

万治の石仏を表現したクルミとゴマ風味のクッキー
万治の石仏は、下諏訪町諏訪大社春宮の近くにあり、岡本太郎の
高い評価と、首が伸びるといわれたことで一躍脚光を浴び有名に
なりましたが、今から約360年前の万治３年（1660年）につくら
れた阿弥陀仏です。2008年に下諏訪商工会議所が万治の石仏の
商標権を取得したことを契機に、地域の活性化のため、万治の石
仏をモチーフにしたクッキーを開発しました。このクッキーは万
治の石仏の顔を表現し、甘さを抑えたクルミとゴマ風味の食べや
すい２枚セットとしました。発売以来皆様から愛される商品とし
て定着しており、多くの方に特産品として利用してもらうため、
本店、下諏訪郵便局、大門郵便局、レイクウォーク岡谷にて販売
し好評を博しています。１枚１枚手作りの商品で２枚入り190円
（税込）、箱入り972円（税込）で販売しています。

有限会社フレール
下諏訪町中央通218　TEL.0266-27-1879

【販売店舗】　フレール洋菓子店

28. 初霜

“初霜” の材料は、徳川時代信濃の国州羽の里 ( 現在の諏訪、とく
に諏訪湖東南岸地域 ) で、温泉地帯の農家が、冬期の副業の品と
して作り出した氷餅です。当時は、これを藩主に献上して珍重さ
れていました。この氷餅を小さく切り、砂糖で包んだ雪のように純
白な干菓子です。かむとさくさくと霜柱のような音を立て、やさし
い甘さと餅の香りが口に広がります。昔を良く知る人はなつかし
い味、最近の若い人は食べたことの無い食感として親しまれてい
ます。

有限会社　甲子堂
諏訪市末広12ー9　TEL.0266-52-0920

【販売店舗】　御菓子司甲子堂

クーポン内容
店頭にて諏訪そだち・
かりんケーキ箱詰
１割引き
（本店のみ）

□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□

クーポン内容
16個箱入り以上の
お買い上げで
１個プレゼント
（本店限り）

クーポン内容
店頭にて
万治の石仏クッキー
箱詰１割引き
（本店のみ）

リンゴなど諏訪地方と信州の素材いっぱいの焼き菓子
当社は昭和48年に創業し、創業以来毎月諏訪大社にお菓子を献上し
てきました。地域おこしのために諏訪の銘菓の開発ができないかと
構想を練り、「諏訪育ち」として焼き菓子を開発、諏訪大社から2015
年より諏訪大社の名称と御朱印を頂くことができました。諏訪育ち
は、諏訪地域や信州にまつわる食材を使用して、かりん・リンゴ・クル
ミ・あんず・地酒などを使用し焼き菓子を開発、「諏訪育ち」のネーミ
ングで統一ブランド化を図り、発売以来皆様から愛される商品として
定着してきました。多くの方に地域特産品として利用してもらうため、
現在では本店と、下諏訪郵便局、大門郵便局、レイクウォーク岡谷に
置き、好評を博しています。それぞれ１個129円（税込）で、10個入り、
20個入りなど、どのような詰め合わせにも対応しています。

じっくり焼き上げた創作菓子
静寂と闇に包まれた諏訪湖を照らす丸いお月様。まるでおとぎ話に出
てきそうな幻想的な風景を、お菓子で表現したのが「諏訪の月」です。

店頭にて
諏訪そだち・かりんケーキ
箱詰１割引き（本店のみ）

店頭にて
万治の石仏クッキー
箱詰１割引き（本店のみ）

16個箱入り以上の
お買い上げで１個プレゼント
（本店限り）
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33.

BerryFarm原村の清水さんち
諏訪郡原村12110　TEL.090-8082-1221

【販売店舗】　Very Berry Café

32.

BerryFarm原村の清水さんち
諏訪郡原村12110　TEL.090-8082-1221

【販売店舗】　Very Berry Café

34. すわパパイヤ茶

株式会社すわファーム
長野県諏訪市湖南5967　TEL.0266-58-8818

【販売店舗】　株式会社すわファーム

35. 信州諏訪茶柱ティーバッグシリーズ

Berry sauce Berry vinegar

信州諏訪地方の”御柱の柱”を彷彿とさせる「茎茶（棒茶）2種」と「マグボトル用（棒
型）緑茶ティーバッグ」を令和四年の御柱祭を記念して発売いたしました。木目調
のパッケージは、お茶の種類や用途に合わせて選びやすいよう色分けをし、諏訪
のお土産やご自分用に様々な場面でご利用ください。

【抹茶入り茎茶・グリーンラベル】【茎焙茶・ブラウンラベル】
急須やティーポット、湯呑やマグカップ用のティーバッグで、”抹茶入り茎茶”は、一
煎目と二煎目の味わいの違い。また”茎焙茶”は、こうばしい香り立ちとサッパリとし
た飲み心地がお楽しみ頂けます。

【マグボトル用 緑茶ティーバッグ・ブルーラベル）】
マグボトルでも出し入れしやすい”スリム型”のティーバッグで、”水出し”ならでは
の甘味がお楽しみ頂けます。環境を考えたマグボトルの利用による「エコ＆経済
的」なお茶で日常や外出の”おとも”にご利用ください。
金鵄園の店頭では、その他、「茶柱が立つお茶ティーバッグ」や、「諏訪の特産品“か
りん”香る焙じ茶ティーバッグ」、「長野マスコットキャラクター・アルクマ“りんご（長
野県特産品）”香る焙じ茶ティーバッグ」、「いろいろ使える安曇野産わさび昆布茶」
など、ご当地のお茶もご用意しております。

有限会社　金鵄園茶店
長野県諏訪市諏訪1-5-22　TEL.0266-52-4040

【販売店舗】　金鵄園茶店、他

飲み物
お茶
調味料
原産地を信州諏訪にこだわる。
諏訪の伝統的な文化にこだわる。
アレンジ豊かな商品カテゴリー。

30. 地酒ゼリー　9種類

弊社は70年以上前の1948年に諏訪郡富士見町で鶏卵卸売業を創
業しました。その後諏訪市に移転してたまごや工房という店舗を作
り、お世話になった諏訪地方を代表する地域のお菓子を作りたい
という思いから、「くるたま」が生まれました。信州諏訪のイメージ
に合うであろう食材「くるみ」と弊社が扱う「たまご」で、地域のお
土産として自信を持ってお薦め出来るようにと、日々改良を重ねて
います。一番の特徴は「当日焼きたてのみ」を販売するというところ
です(直営店舗）。私、名取が製菓業に30年近く関った経験から、
お菓子も「鮮度」が「美味しさ」に対して非常に重要である事を実
感しております。そのため朝4時台から仕込みを始め、10時の開店
に、焼きたてのくるたまをお出ししています。弊社が70年以上培っ
た、卵に対する目利きで選んだ、ハーブを与えたニワトリの卵とくる
みをたっぷりと使用しています。

有限会社ヌーベル梅林堂
長野県岡谷市本町3-8-40　TEL.0266-82-2248

【販売店舗】　ヌーベル梅林堂

29. くるたま

なとりさんちのたまごや工房
諏訪市四賀2939-1　TEL.0266-53-1231

【販売店舗】　なとりさんちのたまごや工房

31. 地酒ケーキ　9種類

諏訪地域には第7酵母発祥の真澄を始め古くから酒蔵が多く存在
しています。地元の酒蔵9蔵の個性的なお酒とヌーベル梅林堂のお
菓子が出会い信州諏訪ならではの味に仕上がっています。しっとり
とした仕上がりで、芳醇な味と香りが楽しめます。
(アルコール分1％以内)

有限会社ヌーベル梅林堂
長野県岡谷市本町3-8-40　TEL.0266-82-2248

【販売店舗】　ヌーベル梅林堂

当日焼きたて！くるみと新鮮たまごのマドレーヌ。

地酒ケーキ　9種類
 (高天・神渡・御湖鶴・信州舞姫・麗人・本金・横笛・真澄・ダイヤ菊)

諏訪地域には第7酵母発祥の真澄を始め古くから酒蔵が多く存在
しています。地元の酒蔵9蔵の個性的なお酒とヌーベル梅林堂のお
菓子が出会い信州諏訪ならではの味に仕上がっています。アルコー
ルが飛ばない様、独自の製法で作っています。
(アルコール分5％以内)

地酒ゼリー　9種類
 (高天・神渡・御湖鶴・信州舞姫・麗人・本金・横笛・真澄・ダイヤ菊)

ベリーソース ベリービネガー

きんしえんちゃてん

ク
ー
ポ
ン

ク
ー
ポ
ン

29. 32.
店頭にて100円引き
（Very Berry Cafeでご購入の方限定）

店頭にて100円引き
（Very Berry Cafeでご購入の方限定）

33. 34. 35.

八ヶ岳西麓の標高1000ｍの原村の農園で栽培されたベリーを洗双
糖だけを加えて炊き込んだ、ベリーソースです。原料であるベリーは
農薬を使用せず、有機物を中心とした肥料で育て、自然の力で美味
しさを蓄えた完熟ベリーです。また、シーベリー、ブラックベリーと
もペクチンが少なく、加熱しても固まりにくいので、ソースとして、添
加物を使わずに加工し、瓶詰めしました。ベリーソースは２種類、シ
ーベリーはスーパーフードとして知られ、ビタミンやオメガ脂肪酸を
多く含んでいて健康食品として人気があります。またブラックベリー
はアントシアニンなどの坑酸化力のあるポリフェノールを多く含み、
香りもよいので乳製品のトッピングとして楽しみ方の幅を広げてく
れます。これらのベリーは国内での栽培はわずかなため、生で流通
に乗ったり、加工品として出回ることもあまりありません。太陽のエ
ネルギーを小さな実に蓄えたベリーの美味しさを味わって下さい。

高原ベリーの美味しさを食卓に

野菜が美味しく育つ信州諏訪の地で育ったパパイヤの葉をお茶にし
ました。【すわパパイヤ茶】は”苦み・くせ”を抑え込み、飲み易く、香
ばしいパパイヤ葉茶として、お食事のお供には温かいパパイヤ葉茶
を、ヨガやジョギングなどの運動後には冷たく冷やしたパパイヤ葉
茶で水分補給を（水出しもできます）。
ノンカフェインのため年齢を問わず、妊娠中、授乳中の方、お子様
も安心してお飲みいただけます。飲んだ後の茶葉は、肉料理などに
入れると肉を柔らかくし、味をマイルドにする効果があります。
安全・安心の無農薬で丹精を込め栽培し、自社一貫加工でお茶にし
ております。アンチエイジングに効果があるとされています。
お土産品としても喜ばれるパッケージになっております。

信州・諏訪の高原パパイヤ茶！

八ヶ岳西麓の標高1000ｍの原村の農園で栽培されたベリーを氷砂
糖と一緒にリンゴ酢に漬け込み、ゆっくりと成分を染み出させたお
酢飲料です。原料であるベリーは農薬を使用せず、有機物を中心と
した肥料で育て、自然の力で美味しさを蓄えた完熟ベリーです。最
近注目されているお酢飲料ですが、添加物を使ったり、外国産のベ
リーや果物が多い中、国産で、添加物を使わずに加工しているので
安心して召し上がっていただくことが出来ます。また、炭酸で割るこ
とで、ベリーの美味しさを味わえ、すっきりとした飲み物になってい
ます。太陽のエネルギーを小さな実に蓄えたベリーの美味しさが溶
け出さした風味豊かなお酢をお楽しみ下さい。

高原ベリーの美味しさを食卓に

QRコード
当社HPからご注文の方、
茶パック1g×2包
プレゼント

店頭1,500円以上
お買い上げのお客様に
生卵６コ入りプレゼント

茶柱ティーバッグ３種お
買い上げ（総額1,020円）

で、七つのお願い事から選べ、
茶柱が立つ縁起緑茶“御茶柱”を
１個プレゼント。 （金鵄園店頭のみ
有効・他のサービス特典との併用は不可）

クーポン内容
店頭にて100円引き
（Very Berry Cafe で
ご購入の方限定）

クーポン内容
店頭にて100円引き
（Very Berry Cafe で
ご購入の方限定）

クーポン内容
QRコード当社HPから
ご注文の方、
茶パック1g×2包
プレゼント

クーポン内容
茶柱ティーバッグ３種お買い
上げ（総額1,020円）で、七つの
お願い事から選べ、茶柱が立
つ縁起緑茶“御茶柱”を１個プ
レゼント。（金鵄園店頭のみ有効・他
のサービス特典との併用は不可）

クーポン内容
店頭1,500円以上
お買い上げのお客様に
生卵６コ入りプレゼント
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36. 37. 38.
かりん製品サンプル
プレゼント

39. 40. 41. 42.

40. 鹿肉ジャーキー

諏訪地域では、鹿肉は古来より食されていましたが仏教の伝来に
より殺生が忌み嫌われました。諏訪大社が発行する「鹿食免」カジ
キメンのお札を持つことにより罰を逃れることができたと言われて
おります。この商品は、諏訪大社「鹿食免」のお札から開発された
商品です。弊社商品は、諏訪大社のご加護の元で育った山の地域
資源である鹿肉を有効に活用してジャーキー・缶詰などに加工し多
くの皆様に手軽に食べて頂ける商品で御座います。多くの皆様に食
べて頂くことにより諏訪大社をはじめとする諏訪地域や長野県の
自然の素晴らしさを知っていただけるきっかけになると思います。
弊社の商品は、諏訪大社にご献上品として認められ献上され・諏
訪大社前宮「御頭祭」でも神前に献納されております。

諏訪地域では、鹿肉は古来より食されていましたが仏教の伝来に
より殺生が忌み嫌われました。諏訪大社が発行する「鹿食免」カジ
キメンのお札を持つことにより罰を逃れることができたと言われて
おります。この商品は、諏訪大社「鹿食免」のお札から開発された
商品です。弊社商品は、諏訪大社のご加護の元で育った山の地域
資源である鹿肉を有効に活用してスライス(サラミ風）・缶詰などに
加工し多くの皆様に手軽に食べて頂ける商品で御座います。多くの
皆様に食べて頂くことにより諏訪大社をはじめとする諏訪地域や
長野県の自然の素晴らしさを知っていただけるきっかけになると思
います。弊社の商品は、諏訪大社にご献上品として認められ献上さ
れ・諏訪大社前宮「御頭祭」でも神前に献納されております。

諏訪地域では、鹿肉は古来より食されていましたが仏教の伝来に
より殺生が忌み嫌われました。諏訪大社が発行する「鹿食免」カジ
キメンのお札を持つことにより罰を逃れることができたと言われて
おります。この商品は、諏訪大社「鹿食免」のお札から開発された
商品です。弊社商品は、諏訪大社のご加護の元で育った山の地域
資源である鹿肉を有効に活用してカルパス・缶詰などに加工し多く
の皆様に手軽に食べて頂ける商品で御座います。多くの皆様に食べ
て頂くことにより諏訪大社をはじめとする諏訪地域や長野県の自
然の素晴らしさを知っていただけるきっかけになると思います。弊
社の商品は、諏訪大社にご献上品として認められ献上され・諏訪
大社前宮「御頭祭」でも神前に献納されております。

信州ナチュラルフーズ
茅野市金沢2435　TEL.0266-73-4862

【販売店舗】　諏訪地域を中心に県内サービスエリア・
スーパー ・お土産屋・道の駅等で販売

信州ナチュラルフーズ
茅野市金沢2435　TEL.0266-73-4862

【販売店舗】　諏訪地域を中心に県内サービスエリア・
スーパー ・お土産屋・道の駅等で販売

信州ナチュラルフーズ
茅野市金沢2435　TEL.0266-73-4862

【販売店舗】　諏訪地域を中心に県内サービスエリア・
スーパー ・お土産屋・道の駅等で販売

鹿肉ミニスティック

39. 鹿肉ハンターステーキセット

諏訪地域では、鹿肉は古来より食されていましたが仏教の伝来により殺
生が忌み嫌われました。諏訪大社が発行する「鹿食免」カジキメンのお
札を持つことにより罰を逃れることができたと言われております。また、
茅野市の御座石神社で行われるドブロク祭りではタテミナカタのミコトが
ドブロクと鹿肉でもてなされたとゆういわれから、今でも鹿肉の塩漬け
を地域住民に配るそうです。このメニューは、諏訪大社「鹿食免」のお
札・ドブロク祭りから開発されたメニューです。鹿肉ハンターステーキは、
諏訪大社のご加護の元で育った山の地域資源である鹿肉を有効活用し
お美味しいステーキで提供されています。信州の山の恵み・ハンターが捕
獲した鹿肉をダイナミックにいただくことができます。価格もリーズナブ
ルで多くの皆様に手軽に食べて頂ける料理で御座います。多くの皆様に
食べて頂くことにより諏訪大社をはじめとする諏訪地域の歴史や長野県
の自然の素晴らしさを知っていただけるきっかけになると思います。

カントリーレストラン匠亭
茅野市金沢2435　TEL.0266-73-4862

【販売店舗】　カントリーレストラン匠亭

41. 鹿肉スライス 42.

昔から諏訪地方のお肉といえば、
鹿肉が知られていました。
諏訪大社とのご縁が深い食材。

37. KAQUEL YATSUGATAKEオリジナルスパイス36. KAQUEL YATSUGATAKEスープ

地域商社SUWA株式会社
長野県諏訪郡原村17217-1640　TEL.0266-74-2299

【販売店舗　ハチカッテ（通販サイト） 
ハチカッテストア（原村・八ヶ岳自然文化園内レストラン物販スペース）

38. かりんエキス 630g

かりんは諏訪地域は江戸時代から栽培され今でも生産量は日本一
です。当時から咳止めの効果があると薬用として親しまれてきたか
りんを、弊社は創業当時から加工品として製造販売してきました。
今ではかりんと言えば原田商店と言われ、様々なかりん製品の中で
もかりんエキスは売上1位の看板商品に成長しました。それは諏訪
市が市木としてかりん並木の整備やPRを行って頂いたことで認知
度が高まったことが最大の要因なので、かりんエキスは諏訪市とと
もに成長してきた製品と言えます。

株式会社原田商店
長野県諏訪市湖南3820-1　TEL.0266-58-2525

【販売店舗】　原田商店

旬採りかりんエキスたっぷりの希釈ドリンクです

「八ヶ岳×（カケル）農家×（カケル）料理人」ー Farm to table（農場
から食卓へ）ー  をコンセプトに開発し、八ヶ岳山麓で育ったおいしい
高原野菜を、素材のうまみたっぷりのスープにしました。とろりとし
た食感で、腹持ちもよく、味付けは塩、胡椒など、シンプルな調味料
のみ。お子様からお年寄りまで、安心して召し上がっていただけま
す。八ヶ岳を感じさせる贈り物としてもぜひご利用ください。

八ヶ岳の野菜がスープに !!
とろーり濃厚な食べるスープです 「八ヶ岳×（カケル）農家×（カケル）料理人」ー Farm to table（農場

から食卓へ）ー  をコンセプトに開発し、八ヶ岳山麓で育ったハーブ
を、茅野市のハム・ソーセージの名店「ピーター」が監修。様々な料
理に使えるオリジナルスパイス＆ハーブにしました。どのハーブがど
んな料理に合うか、ぜひ八ヶ岳の食材を使った料理に合わせてみ
て、ご自宅にいながら八ヶ岳を感じてください。

美味しさを膨らませる楽しい八ヶ岳のハーブ＆スパイス

お肉

3パックご購入で100円引き
※ハチカッテストアのみ利用可能

3パックご購入で100円引き
※ハチカッテストアのみ利用可能

地域商社SUWA株式会社
長野県諏訪郡原村17217-1640　TEL.0266-74-2299

【販売店舗　ハチカッテ（通販サイト） 
ハチカッテストア（原村・八ヶ岳自然文化園内レストラン物販スペース）

クーポン内容
カタログ持参
ハンターステーキを
召し上がった方１名
100円引き

クーポン内容
カタログ持参
いずれか４個以上
匠亭でお買い上げの
方各50円引き

クーポン内容
カタログ持参
いずれか４個以上
匠亭でお買い上げの
方各50円引き

クーポン内容
カタログ持参
いずれか４個以上
匠亭でお買い上げの
方各50円引き

クーポン内容
かりん製品サンプル
プレゼント

クーポン内容
3パックご購入で
100円引き

※ハチカッテストア
のみ利用可能

クーポン内容
3パックご購入で
100円引き

※ハチカッテストア
のみ利用可能

カタログ持参　
ハンターステーキを召し上
がった方１名１００円引き

カタログ持参
いずれか４個以上匠亭で
お買い上げの方各50円引き

カタログ持参
いずれか４個以上匠亭で
お買い上げの方各50円引き

カタログ持参
いずれか４個以上匠亭で
お買い上げの方各50円引き
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47.

エーピーエヌ株式会社
岡谷市加茂町1-6-6　TEL.0266-78-6544

【販売店舗】
・EC サイト：https://www.apn-jp.com/aika/ 
・宮坂製糸所（シルクファクト）売店（岡谷市）
・岡谷市観光案内所（岡谷市）

46.

時計企画室コスタンテ
岡谷市長地源1-3-16-5　TEL.0266-55-2416

【販売店舗】
時計企画工房 SUWA ／藤巻百貨店／東急ハンズ／
蔦屋書店／小学館／ JALUX ／ design shop ／中央道
諏訪湖 SA　他

48. SSS スラップスピードスケート

株式会社エスク
本社：諏訪郡下諏訪町5889番地 
工場：諏訪郡原村10801-1　
　　　諏訪南インター原村工業団地
TEL.0266-70-1280

49. 諏訪大社秋宮プラキット

YUMEKA と絹のぬくもりSPQR ウオッチ
スポール

ク
ー
ポ
ン

ク
ー
ポ
ン

43. 45. 46. 49.

グッズ

43.

諏訪地域は昔からものづくりの聖地。
その片鱗を感じさせる精密商品から、
当地の伝統・文化に由来するモノまで。

日本電産サンキョーオルゴール記念館すわのね
諏訪郡下諏訪町5805　TEL.0266-26-7300

【販売店舗】
日本電産サンキョーオルゴール記念館すわのね

44. 豪勇太鼓（バチ・台付）
・太鼓皮ストラップ

有限会社　諏訪響
長野県岡谷市神明町2-5-16　TEL.0266-23-6146

【販売店舗】　有限会社　諏訪響

45. すわぽち

お小遣い、御礼、会費などを渡す際に使われる『ぽち袋』。そんな 
『ぽち袋』 を地域の魅力とともに送るアイテムとして提案。
諏訪圏域の魅力を伝えるお土産として、御柱祭や旅先での『心づ
け』など、諏訪圏域の美しい季節を感じられるコミュニケーション
ツールとして楽しくお使いいただけます。

有限会社　田毎庵
長野県諏訪市中洲4335-1　TEL.0266-58-0106

【販売店舗】　SUWA ガラスの里 ／ WEB ショップ等

世界の１足オーダーメイドスケート靴

諏訪の魅力をかわいいぽち袋で発信！

戦前、製糸業の町として名を馳せた諏訪地域。戦後の高度成長期には精密
技術が集積し「東洋のスイス」と評され、世界を席巻しました。その中心と
なったのがカメラ、時計、そしてオルゴールです。戦後間もない1946年、国
内で本格的なオルゴールの生産がスタートしたこの年、三協精機（現日本
電産サンキョー）は創業しました。２年後にはオルゴール試作第１号を完
成させますが、その音色は「バケツの底をたたくような音だった」といわれ
ています。その後試行錯誤を重ね、1985年には国内初となる50弁の高級シ
リンダーオルゴール、1995年には世界初の電動式80弁ディスクオルゴー
ルの開発など、とどまることのない探求心と熱意で発展を遂げてきました。
72弁の高級シリンダーオルゴール「オルフェウス」の高度な精密加工技術
が生み出す至高の音色をご堪能下さい。

熟練の職人が手作業で仕上げるフラッグシップモデル

玄関や和室に飾れ、出生祝いなどの贈り物に適した玩具太鼓です。
・飾り太鼓（台・房・バチ付き）サイズ：鼓面21ｃｍ、胴長27ｃｍ
〈保管・取り扱い・メンテナンス〉
太鼓は人間の皮膚と同じように、温度や湿度に影響されやすく、大
変繊細な楽器です。湿度の高い所や、直射日光の長時間あたる場所
を避けてお飾り下さい。又、付属のバチ以外のご使用はお避け下さ
い。万が一、濡れてしまわれた場合は乾いた布でお拭き下さい。

豪勇太鼓（台・房・バチ付）文字入り

スポール

SPQR 機械式腕時計
絹シェードの光が暖かな雰囲気を演出

入館料から
大人100円

こども50円引き

一万有余社の御分社を持つ諏訪大社は、「諏訪湖」の周辺４箇所に
境内を持ち、７年に一度、木を切り出し曳き建てる勇壮な大祭「御
柱祭」でも知られる神社です。諏訪大社４社の中でも雅な神楽殿
と精巧な狛犬、美しい彫刻が施され厳かな雰囲気が漂う拝殿が特
徴の「諏訪大社 下社秋宮」を立体化致しました。青銅製では日本一
と言われる「狛犬」を両脇に従えた「神楽殿」、奥の「御社殿」、
「二重楼門造りの拝殿」や、「左方拝殿」「右片拝殿」等、 下社秋
宮の魅力を1/150スケールにギュっと詰め込みました。

スラップスケートは1998年の長野冬季五輪大会の前に競技用とし
て登場した。当社も長野五輪の日本選手団向けに開発を行い、清
水宏保選手や岡崎朋美選手に提供した。近年では、2018年平昌冬
季五輪での髙木那菜選手の金メダル２個（パシュート・マススター
ト）、2022年の北京冬季五輪でもパシュート銀メダル獲得と活躍さ
れました。競技選手用シューズは足型を取り、１足１足職人の手造り
製品となり、綿密な打ち合わせと調整を重ね造り込み、選手にフィ
ットした最高の１足となります。

株式会社　ピーエムオフィスエー
長野県茅野市ちの617-1　TEL.0266-78-6481

【販売店舗】　PLUM SHOP 諏訪店

バッテリー式で置き場所を選ばず、絹シェードの光が暖かな雰囲気を演出
●100%シルクの生糸で編み込んだ球体型のシェードを使用
●絹を使用しながらも固くしっかりとした構造で、長期間の使用も問題あ

りません
●バッテリー充電式で置き場所を選びません。和風のシチュエーション、

洋風のシチュエーションどちらにもマッチします
●揺らぎスピードや明るさを5段階で調整可能
●1/f 揺らぎのLED間接照明です
※シェードは絹製となります。水に濡れないようお取り扱いにご注意くだ

さい。
※一つ一つを手作りで製造しているため製品特有の個体差がございます。

予めご了承ください。

東洋のスイスと呼ばれ、戦後、日本の精密工業を担ってきた信州諏
訪。時計産業においては、その中心地として世界をリードしてきま
した。その伝統と技術を受け継ぎ「時計企画室コスタンテ」は、時
計を愛する方の為に、上質なこだわり時計「SPQRスポール」を創り
続けています。
判読性・操作性などウオッチ本来の機能を重視しながら、時代を
超越したシンプルデザインに加え、日本の伝統工芸（革加工、漆、
寄木細工、有田焼）とコラボして付加価値をつけ、日本文化を伝え
る商品をコンセプトとしています。

72 弁 オルフェウス

クーポン内容
店頭にて、ブランド認
定商品をお買い上げ
の場合、300円値引き
します。

クーポン内容
入館料から
大人100円

こども50円引き

クーポン内容
すわぽち９種類
コンプリートセット
2,475円⇒2,200円

クーポン内容
SPQR公式サロン
「時計企画工房SUWA」
ご来店のお客様に
商品手帳（全30頁）

店頭にて、ブランド認
定商品をお買い上げの場
合、300円値引きします。

すわぽち９種類
コンプリートセット
2,475円⇒2,200円

SPQR公式サロン
「時計企画工房SUWA」
ご来店のお客様に商品
手帳（全30頁）
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諏訪湖カヤックツアーは全行程2時間！インストラクターが丁寧に
乗り方をレクチャーするので初めてカヤックに乗る方でも安心して
お楽しみ頂けます。
使用するカヤックは安定性に優れており、軽くて取り回しが楽なた
め、女性やお子様でも操縦可能。
ツアーの途中で、諏訪湖に浮かぶ孤島【初島】に接近してみましょ
う！普段なかなか近づくことのできない初島と湖面から眺める諏訪
の街並みは、きっと諏訪旅行の良い思い出になること間違いなし！
カヤック体験に必要な用具(カヤック、パドル、ライフジャケット)完
備！

ク
ー
ポ
ン

ク
ー
ポ
ン

50. 51. 3. 5.

51. 削り出しチタングラス

弊社チタングラスは、諏訪の海を通して望む茜色に染まる夕陽をイ
メージして製造、加工しているチタニュウムレインボーグラスです。
チタンは人の体や肌に優しい、アレルギーフリーの金属です。強
度、軽さ、耐熱性を備え、金や白金と同等の耐食性を持つといわれ
ています。又、チタンは金属特有の臭いもなく、味もありません。飲
み物を美味しくまろやかに演出します。
旋盤加工で嫌な加工は、難削材である事、深穴加工で止まり穴、そ
して更に肉厚が薄物である事です。チタングラスは正に嫌な加工3
点セットが揃っています。が、敢えてのチャレンジで製作されていま
す。フォルムはすべてアールで構成されストレート部は無く、持った
時手にしっくり馴染みます。唇に触る部分は滑らかに感じるよう
に、更に吞み口の切れが良いようにこだわって造りこんでいます。
純チタン無垢材からの削り出しならではの、他にはない商品です。

株式会社　岩原
岡谷市長地柴宮2-5-7　TEL.0266-27-0014

【販売店舗】諏訪湖サービスエリア下り線、
銀座 NAGANO、ヌーベル梅林堂岡谷本店、ホームページ

いずみ湖でナイトカヤック

夜のいずみ湖の静寂や星空を楽しもう
夜のいずみ湖でナイトカヤックを体験できる特別なプログラムです。
初めての方でも講師が指導してくれるので1人でも安心して体験す
ることができます。小さな湖なので、風や水、木々など自然の音や
生き物の声を聞きながらゆっくり１周したり、自然の木でできたトン
ネルを通ったりとちょっとしたナイトサファリをしているような気分
にもなります！天候も良ければ水面から星をみることができるかも
しれません。普段は経験できない非日常空間を一緒に体験してみ
ませんか。

50. 諏訪高島城プラキット

長野県諏訪市の名城「諏訪高島城」を弊社の精密加工技術を駆使
し忠実再現しました。高島城は、日本三大湖城に挙げられ別名「諏
訪の浮城」とも呼ばれています。天守閣は特徴的な鯱を始め瓦屋
根と共に、板壁部分も繊細彫刻にて再現。また冠木門、冠木橋を
含む堀周辺の情景部分も再現し、堀部分の水面は透明部品で再現
され、質感あふれた天守閣近傍の情景を楽しむことができます。
屋根や板壁、石垣などは成型色による色分けがなされ、一部を塗
装するだけで、美しい仕上がりとなります。

株式会社　ピーエムオフィスエー
長野県茅野市ちの617-1　TEL.0266-78-6481

【販売店舗】　PLUM SHOP 諏訪店

1.

（一社）下諏訪町地域開発公社 観光振興局
長野県諏訪郡下諏訪町3289　TEL.0266-27-1800

【販売店舗】　（一社）下諏訪町地域開発公社 観光振興局

3. 諏訪湖カヤック体験ツアー

諏訪湖カヤック
長野県諏訪市湖岸通り2丁目7-21 紅やマリーナ
TEL.090-8201-1735

【販売店舗】長野県諏訪市湖岸通り2 丁目7-21 紅やマリーナ

諏訪湖周 4諏訪大社をめぐる
楽々ｅバイクツアー

2. ガイドウォーク

霧ヶ峰は主峰車山（1,925m）を中心として諏訪市・茅野市・下諏訪
町に広がり、草原や湿原、樹叢などから構成されます。「八島ヶ原
湿原」「車山湿原」「踊場湿原」の3つの高層湿原は学術的にも大
変貴重な湿原であり、1939年に国の天然記念物に指定され、1960
年には「霧ヶ峰湿原植物群落」として国の天然記念物に再指定さ
れました。夏は高山植物、冬はスノーシュー、朝焼けや夕焼け、月
夜など、季節や時間によって、様々な姿を見せてくれます。
そんな自然豊かな霧ヶ峰を解説付きで楽しめるのが「ガイドウォー
ク」です。五感を使ってゆっくり、じっくり霧ヶ峰を歩きます。お客
様の希望に合わせたルートや時間で実施することが可能です。ガイ
ドと共に歩き、一人では気が付かない霧ヶ峰に出会いましょう！

霧ヶ峰ビジターセンター連絡会

4. 諏訪湖一周サイクリング部【通称 スワイチ：SUWAICHI】

岡谷市観光協会、下諏訪観光協会、一般社団法人諏訪観光協会
【認定窓口】岡谷市観光案内所、下諏訪観光案内所、
　　　　　  諏訪市観光案内所

5.

諏訪湖八ヶ岳自転車活用推進協議会  (スワヤツサイクル)
長野県岡谷市山手町2-21-5　TEL.090-7732-1198

【販売店舗】
諏訪湖八ヶ岳自転車活用推進協議会（スワヤツサイクル）
協力：一般社団法人◯と編集社 （grav bicycle）

ガイドと歩く霧ヶ峰
諏訪湖でガイド付きカヤック体験・120 分プラン！

諏訪湖は、首都圏から特急列車あ
ずさ号を利用し2時間半程度で訪
れることができる点は観光地としての最大の魅力です。
その諏訪湖は一周16kmで、マラソンや歩くのにちょうど良い距離の
ため諏訪湖一周することを目的に多くの地元住民が利用していま
す。多くの地元住民等が楽しんでいる諏訪湖一周を旅行者の皆様
にも楽しんでほしい、チャレンジしてほしい、トレーニングしてほし
い、そして沢山の方の思い出になってほしいとの思いと、諏訪湖の
魅力を発信・応援する為のプロジェクトが諏訪湖一周サイクリング
部です。諏訪湖を一周することを通称スワイチ：SUWAICHIとして
発信していきます。
スワイチに参加される方は、
①任意の場所からスタートし、諏訪湖サイクリングロードを一周。
②３つの周回チェックポイントで写真撮影。
③岡谷市、下諏訪町、諏訪市のいずれかの観光案内所で3カ所の写
　真を確認後、認定証とスワイチバッヂを進呈。

サイクリングで
諏訪湖一周にチャレンジ！

諏訪を語るに諏訪大社の歴史と、諏訪湖を語らない訳にはいきま
せん。諏訪湖がどのように出来上がり、そして諏訪の神がどうして
この地を選んだのか。そこにいる諏訪の氏子たちが、どうこの地で
生きているのか。それをサイクリングを通して、ガイドが文化歴史、
農業（農業、工業等）をストーリーテリングしていきます。「自転車
で1日で四大社を巡り御朱印帳をget」の唯一無二の思い出を作っ
ていただきます。道中には、旧甲州街道、旧中山道、鎌倉街道、そし
て御柱の曳行路を巡ります。ご利益あるサイクリングになること、
間違いなしです。

アクティビティ
山あり、湖あり、文化あり。
諏訪地域を全身で体感できる。
わくわく行動派向けプログラム。

①諏訪郡下諏訪町八島湿原10618②諏訪市四賀霧ヶ峰
7718-9 ③茅野市北山3413 ④諏訪郡下諏訪町八島湿原10618

【販売店舗】①霧ヶ峰自然教室②霧ヶ峰自然保護センター 
③車山ビジターセンター ④八島ビジターセンターあざみ館

はつしま

※受注生産です。
　現在お届けできるのは

３か月後になります。

クーポン内容
店頭にて、ブランド認
定商品をお買い上げ
の場合、300円値引き
します。

クーポン内容
カヤック体験を
された方に
オリジナルステッカー
をプレゼント

クーポン内容
サイクリングツアー＆
レンタサイクル
店頭にて500円引き

クーポン内容
ロック・フィールド
オリジナルレザートレー
プレゼント

カヤック体験をされ
た方にオリジナルステッ
カーをプレゼント

店頭にて、ブランド認定
商品をお買い上げの場合、
300円値引きします。

ロック・フィールドオリジナル
レザートレー　プレゼント

サイクリングツアー
＆レンタサイクル
店頭にて500円引き
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11.10.

12. わかさぎ釣り

株式会社ぬのはん　船舶事業部
長野県諏訪市渋崎1792-375　TEL.0266-52-1199

【販売店舗】　諏訪湖釣舟センター

10. 11. 12. 店頭にてお一人
300円引き

7.6.

株式会社　八ヶ岳登山企画
TEL.090-2315-2885

株式会社　八ヶ岳登山企画
TEL.090-2315-2885

8. 9.

冬の諏訪湖でのイベントとして、代表的な「わかさぎ釣り」は冬の
風物詩として、根付いています。
1914年に霞ヶ浦から移入され淡水化したわかさぎは、結氷した諏
訪湖上での穴釣りが有名ですが、温暖化により結氷が無く、湖上
での釣りができなくなりました。しかし、ドーム船の登場で秋か
ら春までの期間に限り床に開いた穴から糸を垂らし、氷上の穴釣
りのイメージで、わかさぎ釣りを楽しむことができるようになりま
した。秋は、爽やかな空気に触れながら湖上から周囲の山並みを
眺めながら、またお弁当の持込みでピクニック気分で、釣りを楽
しめます。冬の寒い時期には、暖かいドーム船の中で、穴釣りが
体験できます。小さなお子様からおじいちゃん・おばあちゃんま
で、年齢を問わず誰もが楽しむことが出来ます。

八島湿原ぐるっとウォーク
～花と生きものたちとの出会い 癒しの湿原めぐり～

氷瀑を間近で見よう！
横谷渓谷スノートレッキング

すわ旅ライド！
諏訪湖&八ヶ岳の６市町村を走破する
楽々eバイクツアー

霧ヶ峰で神秘的な夜を体験！
満月・星空ナイトハイキング

霧ヶ峰ナイトスノーシューで
神秘的な雪原の夜を体験しよう

諏訪湖八ヶ岳自転車活用推進協議会  (スワヤツサイクル)
長野県岡谷市山手町2-21-5　TEL.090-7732-1198

【販売店舗】
諏訪湖八ヶ岳自転車活用推進協議会（スワヤツサイクル）
協力：一般社団法人◯と編集社 （grav bicycle）

信州諏訪湖の風物詩「わかさぎ釣り」

国の天然記念物として指定されている、八島湿原。標高1650mの
この場所は、世界的にもとても貴重な高層湿原です。遥か昔、溶岩
だまりでできた窪地が大きな池になりました。そこに長い年月をか
けて、枯れた植 物が蓄積されていき、立派な「湿原ドーム」になっ
ています。春から秋にかけて、400種類近い亜高山帯の花々が咲き
移ります。空を映す池塘や、草原に暮らす鳥たちのさえずり、命を
謳歌する虫たちの声。いろんな生きものの姿をガイドと一緒に探し
ながら、五感を使って、癒やしの湿原をぐるっと一周して歩いてみ
ませんか?

諏訪にある標高約1600mの霧ヶ峰高原でのナイトハイキングを楽しんでみませ
んか? 星降る夜や月明かりに照らされる高原をゆっくり散策します。満月の夜は
月を観察するフルムーンハイキング、ライトがなくても歩けるくらいの満月の光の
力を感じることができます。新月の夜は星を観察するスターハイキング、天の川
まで観れることも!都会では見られない、霧ヶ峰高原で神秘的なナイトハイキン
グを体験しよう。
諏訪地方は日本の山岳地の中心にあって、霧ヶ峰、八ヶ岳、富士山、北アルプス、
中央アルプス、南アルプスの眺望に優れた岳人憧れの地です。夏の気温は冷涼
で、ツーリングやハイキング、冬は寒いながらも高い晴天率を誇り、スキー、スノ
ーシューハイキングなどアウトドアアクティビティーが楽しめます。
自然も豊富で、日本でも希少な草原地帯に高層湿原、高い晴天率は星空観察に
も優れています。寒さも諏訪地方では味方してくれます。諏訪湖の御神渡り（湖
面が凍って膨張し、亀裂が盛り上がる現象）に代表される氷が発達し易い土地
柄。八ヶ岳の麓の横谷渓谷では、氷瀑を見学するスノーハイクが有名です。
いずれも、専門のガイドが自然解説を行ったり、アウトドアギアの使い方から丁
寧に説明致します。ガイドと一緒に諏訪の自然を楽しみましょう。

霧ヶ峰は、八ヶ岳中信高原国定公園中部に位置し、東に八ヶ岳、南西に南アルプ
ス、 中央アルプス、北西に北アルプス、そして南に富士山が見渡せる抜群のロケ
ーションに位置しています。標高は約1600mから1,925mに広がり、夏は冷涼で、
ツーリングやハイキング、冬は寒いながらも高い晴天率を誇り、スキー、スノーシ
ューハイキングなどアウトドアアクティビティーが楽しめます。霧ヶ峰はアクセス
もしやすくナイトハイクに適しています。
諏訪地方は日本の山岳地の中心にあって、霧ヶ峰、八ヶ岳、富士山、北アルプス、
中央アルプス、南アルプスの眺望に優れた岳人憧れの地です。夏の気温は冷涼
で、ツーリングやハイキング、冬は寒いながらも高い晴天率を誇り、スキー、スノ
ーシューハイキングなどアウトドアアクティビティーが楽しめます。
自然も豊富で、日本でも希少な草原地帯に高層湿原、高い晴天率は星空観察に
も優れています。寒さも諏訪地方では味方してくれます。諏訪湖の御神渡り（湖
面が凍って膨張し、亀裂が盛り上がる現象）に代表される氷が発達し易い土地
柄。八ヶ岳の麓の横谷渓谷では、氷瀑を見学するスノーハイクが有名です。
いずれも、専門のガイドが自然解説を行ったり、アウトドアギアの使い方から丁
寧に説明致します。ガイドと一緒に諏訪の自然を楽しみましょう。

諏訪地方は日本の山岳地の中心にあって、霧ヶ峰、八ヶ岳、富士
山、北アルプス、中央アルプス、南アルプスの眺望に優れた岳人憧
れの地です。夏の気温は冷涼で、ツーリングやハイキング、冬は寒い
ながらも高い晴天率を誇り、スキー、スノーシューハイキングなど
アウトドアアクティビティーが楽しめます。
自然も豊富で、日本でも希少な草原地帯に高層湿原、高い晴天率
は星空観察にも優れています。寒さも諏訪地方では味方してくれま
す。諏訪湖の御神渡り（湖面が凍って膨張し、亀裂が盛り上がる現
象）に代表される氷が発達し易い土地柄。八ヶ岳の麓の横谷渓谷
では、氷瀑を見学するスノーハイクが有名です。
いずれも、専門のガイドが自然解説を行ったり、アウトドアギアの
使い方から丁寧に説明致します。ガイドと一緒に諏訪の自然を楽し
みましょう。

手作り
クラフト体験

時代ごとに産業の主役を交代。
ものづくりの一端に触れられる。
きっちり手づくり体験プログラム。

ク
ー
ポ
ン

霧ヶ峰高原ビーナスラインをめぐる
楽々ｅバイクツアー

諏訪湖八ヶ岳自転車活用推進協議会  (スワヤツサイクル)
長野県岡谷市山手町2-21-5　TEL.090-7732-1198

【販売店舗】
諏訪湖八ヶ岳自転車活用推進協議会（スワヤツサイクル）
協力：一般社団法人◯と編集社 （grav bicycle）

全長70kmに及ぶビーナスラインは、蓼科高原、八ヶ岳山麓、白樺
湖、車山高原、霧ヶ峰、美ヶ原といった高原を結ぶ日本有数の観光
道路。eバイクで走るビーナスラインサイクリングは女性や子どもで
も急勾配や山道を楽しめます。その他にも諏訪圏域は、約60km圏
内に諏訪湖周を中心とした平坦なサイクリングと山岳系のサイクリ
ング、それらを結ぶロングトレイルといった多彩なサイクリングが楽
しめます。

株式会社　八ヶ岳登山企画
TEL.090-2315-2885

株式会社　八ヶ岳登山企画
TEL.090-2315-2885

ファミリーやカップルでサイクリングを楽しめる場所として多くの
方が訪れる諏訪湖周は1周16㎞ほど。サイクリングロードが整備さ
れていて、諏訪湖を眺めながら安全に楽しむことができます。湖畔
には多くのカフェや美術館、足湯があり、サイクルスタンドを設置
しているお店もあります。その他にも諏訪圏域は、約60km圏内に
諏訪湖周を中心とした平坦なサイクリングと山岳系のサイクリン
グ、それらを結ぶロングトレイルといった多彩なサイクリングが楽
しめます。

クーポン内容
サイクリングツアー＆
レンタサイクル
店頭にて500円引き

クーポン内容
サイクリングツアー＆
レンタサイクル
店頭にて500円引き

クーポン内容
店頭にてお一人
300円引き

サイクリングツアー＆
レンタサイクル
店頭にて500円引き

サイクリングツアー＆
レンタサイクル
店頭にて500円引き
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スポール

ク
ー
ポ
ン

ク
ー
ポ
ン

17.13. 14.
入館料から
大人１００円
こども５０円引き

14. オルゴール組立体験

戦前、製糸業の町として名を馳せた諏訪地域。戦後の高度成長期に
は精密技術が集積し「東洋のスイス」と評され、世界を席巻しまし
た。その中心となったのがカメラ、時計、そしてオルゴールです。戦後
間もない1946年、国内で本格的なオルゴールの生産がスタートした
この年、三協精機（現日本電産サンキョー）は創業しました。２年後
にはオルゴール試作第１号を完成させますが、その音色は「バケツ
の底をたたくような音だった」といわれています。その後試行錯誤
を重ね、1985年には国内初となる50弁の高級シリンダーオルゴー
ル、1995年には世界初の電動式80弁ディスクオルゴールの開発な
ど、とどまることのない探求心と熱意で発展を遂げてきました。そ
の日本電産サンキョーが手掛ける直営のオルゴール記念館　すわ
のね　です。すわのねでオルゴール組立体験をお楽しみください。

日本電産サンキョーオルゴール記念館すわのね
諏訪郡下諏訪町5805　TEL.0266-26-7300

【販売店舗】
日本電産サンキョーオルゴール記念館すわのね

焚火でつくる、
プレミアム味噌づくり体験

築150年の古民家で、発酵食品を取り入れた料理を提供する「かもす
や」。手前味噌のこだわりは、地元のお米から作った自家製麹、無農薬の
大豆、イチオシの塩。麹菌は、生きて人間の腸に生きて届くことで、腸内
環境を整える役目をしてくれます。お店で販売されているものは加熱処
理がされているものが多いそう。
体験では、古民家の庭で焚火をおこし、じっくりと大豆をゆでます。ゆっく
りと火を通すことで、大豆は甘くなります。煮ている間は、火の番をした
り、周りの景色を楽しみながら、特製おやつで一服。ゆであがったら大豆
をつぶします。なめらかに仕上げたい、大き目の粒を残したい、などお好
みにできるのも、自分で仕込む味噌ならではです。あとは、塩と麹を混ぜ
合わせれば、仕込み味噌の完成です。基本を学べば、ご家庭のキッチン
でも味噌を仕込めるようになります。麹が生きている手前味噌を、暮らし
に取り入れるきっかけづくりをしてみませんか。

13. SPQR 機械式腕時計　組立体験

①「機械式腕時計　組立体験」
”自分で使う時計は自分で創る”
国家資格を有する技師（諏訪市　高田一郎氏）と一緒にSPQRの機械式腕時計
を組立てるコースです。SPQR機械式のすべてのモデルを対象として　”いちから
全工程”　を組立体験します。約５～６時間のコースで、小学生高学年以上が対
象となります。
　
組立体験＜時計企画工房SUWA＞
https://tokeikobo.com/hpgen/HPB/entries/19.html
記念撮影あり、修了書授与あり（←認定マークを入れた修了書）

②「SPQR　オーバーホールコース」
”SPQR機械式腕時計をお持ちのお客様限定　サロンで一日技師体験”
時計業界に先駆けて創設された大変ユニークな体験コース。お使い戴いている
SPQR機械式時計は、３～４年に一度、分解洗浄をお薦めしていますが、このメン
テ工程を、時計の所有者が自ら　”オーバーホール”　を、高田一郎技師と一緒に
行うコースです。内容は、「分解」「洗浄」「再組立」すべて行います。

ときのつくり手　時計企画工房SUWA
（事業者本社）〒394-0086 岡谷市長地源1-3-16-5 
（体験場所）    〒393-0091 諏訪郡下諏訪町星が丘6992-58　
TEL.0266-55-2416

【販売店舗】　㈱時計企画工房 SUWA

15. まゆちゃん工房のまゆ人形づくり

まゆ人形やコサージュなどの繭クラフトと小型機織機で手織りがで
きる体験工房です。まゆの持つ質感や特性を楽しみながらオリジ
ナルの作品作りに挑戦しましょう！カエルやうさぎの定番置物は雑
貨感覚で窓辺を飾ってくれますよ♪季節毎に変わるメニューも用意
しています。
明治から昭和初期にかけ、生糸の一大生産地であった岡谷は、「シ
ルク岡谷」と世界から称されその名を馳せ、日本の近代化に貢献し
た歴史があります。製糸業の隆盛は岡谷のみならず、諏訪地域の誇
るべき歴史であり、その後の精密業に繋がるものづくり精神の原点
がそこにあります。こうした歴史を、まゆ人形のクラフト体験を通じ
て未来の担い手である子供たちに伝え、郷土愛を醸成したり、もの
づくりの楽しさを五感で感じてもらいます。
シルクを使った様々な体験は、お一人様から、お友達同士、サークル
活動、修学旅行などの団体様までご対応いたします。

岡谷市
長野県岡谷市郷田1-4-8　TEL.0266-23-3489

【販売店舗】　岡谷蚕糸博物館　シルクファクトおかや

16.

（一社）ちの観光まちづくり推進機構
長野県茅野市ちの3506 モンエイトビル2F　
TEL.0266-73-8550

18. 手織り体験・草木染体験

岡谷絹工房は岡谷市内（宮坂製糸所）で生産される質感に特徴の
ある絹糸を工房内で手染めし、手織り独特の風合いのある製品を
生み出しています。実際に自分の手で織ることができる体験工房と
して、簡単なコースターやマット、草木染のほか、観光も楽しみなが
ら本格的なストールや帯などを制作できる滞在型プログラムも開
発しています。工房は大正10年（1921年）に建築された旧山一林組
製糸事務所（国登録有形文化財）にあります。歴史的価値のある文
化財の大広間にたくさんの機（はた）織り機を並べて織っている光
景は、日本国内ここでしか見ることができません。

＜体験受付＞一週間前までに要予約
手織り体験（約30分～）コースター/マット/ストールほか
草木染体験（約90分～）5人以上から

岡谷絹工房
岡谷市中央町1-13-17　TEL.0266-24-2245

【販売店舗】　きぬのふるさと　岡谷絹工房

12月～２月限定！
生産者と巡る白銀の寒天畑
ガイドウォーク

自然の力を、人の知恵で技に変えた凍結乾燥＝凍みという手法は、今でも現
役で受け継がれている食文化でもあります。中でも寒く乾燥したこの土地は
寒天を干すのに最適で、寒天作りは古くから伝統の食文化として育まれてき
ました。その一方で、機械による大量生産品との競争や、温暖化・後継者不
足などの問題で、凍みの食文化の現状は厳しくなっています。そこで、人々の
知恵と工夫が詰まった文化と産業を残すため、作り方、売り方、見せ方を変
えることで、地元での通年雇用を生み出すなどの波及効果もでています。
体験では、寒天企業イリセンで寒天の製造工程やそのこだわりを聞いて、普
段は入れない生産現場へ。さらに冬の風物詩でもある寒天畑でまだ水分を
含んだ寒天を並べる「天出し」を体験。寒天料理の試食もあり、見て、食べ
て、寒天を身近に感じる90分。全国の学校からは学習旅行として参加する学
生が近年増えている、SDGsの観点でも注目のプログラムです！

17. 時計づくり体験

＊クオーツウオッチ（腕時計）組立
　外装組立て20分コース・針付けから外装組立て45分コース・ムー

ブメントからの本格的組立て3時間コースの3コースからお選びい
ただけます。子供から大人まで気軽に使えるプラスチックケース
ウォッチとシンプルだけど少しおしゃれなメタルケースを用意し
ております。

＊クロック（置時計）組立
　ムーブメントの組立て、お好きな文字盤への組み込み、針付けま

で行い置き時計を完成させます。仕上げには様々な材料を使っ
て文字盤に自由に飾り付けが楽しめる45分間のコースです。

＊機械式腕時計組立
　ムーブメント部品を1から組立てます。それぞれの部品がどのよう

な役割をするか解説しながら、時計の仕組みを同時に学ぶこと
ができ、ご自身の手で組み上げる一生もののクオリティのある腕
時計をつくり上げる6時間コースです。

（一社）下諏訪町地域開発公社 観光振興局
長野県諏訪郡下諏訪町3289　TEL.0266-27-0001
ホームページhttps://konjakukan-oideya.jp/

【販売店舗】　しもすわ今昔館おいでや　時計工房儀象堂

19.

（一社）ちの観光まちづくり推進機構
長野県茅野市ちの3506 モンエイトビル2F
TEL.0266-73-8550

【販売店舗】　ちの観光まちづくり推進機構

歴史ある国登録有形文化財の中でシルクの織物体験

「棒寒天」日本一の産地で、見て・食べて・体験も！
ヘルシーでクリアな寒天のヒミツに迫る！

ものづくりの楽しさ
手から伝わる感動　組み上げる思い出

“手前味噌” づくりを、日々の暮らしに取り入れよう
観光・歴史
体験

縄文時代の遺跡、伝統や食の文化など、
楽しみながら、学びながら、
のんびり見学重視プログラム。

※まゆ工作体験は予約制と
なりますので、2週間前ま
でにお申し込みください。

※製作時間は40分～となり
ます。

クーポン内容
SPQR公式サロン
「時計企画工房SUWA」
ご来店のお客様に
商品手帳（全30頁）

クーポン内容
入館料から
大人100円
こども50円引き

クーポン内容
時計づくり体験した場合：
入館料優待
大人600円⇒500円
小中学生300円⇒250円

SPQR公式サロン
「時計企画工房SUWA」
ご来店のお客様に商品
手帳（全30頁）

時計づくり体験した場合：
入館料優待
大人６００円⇒５００円
小中学生３００円⇒２５０円

25 26

原本のみ使用可 原本のみ使用可


