
購入した店舗でのみ使用可能な、お得なプレミアムクーポン券を販売します。
クーポン券は２種類、どちらも大変お得となっています。
クーポン券を使ってお得に南木曽町を楽しもう！

町民以外の方も

ご購入

いただけます
頑張る観光事業者を応援しよう

南木曽町事業者応援プレミアムクーポン券事業

お得なプレミアムクーポン!

販売します

歴史とひのきの薫る里

●プレミアムクーポン券は、
●プレミアムクーポン券は２種類あります。店舗により扱いが違いますのでご注意ください。

裏面に記載されている取扱店でご購入ください
※販売店により、販売時間・営業日が異なりますのでご注意ください

売り切れ次第終了

販売・有効期間

購入した店舗でのみ使用可能です。
令和 4 年 6月25日～11月30日
販売・
取扱店 

１シート5,000円分を

お問合せ先：（一社）南木曽町観光協会 TEL 0264-57-2727　南木曽町役場 TEL 0264-57-2001　

2,500円2,500円2,500円
お得！

1,500円
お得！で販売！

500円券×10枚：5,000 円分
１シート3,000円分を

1,500円1,500円 で販売！
300円券×10枚：3,000 円分

６月25日から
各取扱店で

一斉に販売いたします。

店舗毎に無くなり次第終了となります。
一店舗あたり の限定販売となります。最大100シート

みんなで１シートを
シェアしよう！ 販売

使用可
購入した店舗でのみ

今
回
使
い

き
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♪



有効期限を過ぎますとご利用いただくことはできません。
購入上限は、一人一回につき２シートまでです。
購入したクーポン券は、購入した店舗でのみ利用可能です。

南木曽町事業者応援
プレミアムクーポン券

販売・有効期間

令和 4 年 6月25日～11月30日中津川市

馬籠 阿智村

飯田市

大桑村

蘭

妻籠

田立 三留野

柿其

与川

広瀬

取扱店一覧

南木曽町
エリアマップ

地区・業種別 順不同
三留野地区

飲食店
喫茶・軽食 ピエロ 読書 3592-8 0264-57-2093
大間見屋 読書 3465 0264-57-2318
お休み処 桃介亭 読書 294-7 090-2428-2998
ふくすけ 読書 3466-1 0264-57-2411
カフェ いずみや 読書 3465-2 0264-57-2482
黒木五平餅店 読書 3378-22 0264-57-2665
橋本家 読書 3594 0264-57-2062
小売・土産物
中島商店 ヒロ子の店 読書 3590-1 0264-57-2074
楯木工製作所（木工製品） 読書 3291-2 0264-57-2300
つたや菓子店 読書東栄町 0264-57-2069
㈲澤田屋 読書 3592-9 0264-57-2272
郷土民芸 石川 読書 3465-3 0264-57-2228
山川ファーム 読書 3873-4 090-5334-7454
宿泊
㈱フォークロア（結い庵） 読書 4828-1 0264-40-1001
運輸業者
おんたけ交通㈱南木曽営業所 読書 3428-12 0264-57-2346

蘭地区
飲食店
そば処 蝶家 吾妻 2285 0264-58-2175
cafe yew 吾妻 2300 0264-24-0779
小売・土産物
木曽五木工芸社（桧名刺） 吾妻 3648-3 0264-58-2213
南木曽ねこ吉村製作所 吾妻 3529-1 0264-58-2450
蘭桧笠「笠の家」 吾妻 3321-1 0264-58-2727
宿泊
大江戸温泉物語 ホテル木曽路 吾妻 2278 0264-58-1236

広瀬地区
飲食店
萬屋 吾妻 4554-1 0264-24-0787
小売・土産物
木地屋 やまと 漆畑 0264-58-2144
なつやけ工房 Mutsu mutsu 吾妻 4650-53 090-9715-4824
MAUKA LANI GOAT FARM 吾妻 4650-87 0264-58-2500
㈱ヤマダイ大蔵 吾妻 4689-51 0264-58-2052
木地師の里 ヤマイチ 吾妻 4689-239 0264-58-2041
㈲野原工芸 吾妻 4689-644 0264-58-2330
カネキン小椋製盆所 吾妻 4689-108 0264-58-2021
木曽檜木創 吾妻 4453-2 0264-58-2155
たうえ民芸 吾妻 4689-423 0264-58-2205
宿泊
ホテル富貴の森 吾妻 4644-7 0264-58-2288
滝見温泉 滝見の家 吾妻 4689-447 0264-58-2165

柿其地区
宿泊
渓谷の宿いち川 読書 1380-6 0264-57-2655
民宿 ほてい屋 読書 1719 0264-57-2420

妻籠地区
飲食店
好日珈琲 妻籠宿内 0264-24-0287
御食事処 音吉 吾妻 1223-1 0120-57-3601
俵屋 里久 妻籠宿内 0264-57-2522
しんや 妻籠宿内 0264-57-3221
中華そば 三殿社中 吾妻 986-4 080-7838-3608
鈴屋 妻籠宿内 0264-57-3891
峠の茶屋 吾妻 1646-16 0573-69-3550
おもて 妻籠宿内 0264-57-2682
えのき坂 満寿庵 妻籠宿内 0264-57-4111
道中おやき本舗 わちのや 妻籠宿内 090-1458-7496
茶房 ゑびや 妻籠宿内 0264-57-3054
木ノ花屋 妻籠宿内 0264-57-3228
小売・土産物
OBARAJUN 妻籠宿内 090-7319-0222
郷原酒店 妻籠宿内 0264-57-3021
田丸屋 妻籠宿内 0264-57-3275
岩井屋 妻籠宿内 0264-57-3008
いさばや 妻籠宿内 0264-57-3064
永徳屋 妻籠宿内 0264-57-3010
民芸品みやげ店 あぶらや 妻籠宿内 0264-57-3178
民芸品みやげ店 丸田屋 妻籠宿内 0264-57-3434
伊勢屋 妻籠宿内 0264-57-3112
寺下の丁子屋 妻籠宿内 0264-57-2327
みはらや 妻籠宿内 0264-57-4053
いんきょ 妻籠宿内 0264-57-2131
槌屋 妻籠宿内 0264-57-3175
宿泊
まるや 大妻籠 0264-57-3117
民宿 こおしんづか 大妻籠 0264-57-3029
御宿 大吉 妻籠宿内 0264-57-2595
つたむらや 大妻籠 0264-57-3235
かめやま民宿 大妻籠 0264-57-3187
松代屋 妻籠宿内 0264-57-3022
下嵯峨屋 妻籠宿内 0264-57-3124
藤乙 妻籠宿内 0264-57-3009
旅館 お食事処 波奈屋 大妻籠 0264-57-3106
運輸業者
㈱南木曽観光タクシー 吾妻 840-1 0264-57-3133

田立地区
飲食店
山下屋 田立 1383-1 0573-75-2200
髙橋渓流 田立字木屋 848-1 0573-75-4404
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