
実施期間：９月１日（木）～１１月２３日（水・祝）

※新型コロナウイルス等の感染状況等により、営業日・営業時間などが変更となる場合があります。

岡谷市
①夢マーケット田中線
〒394-0032 岡谷市若宮2-1-19
☎0266-24-2220
営業日／毎日（１～２月のみ日曜休み）
時　間／8:30～17:00（4～9月）
　　　　9:00～17:00（10～3月）
②夢マーケット横川
〒394-0085 岡谷市長地小萩2-5-3
☎0266-27-0838
営業日／毎日（１～２月のみ日曜・祝日休み）
時　間／9:00～16:30
④三沢区区民農園直売所
〒394-0048 岡谷市川岸上1-19-1
☎0266-23-0663
営業日／6～11月の月･水･土
時　間／8:00～17:00
㉛岡谷市オープンエアマーケット
〒394-0021 岡谷市郷田１－４－８岡谷蚕糸博物館
マルベリー広場
☎0266-23-4811（内線1487）（岡谷市農林水産課）
開催日／９月17日（土）、10月15日（土）、11月19日（土）
時　間／９:00～10:30
㉛岡谷農業フェスティバル
〒394-8510 岡谷市幸町8－1市役所前イベント広場
☎0266-23-4811（内線1487）（岡谷市農林水産課）
開催日／９月3日（土）
時　間／■:■～■:■
㉛岡谷市収穫祭
〒394-8510 岡谷市幸町8－1市役所前イベント広場
☎0266-23-4811（内線1487）（岡谷市農林水産課）
開催日／11月5日（土）
時　間／■:■～■:■

諏訪市
⑥夢マーケット文出
〒392-0016 諏訪市豊田257-1
☎0266-57-1938
営業日／毎日（１～２月のみ日曜休み）
時　間／9:00～17:00
⑦（株）あぐりライフ信州諏訪　中洲店
〒392-0013 諏訪市中洲3775-3
☎0266-52-1906
営業日／平日
時　間／9:30～17:30
休業日／５～９月（日曜）10～４月（日曜、祝日）
⑧さざなみ新鮮市
〒392-0016 諏訪市豊田2400-9
☎0266-53-5552
営業日／毎日（年末年始、１～２月のみ日曜休み）
時　間／9:00～16:30
⑨（株）あぐりライフ信州諏訪　豊田店
〒392-0016 諏訪市豊田2585-1
☎0266-52-1836
営業日／平日（月～土）日、祝日休
時　間／３～12月 9:30～18:00
　　　　１～２月 9:30～17:00

⑩（株）あぐりライフ信州諏訪　上諏訪店
〒392-0004 諏訪市諏訪2-11-40
☎0266-52-0503
営業日／平日（月～金）土、日、祝日休
時　間／9:00～17:00
下諏訪町
⑪すわ湖果樹園
〒393-0046 諏訪郡下諏訪町東赤砂4691-10
☎0266-28-0666
営業日／不定休
時　間／１～８月（主として自動販売機で販売）
　　　　10～12月 9:00～18:00
　　　　９月、１月 10:00～18:00
⑫下諏訪町農産物即売会
〒393-0051 諏訪郡下諏訪町3202諏訪大社秋宮前四ツ角駐車場
☎0266-27-1111（下諏訪町役場）
営業日／６月12日～10月30日（火・木・土）
時　間／6:30～7:00
茅野市
⑬下諏訪町農産物即売会イオン即売所(茅野市）
〒391-0000 茅野市中沖10-3 諏訪ステーションパーク店内
☎0266-27-1111（下諏訪町役場）
営業日／毎日（不定休）（イオン諏訪ステーションパーク店の営業日）
時　間／9:00～21:00（イオン諏訪ステーションパーク店の営業時間）
⑭米沢地場産物直売所みどり市
〒391-0216 茅野市米沢3777-1
☎0266-82-0363
営業日／１～６月中旬（水・木・土・日）
　　　　6月下旬～12月（金曜以外）
時　間／8:00～12:00
⑮望岳の湯農産物直売所
〒391-0011 茅野市玉川6128-2
☎0266-72-2101（茅野市役所内農業支援センター）
営業日／水･土
時　間／9:00～11:30
⑯宮坂高原野菜直売所
〒391-0213 茅野市豊平3273
☎0266-78-2537
営業日／6月末～11月上旬
時　間／9:00～18:00頃まで
⑰A・コープファーマーズ　サン・ライフ店
〒391-0011 茅野市玉川神之原3035-1
☎0266-73-1111
営業日／不定休（年に数回いずれかの水曜日）
時　間／9:30（日 9:00）～20:00
⑱A・コープファーマーズ　ピアみどり店
〒391-0203 茅野市豊平3066
☎0266-82-2200
営業日／不定休（年に数回いずれかの水曜日）
時　間／４～10月 9:30（日 9:00）～20:00
　　　　11～３月 9:30（日 9:00）～19:30
⑲たてしな自由農園　茅野店
〒391-0216 茅野市米沢3905-1
☎0266-75-5510
営業日／５～11月（無休）・12～４月（水曜定休）
時　間／４～12月（9：00～17：30）・１～３月（9：30～17：30）

⑳はとざわ園芸直売所
〒391-0301 茅野市北山1743-1
☎090-9353-1079
営業日／７月中旬～10月下旬（不定休）
時　間／9:00～17:00
㉑八ヶ岳農産直売所
〒391-0211 茅野市湖東6595-474
☎0266-78-0141
営業日／７～10月（７～９月 木休）（10月 不定休）
時　間／9:00～17:00
㉒柿澤農園（代表者：柿澤龍太郎）
〒391-0301 茅野市北山8870-1234
☎0266-78-2468
営業日／７～11月（不定休）
時　間／9:00～18:00
㉔ポニーハウスサラダガーデン
〒391-0301 茅野市北山蕨原5668-1
☎0266-78-3878
営業日／５～10月（毎日）
時　間／10:00～16:00
富士見町
㉖道の駅「信州蔦木宿」
〒399-0214 諏訪郡富士見町落合1984-1
☎0266-61-8223
営業日／火曜以外
時　間／平　日 9:00～17:00
　　　　土日祝 9:00～19:00
㉗A・コープファーマーズ　富士見店
〒399-0214 諏訪郡富士見町落合9984-1025
あぐりモール富士見内
☎0266-62-2090
営業日／不定休（年に数回いずれかの水曜日）
時　間／9:30～20:00（日・祝日 9:00～）
原村
㉘A・コープ　原村店
〒391-0104 諏訪郡原村払沢11909-2
☎0266-79-4995
営業日／不定休（年に数回いずれかの水曜日）
時　間／9:30（日 9:00）～20:00（4～10月）
　　　　9:30（日 9:00）～19:30（11～3月）
㉙たてしな自由農園　原村店
〒391-0111 諏訪郡原村18101-1
☎0266-74-1740
営業日／５～11月（無休）・12～４月（水曜定休）
時　間／４～12月（9:00～17:30）
　　　　１～３月（9:30～17:30）
㉚八ヶ岳中央農業実践大学校直売所
〒391-0112 諏訪郡原村17217-118
☎0266-74-2080
営業日／定休日なし
時　間／平日 9:00～17:00
　　　　土・日・祝日 8:00～17:00

農産
物関
連イベント・直売所巡り （応募ハガキは１１月３０日必着）

実施期間：９月１日（木）～１１月２３日（水・祝）

スタンプラリー対象の農産物直売所等スタンプラリー対象の農産物直売所等 ※写真はイメージです。

★３つの異なる市町村で１ヶ所ずつの直売所等を巡り、
　販売の商品を購入（金額は問いません。）の上、　
　３つのスタンプを押印し、応募してください。
★抽選で、牛肉などの長野県産の特産物や加工品
　３,０００円～６,０００円程度の賞品が３０名様に
　当たります！

3つの異なる市町村を
巡って、長野県産の特産物

や

加工品を当てよう！
3つの異なる市町村を
巡って、長野県産の特産物

や

加工品を当てよう！

3市町村を巡る3市町村を巡る



スタンプ押印欄※3つの異なる市町村の押印が必要となります。

応募用紙

諏訪農業農村支援センター農政係

応　募　要　領

※下記の表を切り取り、ハガキの裏面に貼り付けて応募願います。

１　応募は長野県に在住する方に限ります。１家族（1世帯）につ
　き１枚の応募として、それを超える応募をされた方はすべて無
　効とします。
２　表面に記載の直売所等がスタンプラリーの対象となります。
     応募を希望する方は、３つの市町村で１ヶ所ずつの直売所等を
　回り、そこで販売されている商品を購入して（金額は問いませ
　ん。）、応募用紙の押印欄に３つスタンプを押印してください。
　（同一の市町村に存在する３つの直売所など、単に３つの直売
　所ではないことに注意してください。）基準に満たない応募は
　無効とします。
３　応募用紙に郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号・応募の動機
　を記入していだだき、３つの市町村で１ヶ所ずつの直売所等の
　スタンプの押印を確認し、応募用紙を官製ハガキの裏面に貼
　り付け、令和4年11月30日（水）必着（別欄に記載の委託会社
　あて）で応募してください。なお、専用の応募用紙が手元にな
　い場合、スタンプの押印、必要事項の記入等があれば、応募用
　紙によらない応募も可能とします。

４　対象の直売所等で購入した賞品を、厳正な抽選の上、30名の方に
　お送りします。発送は令和5年１月頃を予定しており、当選者の発表
　は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
５　賞品は諏訪地域産又は長野県産の特産物や加工品である牛肉、お
　米、味噌、地酒セット、ワインセット、りんご・トマトジュース、ソーセ
　ージ・ベーコン詰合せ、チーズの詰合せ、野菜セット、生蕎麦セット、
　寒天セット、瓶詰め・缶詰・袋詰めいろいろ、カレーセット、ジビエセ
　ット、五平餅セット、県内ＪＡ直売所で使える商品券等を想定してい
　ますが、諸般の事情により変更となる場合があります。また、応募
　者が賞品を選ぶことはできません。
６　取得した個人情報は、今回の事業以外には使用いたしません。
７　直売所訪問の際は、新型コロナウイルスの感染予防に十分留意し
　ていただき、密にならない等の配慮をお願いします。
８　新型コロナウイルスの感染状況等により、直売所等の営業の中止・
　変更等も考えられますので、参加者は、イベント開催の有無、直売所
　の休業日・営業時間等をあらかじめ確認の上、直売所等へお出かけ
　ください。

TEL.０２６６-５７-２９１２
（８:30～17:15 土日祝日除く。）
※ホームページにも情報があります。
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諏訪農業農村支援センター　スタンプラリー事業

お問い合わせ先

応募のあて先

★応募は長野県に在住している方に限り、
　１家族で１通を限度とします。
★3つの異なる市町村で1ヶ所ずつの直売所
　等を回り、商品を購入して応募願います。

注 意 事 項

〒380-0803
長野市三輪１丁目16-17

3 8 0 0 8 0 3

長野市三輪１丁目16-17

第一企画(株)
  農産物スタンプラリー
　　　　　事業係  あて

第一企画(株)
  農産物スタンプラリー事業係  あて

スタンプ押印欄
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（表面）

（裏面）

※委託会社
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3市町村を巡る3市町村を巡る
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