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主 催　長野県北信地域振興局
後  援　信州中野商工会議所、飯山商工会議所、山ノ内商工会、木島平村商工会、野沢温泉商工会、栄村商工会、JA中野市
　　　  JAながの、日本きのこマイスター協会、中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村

長野県北信地域振興局農政課　E-mail：hokuchi-nosei@pref.nagano.lg.jp　TEL：0269-23-0209　FAX：0269-23-2217

北信州きのこ夏フェア詳しくはWebで提供店舗
など



北信州きのこ夏フェア 2019 参加店舗（料理の写真など詳しくは Web で）

店舗名 メニュー 営業時間 休業日 住所 電話番号

1 信州中野バル
Love's Piatto　　　　信州中野キノコのアヒージョ 17:30〜23:00 火曜日 中野市中央

3-1-10 0269-26-3551

2 季節料理　和喜多 ひらたけひと株 !
ミートソースグラタン 17:00〜22:00 月曜日 中野市中央

1-10-4 0269-22-5127

3 三幸軒 きのこたっぷり!
濃厚あんかけ焼きそば

11:00〜14:00 　　　　　　
17:30〜21:00 月曜日 中野市中野

262-5 0269-26-0292

4 みなと食堂出張所
海 kai

中野市産きのこを使った
マルゲリータ  9:00〜18:00 不定休 中野市草間

1543-5 090-7194-4321

5 味蔵 月あかり ミニ天丼（かきあげ丼） 11:00〜15:00 水曜日 飯山市飯山
2941-1 0269-67-0188

6 パノラマテラス しめじピザ  8:30〜19:00
（L.O,18:30） なし 飯山市飯山

772-6 0269-62-7000

7 そば処 幸輪
玄米きのこ御膳
チラシ持参又は、「きのこフェアできた」と伝
えればソフトドリンク 1 杯サービス（1 グルー
プ 1 杯まで）

11:30〜21:00 水曜日 飯山市飯山 1200 0269-63-2978

8 ふじ味
（飯山市役所内） きのこうどん・きのこそば 11:30〜13:30 土・日・祝日 飯山市飯山

1110-1 0269-62-3111

9 洋食　ぽむ 飯山市産きのこのガレット 11:00〜14:00　　　　　
17:00〜20:00 水曜日 飯山市飯山

1702-1 0269-62-0113

10 樹庵 ランチ 11:30〜14:00（L.O）
18:00〜20:00（L.O） 不定休 飯山市飯山

3064-2 0269-62-1226

11 つるのゆ きのこ会席（要予約） 11:30〜14:00　　　　　　
17:00〜22:00 不定休 飯山市南町 27-11 0269-62-2123

12 海鮮居酒屋 一升 三種のきのこのオムレット 17:00〜23:00 日曜日
（臨時休業あり）

飯山市南町 10-1 0269-62-1800

13 ワレもこウ ジャンボ椎茸の肉詰めフライ 11:00〜14:00　　　　
17:30〜22:00

火曜日、
第 2・4 水曜日 飯山市南町 13-5 0269-67-8022

14 寿司のよし清 信州産きのこの冷やし小鉢 11:00〜14:00　　　　　　
16:00〜21:00 水曜日 飯山市南町 28-17 0269-62-2322

15 燻製 ふじ味 自家製ベーコンとスモークチーズと
舞茸のアヒージョ　バケット付き

18:30〜23:30
（L.O,23:15） 日曜日　不定休 飯山市南町 31-2 090-7801-7971

16 レストラン Surge 夏野菜ときのこのカルツォーネ
11:30〜15:30　　　　　　
17:30〜22:00　　　　　　
土日祝日は　　　　　

11:30〜22:00

月曜日
（祝日は翌日休）

飯山市静間
1377-1 0269-63-1999

17 道の駅 花の駅 千曲川
Cafe 里わ 冷製サラダうどん  7:30〜16:30 第 2 木曜日

（9 月 12 日）
飯山市常盤 7425 0269-62-1887

18 いいやま湯滝温泉 北信州産きのこたっぷりぶっかけそば（うどん） 11:00〜15:00　　　　　
16:30〜19:30 火曜日 飯山市一山 1898 0269-67-0065

19 斑尾高原ホテル
①信州産きのことチーズたっぷり焼きビーフカレー
②信州サーモンときのこのクリームスパゲティ
チラシ持参で入浴料 900 円→ 600 円

11:00〜14:00 不定休 飯山市飯山
11492-321 0269-64-3311

20 道の駅
北信州やまのうち 冷やしなめこおろしそば 11:00〜16:00 無休

（臨時休業あり）
山ノ内町
佐野 393-2 0269-31-1008

21 カフェ　レーヴ
（道の駅 FAMUS 木島平内） きのこガレット 10:00〜17:00 月曜日

（祝日は翌日休）
木島平村
上木島 38-1 0269-62-2201

22 そば処　「村」
（道の駅 FAMUS 木島平内） 季節の野菜ときのこの天ぷら 11:00〜14:00 月曜日

（祝日は翌日休）
木島平村
上木島 38-1 0269-62-2201

23 馬曲温泉　望郷の湯 5 種のきのこと海老の上天丼（8 月 19 日〜） 11:00〜14:30　　　
16:30〜20:00

水曜日
（祝日、お盆を除く）

木島平村住郷
5567-1 0269-82-4028

24 風の家 きのこのパスタ
（チラシ持参でグラスビールサービス） 17:30〜22:30 火曜日 野沢温泉村

豊郷 9494 0269-85-3244

25 栄村物産またたび 山菜そば　　　　　　　　　　　　　　
なめことろろそば  9:00〜17:00 火曜日 下水内郡栄村

北信 3746-1 0269-87-3180

26 鉄板つけ焼きそば専門店
そうげん 信州つけ焼きそばきのこと肉のせ 11:00〜14:00 　　　　　　

17:30〜21:00
月曜日夜、

火曜日
長野市豊野町
豊野沖 469-8 026-219-1316
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