作品鑑賞パスポート特典 対象店舗一覧
大町市内で作品鑑賞パスポート特典が適用される店舗の一覧です。
温泉・体験施設などで本鑑賞パスポートを提示すると、さまざまな
特典が受けられます。
営業日・営業時間は各施設にご確認ください。

博物館＆美術館 / Museums & Galleries

温泉 & 宿泊 / Hot Spring Baths＆Stay

・大町山岳博物館 Omachi Mountain Museum

・仙人閣 Senninkaku

info. (0261)22-0211

入館料 /Admission fee : ￥50 OFF

・劇団四季 浅利慶太記念館 Shiki Theatre company Museum
info. (0261)23-6112

info. (0261)22-7770

入館料 ( 大人 ) /Admission fee(Adult) : ¥100

・アルプス温泉博物館 Alps Hot Spring Museum
info. (0261)23-2834

・温宿かじか Kajika

入館料 ( 大人 )/ Admission fee(Adult) : ¥100 OFF

・重要文化財 旧中村家住宅

・七倉山荘 Nanakura Sanso (lodge)
・湯けむり屋敷 薬師の湯 Yakushinoyu

( 小人 /Children) : ¥100

・ラ・カスタ ナチュラルヒーリングガーデン

・黒部観光ホテル Kurobe Kanko Hotel

カタログプレゼント

収穫体験 / Agricultural Experience

info. (0261)22-1520

入浴料 ( 大人 ) / Day bathing fee(Adult) : ￥250 OFF

・ぽかぽかランド美麻 Poka poka land Miasa
info. (0261)29-2030

入園料：50% OFF

・西丸震哉記念館 Nishimaru Shinya Memorial Hall

入浴料 / Day bathing fee : ￥400

info. (0261)22-2759

La Casta Natural Healing Garden

info. (0261)22-1436

info. (0261)23-2834

入館料 ( 大人 ) / Admission fee(Adult) : ￥100 OFF

・上原 ( わっぱら ) の湯 Wapparanoyu

入館料 / Adimission fee( 大人 /Adult) : ￥200

info. (0261)23-3911

info. (0261)22-4006

宿泊料 (1 名につき )/ room prices : ￥1000 OFF

The Former Nakamura Family Residence, an Important Cultural Property
info. (0261)23-4760

info. (0261)22-1311

入浴料 /Day bathing fee :￥100 OFF
宿泊料 (1 名につき ) / room prices : ￥1000 OFF

入館料 ( 大人 ) /Admission fee(Adult) :¥100 OFF

・大町エネルギー博物館 Omachi Energy Museum

info. (0261)22-3211

入浴料 /Day bathing fee : ¥100 OFF

入浴料 / Day bathing fee : ￥100 OFF

手作り体験 / Handcrafting Experience
・信州松崎和紙工業 Shinshu Matsuzaki Washi Industries
info. (0261)22-0579

しおり、はがき等プレゼント

・北ヤマト園 Kita Yamato Orchard
info. (0261)22-0625

手作りジャム / Handmade Jam : ￥50 OFF

お食事処 / Restaurant
・わちがい Wachigai

アウトドア体験 / Outdoor Activities

りんごジュース or 地酒おちょこ 1 杯サービス

・青木湖アドベンチャークラブ Lake Aoki Campground & Adventure Club
info. (0261)23-1021 ※要電話予約

各種アクティビティ・レンタル等 10%OFF

・青木湖クラブ＆APC Lake Aoki Club & Lake Aoki Paddle Club
info. (080)5141-4035

・星湖亭

体験料金 /Experience fee :10%OFF

seikotei

info. (0261)22-1878

レンタル料金 /Rental fes :10%OFF、食事料金 10%OFF

info. (0261)23-7363 ※空き状況について要電話確認

