NAGANO minakoi地域

宮田村

NAGANO

駒ヶ根市

体 験 プログラム

飯島町
中川村

01
宮田

07

長野県唯一の蒸溜所見学を体感

マルスウィスキー工場見学
通年

約30分〜40分

駒ヶ根

無料

¥

ホールスパイスを使って本格的なカレー粉を楽しみませんか？

スパイスから作る 本格カレー粉づくり
通年

約90分

¥

大人・小人1,800円

13

駒ヶ根

通年

１時間

¥

500円

ショップ内にボルダリングの壁作っちゃいました！
初体験でもチャレンジしたら面白い！思いっきり体を使って
登ってみて下さい！
屋外人工壁のクライミング体験は12ｍの壁をサポート
（ビレー）
してもらいながら登ります。登れた時の達成感は最高！
！

☎ 0265-98-9797

URL http://www.hombo.co.jp ※10名様以上の場合は事前予約※自由散策による工場見学です

☎ ０２６５−８２−３３１０（9：00〜16：30/年末年始は除く）
●定員20名 最少催行人数 8名※事前準備が必要なためまずはお問い合わせください

02
宮田

行って！見て！楽しむ！クラフト体験型 展示販売

クラフト体験
通年

10分〜2時間

（体験によって異なります）

¥

大人小人500円

手づくり屋：30人のクラフト作家の作品の展示販売！様々な木を使っ
た箸・自然素材リース・わら工芸 等の手づくり体験を毎日開催！村人
TERRACE:「知る」
「つながる」
「始める」をテーマに活動している
「地域おこしのつどいの場 井戸端会議」プロデュースの体験型展示
コーナー

場 梅が里ギャラリー手づくり屋 ☎0265-98-7749 ※事前にお電話にてご連絡ください
●
場 MIYADA村人TERRACE ☎ 0265-98-6456(平日10：00〜17：00開店)
●

● 定員30名最少催行人数 1名 URL https://umegasato.jimdo.com/
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駒ヶ根

貴重な高山植物をスタッフが解説します

千畳敷カールフラワーマップツアー
約1時間

6月末〜8月下旬の設定日

¥

500円

カール（圏谷）に誰もが簡単に行く事が出来る日本唯一の場所、
千畳敷カール。６月頃から高山植物が芽吹き、夏は高山植物のお
花畑として有名。この千畳敷カールの遊歩道を、スタッフが解説
を行いながら遊歩道を一周します。初めて山に来る方、花に詳し
くない方にも千畳敷の魅力を感じていただきたいプランです。
場 千畳敷カール ☎ 0265-83-3107
●

ｎ
ｆ
ｏ＠ｃｈｕｏ-ａ
ｌ
ｐｓ.ｃｏｍ ●最少催行人数 1名
ｉ

URL http://www.chuo-alps.com/
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駒ヶ根

だれでも気軽にスノーシュー体験

春の千畳敷スノーシュー体験
約1時間

4/6〜5/31

¥

1,000円

標高・高低差、日本一の中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイで簡単
に行く事が出来る千畳敷。ここは氷河の氷食作用によって形成
された貴重な地形。厳しい冬が終わり、山の息吹を感じられる
春。間近に迫る中央アルプス宝剣岳の迫力と南アルプスの絶景
を満喫しながら簡単に体験できるスノーシューにチャレンジして
みませんか。
場 千畳敷カール ☎ 0265-83-3107
●

ｎ
ｆ
ｏ＠ｃｈｕｏ-ａ
ｌ
ｐｓ.ｃｏｍ
ｉ

●定員40名 最少催行人数 1名 URL http://www.chuo-alps.com

※靴のサイズ 18cm〜29cm 以上
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駒ヶ根

通年

80分

¥

無料

澄んだ空気、緑の木々に囲まれた駒ヶ根工場。そこで養命酒の歴
史や、製造工程の映画を見て頂いたり、ビン詰め・包装ラインな
ど養命酒が造られる様子をスタッフがご案内します。また敷地内
には、健康の森記念館のショップやカフェヒーリングテラス、記念
フォトスポットもございますので、ごゆっくりお過ごしください。

場 養命酒製造株式会社 駒ヶ根工場●
住 駒ヶ根市赤穂16410
●
営 10：00〜14：00(1時間毎)
☎【要予約】0265-８２−３３１０（9：00〜16：30/年末年始は除く）●

URL https://www.yomeishu.co.jp/komagane/

※要予約※10名様以上の団体様は、別コース〔40分〕もございます
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駒ヶ根

四季折々の里山の自然を樹木医と共に巡ります

樹木医と行く養命酒健康の森ガイドツアー
4月〜11月

約９０分

08

駒ヶ根

¥

無料

「養命酒健康の森」の約25万㎡は緑地となっております。その
緑地を樹木医による人の手が入った心地よい里山に整備してお
ります。春はサクラ、ツツジをはじめ様々な花々が芽吹き、夏は
涼しい木陰の深緑、秋は色とりどりの紅葉を楽しむことができ
ます。ガイドと共に森の散策をしてみませんか？

場 養命酒製造株式会社 駒ヶ根工場●
住 駒ヶ根市赤穂16410
●

☎ 0265-８２−３３１０（9：00〜16：30/年末年始は除く）
●定員20名 最少催行人数 8名※事前準備が必要なためまずはお問い合わせください
URL https://www.yomeishu.co.jp/komagane/

ホールスパイスを使って本格的なスパイスチャイを楽しみませんか？

スパイスから作る オリジナルスパイスチャイ講座
通年

90分

¥

大人・小人1,800円

紅茶の茶葉とシナモン、カルダモンなどのスパイスを使って煮出
す、インド式のミルクティー"マサラチャイ
（スパイスチャイ）"をク
ッキング、美味しいお茶菓子付きのティータイムを楽しみます。
スパイスチャイに使用する香辛料の豆知識や紅茶についてのな
るほどと思う雑学も学びましょう。
場 養命酒製造株式会社 駒ヶ根工場●
住 駒ヶ根市赤穂16410
●

☎ 0265-８２−３３１０（9：00〜16：30/年末年始は除く）
●定員20名 最少催行人数 8名※事前準備が必要なためまずはお問い合わせください
URL https://www.yomeishu.co.jp/komagane/
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駒ヶ根

野生ムササビの滑空が見られる！

ムササビ観察ツアー
通年

30分〜40分

¥

500円

リゾートリンクス敷地内に設置してある巣箱には、野生のムサ
サビが棲みついています。そのムササビが巣箱から出て、森を
滑空する姿を見ることが出来ます。ムササビの生態も映像を見
ながらガイドが紹介します。

●駒ヶ根高原リゾートリンクス ☎ 0265-82-8511
●定員40名 最少催行人数1名 ※ホテル宿泊者のみ参加可能
URL https://www.komagane-linx.co.jp/
場
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駒ヶ根

新鮮、旬のアスパラを収穫しよう
！

アスパラ収穫体験
4月下旬〜5月中旬

¥

大人1,500円 小人700円

アスパラ狩りは駒ヶ根市中沢の「農園 雅〜ＭＩ
ＹＡＢ
Ｉ〜」で4月
下旬〜5月中旬ころまで体験して頂けます。
観光農園ではない昔ながらの里山の景観に囲まれた農家さん
の畑で収穫体験を行います。自分で収穫したアスパラは味も
格別採れたて新鮮アスパラをお楽しみください！
場 駒ヶ根市 中沢 ☎ 080-1393-1046 / 山口
●
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駒ヶ根

五感で学べる養命酒のアレコレ！

工場見学

URL https://www.yomeishu.co.jp/komagane/

ウェディングフォトの聖地 駒ヶ根高原で究極の写真を残しましょう
！

ウェディングロケーションフォト
通年

1時間/3時間/1日

¥ ドレスコース２０，
０００円〜和装コース４５，
０００円〜

標高２９００メートル中央アルプス山頂や、四季折々の
駒ヶ根高原で究極のブライダルフォトを残せます。日本
最高峰のウェディングフォトアワード金賞受賞のフォト
グラファーがお二人の素敵な写真を撮影。衣装・美容・
写真がすべて揃ってのリーズナブルな価格も魅力です！
場 フォトガーデン・ホンダ / 駒ヶ根高原周辺
●

●定員10名 最少催行人数 2名
☎【要予約】0265-８１−０１６６

info@photo-garden-honda.com URL https://photo-garden-honda.com

12

駒ヶ根

自転車に乗って、爽やかな風を感じてみませんか？

レンタサイクル
3月〜11月

¥ 1時間/1,000円 3時間/2,000円 1日/4,000円

駒ヶ根の高原や街中を、自転車に乗って楽しんでみません
か？観光スポットや景色を車とはまた違ったスピードで感じ
ることができます。貸出自転車は、坂道も楽々電動アシスト
タイプと、見た目もカワイイミニベロタイプ。レンタサイクル
で高原の爽やかな風を感じて気分もリフレッシュ！
！
場 アウトドアショップK
（貸出場所）☎0265-98-9797
●

info@works-odsk.jp URL http://www.works-odsk.jp
場 駒ヶ根観光協会
（貸出場所）☎0265-81-7700
●
info@kankou-komagane.com URL http://www.kankou-komagane.com/
●定員10名（各5台）最少催行人数 1名
※予約不可※詳細はアウトドアショップKまたは駒ヶ根観光協会にお問い合わせください

場 アウトドアショップＫ 駒ケ根スポーツ館
●

駒ヶ根

ハマっちゃうおもしろさ！体験しなくちゃわからない！

大沼湖でカヌー・サップ体験
通年

約30分〜40分

¥

1,000円

駒ケ根高原大沼湖でカヌーサップ体験をしませんか！初
めての方でも乗って漕ぎだせばハマっちゃいます。
子供から大人まで大沼湖なら笑顔いっぱい楽しめます！
体験盛り沢山で皆さんの″
遊びたい！″
をお応援します！
！
場 アウトドアショップＫ 駒ケ根スポーツ館
●

☎ 0265-98-9797 info@odsk.jp
●定員20名 最少催行人数 2名
URL http://www.odsk.jp
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駒ヶ根

伝統工芸品の着物で気軽に散策を！

信州 伊那紬きもの体験
通年

着付け時間 ４５分程度

¥

2,500円

伊那紬とは伊那谷で育ったやまざくらなどの天
然染材を中心に使って染め上げ、手織りで仕
上げられた国指定伝統的工芸品です。伊那紬
の着物で素朴さと温もりのある風合いの着心
地良さを感じてください。女性なら着物は１２種
類,男性は2種類からお選びいただけます！
場 駒ヶ根シルクミュージアム１階 体験工房
●

☎【完全予約制】0265-82-8381
hiruku@cek.ne.jp

●定員 女性6名、男性2名

※ご予約は体験希望日の1週間前まで。
詳細はお問い合わせください。
※レンタル時間は着付け完了から当日の１６時30分まで

駒ヶ根

繭玉を使ってお花や動物を作ろう

まゆクラフト体験
通年

１５分〜１時間位

¥ ３００円〜８００円

お蚕様から作られたまゆ玉を使って、切ったり、はっ
たり、はがしたりしてお花のブローチや動物を作り
ます。材料となる繭はシルクミュージアムで育てたま
ゆ玉を白だけではなく染色もして使っています。まゆ
クラフトの体験メニューは数種類ありますので是非、
お気に入りのものを見つけて体験してみてください！
場 駒ヶ根シルクミュージアム１階 体験工房
●

●受付時間９時〜１５時まで ☎ 0265-85-4633
●定員8名(会場による) 最少催行人数 2名
URL https://www.sukeroku-ﬂower.com
※開催１週間前までに要予約
※季節により使用花材が変更になります
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駒ヶ根

¥

ナイトロープウェイツアー

16時頃集合〜21時30頃解散（予定）¥ 7,500円

絶景の千畳敷カール＆ナイトロープウェイツアー
〜標高２，
６１２ｍ日本一宇宙に近い星空観賞会〜
日本一高い駅「千畳敷駅」を降りれば、中央アルプ
ス千畳敷カールの絶景が広がります！
ロープウェイを利用しますので、どなたでも安心して
ご参加いただけます。

info@kankou-komagane.com
URL http://www.kankou-komagane.com/

※開催日程など、詳細は駒ヶ根観光協会ホームページを
ご覧いただくか直接お問い合わせください
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駒ヶ根

普段見ることのできない色を見に行こう

山岳ガイド〜あなたの山旅をお手伝いします〜
通年

南信州山岳ガイド協会は、中央アルプスと南アル
プスの山麓、伊那谷を拠点として、大正時代から
続く歴史ある山岳ガイド組織です。
長野県・山岳地域での山岳ガイド・里山の登山ガイ
ド・自然や地域の文化・歴史についてのガイドなどさ
まざまなプランに対応します。
あなたの山旅をサポートします!
場 南信州山岳ガイド協会
●

☎ 0265-83-9989または090-4755-2108
（入山中など繋がりにくい場合がございます）

info@s-shinsyu-guide.org
URL http://s-shinsyu-guide.org/

※個人・グループでのガイドも行っています。信州の山・県外の山でも可能です。
HPをご覧いただくと目安料金等、記載してあります。
詳細は、南信州山岳ガイド協会までお問い合わせください。
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"中沢食堂”とはお客さまみなさんに
食材を収穫してもらう『食堂』です

中沢食堂
年に数回

中沢食堂＝収穫体験です。
自然からの贈り物を自分たちの手で収穫する
ワクワク感は格別!
収穫後は地元食材を知り尽くしたシェフによ
る料理を存分に味わえます。中沢まるごと地
産地消料理＋田園風景＋ゆったりした時＝幸
せがコンセプトです。
場 駒ケ根市中沢
●

（詳細・場所は、収穫内容によって）

☎ 090-3343-6328

info＠nakasyoku.com
URL http://nakasyoku.com/

※開催日程が決まり次第、HPに詳細を記載（金額、場所等収穫物によって異なる）
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駒ヶ根

地元の農家さんから野菜・米づくりを学んで、楽しく収穫！

野菜収穫・米づくり体験

6〜11月頃

¥

大人小人2,000円〜3,000円(収穫した野菜含む)

●駒ヶ根市内の畑・田（調整後、集合場所は連絡致します。）☎ 0265-81-5587

フラワーアレンジメント
１時間〜1.5時間

絶景の千畳敷カール＆ナイトロープウェイツアー

場

アルプスの水と空気で育ったお花でフラワーアレンジメントをつくりましょう
通年

駒ヶ根

駒ヶ根

URL https://komagane-silk.com

16

19

場 千畳敷カール
（予定）☎ 0265-81-7700
●

info@odsk.jp
URL http://www.odsk.jp
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NAGANO

中川村

ボルタリング、クライミングウォール体験

カレーは様々なスパイスが入った身近にある薬膳です。ターメリック、
カルダモン、クミン、コリアンダーおいしいカレーの香りに包まれま
ながら、カレーやスパイスにまつわる豆知識を学びます。駒ヶ根に
ある養命酒製造ならではの香辛料をふんだんに使い、薬研と呼ば
れる粉砕道具を用いて12種類のスパイスを調合します。
場 養命酒製造株式会社 駒ヶ根工場●
住 駒ヶ根市赤穂16410
●

駒ヶ根市
飯島町

ハマっちゃうおもしろさ！体験しなくちゃわからない！

こちらの蒸溜所は見学可能となっており、普段見ることのできない
ポットスティル、ウイスキー製造プラント、原酒の貯蔵庫など、マル
スウイスキーの歴史と魅力を感じていただけます。蒸溜所内の売店
ではウイスキーの試飲や、マルスウイスキー・ワイン・梅酒・南信州ビー
ルを販売しております。

場 本坊酒造
（株）
マルス信州蒸溜所 ☎ 0265-85-4633
●
営 9：00〜16：00
（見学受付15：30まで）●定員最少催行人数 1名
●

宮田村

3,000円

伊那谷は寒暖差や日照量が多く、花を栽培するのに
適した気候です。カーネーションやアルストロメリア
をはじめとする花農家も多く、品質の良い花を色々
生産しています。
助六ではカーネーションを育てているハウスを見学
したあと、地元の生産者さんから直接仕入れた新鮮
なお花でフラワーアレンジメントを体験できます。
場 助六作業場/出張可能 ☎ 0265-98-7505
●

sukeroku@mbr.nifty.com ●定員8名(会場による) 最少催行人数 2名
URL https://www.sukeroku-ﬂower.com
※開催１週間前までに要予約※季節により使用花材が変更になります
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駒ヶ根

真っ赤に甘く育ったいちごを、
好きなだけ楽しみませんか？

いちご狩り
1月〜6月頃まで

新鮮採れたていちごを
お腹いっぱい召し上がれ！

●各施設ともに、要予約。金額、開園期間・

時間等詳細は各施設へお問い合わせください

住 駒ヶ根市赤穂759-36 ☎ 0265-82-6440
●
●
場
住 駒ヶ根市赤穂3440
アクアロマン駒ヶ根園
☎ 0265-81-7515
●
●
場 たかずやファーム苺園 ●
住 駒ヶ根市東伊那3288 ☎ 0265-81-6558
●
場 伊那森パーク
住 駒ヶ根市東伊那330 ☎ 0265-82-6010
●
●
場 ヨッシャア駒ヶ根

伊南DMO設立準備会/長野県地域発元気づくり支援金活用事業

NAGANO minakoi 地 域 体 験 プログラム

23
飯島

時間制限なし！
！フレッシュブルーベリー食べ放題

ブルーベリー狩り

約30分〜40分

7上旬〜8月上旬

¥

大人1,000円 小人300円

大粒のブルーベリーを口いっぱいほおばってみ
ませんか？ 取りたてのブルーベリーはあまずっ
ぱく、さわやかで初夏の味です。
当園は、中学生まで子供料金です。
家族みんなで遊びに来てね！大人料金には、
お土産用のパック付きです

●いいじまベリーヒル
上伊那郡飯島町飯島3907-179
☎ 0265-86-4163 / 090-4159-8360
ichimura@chu-bu.me
deme.213@ezweb.ne.jp
営 9：00〜14：00（TEL予約をして下さい（当日可）直売もしてます）
●
場

24
飯島

飯島町そば名人の指導で打とう！

そば打ち体験

毎週火曜日
（休日あり）午後6時から
約30分〜40分 ¥ 1,000円

信州蕎麦の源を栽培する地の蕎麦を自分で打ってみませんか？
2つのアルプスが見える自然豊かな南信州飯島町。信州蕎麦
「信濃１号」の原々種（種を取るためのさらに元となる種）の唯
一の栽培地。その蕎麦を、町のそば名人から指導を受けなが
ら打つことができます！
場 飯島町文化館 中ホール ☎ 0265-86-3111
（内162）
●

sangyousinkou@town.iijima.lg.jp ●定員5名 最少催行人数 1名

25
飯島

中央アルプスを眺めながらマリンスポーツを体験してみませんか？

マリンスポーツ体験
7月〜9月

応相談

¥

使用船舶数（艇）
×使用時間（時間）
×400（円）

海の無い飯島町でも千人塚公園の城ヶ池では、
カヌーやヨットなどのマリンスポーツが体験でき
ます。波、風が穏やかで心地よく、中央アルプス
もきれいに見えるので、自然を感じながらのん
びりとした時間を過ごせます。マリンスポーツを
して、素敵な夏の思い出を作りませんか？
場 千人塚公園城ヶ池 ☎ 0265-86-3111
●

syougai@town.iijima.lg.jp
●最少催行人数 5名

※要予約、時間等応相談。お気軽に飯島町教育委員会までお問い合わせ下さい。

26
飯島

昔の生活の知恵を楽しく学ぼう！

かまどでご飯炊き体験
通年

3〜4時間程度

¥

1,500円

飯島町歴史民俗資料館・飯島陣屋は、江戸時代に幕府
の領地を治める拠点となった飯島陣屋の建物を復元し
た資料館です。ここでは見学のほかに、土間にあるかま
どでご飯を炊く体験ができます。また炊いたご飯で、こ
の地域の郷土料理・五平餅を自分で作り、囲炉裏で焼
いて食べることもできます。
場 飯島町歴史民俗資料館・飯島陣屋
●

☎ 0265-86-3111 syougai@town.iijima.lg.jp
●定員最少催行人数 5名

URL https://www.town.iijima.lg.jp（町HP）
https://blogs.yahoo.co.jp/iijimajinya（飯島陣屋日記）
※時期によっては開催できないこともあります。

27
飯島

いいじま手打ち蕎麦の会を講師にそば打ち体験を！

そば打ち体験
通年

90分

¥

大人1,500円(講師1人に対し2人の場合) 小人1,300円

飯島町はそば栽培で高シェア品種の信濃1号を生産して
おります。その飯島町にある施設アグリネーチャーいい
じまで、そば打ち体験をしてみませんか。講師は地元飯
島手打ち蕎麦の会員が行います。腕の良い講師が親切
丁寧に教えてくれます。

●アグリネーチャーいいじま ☎ 0265-86-6072
ｉ
ｎ
ｆ
ｏ＠ａｇ
ｒ
ｉ-ｉ
ｉ
ｊ
ｉｍａｊ
. ｐ●定員最少催行人数 5名
URL http://www.agri-iijima.jp/
場

28
飯島

NAGANO minakoi 地 域 体 験 プログラム

稲わらで作るmy貯金箱等

わら細工体験
通年

90分〜120分

飯島町米俵マラソンの事務局である酒井裕
司さんが代表の南信州米俵保存会のメンバ
ーが講師で、稲わらで各種体験ができます。
大相撲で使われる土俵のこもは米俵保存会
で制作しております。又、猫の住処としての
ねこつぐらも制作販売しております。
場 アグリネーチャーいいじま
●

ｒ
ｉ-ｉ
ｉ
ｊ
ｉｍａｊ
.ｐ
☎ 0265-86-6072 iｎｆｏ＠ａｇ
●定員20名 最少催行人数 4名 URL http://www.agri-iijima.jp/
※細工内容により料金が異なります。詳細はお問い合わせください。

29
飯島

「BIRD EYE」 〜ドローン体験〜

ドローン飛行体験
通年

1時間程度

¥

1,500円

大自然の中でおもいっきりドローンを飛ばしてみませんか！
！
ドローン初めての方もOK、ファミリーでの体験も大歓迎。
基本的な操作から空撮までを楽しく体験できます。
空から自分だけの絶景スポットを探してみよう！
！
場 南信エリア各地 ☎【要予約】0265-86-4216
●

info@gwave.jp ●定員6名 最少催行人数 2名
URL http://bird-eye.site/

30
飯島

アルプスの絶景キャンプ場でグループキャンプ

いなかの風キャンプ場

4月〜11月
イベントにより1時間〜半日
¥ イベントにより料金が異なります

ひな壇状に整備されたサイトが特徴的。高台にあるので美
しい山々が見渡せる開放感なキャンプ場。
そんな環境の中で、ストーンペイント/竹細工/野菜収穫/
田植え/稲刈り/タケノコ掘りなど貴重な体験ができます。
場 いなかの風キャンプ場 ☎ 0265-86-6655
●

inaka-info@inaski.com ●定員最少催行人数 1名

URL http://inakanokaze.com

※キャンプ場の宿泊者のみ参加可能※ご宿泊は要予約（WEB予約のみ）
※HPにて宿泊料金・イベントの詳細等ご確認ください。

31
中川

大人も子供も一緒にマイ味噌作りに挑戦♪

古民家で味噌仕込み体験
3時間

２月〜５月

¥ 大人4,320円 小人2,160円

天竜川のほとりに建つ築170年の古民家で、昔ながらの味
噌仕込みを体験しませんか？大人も子供も一緒にワイワイ
楽しめます。冬から春にかけて仕込んだ味噌は、半年以上
寝かせて出来上がり！年末にマイ味噌１パック(500 g) お渡
しします。大人3名以上でお申込み下さい。
場 古民家七代
（農家民宿）☎ 080-5145-6795
●

e.yoneyama.7g@gmail.com

●定員8名(会場による) 最少催行人数 3名 URL http://nanadai.net
※4〜5月の週末は混み合うため、早目のご予約をお勧めします。

32
中川

ガイド付きの少人数ツアーで安全安心&楽しめます

大自然でSUPクルージング

7月-9月
約２時間

¥ 大人4,500円 小人3,500円

大自然の造形美・小渋湖渓谷（ダム湖含む）で 、水上の冒
険に出かけよう！経験豊富なガイドがレッスンしながらご案
内します。目の前には雄大な南アルプス、爽やかな風、時
には滝まで冒険。
自然の大きさをダイレクトに体感して、ツアーの最後には
温泉付きの、大満足ツアーです。
場 四徳温泉キャンプ場 ☎ 0265-88-3929
●

support@shitoku.net ●最少催行人数 2名
URL Shitoku.net (フェイスブック・インスタグラムでも情報発信中）
明治から続く「酒槽搾り」を蔵見学
33 「酒槽搾り」
地酒 今錦 蔵見学
中川

春・夏・秋

¥

無料

場 米澤酒造株式会社 ☎【要予約】0265-88-3012
●

jizake@imanisiki.co.jp

●定員最少催行人数 5名 URL http://www.imanisiki.co.jp

※見学は冬季の酒の仕込みの時期や蔵の状況により、酒造りに影響のない範囲での実施となります。

miyada

nakagawa

komagane

iijima

NAGANO

