
アリコ・ルージュ
ポークソテー英国りんごソース
カルバドス風味

10月
中旬

紅 玉 （こうぎょく）

シナノスイート

小ぶりで鮮やかな赤色。
生でも、加工用としても
根強い人気。

10月
中旬

甘みと香りの良さが魅力。
果汁も非常に多く、
人気上昇中。

10月
中旬

秋 映 （あきばえ）
えんじに近い赤色。
甘みと酸味あり。
香り強く、歯ごたえは硬め。

8月
下旬

高坂林檎 （こうさかりんご）
明治まで飯綱町の高坂地区で盛ん
に栽培された和りんご。小ぶりで酸

味と渋みが特徴。樹木2本は、
町の天然記念物。

9月
上旬

つがる
果汁が豊富で
酸みも甘みも強い。
早生りんごの代表品種。

9月
中旬

シナノドルチェ
香り良く、甘さ濃厚。
信濃生まれの、
まさに絶品デザート。

酸味が非常に強く、
果肉はクリーム色で硬め。
熟してくると果皮がオレン
ジ色に近づく。

ニュートンが「万有引力
の法則」を発見した際の

「りんごの逸話」に登場
するりんご。　

強烈な酸味で加工に向く。
英国では「クッキングアップルの
王様」として親しまれている。

ブレンハイム・オレンジ

フラワー・オブ・ケント

ブラムリーズ・シードリング

ピンポン玉程で、強い酸味。
果皮だけでなく果肉も濃い
赤色。授粉樹として植えられ
ることが多い。

メイポール

りんごを学ぶ

ゆっくり宿泊をして、りんごを堪能し
てみては？ 町には、アットホームな
ゲストハウスが沢山あります。この機
会に、滞在型でりんご満喫！

りんごの町に泊まる

お問合せ先：飯綱町観光協会　TEL： 026-253-7788　E-mail： staff@1127.info

［お問合せ先］ 飯綱町役場 産業観光課 長野県上水内郡飯綱町大字牟礼2795番地1　 TEL.026-253-4765 FAX.026-253-6869　  http://www.town.iizuna.nagano.jp

三水村（現飯綱町）にロマンの丘をつくろうと、
1980年代にニュートン所縁のりんご品種を植え、
1990年には、縁あってイギリスの英国王立園芸協
会から譲渡された世界各国のりんご品種を、イギリ
ス大使館員や地元の子供達で、並木に植樹しまし
た。ブラムリーもその一つです。植樹から30年、訪
れる多くの人を楽しませてくれています。

飯綱町倉井5番地　TEL.026-253-1071
営業時間：9:00～16:30　
定休日：毎週月曜日 （祝日の場合は、翌日）
祝日の翌日、年末年始 
入館料：大人300円/小人150円

いいづなアップルミュージアムと
ニュートンりんご並木

りんごを楽しもう！

＊新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、イベントの中止・延期の可能性があります。

【後半の部】
りんごスイーツフェア

10/16 sat. - 11/30 tue.

9月
上旬

英国種りんご早生・中生りんご和りんご

9月
上旬

9月
下旬

9月
下旬

【
前
半
の
部
】 

英
国
り
ん
ご
フ
ェ
ア

加工向き生でおいしいめずらしい！

9/4 sat.
    -10/15 fri.

りんごを楽しむ
飯綱町の

長野県飯綱町

9/4 sat. - 11/30 tue.

英国りんごと各国の
りんごジュース生搾り体験

フェア期間中
10：00～15：00
毎週月曜日

（祝日の場合は、翌日）、
祝日の翌日、年末年始
1人 300円
いいづなアップルミュージアム アイカフェ

９月６日（月）～12月19日（日）
町内３つの直売所で、食べ比べ対象のりん
ごを購入いただくとスタンプを１個獲得できま
す。スタンプを規定数獲得すると、素敵なプ
レゼントと交換できます。

［予約不要］

スタンプラリー対象

りんご食べ比べラリー

飯綱町の多種多様なりんごをたくさん食べると素敵な商品
をプレゼントします。（スマートフォンアプリでの参加）

いいづなりんごスイーツコンクール 受賞作品販売会

第1回・第2回の「いいづなりんごスイーツコンクール」受賞作品の販売会を開催します。

英国りんごフェアin新宿2021

首都圏で飯綱町産英国りんごを
使った期間限定メニューを味わえ
ます。9/29（水）～10/5（火）は、
伊勢丹新宿店にて、英国りんごの
販売も。

秋の88日
[ 日 時 ]

[ 定 休日]

[ 参加費 ]
[ 場 所 ]

[ 日 時 ]
[ 内 容 ]

本審査会　10月16日（土）
いいづなコネクトEAST 9/4（土）～10/3（日）

バスあいのり3丁目テラス（新宿東口）

いいづなりんごスイーツコンクール

全国の名だたるパティシエたちが「いいづなりんご」を使
用したスイーツの提案・審査に挑む「第 3 回いいづなりん
ごスイーツコンクール」を開催します。コンクール受賞作
品は、スタンプラリーＷチャンスの商品としても予定。

[ 日 時 ]
[ 場 所 ] [ 日 時 ]

[ 場 所 ]

［その他］
・作品の販売数には限りがあります
・販売作品は受賞作品を販売用にアレンジしたものと
  なります
・10月28日（木）～11月３日（水）にも受賞作品販売会
  実施予定です

［日時・場所］
ながの東急百貨店：９月２日（木）～４日（土）
泉が丘喫茶室：９月２日（木）～４日（土）
いいづなマルシェ むーちゃん：９月４日（土）

３種類のスタンプを集めると、飯綱町PRキャラクター
「みつどん」のマスキングテープまたは、パパブブレの
「みつどん」キャンディーをプレゼント（本台紙と引き換え）。
さらに、Ｗチャンスで抽選で12名様には町のおいしい
プレゼントが当たります！！
＜ご注意事項＞
• スタンプは必ず３種類集めてください。（同じ店舗のスタンプは無効）
• スタンプはフェア参加店舗で関連商品を１つ購入すると１つ押印                    
（りんごは500円以上の購入）

• おひとり様何回でも参加可能
• 本スタンプラリーは「いいづなりんごフェア2021」期間中、ご利用いただけます。
• Wチャンスの賞品当選発表は発送をもってかえさせていただきます。
• いただいた個人情報は、適切に管理し、賞品の発送にのみ使用させて           

いただきます。
• みつどんグッズの数には限りがございます。
• Wチャンスの賞品は都合により変更となる場合があります。
• Wチャンスの当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

裏面のアンケートに答えると、
さらに抽選で町のおいしい
プレゼントがもらえる！　

Ｗチャンス！
★ ＊ ★ ＊ ★ ＊ ★ ＊ ★ ＊ ★

★ ＊ ★ ＊ ★ ＊ ★ ＊ ★ ＊ ★
町内4か所の直売所 
中面ページの地図を見てね♪

STAMP RALLY

交換場所

店舗 店舗 店舗

1 2 3

9/4 - 11/30

フェア参加店舗を３か所まわって素敵な賞品をゲットしよう！！
フェア参加店は

中面ページを見てね



アリコ・ルージュ

青空カフェ
和夢手

（Tomte）

石窯ピザ CAFÉ
ブレーメン

cafe 傳之丞

サンクゼール・ワイナリー本店
ワイナリーレストラン・
サンクゼール

泉が丘喫茶室
（いいづなコネクトEAST内）

れうりや

直売所さんちゃん

ファミリーレストラン白樺

明月堂

味処ふじよし

レストランLOOK

いいづなリゾート
スキー場

飯綱高原ゴルフコース

至大座法師池経由
長野市内

至長野市内

至信濃町I.C

至若槻大通り経由
長野市内

福井団地

飯綱病院
牟礼駅

リゾー
トライ

ン

飯綱東高原
オートキャンプ場

横手直売所
四季菜

そば処 よこ亭

古民家Cafe
のらのら

とちのき食堂
（いいづなコネクトWEST内）

霊仙寺湖

ふれあいパーク
いいづな歴史
ふれあい館

いいづな
マルシェ
むーちゃん

Mon marushime

ムサシ農産物直売所

いいづなアップルミュージアム
アイカフェ（いいづなアップルミュージアム内）

チアさみず
食ごよみ 日和

北信五岳道路

しなの鉄道北しなの線

三水小飯綱町役場

18

18
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60
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大倉

上赤塩

新道深沢駅入口

三本松

普光寺

野村上

飯綱東高原入口

塩ノ入
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1. 年代
 
2. 性別   　

4. フェアを何で知りましたか？

5. お目当てイベントは

とちのき食堂
026-219-1352／飯綱町大字川上1535

（いいづなコネクトWEST内）
営：11時半～17時＊金・土・日は～21時
休：月曜日(祝日の場合翌日)

8

ぐり～んごぱい 350円（税込）

味処ふじよし
026-253-2275
飯綱町大字牟礼2726-3
営：11時半～14時（L.O. 13時半）
　  17時半～22時 （L.O. 21時）
休：毎週火曜・第3月曜・日祝の昼
(祝事法事、仕出し等応相談)

11

ブラムリーチーズハンバーグ

＊パンorライスセット

※ドリンク、アイス付き

1,100円（税込）
+250円（税込）

りんご料理・お菓子 りんご購入 観光

 毎年 初めて何回か

広報誌・新聞の記事 本チラシ（店頭）

本チラシ（新聞折込） テレビ 知人から

広告HP・SNS

男性 女性

10代10代未満 70代以上20代  30代  40代 50代  60代

町内の直売所では、英国りんごはもちろん、旬のりんごや野菜、
その加工品が勢ぞろい。通販サイトも絶賛公開中！
以下直売所で購入のりんご（500円以上）もスタンプラリー対象となります。

（みつどんマルシェを除く）

農産物直売所 さんちゃん
TEL：026-253-0033 
営業時間：9：00～17：00
　　　　（フェア期間中）
住所：飯綱町倉井2891-4 
定休日：フェア期間中は無休

いいづなマルシェ むーちゃん ムサシ農産物直売所

みつどんマルシェ

TEL：026-253-3321
営業時間：9：00～17：00
　　　　（フェア期間中）
住所：飯綱町大字牟礼1-1
定休日：フェア期間中は無休

TEL：026-253-8812 
営業時間：8：30 ～18：00
　　　　（フェア期間中） 
住所：飯綱町平出2831-1 
定休日：フェア期間中は無休

横手直売所 四季菜
TEL：026-253-5153
営業時間：9：00～17：00
　　　　（フェア期間中）
住所：飯綱町柳里628-1
定休日：フェア期間中は無休

［
ア
ン
ケ
ー
ト
記
入
欄
］

・飯綱町のりんご５ｋｇ
・飯綱町のお米５ｋｇ　
・飯綱町推奨品詰め合わせ　
・飯綱町のシードルセット
・飯綱町のお菓子詰め合わせ
・スイーツコンクールの受賞
  作品のうちいずれか　

アンケートに答えて
町のおいしいプレゼントをもらおう！

抽選で12名様に♪

★ ★Ｗチャンス

英国りんごを買おう！

3.フェアに来たのは

住所：　〒
Ｗチャンス賞品郵送先

アンケートにご協力ください

お名前： TEL：

飯綱町のおいしい
農産物・特産物を
購入できる、飯綱
町公式通販サイト

ご意見・ご感想

＼各2名様にプレゼント／

町内のフェア参加店21店舗では、
この時期にしか味わえない

「英国りんご」を使ったお料理やお菓子を
ご用意してお待ちしています♪

＊各店舗での新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行い
　営業しております。ご協力をお願いします。
＊各店舗の営業時間は変更の場合もございます。
＊りんごの収穫状況により、メニューが変更になる可能性があります。

英国りんごを味わう
フェア参加店のご紹介

プレゼント交換場所

スタンプラリー対象商品

スタンプラリー対象

町内産のりんご

9/4 sat. - 10/15 fri.
英国りんごフェア

青空カフェ和夢手（Tomte）
050-5360-8798／飯綱町川上 2755-2618
営： 金・土・日 11時～16時（L.O. 15時半）
＊前日までの予約制

1

1,200円（税込）

いいづなマルシェむーちゃん
caféアップルテラス

026-253-3321／飯綱町大字牟礼1-1
営：9時～17時　休：不定休

＊写真は、ダブルです

12

300円（税込）
400円（税込）

サンクゼール・ワイナリー・久世福本店　
デリカテッセン

026-253-8002／飯綱町大字芋川1260
営:11時～15時L.O.（デリ）

17

そば処 よこ亭
026-253-8287／飯綱町柳里847-3
営：11時～17時（L.O. 閉店15分前）
休：水曜日（＊水曜祝日の場合は営業）

5

えび野菜天ざるそば（ブラムリー天ぷら入り）
野菜天ざるそば（ブラムリー天ぷら入り）

1,550円（税込）
1,150円（税込）

アリコ・ルージュ
026-253-7551／飯綱町大字川上2755-1918
営：12時～15時　17時～21時（L.O. 20時）　
休：火曜日

2

ポークソテー英国りんごソース
カルバドス風味
1,480円（税込）

ＭＯＮ marushime
026-217-2009／飯綱町大字豊野1752
営：ランチ11時半～14時半　＊予約制
休：不定休

13

南インド定食ミールス
1,500円（税込）

ワイナリーレストラン・サンクゼール
026-253-8070／飯綱町大字芋川1260
営：11時～15時（L.O. 14時半）
　  ディナー １７時半～20時 （L.O. 19時） 
　（※ディナーは土曜のみ営業）

18

英国りんごとモッツァレラチーズの
カプレーゼ 650円（税込）

石窯ピザCAFÉブレーメン
026-253-8048／飯綱町坂口352
営：11時～15時
休：毎週月曜日（祝日は営業）

6

ブラムリーソースのスイーツピザ
1,300円（税込）

アイカフェ
026-253-2606／飯綱町倉井5番地

（いいづなアップルミュージアム内）
営：10時～16時
休：毎週月曜日(祝日の場合翌日)

14

りんごケーキ
330円（税込）

食ごよみ 日和
026-213-8171／飯綱町大字倉井2894-1
営：１1時～15時半　休：毎週火曜日

15

そば屋のトンカツカレー
（ブラムリーりんごソース）900円（税込）

泉が丘喫茶室
026-253-3211
飯綱町赤塩2489（いいづなコネクトEAST内）
営：11時～17時　休：毎週月曜

19

りんごのクラフトコーラ
りんごのレモネード

500円（税込）
500円（税込）

横手直売所 四季菜
026-253-5153／飯綱町柳里628-1
営：９時～17時　期：12月末まで
休：営業期間中無休

4

英国からの香りブラムリークロワッサン 200円（税込）

れうりや
070-6663-8603／飯綱町大字赤塩2594-1
営： 11時～16時　休：毎週日・月曜

20

りんご入り自家製ハムの
サンドイッチ
550円（税込）

古民家Cafe のらのら
026-253-2920／飯綱町袖之山310
営：日・月・火　＊前日までの完全予約制

7

グローカルランチプレート　
カジュアルフレンチ
1,300円（税込）

明月堂
026-253-2100／飯綱町大字牟礼2724
営：9時～18時半　休：第3火曜日

10

ブラムリーロール

ブラムリーのレアチーズケーキ

ブラムリージャム

1,400円（税込）

450円（税込）
600円（税込）

cafe 傳之丞
080-2002-9667
飯綱町大字倉井4276
営：11時～17時
　  土日祝10時～17時 （L.O. 16時半）
休：水曜日・木曜日

16

ブラムリーアップルパイ
Plate 990円（税込）

One cut 480円（税込）

レストランLOOK
026-253-3102／飯綱町大字古町428-1
営：10時～20時半　（L.O. 20時）
休：第１・第３金曜日

9

りんごデザート３味
りんごとチーズがたっぷり
カレーピザ

600円（税込）

990円（税込）
飯綱町 PRキャラクター
「みつどん」

テイクアウト可

スウェーデンランチ
ブラムリーのポテトサラダ添え

ブラムリージェラート シングル
ダブル

飯綱町産ブラムリーで作った
アップルパイ
550円（税込）

ファミリーレストラン白樺
026-253-3677／飯綱町大字古町1246
営：11時～20時　休：不定休

3

手造りハンバーグ
（ブラムリー天ぷら入り）
ブラムリーと紅玉のアップルパイセット
＊コーヒー付き

960円（税込）

950円（税込）

チアさみず
026-253-0032
飯綱町大字倉井2891-4
※お買い求めは、町内直売所

アップルパイリーフ
210円（税込）

その他（           ）


