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出展場所

地図番号

電話番号

期間中の営業時間

駐車場

ホームページQRコード
(スマートフォン等で
 読み取ってください)

特別参加枠

p６/あ-2 お子様ご遠慮ください

体験あり

期間中のみ公開

クレジットカード可

studio詩器
磁器のうつわ

日々のくらしを彩る磁器のうつわと花器を揃
えています。やわらかいフォルムと淡い乳白
色で調和された作品を手に取ってご覧くださ
い。プレゼント企画もご用意しています。

ALICE　CRAFT
木工、ステンドグラス

木工、鉄鋼、ステンドグラスなどをコラボし
て、作品を作っています。
４回目の参加になりますが、今年も新しい作
品を制作しています。

古閑良彦

9:30～16:00
090-6558-7727
150台

木工クラフト

9:30～16:00
090-3333-7410
150台

主に広葉樹を用いた多種多様な小物インテリ
アです。見て楽しく、作って楽しい作品づく
りを心掛けています。工芸品とは趣が異なり、
こんなものも木工ろくろで出来るのか、と
思ってご覧いただければ幸いです。

香房ぴあにっしも
フラワー

水のいらない多肉ちゃん、グラスの中のフラ
ワーアレンジを作っています。お花のある暮
らしを提案しています。

熊ちゃん美術館

安曇野市三郷温3035-52
10:00～16:00
0263-77-6054
3台

銘木板絵画1

木の香りの中で、四季折々の草花が一面に咲
いています。好評だった小さな板絵も販売し
ます。

工房がま口屋YAYA

安曇野市三郷明盛1500-45
10:00～17:00
090-4158-9660
3台 その他周辺

がま口作品、雑貨2

がま口専門工房です。がま口小物からバッグ
まで、一つひとつ心を込めて制作しています。
和洋柄を多数使用し、専門工房ならではの珍
しい口金も魅力のひとつです。その他ハギレ、
動物のアロマストーンも特別販売します。

古や

安曇野市三郷温6852
10:00～16:00
090-7710-2525
8台

欅の木工品3

樹齢約 400 年のケヤキの大樹で作った写真
立てやテーブル、イス、装飾台など身近にあ
る作品を揃えています。塗装剤を使わずクル
ミで磨くナチュラルテイストが特徴で、お子
様でも安心安全にお使い頂けます。

ひつじのめぐみ

安曇野市堀金烏川781-4
10:00～15:00 平日はAMのみ
090-1807-4075
5台

長野県毛糸、羊毛5

今年は、堀金のひつじのめぐみ第２ファーム
にて参加させていただきます。この期間だけ
のOPENになります。
長野県の羊毛を使用した毛糸、布、ニット、
帽子を展示販売します。

安曇野市三郷温5911-1 HAMAフラワーパーク内
かんてんぱぱ安曇野店 2階ギャラリー

安曇野市三郷温5911-1 HAMAフラワーパーク内
かんてんぱぱ安曇野店 2階ギャラリー

安曇野市三郷温5911-1 HAMAフラワーパーク内
かんてんぱぱ安曇野店 2階ギャラリー

安曇野市三郷温5911-1 HAMAフラワーパーク内
かんてんぱぱ安曇野店 2階ギャラリー

9:30～16:00
090-9800-6422
150台

9:30～16:00
080-5144-9331
150台

お子様ご遠慮ください 特別参加枠体験あり期間中のみ公開 クレジットカード可
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アトリエ松峰

安曇野市穂高柏原4652-18
10:00～16:00 ※11/5,6のみ開催
090-2339-3717
4台

詩歌、詩文を書で表現9

読んでいただける書にこだわった作品を展示
します。お気軽にお出かけください。

グラス・アート瑠璃工房

安曇野市穂高8207-4
9:30～17:00（最終日16:00）
体験受付：営業終了1時間前まで
0263-82-9714
10台

ガラスアクセサリー11

とんぼ玉とガラスアクセサリーの創作工房で
す。 “お好きなとんぼ玉で作るブレスレット
体験（1000 円）”は、小さなお子様から大人ま
で、リピーター続出です。

着物リメイクサロンはせがわ

安曇野市穂高柏原2803-1
10:00～16:00
080-6332-6276
10台

着物リメイク10

大島紬や銘仙、かすり、絞りなどの着物をリメ
イクしました。コート、チュニック、ベスト、
ワンピースやパンツなどをお手頃なお値段で販
売します。オレンジ色のトレーラーハウスでお
待ちしています。ぜひお出かけください♪

マジックミシン穂高店

安曇野市穂高有明10568-1 ザ・ビッグ穂高1F
11:00～18:00
0263-83-8077
100台

草木染めの衣服12

洋服の直し・仕立て職人が、安曇野の自然を
感じ、楽しみながら作っている草木染めの布
や服を販売します。その喜びを作品から感じ、
装いを楽しんでもらいたいです。サイズ調整
やリメイク、オーダーなどもできます。

ガラス体験　遊び心

安曇野市穂高有明7999-6
10:00～15:00
090-2467-8722
6台

ガラスハンコ作り体験13

紙に自由に描いた字や絵が、40 分でガラス
のハンコになる体験ができます。小さなお子
様でもできます。絵を描くのが苦手な方には、
可愛いイラスト枠もご用意しています。

カフェギャラリー安曇野縁縁

安曇野市穂高有明8138-7
9:00～17:00
090-1545-1787
８台

カフェ＆ギャラリー14

クラフト作家の大塚浩司さんが、小谷から安
曇野までの山々を HB の鉛筆一本で精細に描
いた原画及びプリント作品を展示します。期
間中は、ちぎり絵のポストカードを先着５名
様に差し上げます。カフェもオープンしてます。

手作りの店茶々

安曇野市堀金烏川3128-1
10:00～17:00
0263-88-8344
10台

パッチワーク・キルト6

茶々オリジナルの手作り小物、バッグ、タペ
ストリー、キット、古布のつるし飾り、着物
をリメイクした洋服、洋風・和風布地、キル
ト材料を販売します。期間中、布地・材料類
の割引あります。

ポワ ド サントゥール

安曇野市堀金烏川1888-１
10:30～15:00
090-4662-1028
3台

花・アクセサリー7

ものづくりを通してご自分と向き合う時間を
楽しんでいただき、安曇野の「素敵・美味し
い」情報、そしてキレイな写真が撮れるコツ
をシェアさせていただきます。

カレン

安曇野市堀金烏川1731-3
10:00～16:00
0263-73-7485
3台

フェルトクラフト雑貨8

普段の生活をより楽しむためのクラフトと花
を扱っています。フェルトと自然素材やワイ
ヤーを組み合わせたオブジェ、一輪差し、ア
クセサリーなど、気持ちがなごんでもらえる
ような作品づくりを心掛けています。

ギャラリー・工房  ぬく森

安曇野市穂高有明8129-1
9:30～17:00
0263-84-4133
12台

木工、手作り雑貨  他15

フクロウが節穴から覗いているのが特徴の
「工房ぬく森」の木工品やバードカービング、
古布を使った雛人形などを展示します。期間
中、フェルトと折紙の講習会を開催します。

特別参加枠とは…　他地域で暮らす作家さんのための参加枠を作りました。文化の交流とともにお客さまにも楽しんでいただけたら幸いです。
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いとうよしこ(アトリエむう)

10台

絵とカードなど

透明水彩絵具や鉛筆などで、気ままに絵を描
いています。４日間限りの作品展です。花の
水彩画、動物たちの鉛筆画・カードなど、新
作を中心に展示します。詳しくは、アトリエ
むうのＨＰをご覧ください。

アトリエふいゆ
花の肖像画

四季折々の花姿そのままに、透明水彩絵の具
と鉛筆で描きました。花は人にとって身近な
自然で、最もポエジー。花をとりまく空気や
風、香りを感じていただければ幸いです。

ギャラリー レクラン

安曇野市穂高有明7686-1 ギャラリーレクラン
10:30～16:30(平日)
10:30～17:30(土日祝）
0263-31-6969
10台

ブレ・ノワールに併設

花や動物の絵・カードなどの「アトリエむう」、
花の肖像画 L'image Botanique の「アトリエ
ふいゆ」、「刺し子屋わらべすく」、そしてデ
ジタルねこ絵の「ねこじゃらし」の作家４人
による力作を展示します。

刺し子屋わらべすく
刺し子

おうち時間を楽しく過ごすためのアイテムと
して大人気の刺し子です。紺地に白も素敵で
すが、カラフルなモダン柄も興味深いです。
刺し子の小物やキットを用意しております。

工房　ねこじゃらし
猫のイラスト

初参加です。可愛くて面白い、ちょっとミス
テリアスな表情の猫たち、ノラ生活を頑張っ
て生きてる猫たち、どの猫も魅力いっぱいで
す。こんな猫たちの魅力を、皆さんと共有で
きたら嬉しいです。猫好き集まれ！！

安曇野市天蚕センター

安曇野市穂高有明3618-24
9:00～17:00
0263-83-3835
7台

伝統工芸18

穂高有明の地で育まれた緑の繭「天蚕」につ
いての展示や、製品の販売をしています。期
間中は、天蚕糸を使ったワークショップを開
催するので、この機会に天蚕と触れ合ってみ
てください。

安曇野山岳美術館

安曇野市穂高有明3613-26
10:00～16:00
0263-83-4743
8台

美術館19

来年開館40年を迎える山岳画専門美術館です。
日本山岳絵画の先駆者、吉田博・足立源一郎
をはじめ、日本を代表する山岳画家たちが山
に登って描いた作品を展示します。美術館で、
日本の山や世界の山に登ってみませんか。

ベア工房  アイザックベル

安曇野市穂高有明2186-57
10:00～16:00
080-5530-4701
5台

ベア、材料、教室20

手作りのテディベアの魅力を発信！アンティー
クが似合う森の家を、期間限定で開放します。
薪ストーブとテディベアで癒しの時をお過ごし
ください。ベア作品、小物販売、テディベア教
室の作品展と、教室のご案内もしています。

十色屋

安曇野市穂高有明2186-112
10:00～16:30
0263-83-2289
6台

染色工房のshop21

十色屋の染色作品の他に期間限定で、coyum.
さんのおしゃれなイラスト、acaricca さんの
華やぐアクセサリー、t.poketto さんのカワ
イイぬいぐるみを展示販売します。楽しい作
品いっぱいでワクワクの４日間です！

安曇野市穂高有明7686-1 ギャラリーレクラン
10:30～16:30(平日)
10:30～17:30(土日祝）
0263-83-7804

10台

安曇野市穂高有明7686-1 ギャラリーレクラン
10:30～16:30(平日)
10:30～17:30(土日祝）
080-3494-9047

10台

安曇野市穂高有明7686-1 ギャラリーレクラン
10:30～16:30(平日)
10:30～17:30(土日祝）
0263-31-6969

アトリエ　エクリール

安曇野市穂高有明7602-4
10:00～16:00
0263-83-5431
5台

カリグラフィー16

カリグラフィーとは西洋の書道という意味で
す。今年は西洋と東洋の融合をテーマに和と
洋の作品を展示します。店内では手作りのシ
フォンケーキやショートケーキもあり、テイ
クアウトも出来ますので、是非いらして下さい。

お子様ご遠慮ください 特別参加枠体験あり期間中のみ公開 クレジットカード可

安曇野市穂高有明7686-1 ギャラリーレクラン
10:30～16:30(平日)
10:30～17:30(土日祝）
0263-31-6969
10台
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shibatamichiko_glass

20台

ガラス

９年ぶりの参加です！安曇野の自然を楽しみ
ながらガラス制作を続けています。ランプ、
キャンドルホルダー、グラス、一輪挿し、手
作りビーズアクセサリーなど、見て楽しい、
使って楽しいガラスを作っています。

クラフトショップ安曇野特別展
工芸作品、コンサート

安曇野市の文化財である鐘の鳴る丘での工芸
作品展と、さまざまなコンサートや舞踏など、
松尾寺から続く美しい庭園とともに秋の一日
をお楽しみください。

クレイジーk

安曇野市穂高有明2189-10
11:00～16:00
090-4180-1630
2台＋近くに３台

藁細工、アイアン等22

森の中にある静かな別荘地の小さなアトリエ
です。北欧クラフトを中心にヒンメリやクラ
フト材の籠、稲の穂先だけを使った「みごほ
うき」、パッチワークのバッグなど、手仕事
の好きな仲間の作品を展示販売しています。

Phi Guitars (ファイギターズ)

安曇野市穂高有明8830-1
10:00～16:00
050-5242-1279
４台

ハンドクラフトギター23

個人制作ならではの斬新なデザイン、鳴りの
良いギターを目指しています。
眺めて、手に取って、音を聞いて、そして感
じてください。期間中、在庫処分セールを行っ
ています。

ふくろう工作舎
和紙を使った灯り

スイッチを回して灯りをつけると眠そうなふ
くろうが目を覚ます和紙のふくろうランプを
ワークショップで作れます。灯りをつけると
昼の眼から夜の眼に変わる猫ライトも仲間入
り。

木鉄工房風ノ森
木工・鉄工クラフト25

有明山麓にある木と鉄の工房です。家具、照
明、時計、いろんな雑貨を手作りし、販売し
ています。木のやさしさ、鉄の力強さに触れ
てみませんか？作品づくりのエピソードにつ
いてもお話します。　

秀太郎工房

安曇野市穂高有明7363-2
10:00～17:00
0263-83-7523
6台

木工家具26

明るい森の中にある家具の工房です。デザイン
性があり体に優しい種類豊富な木の椅子の他、
様々な家具が見られます。新作も用意していま
すので、椅子に座ったり工房を見ながら理想の
家具を探しに来てください。

Wayuqui  jewellery

安曇野市穂高有明7365-56
10:00～17:00
080-5140-5075
3～4台

ジュエリー27

身につけた時に美しくなるように調合された
ゴールドや魅力的な石を使い、デザイナーと
の対話から生まれるジュエリーを用意してい
ます。誰かの特別な物になりますように。お
茶もご用意してますので、ごゆっくりどうぞ。

安曇野市穂高有明7327-81 鐘の鳴る丘集会所
10:00～16:00
090-4464-9771

20台

安曇野市穂高有明7327-81 鐘の鳴る丘集会所
10:00～16:00
090-4464-9771

20台

安曇野市穂高有明7327-81 鐘の鳴る丘集会所
10:00～16:00
090-4462-4142

3台

安曇野市穂高有明8936-2
10:00～17:00
090ｰ4821ｰ0204

安曇野スタイルガイドブックはWEBでも閲覧できます！グーグルマップと連動していて便利！→　azuminostyle.com
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キモノリメイク　華琉はる

穂高有明7396-18森の温泉宿どんぐり
10:00～16:00
090-4860-3380
4台

着物リメイク服、雑貨28

優雅な光沢、しなやかで軽くシワになりにくく
て丈夫な大島紬を中心に、着物リメイク服や布
小物、アクセサリー、雑貨の他、クイリングアー
ト体験など揃えました。今年は場所が変わりま
す。スキな物が見つかると嬉しいです。

みっぴー工房

安曇野市穂高有明7352-32 ろっぢ安曇野遊人
10:00～16:00
090-2257-6839
８台

木のおもちゃと雑貨

想像力をたくさん使って遊べるおもちゃをデ
ザインし、手作りしています。また、木と紐
を組み合わせた時計やバスケットなどもあり
ます。” つくってみよう！木のおもちゃ” の
ワ－クショップもあります。

p14／A

5



ささなき道具店

安曇野市穂高有明7352-32 ろっぢ安曇野遊人
10:00～16:00
0263-83-5412
8台

木の生活雑貨

池田町で、木を使った衣食住の道具を製作し
ています。

シモツキ

安曇野市穂高有明7350-34
10:00～16:00
090-3939-2580
4台

手織り、器、雑貨30

３年ぶりの参加です。使い勝手がよく愛着を
もってもらえるような小物を手織りで作って
います。岐阜の「ななはち窯」さんの器やレ
トロな雑貨も並びます。場所はカフェ「たび
茶」さんの真向かいです。

ひつじ工房はなな

安曇野市穂高有明7348-20
10:00～16:00
090-5854-4302
5台

創作羊毛31

有明山のふもとの小さなアトリエで、ほのぼ
のとした羊毛の作品を作っています。羊毛
フェルトの楽しさを、ゆったりと皆さんとお
話したいです。創作風景もご覧ください。　

ペンギンハウスギャラリー

安曇野市穂高有明7300-38
10:00～17:00
090-1868-3727/090-4153-2109
６台

家と家具とペンギン32

ギャラリーセレクトの作家の作品と、オー
ナー製作のテーブル、椅子、小木工品を展示
販売します。ペンギンがお迎えする年に一度
のオープンギャラリーです。注文家具や内装
工事のご相談も承ります。

アトリエやすこ

安曇野市穂高有明7549-15
10:00～17:00
090-6120-7192
3台

こぎん刺し33

こぎん刺しをほどこしたスマホポーチや裂き
織りと帆布を合わせたバッグ、手編みのニッ
ト製品、素朴な木の器などをご用意していま
す。カラフルな色模様でおもてなしします。

アトリエ･ネイチャーハウス

安曇野市穂高有明7543-20
10:30～15:00
0263-75-7801
4台

自然派アクセサリー34

自然の中で出逢ったお花や葉っぱたち……。
その一瞬を止めてみたら、藍染など自然の色
で染めてみたら、こんなステキなアクセサ
リーに生まれ変わりました。

竹内硝子製作所

安曇野市穂高有明7550-25
10:00～16:00
0263-87-8562
4台

ガラス工芸35

普段はひっそりと製作している工房ですが、
期間中は工房を公開し、一部作品の展示と販
売を行います。

安曇野　貴生の森

安曇野市穂高有明5718ー117
9:00～16:00
090-8328-9060
10台「松風ハウス」様の駐車場

バッグ・普段着・小物36

バッグやタペストリー、普段着、小物など、
丁寧に心を込めて手作りしたものたちが勢ぞ
ろい。掘り出し物や素材、また、プレゼント
コーナーもご用意しています。どうぞ、手仕
事の世界をお楽しみくださいませ。

お子様ご遠慮ください 特別参加枠体験あり期間中のみ公開 クレジットカード可

atelier09

北安曇郡松川村713-26
10:00～16:00
090-4230-2989
4～5台

手縫い革作品

ビンテージ・エアストリームで革の製作活動
をしています。以前よりパワーアップした姿
で、皆さんを楽しませます。今年も天気が良
ければ、“夜の安曇野スタイル” を考えてい
ます。

29

38
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クラフトHAGI　萩原 実

北安曇郡松川村 4302-5
10:30～17:00
090-1868-4854
3台

木工クラフト37

ポプリやドライハーブなどの自然の香りを玄
関やベッドサイドなどで楽しむ木のボックス
を中心に展示販売します。お買い上げの方に
は、ドライハーブをプレゼントします。
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結人−むすびっと−

安曇野市穂高996-1
フロレスタ安曇野 横ガレージ
10:00～16:00
090-2674-2636
４台

機能する手紡ぎ服41

安曇野の風土に適した被服や衣生活を、糸を
紡ぐことからを考えます。身の回りの自然素
材が綿になり、糸になり、布になるところま
でをご案内します。

no.f

北安曇郡松川村713-26 atelier09
10:00～17:00  ※6日は13時まで
090-8328-1129
4～5台

刺繍アクセサリー

身近にある自然をモチーフに、ひと針ひと針
手刺繍で制作しています。いつもの風景が少
し特別なものになりますように。
今年は atelier09 さんのアトリエで展示させ
て頂きます。

鳥倉ストーブ

北安曇郡松川村713-26 atelier09
10:00～16:00
090-8328-2013
4～5台

鋼板製薪ストーブ

オーダーメイドで薪ストーブを製作していま
す。台形を基本としたミニマルなデザイン、
暖かさ、使いやすさを重視した薪ストーブで
す。小屋などで利用できる新作の “タイニー
ストーブ” を２種類展示します。

クラフト陶片木

北安曇郡松川村西原3363-1092
9:00～17:00
0261-62-7668
3台

陶と木のショップ39

色土を使った陶の作品と自然の木の色を使っ
た木の作品がある小さなギャラリー&ショッ
プです。
※信濃松川駅より車で５分　※ちひろ美術館
より約 500m

あづみ野ガラス工房

安曇野市豊科南穂高5076-17
9:00～16:30
0263-72-8030
30台（安曇野の里駐車場）

ガラス作品401

当工房で丹精こめて作った作品を販売してい
ます。ショップ内からは、実際にスタッフの
作品制作の様子をご覧いただけます。また、
吹きガラス体験で世界に一つだけの作品を作
ることができます。

クラフトショップ安曇野

安曇野市穂高5971-1
10:00～16:00
0263-88-5563
10台

ショップ＆カフェ42

木工、ガラス、ステンドグラス、皮、織、陶、
つる工芸、書、絵画、刺繍、切り絵、ウッドター
ニング、和紙の灯、タイルアート、漆作品あ
ります。期間中、日替わりでハンドメイド作
家の展示を行います。

ひつじ屋

安曇野市穂高5951-1
10:00～17:00
0263-82-3888
5台

カフェとギャラリー43

地元作家を紹介するギャラリースペースの
他、カフェ、レンタサイクル、レンタカー、
おみやげコーナーなど、多彩に営業中。安曇
野スタイルを旅する皆さんのお役に立てる
店、ホッとできる場所でありたいと思います。

あづみ野バザール若松屋本店

安曇野市穂高4337-2
9:00～19:00
090-9008-6986
９台+臨時５台

安曇野市穂高4337-2 あづみ野バザール若松屋本店
9:00～19:00
090-9008-6986
９台+臨時５台

カフェ昭和レトロ、籠

【おもてなし特典】あります。暖簾をくぐっ
て「あっ！」と驚く品揃え。昭和レトロから
北欧雑貨、山葡萄籠、自家焙煎珈琲、ジェラー
トなどあります。若松屋本店は穂高駅から歩
いて 800ｍ。穂高神社店も要チェック。

若松屋山葡萄籠展
山葡萄籠・財布・飾り

新作の山葡萄籠、財布、太い蔓、繊細な蔓、
革や竹、アケビとコラボ作品もあります。籠
ご購入の方、お好きな飾り細工１点進呈しま
す。

おかえぐみ

安曇野市穂高4373
10:00～16:00
090-4181-8851
5台

木・布・陶器・野菜45

木製雑貨、陶器小物、オーガニック野菜、加
工品、アンティーク物もあります。今年は布
小物も登場します！飾り棚、トイレットペー
パーフックのワークショップもあります。

安曇野スタイルでは来年も参加者の募集をします。４〜５月頃に募集を開始する予定です。お問い合わせ：azuminostyle.nw@gmail.com

38 38
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人形の服工房キャサリン

安曇野市明科中川手3839-2 龍門渕てらす
10:00～16:00
090-9353-1374
20台　龍門渕公園の駐車場

人形の服と小物

リカちゃん人形の服を中心に、着せ替え人形
の服と小物を作っています。豪華なドレスか
ら普段着、パジャマまで、いろいろ取り揃え
ています。可愛いオマケもありますよ。

楽趣"未さ緒。

安曇野市明科中川手3839-2 龍門渕てらす
10:00～16:00
090-3343-3807
20台　龍門渕公園の駐車場

エコクラフト

紙バンドを使って、花結びで編んだバッグで
す。カラフルな色が可愛いです。ショルダー
がおすすめです。

chocot＋

安曇野市明科中川手3839-2 龍門渕てらす
10:00～16:00
090-4002-9921
20台　龍門渕公園の駐車場

たわし動物　他

たわしで作った動物「森のなかまたち」を展
示販売します。お気に入りの子を見つけてく
ださい！

アトリエ 輝暉

安曇野市明科中川手3839-2 龍門渕てらす
10:00～16:00
090-1865-4464
20台　龍門渕公園の駐車場

アクセサリーと花雑貨

本物のお花を使用したアクセサリー、雑貨、
癒しの七色の虹を放つサンキャッチャーなど
を販売します。

安曇野髙橋節郎記念美術館

安曇野市穂高北穂高408-1
9:00～17:00
0263-81-3030
普通車50台、大型バス3台

美術館47

｢秋季展示｣開催中。漆の芸術家・髙橋節郎の
作品とともに茅葺屋根の主屋や庭園の紅葉な
どもご鑑賞ください。期間中は｢かんたん沈
金講座｣( 当日参加可・予約優先・最終受付
15時 )を開催中。詳細は当館まで。

グラスアートMaua

安曇野市穂高北穂高2543-10 かじかの里公園
9:30～16:00
080-5141-5570
25台

安曇野市穂高北穂高2543-10 かじかの里公園
9:30～16:00
090-5412-5716
25台

安曇野市穂高北穂高2543-10 かじかの里公園
9:30～16:00
090-5412-5716
25台

安曇野市穂高北穂高2543-10 かじかの里公園
9:30～16:00
0263-72-7416
25台

ガラス＆セラピー

３日 (木 )・４日 (金 )午前・６日 (日 )営業。
ステンドグラスとアートセラピーのアトリエ
です。体験キットで素敵なステンステンドグ
ラスが作れます。制作時間は１時間程度。ご
予約の方を優先させていただきます。

工房から箱
陶器

日常使いの器を中心に展示します。
抽選で、出展作家の作品が当たるイベントも
開催しております。是非お立ち寄り下さい。

Wood Work Shop 大地
木工家具

無垢の材で作った家具を展示します。シンプ
ルで飽きのこない物づくりを心掛けていま
す。木の優しい手触りや表情をお試しくださ
い。紅葉が美しい公園で素敵な仲間たちと出
展します。

豊科たんぽぽ
キャンドル、陶芸

季節に合ったかわいい陶芸の置物と四季彩
キャンドルを展示販売します。手芸製品は一
つひとつ丁寧に仕上げました。お気に入りの
作品を探しに来ませんか。

お子様ご遠慮ください 特別参加枠体験あり期間中のみ公開 クレジットカード可

46 46

46 46
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山猫mamの籐ギャラリー

安曇野市明科七貴4396-2
10:00～16:00
090-2241-1860
15台

籐かご49

籐やあけび蔓、くるみの樹皮、草の繊維など
の自然素材を使い、「編む・組む・織る・捲く・
結ぶ」あらゆるテクニックとアイディアを取
り込んで様々な形に挑戦し、思うままに創造
して手仕事を楽しんでいます。
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藤田千絵子
陶磁器

「素朴で使いやすい器」を心がけてひとつひ
とつ丁寧に制作しています。期間中はあらた
しや『ハナレ』３人展 10 周年の記念品を抽
選で差しあげます。恒例になった３人展限定
コラボ商品もお楽しみに！

布・色あそび　なおみ
創作布バッグ・小物

風合い豊かな生地で配色を楽しみながら、使
いやすいバッグや布小物を作っています。通
常は、布・色あそび なおみの常設展として、
火・金 13 時半～ 16 時 OPEN。三人展は 11
月の通常営業日も開催します。

友禅工房香庵　古根 香

安曇野市明科七貴8440 あたらしや『ハナレ』
9:00～17:00
090-4180-6986
5台　※第2駐車場あり

手描き友禅染め

カワイくてヘンテコでちょっと和風なオリジ
ナルの友禅染。そんな染額や布小物たちが並
びます。お裁縫部門の「なまけももん」も初
登場。そしてなんと！今年は３人展が 10 周
年を迎えます !!

ストーブ＆クラフトショップ山風舎

北安曇郡池田町会染9004-9
10:00～18:00
0261-85-2483
15台

雑貨・クラフト51

地元作家さんのクラフト作品や毎日の暮らし
が楽しくなる雑貨、薪ストーブアクセサリー、
薪ストーブを多数展示販売しています。暖か
さを体感してください。

わきざか

池田町会染7969-53
10:00～16:00
0261-62-0023
3台

中尾万作　和食器52

中尾万作の和食器、撮影用に使われた和洋食
器、パブリック、テーブルクロスなどを販売
します。

民宿 山想

北安曇郡池田町会染3614-2
10:30～15:00
0261-85-4384
5台

木工、陶器、花苗等53

木の手作りアクセサリーや様々な模様が美し
い磁器、動物をモチーフにした陶芸作品のほ
か、池田町産の花苗、ハーブなどを販売しま
す。北アルプスが一望できるリビングやテラ
スで、ごゆっくりおくつろぎください。

ギャラリー　カザール

北安曇郡池田町１丁目4128-5
10:00～16:00
090-7214-8989
6台

絵画・パステル他54

安曇野の色々な情景・人物等を主にテーマに
2 人作品を紹介しております。お茶など飲み
ながら、晩秋のひとときをお楽しみください。

安曇野ＳＫＹ版画工房

北安曇郡松川村5721-1481 安曇野SKY版画工房
10:00～17:00
0261-62-6398
6台

シルクスクリーン版画

染色技法の型染めなどから発展した「シルク
スクリーン版画」の工房です。安曇野の風景
を版画にする福本吉秀、クロネコがテーマの
伊藤陽、動物大好き marie ３人の版画を展示
します。

おさいほうばこ

北安曇郡池田町5丁目1942-30
10:00～15:00
090-4161-7154
15台

手作り服・小物56

手仕事好きな素敵な 90 代の女性から刺激を
受けて始まったグループです。今回で２回目
の参加となります。服、セーター、バッグ、
小物などを取り揃えました。お気に入りの作
品を見つけていただければ嬉しいです。

安曇野市明科七貴8440 あたらしや『ハナレ』
9:00～17:00
090-1865-1855
5台　※第2駐車場あり

安曇野市明科七貴8440 あたらしや『ハナレ』
9:00～17:00
090-1865-1855
5台　※第2駐車場あり

50

50

50

☆スペシャルサンクス☆　班長、前代表、並びにご協力くださいました皆様、無事にガイドブックを制作することができましたこと感謝申し上げます。
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クロネコ研究所　伊藤陽

北安曇郡松川村5721-1481 安曇野SKY版画工房
10:00～17:00
0261-62-6398
6台

シルクスクリーン版画

シルクスクリーン版画の技法で作ったネコの
版画やバッグ、T シャツ、marie のオリジナ
ルグッズなど、新作を中心に展示販売します。
モデルを務めるクロネコ姉妹に会いに来て
ね。
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ナポリピッツァTASUKU

安曇野市堀金烏川3132-1
11:00～18:30  Lo
0263-87-7729
17台

ナポリピッツァ専門店

ナポリピッツァ職人協会の認定職人が、伝統
の手法と地元食材でつくるナポリピッツァ専
門店。古民家を改装した店内は落ち着いた雰
囲気です。

cafe　凡凡舎

安曇野市穂高牧164-12
10:00～17:00
0263-87-0654
15台

カフェとギャラリー

北アルプスの眺望抜群のカフェ。地元食材を
中心とした手作り料理と堀口珈琲のスペシャ
リティコーヒーをご用意しています。今年の
スタイルでちょうど 5 周年。5 周年を記念し
て、人形作家 直さんの作品を展示します。

こだま食堂

松本市梓川梓4190
11:30～15:00
0263-78-3958
10台

森章子のやきもの展

深まる秋に似合う器を探しにきませんか。今
年も森章子さんの温かみを感じる器が、店内
に並びます。スパイスカレーとチャイで体を
ホクホク、素敵なものに触れながら心もホク
ホクしませんか。

虹の村陶苑

安曇野市穂高有明2252-1
10:00～17:00
0263-83-3832
9台

カフェ＆ギャラリー

手づくりのケーキを、手づくりのカップに入
れた手淹れのコーヒーとお楽しみください。
手づくりの手芸品、陶器、園芸品も取り揃え
ています。クラシック音楽の流れる落ち着い
た店内で、ごゆっくりとお過ごしください。

ブレ・ノワール

安曇野市穂高有明7686-1
10:30~16:30(平日)
10:30~17:30(土日祝)
0263-31-6969
10台

ガレット専門店

信州産そば粉を香り高く焼き上げ、卵・チーズ・
ハムに地元野菜を添えた「食いしん坊のお嬢
さん」が自慢です。安曇野産りんご、自家製
塩キャラメル、ベルギー産バニラアイスなど
を使ったデザートガレットもお薦めです。

あづみのるベーカリー

安曇野市豊科南穂高5373-1
9:00～16:00  ※売り切れ次第閉店
0263-75-3707
5台

信州小麦でつくるパン

小麦本来の味わいをお楽しみいただけるハー
ド系パンを中心に、信州の小麦 100%で作っ
たパンを丁寧に焼いています。安曇野の特産
品を使用したパンもお楽しみに♪

台湾茶藝館いろは

安曇野市穂高柏原986-3
10:00～17:00
050-3044-0343
4台

台湾茶専門店

アルプスの湧水で淹れる香り高い台湾烏龍茶
を味わえる店です。普段のメニューには無い
特別なお茶で、ゆったりとした時間をお過ご
しください。

あづみ野バザール穂高神社店

安曇野市穂高6079
穂高神社境内  御船会館１階南側
9:00～17:00
090-9008-6986
穂高神社駐車場

焼き芋、珈琲、雑貨

【おもてなし特典】あります。穂高に来たな
ら穂高神社で日頃の感謝と願かけて。あ！う
んまい安納芋・紅はるかの焼き芋、自家焙煎
珈琲、天然酵母パンあります。本店は若松屋。
鳥居をくぐって奥の緑のテントが目印です。

お子様ご遠慮ください 特別参加枠体験あり期間中のみ公開 クレジットカード可

CAFE  TSUMUGI

安曇野市穂高柏原1542-3
11:00～17:00
070-1267-8030
2台

カフェ、テイクアウト

3 坪ほどの小さなお店です。焼き菓子と飲み
物の他に、地元作家さんの作品を展示販売し
ます。駐車場は店舗前のみ (2 台 ) となりま
すので、公共交通機関のご利用にご協力くだ
さい。

FOOD
レストラン・カフェ

p12／三郷方面

p12／づー１ p12／あー２

p14／Bp14／B

p12／みー２p12／のー２

p13／穂高駅前p12／みー２

57

58 59

6160

62 63

64 65
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ろっぢ  安曇野遊人

安曇野市穂高有明7352-32
10:00～16:0010:00～16:00
チェックイン 16:00　チェックアウト 10:00
0263-83-5412
8台

1日1組限定の宿

クヌギとアカマツの林の中に佇む本格的なカ
ナディアンログハウスの宿です。木のおも
ちゃや陶器、木工製品の出店販売や、クレー
プの移動販売、安曇野初のトレーラーハウス
宿泊施設の内覧会もあります。

カフェ風のいろ

北安曇野郡池田町池田919-2
10:00～17:00
0261-85-0005
6台

アルプス展望カフェ

10/8-11/8 は坂井真智子布絵展を開催中。
布絵、エコバッグ、アクセサリーを販売しま
す。パスタや焼き菓子、自家焙煎珈琲ありま
す。北アルプスと田園を望むテラスと芝生で、
安曇野の風を感じておくつろぎください。

CANOA YOGA GUEST HOUSE

北安曇郡池田町会染大字会染8420-1
8:00～20:00
チェックイン 14:00　チェックアウト 11:00
0261-62-9106
13台

YOGA ＆宿泊

北アルプスを望むヨガスタジオ、SPA、宿泊
施設を併設しています。アルプスに癒され自
分に戻る時間をテーマにした、シンプルで透
明な空間とおもてなしを心掛けています。

オーベルジュ ラ ヴィトランキーユ

北安曇郡池田町大字会染7964番地5
11:30～14:30/18:00～20:00
チェックイン 15:00　チェックアウト 10:00
0261-29-6635
６台

泊まれるレストラン

北アルプスを望めるお部屋と地元食材の安曇
野フレンチをご用意します。安曇野の自然の
中で、ひと時癒されてください。
[予約制]キングサイズのワンベッドルーム(定
員２名)が２部屋。１泊２食１部屋 ¥46,200(税込)

カミツレの宿　八寿恵荘

北安曇郡池田町広津4098
フロント受付は9:00～18:00
チェックイン 15:00　チェックアウト 10:00
0261-62-9119
15台

宿泊施設

池田町広津の山あいに位置し、無垢材など自
然素材で作られた空間、お野菜だけのお食事、
カモミールのお風呂が特徴です。「どなたで
も安心してお泊りいただける宿」を目指し、
日本初のビオホテル認証を取得しています。

各会場で一部出品・出展をしております。詳しくは各連絡先へお問い合わせください。

ceramic studio Wol 石曽根沙苗

090-5412-5716

花器などの陶磁器の生活雑貨
を制作しています。

陶磁器
岩上創一
陶器

090-4019-8096

安曇野の隣、地元筑北村の土を粘
土、釉薬に用いて作陶しています。

安曇野ブルワリー
飲食スペース

0263-88-2947

ビールの醸造、販売の他、併設
のレストランでは醸造風景を
眺めながら飲食が楽しめます。

ろっぢ安曇野遊人かじかの里公園

10:00～16:00

協賛出展

STAY
宿泊施設

広 告
広 告 募 集

今年も安曇野スタイルにお越しいた
だきありがとうございます。

来年の秋も、安曇野で会いましょう！

Thank you!

p14／A〈イベント案内〉

FOOD

p13／みー６

p13／みー４

p13／のー６p13／みー５

p14／A

p12／みー３

66

67 68

69 70

9:30～16:00 11:30～22:00

p14／A
p13／穂高駅前

48 29

次年度の安曇野スタイルガイドブックに広告を掲載したい方は、安曇野
スタイルネットワーク運営委員会までご連絡ください。(連絡先は次ペー
ジに記載 )
安曇野スタイルに関する情報はフェイスブックでも告知いたします。
是非フォローよろしくお願い致します。

24
『ベリーダンスと音絵巻』Okika と小さい鷲男
『インド古典舞踏』Sunanda Mio Ikeda
『ゴスペルフラ (フラダンス )』Lillia Oka Aira 
『３日満月』アコーディオン、ヴァイオリン、パーカッショ
ン、歌で演奏するDuo
『佐久古楽合奏団』ヴィオラダガンバ、ハープ、リコーダー、
リュートなどの古楽器による演奏
『Mana』二胡、篠笛、リュート、歌、によるオリエンタル
な音楽ユニット
『MAI&DoubleFantasy』 ヴィオラダガンバ、ヴァイオリ
ン、リュート、歌、によるルネッサンス期の楽曲から現代
のオリジナル曲を演奏する音楽ユニット

11:30～
13:30～
11:30～
13:30～

11:30～

13:30～

13:30～

クラフトショップ安曇野特別展 

和紙で作るふくろうランプや木工旋盤で作るボールペン、レザークラフト
などの体験プログラムも開催。お問い合せ：090-4159-5783 (山口利一) 

11/3

11/4

11/5

11/6
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無料駐車場

レンタサイクル

ひつじ屋 p13/ 穂高駅前 p13/ 穂高駅前

シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル 安曇野シェアサイクルポート MAP

アプリ登録

しなの庵

ご利用にはアプリの登録が必要です。詳しいご利用方
法は HELLO CYCLING ホームページ をご覧ください。

安曇野市観光情報センター

TEL：0263-82-9363

「シェアサイクル」のポートであればどこでも借りられて、どこでも乗り

捨てが可能です。安曇野に多数のポートがございます。

タクシー

JR大糸線・JR篠ノ井線の時刻表はJRのホームページまたは

各駅にてお求めください。

南安タクシー　     　　　　　  TEL：0263-72-2855

安曇観光タクシー　　　　　　 TEL：0263-82-3113

明科第一タクシー　 　　　　　TEL：0263-82-2306

電  車

バ　ス
池田町営バス

「HELLO CYCLING」

＊安曇野スタイル各会場にも駐車場がございます。詳しくは各会場の案内ページでご確認ください。

町内巡回線は土・日・祝運休、それ以外

は日・祝運休ですのでご注意ください。

P P P

P P P

穂高駐車場 ダイヤモンドあずみ野温泉ホテル ろっぢ安曇野遊人

青原寺 穂高温泉供給株式会社 富士尾山荘
※11/4は駐車不可

交通アクセス

新型コロナウイルス対策について
安曇野スタイルでは、人と人との間隔の確保、屋内での換気、飲食を伴う場合は飲食店に求められる感染防止策等を踏まえ

た十分な対策を行っています。なお、新型コロナの感染などで記載内容と異なる営業時間になる場合もありますので、立ち

寄られるお店に直接ご確認の上、ご訪問ください。

3つの基本 3密の回避 3つの確認

●身体的距離の確保

●マスクの着用

   （人混みの中、会話の際 )
●手洗い・手指消毒

密閉

密集 密接

体温確認

体調確認

行動履歴確認

p13/ 穂高駅前
p14/A p14/A

p14/B
p14/B

p14/A
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acorn モルゲンロートベーカリー

Glass Studio Cadenza

WEBでもガイドブックが見られます！

企画・製作・発行：安曇野スタイルネットワーク実行委員会
運営委員：勝俣ゆき子(代表)　表紙絵：伊藤陽　
デザイン：Yamanoha Design

※掲載内容の無断転載・流用・複写等は固くお断りいたします。

azuminostyle.nw@gmail.com

Guest room ガーデンあずみ野

＠azuminostyle

＠azumino.style azuminostyle.com

お問い合せ

安曇野スタイルネットワーク実行委員会

安曇野市商工会、　 アトリエやすこ

安曇野市観光協会、一社）池田町観光協会

安曇野市、池田町、松川村

特 別 協 賛

協  力

後  援

私たちも安曇野スタイルを応援しています！

33 p14／A

p14／B

p14／A p14／A

p14／A

p14／B

p13／づー６

p12／みー３p12／みー2

すずむし荘 (馬羅尾天狗岩温泉)

Trenta Tre33ピッコラーナ

ギャラリーシュタイネ

「安曇野の魅力を伝えたい」

安曇野のアート・クラフト・食・暮らし・自然、

そして個性豊かな出展者と心豊かなひと時を。

「地図を片手に、ひと・もの巡り。」

安曇野スタイルは 17 周年を迎えました。

今年も素敵な出会いとなりますように。

どうぞ佳き一日を！
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