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浅野電器商会

信濃松川駅前の地域
に密着した電器専門
店です。お客様に役
立つ製品をご提案し
ています。住まいの
お困りごともお気軽
にご相談ください。

家電製品販売・修理などのアフターサービス
リフォーム工事

（トイレ  お風呂  キッチン）

松川村 7019-2
営業時間　9:00～19:00　定休日　不定休

Tel: 0261-62-2234

取扱品目

アイダエナジー松川SS

取扱品目

松川村 5744-9　営業時間　7:00～20:00　定休日　1月1日
Tel: 0261-62-3955　URL: http://aida-energy.jp

LPガス　電気　自動車燃料
灯油・軽油の配達　車検
自動車燃料、ガス、電気を主に身近
な生活関連商品を幅広くご用命いた
だいております。地域密着でお客様
と共に暮らす企業です。只今アルプ
ス会員大募集中です!!
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あづみの市場

地元をはじめ産地直送の新鮮な
季節の野菜、果物、お米を販売
しています。その他雑貨、衣料品、
特に『靴下』が好評です！  地元
ママさん手作りのマスクも人気が
あります。

野菜　果物　米
雑貨　衣料品　他

松川村 5744-4
営業時間　9:00 ～17:30　定休日　１月 1～３日

Tel: 0261-62-0377

取扱品目

浅野農園

取扱品目

甘みと酸味の調和がとれた
多種類のりんごと米の栽培
をしています。直売所での
販売、地方発送も承ります。
ネット販売もしておりますが、
直接販売の方がお買い求め
やすくなっております。農園
でお待ちしております。

松川村 2490
営業時間　9:00～17:00　定休日　不定休

Tel: 0261-62-3648
店主携帯 080-6935-8253

https://asanoringo.business.site/

りんご　米

アイダエナジー松川SS

取扱品目

松川村 5744-9　営業時間　7:00～20:00　定休日　1月1日
Tel: 0261-62-3955　URL: http://aida-energy.jp

LPガス　電気　自動車燃料
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AJC安曇野支店

取扱品目

パソコンが突然起動しなく
なった、インターネットに
繋がらない、プリンターに
印刷できないといった様々
なトラブルに対応していま
す。まずお電話ください。

安曇野市穂高有明10323-1
営業時間　9:00～17:00　定休日　土・日・祝日

Tel: 0263-83-6088
http://www.e-ajc.jp

PCトラブル・サポ－ト

内川薬局  板取

今年は、環境の変化が
大きく、自粛生活など
で体や心に大きな負担
が…そんな中でも元気
に明るく笑顔でいられ
るように皆さまの健康
のお手伝いをします。

保険調剤　一般医薬品

松川村 5723-206
営業時間　8:30～19:00　定休日　日・祝日

Tel: 0261-62-9912 

取扱品目
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M・S テクニカルサービス

取扱品目

松川村 4302-8　営業時間　不定期　定休日　不定休
Tel: 090-9666-3629

エンジンオーバーホール
　　　　 他 自動車全般
イタリア雑貨・犬用品 他

自動車修理、販売
を行っています。
イタリア直輸入の
雑貨等も取り扱っ
ております。

エール葦原

取扱品目

ガソリン　灯油　軽油
不動産売買　賃貸

眼前に勇壮な安曇富士（有明山）
を仰ぐ絶景の場所でガソリンス
タンドと不動産業を営んでいま
す。芸能・縁結び・商売繁盛の
鈿女神社（おかめ様）事務所も
兼ねています。

松川村 6623
営業時間　7:00 ～19:00
定休日　１月 1･２日
Tel: 0261-62-3327
https://azumino-awara.com 

あ   わ ら

うず   め

内川薬局  板取

今年は、環境の変化が
大きく、自粛生活など
で体や心に大きな負担
が…そんな中でも元気
に明るく笑顔でいられ
るように皆さまの健康
のお手伝いをします。

保険調剤　一般医薬品

松川村 5723-206
営業時間　8:30～19:00　定休日　日・祝日

Tel: 0261-62-9912 

取扱品目
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松川村 7029
営業時間　9:00～19:30　定休日　不定休

Tel: 0261-62-3096

取扱品目

化粧品　洋服　服飾小物

寄り道気分で、お手頃に
短時間で体験していただ
けるエステや、季節に合
わせたスキンケア提案等、
どうぞお気軽にお立ち寄
りください。お待ちして
おります。

おしゃれの店　椿

オートショップモモセ

取扱品目

大型二輪販売・修理、車検等。
国内メーカー：
　ホンダ・ヤマハ・スズキ
外車：
　ドゥカティ・BMW・KTM等
取り扱っております。

松川村 7032-52
営業時間　9:00～19:00　
定休日　水
Tel: 0261-62-2288

オートバイ
販売・修理
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菓子工房トゥル・ドゥ・スーリー

取扱品目

ご要望に合わせてお作
り致します。ご予約のみ
の注文販売です。お誕
生日やクリスマスケー
キ、季節の果物等のタ
ルトなどお気軽にお電
話等でご相談くださ
い。電話でのお問合せ
は18:00以降でお願い
します。ショートメール
はいつでも可。

松川村4440　定休日　不定休
Tel: 090-7422-4564

洋菓子

松川村 7025-168
営業時間　8:00～19:00　
定休日　不定休
Tel: 0261-62-7212

取扱品目

資生堂化粧品　おしゃれ小物
衣料品　タバコ　切手　ハガキ

見るだけで楽しい物に
あふれています。プレ
ゼント用に包装もしま
す。お電話で配達も致
します。お気軽にお出
かけください。

おしゃれはうす ほったオートショップモモセ

取扱品目

大型二輪販売・修理、車検等。
国内メーカー：
　ホンダ・ヤマハ・スズキ
外車：
　ドゥカティ・BMW・KTM等
取り扱っております。

松川村 7032-52
営業時間　9:00～19:00　
定休日　水
Tel: 0261-62-2288

オートバイ
販売・修理
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ギフトショップ彩
いろどり

取扱品目

引出物　記念品　内祝い
贈答品　販促品等

当店は、冠婚葬祭関連の引出物・
返礼品、内祝いや記念品、贈答
品等数多くのギフトを取り扱って
おります。卸売業が主となるため
ショップの併設はしておりません
が、一般の方へのギフト販売も
行っております。ご相談をお聞き
しながら用途に応じたご提案も対
応致しますのでお気軽にご相談く
ださい。

松川村1155
営業時間　9:00～18:00　定休日　不定休

Tel: 0261-85-0470

きいろいポケット 松川村5725-147
営業時間　10:00～17:00　営業日　金土日

Tel: 0261-88-0017https://kiroi-pocket.jimdofree.com

取扱品目

カステラ

松川村の小さな蔵のある
小さなカステラ屋。一本
一本心を込めて焼いてい
ます。添加物不使用！
蜂蜜の味を大切にしたカ
ステラを御賞味ください。
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小林写真店

取扱品目

カラープリント
証明写真
スタジオ撮影
プロパンガス
各種ガス器具

松川村 7019-100
営業時間　8:00～19:00　定休日　不定休

Tel: 0261-62-2334

♦お客様が撮影した画像を１コマごとに
補正し、きれいな写真に仕上げます！

♦各種証明写真・スタジオ撮影
♦古い写真のリメイク
♦ネガがなくても写真から写真にプリン
トできます！

ケーキ屋  くまさん家 松川村 5721-115
営業時間　9:00 ～18:30 ／ 日祝 9:00 ～18:00　定休日　不定休　Tel: 0261-62-6521

取扱品目

洋菓子
（ホールケーキ  カットケーキ
　         焼き菓子  ギフト 他）

小さいお店 ですが、
季節を感じてもらえる
ようなスイーツで、お
子さまからご年配の方
まで喜んでもらえるよ
う、素 材にこだわっ
た良い商品を提供し
ています。

きいろいポケット 松川村5725-147
営業時間　10:00～17:00　営業日　金土日

Tel: 0261-88-0017https://kiroi-pocket.jimdofree.com

取扱品目

カステラ

松川村の小さな蔵のある
小さなカステラ屋。一本
一本心を込めて焼いてい
ます。添加物不使用！
蜂蜜の味を大切にしたカ
ステラを御賞味ください。
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松川村 7031-76
営業時間　7:30～18:30　定休日　日

Tel: 0261-62-2316
小山建材金物店

村内外の皆様のご
愛顧頂きおかげ様で
創業66年になりま
す。安心安全をモッ
トーに優良商品の販
売に心がけておりま
す。お見積り、配達の
ご用命を心よりお待
ちしております。

取扱品目

土木建築資材　物置
フェンス　電動工具
刃物　家庭金物

米粉専門店 こめのこ工房なごみや

取扱品目

道の駅寄って停まつかわ、JA大北直売所
アルプス一番、ファミリーマート（あづみ
病院店・ええっこの里店・大町運動公園
店）で販売しております。
工房は不定休のため、ご用の方はFax、
留守番電話にメッセージをお願いしま
す。後ほど連絡させていただきます。

Tel&Fax: 0261-62-4135

米粉製品（シフォンケーキ
　ラスク　クッキー　クラッカー）
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沢屋精肉店

取扱品目

はくばのSPF豚　信州牛　味付けラム肉
当店手作りパン粉付きトンカツ　一口カツ

はくばの自然で育ったとん
でもなく美味しいはくばの
SPF 豚肉をはじめ、当店
の特製タレ付き SPF 豚、
味付けラム肉、手作りパ
ン粉付きトンカツ、一口カ
ツを是非ご賞味ください。

松川村 5770-42
営業時間　10:00～18:30　定休日　水木

Tel: 0261-62-2391 

佐藤石材店 松川村 7059-31　営業時間　8:00～18:00
定休日　不定休　Tel: 090-1530-3788

取扱品目

墓石　戒名彫り　墓地リフォーム
その他石工事

先代が亡くなり３年が経ちます。
まだまだ若輩者ではありますが、
少しでも皆様のお手伝いができ
るよう日々努力しています。
どんな事でもご相談ください。

米粉専門店 こめのこ工房なごみや

取扱品目

道の駅寄って停まつかわ、JA大北直売所
アルプス一番、ファミリーマート（あづみ
病院店・ええっこの里店・大町運動公園
店）で販売しております。
工房は不定休のため、ご用の方はFax、
留守番電話にメッセージをお願いしま
す。後ほど連絡させていただきます。

Tel&Fax: 0261-62-4135

米粉製品（シフォンケーキ
　ラスク　クッキー　クラッカー）
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信濃大町糸屋自動車

取扱品目

人生において、自動車
への思いは人それぞれで
す。お客様の価値観に
共感し満足いただけるよ
うなシンプルで究極の
サービスをご提供いたし
ます。

大町市大町 2830　営業時間　10:00～19:00　定休日　水
Tel: 0261-85-0527　http://www.omachi-itoya.com/

新車・中古車販売　買取り
車検　修理　鈑金
自動車保険取扱い

サンリン㈱ 大北支店

取扱品目

『安心安全』なエネルギーの
供給を通じて、快適な生活が
持続できる地域社会の形成
に貢献し、地球環境の保全に
努めます。

松川村 5723
営業時間　8:30～17:30　定休日　土日・祝日 Tel: 0261-62-0340

http://www.sanrinkk.co.jp

ＬＰガス　灯油　ガス機器
石油機器　リフォーム
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ジンステップ・リサーチ

取扱品目

ネットワ－ク構築、ネットワークカメラ、プログラム作成、
パソコン修理、お任せください。テレワーク導入にも対応。
印刷物全般・サイト制作も OK! お気軽にご相談ください。

白馬村神城 24231-1
営業時間　8:30 ～17:30　定休日　土日・祝日

Tel: 0261-75-2611
https://www.jinstep.com/

Wi-Fi 設定　パソコンメンテナンス　システム開発
印刷物全般　ホームぺージ制作　パソコン教室

シナリー　なないろ営業所

化粧品　日用品
フレグランス

松川村 5721-2052　営業時間　10:00～17:00　定休日　不定休
Tel: 090-8948-0076

取扱品目

100年後の地球と子供たち
の未来のために、100％脱
石油の製品をお届け致しま
す。人と環境を守る為のシ
ナリーのある生活を一緒に
してみませんか？

サンリン㈱ 大北支店

取扱品目

『安心安全』なエネルギーの
供給を通じて、快適な生活が
持続できる地域社会の形成
に貢献し、地球環境の保全に
努めます。

松川村 5723
営業時間　8:30～17:30　定休日　土日・祝日 Tel: 0261-62-0340

http://www.sanrinkk.co.jp

ＬＰガス　灯油　ガス機器
石油機器　リフォーム
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セブンイレブン 信濃松川店
おにぎり、お弁当から調味料、
日用品まで豊富な品揃え。
更に宅配便や公共料金のお支
払いなど幅広いサービス。
近くて便利！ セブンイレブン
へどうぞお越しください。

食品　日用品
酒　たばこ

松川村 7018-54　営業時間　24h　定休日　なし　Tel: 0261-62-3063

取扱品目

すみれ薬局

取扱品目

すみれ薬局と内川薬局では
在宅で療養されている方、
お一人では通院が困難な
方々のために薬剤師が訪問
し、安心安全な薬物療養を
サポートします。お気軽に
ご相談ください。

松川村 5721-2067
営業時間　9:00～18:30　定休日　日・祝日

Tel: 0261-85-2061

保険調剤
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デジタルプラザ

取扱品目

家電製品、防災グッズ、ウッドデッキ
の販売店です。ルームエアコン（各
社）は、量販店の価格に対応しま
す。無店舗にて、お電話、FAX、メ
ールで注文を承ります。お問合せく
ださい。

松川村 7019-161　定休日　不定休

折り畳みヘルメット

どのう袋

ウッドデッキの販売・施工

自着性伸縮包帯 非常持出袋

Tel: 0261-62-3415　Fax: 0261-62-2949
Mail: user-info@digi-plaza.com

家電　ウッドデッキ
防災・防犯用品機器

セブンイレブン 松川細野店
松川村 6626-1　営業時間　24h　定休日　なし　Tel: 0261-62-9839

取扱品目

食品（お弁当　麺類
　セブンカフェ等）
日用品　酒　たばこ

取扱品目

ぜひ食べていただきたい
セブンイレブンオリジナル
商品や毎週数多くの新発
売商品を取り揃えておりま
す。お得なキャンぺーン企
画も実施中です。

すみれ薬局

取扱品目

すみれ薬局と内川薬局では
在宅で療養されている方、
お一人では通院が困難な
方々のために薬剤師が訪問
し、安心安全な薬物療養を
サポートします。お気軽に
ご相談ください。

松川村 5721-2067
営業時間　9:00～18:30　定休日　日・祝日

Tel: 0261-85-2061

保険調剤
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東印平林農園

取扱品目

松川村 1090-3
Tel: 0261-62-4862

http://toujirushi.com/

９月～１月まで様々な品種の
りんごを販売しています。
9・10 月はりんご狩りも体験
いただけます。手作業で作
っているドライりんごや凍り
餅も人気でおすすめです！

りんご
りんご加工品
（ドライりんご  ジュース  ジャム）
凍り餅 等

電化のオクハラ

取扱品目

電化製品
オーディオ
楽器等

電化製品、オーディオ、
楽器、カラオケ等取扱
いしています。ギター、
ドラム、キーボードも
たくさん展示していま
す。バンド活動もやっ
ています。

松川村 7015-51
営業時間　10:00～18:00　定休日　水

Tel: 0261-62-3084
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ドール中島 松川村 7025
営業時間　8:00 ～19:00　定休日　不定休

Tel: 0261-62-2055

松川村 6654
営業時間　8:00 ～18:00　定休日　不定休

Tel: 0261-62-8682

和洋菓子両方を提供して
います。又、赤飯、供え
餅各種お祝い、デコレー
ションケーキなど承りま
す。おすすめは、ロール
ケーキです！ よろしく
お願い致します。

駅前店
細野店

取扱品目

和洋菓子

トータルカーショップ　カズ

取扱品目

新車、中古車、車検、鈑金塗装、保険、
フィルム貼り等車のことならなんでもご相談
ください。ドライブレコーダーも当店で！

松川村 5789-14　営業時間　9:00～19:00　定休日　月・第３日 Tel: 0261-62-0155

車に関する物

電化のオクハラ

取扱品目

電化製品
オーディオ
楽器等

電化製品、オーディオ、
楽器、カラオケ等取扱
いしています。ギター、
ドラム、キーボードも
たくさん展示していま
す。バンド活動もやっ
ています。

松川村 7015-51
営業時間　10:00～18:00　定休日　水

Tel: 0261-62-3084
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焼肉材料専門　梨子田松川店

こだわりの手作りのタレです。
味付け肉がおすすめです。
しゃぶしゃぶ、すき焼き用も
カットします。
ぜひおためしください。

焼肉材料

松川村 5556-1　営業時間　10:00～19:00　定休日　水（祝日除く）
Tel: 0261-62-1129

取扱品目

ナカヤマ製菓舗
昔から受け継がれた生菓子の味にこだわっています。
おかめひょっとこ最中・あんバタどら焼き・豆大福・
おやき・アルプスまんじゅうなど１個１個手作りして
います。ぜひご賞味ください。おやき、おまんじゅう
の地方発送も致します。

松川村 5721-771
営業時間　7:00～19:00　定休日　不定休

Tel: 0261-62-3484 

取扱品目

和生菓子　おやき
アルプスまんじゅう
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農家の店とまと松川店

農作業用品からお茶
菓子まで何でも揃う
お店です。どなた様
もお気軽にご来店く
ださい！ 中古農機の
買取り・販売も行っ
ており、農機具の修
理も承ります。

農業資材　農業機械
野菜種　苗物など

松川村 5723-17　営業時間　季節による　定休日　年末年始
Tel: 0261-62-6700

取扱品目

ナシダ薬局 松川村5788-3
営業時間　平日8:30～18:00　土曜 9:00～17:00　
定休日　日・祝日 Tel: 0261-62-6370

取扱品目

処方箋調剤
医薬品
介護用品

セルフメディケーションの
時代を迎えて、松川村の
皆さんによる健康の維
持・増進を積極的に応援
させていただける薬局を
目指して参ります。

ナカヤマ製菓舗
昔から受け継がれた生菓子の味にこだわっています。
おかめひょっとこ最中・あんバタどら焼き・豆大福・
おやき・アルプスまんじゅうなど１個１個手作りして
います。ぜひご賞味ください。おやき、おまんじゅう
の地方発送も致します。

松川村 5721-771
営業時間　7:00～19:00　定休日　不定休

Tel: 0261-62-3484 

取扱品目

和生菓子　おやき
アルプスまんじゅう
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藤澤新聞店

私共の新聞店は夫婦２人で切り盛りする
小さな新聞店です。でも、だからこそお
客様のことを第一に考え、地元のお客様
と絆で結びついていけるような新聞店を
めざしています。
☆取扱紙のご案内☆
中日新聞・中日スポーツ・こども新聞・

市民タイムス・大糸タイムス
『まずは１週間無料の‘ためしよみ’から

始めてみませんか？』
『毎月集金時には粗品をプレゼント！！』

新聞販売　新聞発行本社の書籍販売

松川村 5721-2052
営業時間　10:00～17:00　定休日　第２月
Tel: 0261-62-6010

取扱品目

ファームいちまる

取扱品目

当店は、米の生産、酒米
の生産、米の集荷販売、
農業作業委託及び酒類の
販売を行っています。
松川村産酒米を使って、
県内の酒蔵が丹精込めて
作った日本酒も多数そろ
えております。
ぜひご賞味ください。

松川村 1417
営業時間　7:00～19:00　定休日　日・祝日

Tel: 0261-62-3588

酒類　 米穀
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宮本農機

農業機械及び農業関連商品

松川村 5723-138
営業時間　8:30～18:00　定休日　不定休

Tel: 0261-62-4036

取扱品目

家庭菜園用から農家様向け農業機械の販売・修理
を承っております。中古農機もたくさんあります。
どんなことでもお気軽にご相談ください。

宮沢牧場 ちひろ公園内直売所　営業時間　11:00 頃～16:30
　　　　　　　　　　　  定休日　不定休　Tel: 0261-62-8599

取扱品目 ソフトクリーム
カップ入りジェラート

村内で酪農をしています。ソフトクリーム
とジェラートは自家製の搾りたて生乳を
80％使用しており、素材のもつ風味、コ
クが感じられます。ぜひご賞味ください。

ファームいちまる

取扱品目

当店は、米の生産、酒米
の生産、米の集荷販売、
農業作業委託及び酒類の
販売を行っています。
松川村産酒米を使って、
県内の酒蔵が丹精込めて
作った日本酒も多数そろ
えております。
ぜひご賞味ください。

松川村 1417
営業時間　7:00～19:00　定休日　日・祝日

Tel: 0261-62-3588

酒類　 米穀
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村のさかなやさん  ももせ

旬の素材でお客様のお
好み、ご予算に応じて
盛り合わせをお作り致
します。
店主手造り総菜も大変
ご好評いただいており
ます。
ぜひおためしください。

鮮魚　水産物
手作り総菜

松川村 7032-77
営業時間　10:00～19:00
定休日　水
Tel: 0261-62-2407 

取扱品目

ミリオレ・マテリアル

取扱品目

低温殺菌をした生乳に近いミルクを
べースに、旬の食材を使った10種類
以上のジェラートと、20種類以上の
クレープは常に焼きたてモチモチの
状態でご提供いたします。

松川村15-6　営業時間　11:00～18:00　定休日　木 Tel: 090-8725-5106

ジェラート　クレープ
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夢ふぁーむ TOYA
自然食工房 MISUZU

取扱品目

夢ふぁーむ TOYAでは野菜の
苗、ブルーべリー、ぶどうを季
節販売。
自然食工房 MISUZUでは、ジ
ャム、クッキー、お米等を販売し
ています。（木金土曜日のみ営業）

松川村 3363-11
営業時間 農園 10:00 ～17:00
 味鈴 10:00 ～14:00
定 休 日 農園：不定休
 味鈴：月火水日

Tel: 0261-62-8607

クッキー
うす焼き
たこ焼き
ブルーべリー
米　ぶどう

補聴器は専門店の当店にすべて
お任せください。メガネは安心
の日本製で、見やすくぴったり
フィットすると好評です。おし
ゃれ時計から見やすい実用向き
まで幅広い品揃えでお待ちして
おります。アフターサービス万
全のイチモトを宜しくお願いし
ます。

松川村 5728-408
営業時間　10:00～18:00　　定休日　不定休

Tel: 0261-62-7343GoogleMap

メガネのイチモト

取扱品目

メガネ　時計
補聴器　宝飾

ミリオレ・マテリアル

取扱品目

低温殺菌をした生乳に近いミルクを
べースに、旬の食材を使った10種類
以上のジェラートと、20種類以上の
クレープは常に焼きたてモチモチの
状態でご提供いたします。

松川村15-6　営業時間　11:00～18:00　定休日　木 Tel: 090-8725-5106

ジェラート　クレープ
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寄って停まつかわ 松川村5375-1
定休日　１月１日　Tel: 0261-61-1200

営業時間　9:00～18:00　レストランは 15:40 LO
http://suzumushi.jp/yottetei/

取扱
品目

地元菓子　みそ　
長野県のお土産品
農産物加工品
農産物直売

寄って停まつかわは、道の駅
ということもあり多くの利用者
がございます。新鮮な地元農
産物が人気で朝から賑わって
います。また松川村産の黒豆
加工品や食堂で販売の黒豆コ
ロッケは人気です。県内お土
産品も多数取り扱っています。

良い子の店

文具　事務用品
松川村学校指定衣料品
コインランドリー

松川村 7019-17
営業時間　8:00～20:00　定休日　１月１日・不定休

Tel: 0261-62-2335

取扱品目

お洗濯代行サービス
 始めました。

詳細はお問合せ
 ください。

松川村の小さな文房具屋
です。スチール家具から
マニアックなものまでご要
望にお応えします。お気
軽にご連絡ください。
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リックス丸山酒店

酒　たばこ　飲料　食品　菓子　宅急便

松川村 7021-18
営業時間　11:00～19:00　定休日　1月1日

Tel: 0261-62-2300

取扱品目

リサイクルショップサンクス

おうちにご不要になった物は
ありませんか？ 買取しますの
でお気軽にご来店ください。
またお宅に伺うこともできま
すので、お電話ください！！

家具　家電　食器　寝具
衣類　日用品　骨董品等

松川村 7022-70
営業時間　10:00～18:00　定休日　第 2・4 水

Tel: 0261-62-4191

取扱品目

良い子の店

文具　事務用品
松川村学校指定衣料品
コインランドリー

松川村 7019-17
営業時間　8:00～20:00　定休日　１月１日・不定休

Tel: 0261-62-2335

取扱品目

お洗濯代行サービス
 始めました。

詳細はお問合せ
 ください。

松川村の小さな文房具屋
です。スチール家具から
マニアックなものまでご要
望にお応えします。お気
軽にご連絡ください。
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リミッツ

取扱品目

専門知識を活用し部品販売と商品
の取り付けや加工などをします。
一般商品のタイヤ（全メーカー）
やバッテリー（パナソニック）など
取り扱っています。
在庫はないのでお急ぎでない方が
対象です。

松川村 5794
営業時間　10:00～20:00　定休日　無し（臨時休業あり）
Tel: 0261-62-0922　http://limits-captured.com/

カー用品全般（自動車部品販売）

●かぼちゃやまスイーツカフェ
松川村 3363-80　営業時間 10:00 ～16:00　定休日 火・水　臨時休業あり
Tel: 0261-85-0561　　https://www.kabochayama-sweets-cafe.com/
取扱品目　洋菓子

●黒岩商店
松川村 7015-9　Tel & Fax: 0261-62-3416
取扱品目　米穀　塩

●コメリハード＆グリーン松川店
松川村 5791-9　営業時間 9:00 ～19:30　定休日 なし
Tel: 0261-61-5121　　https://www.komeri.com/
取扱品目　資材　建材　日用品
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リミッツ

取扱品目

専門知識を活用し部品販売と商品
の取り付けや加工などをします。
一般商品のタイヤ（全メーカー）
やバッテリー（パナソニック）など
取り扱っています。
在庫はないのでお急ぎでない方が
対象です。

松川村 5794
営業時間　10:00～20:00　定休日　無し（臨時休業あり）
Tel: 0261-62-0922　http://limits-captured.com/

カー用品全般（自動車部品販売）

●とをしや薬局松川店
松川村 5728-180　営業時間 10:00 ～20:00　定休日 １月１・２日　Tel: 0261-61-1525
取扱品目　医薬品　化粧品　健康食品他

●ファミリーマート 信濃松川店
松川村 5689-319　営業時間 24h　定休日 なし　Tel: 0261-61-1002
取扱品目　コンビニ商品

●マツカワアールアンドディー
松川村 5723-18　営業時間 9:00 ～19:00　定休日 日・祝日　Tel: 0261-62-0710
取扱品目　自動車整備　販売

●松沢ガラスアルミサッシ販売
池田町大字池田 1312　営業時間 8:00～17:00　定休日 第2･4･5土・日・祝祭日
Tel: 0261-62-4007　　　　　　　　　　  http://www.matsuzawaglass.com/
取扱品目　ガラス　鋼製建具　エクステリア

●宮下石材店
松川村 5693-13　自宅兼工場 Tel: 0261-62-3339
取扱品目　墓石工事　戒名彫り他

●餅や  とんとん
松川村 3363-1　営業時間 8:00 ～16:00　定休日 不定休　Tel: 0261-62-8606
取扱品目　おもち全般　米　雑穀

●このガイドは、商工会員の会費により作成しております
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クロスワードのこたえ　ヨコ1 ありあけやま／6 すずむし／7 みりょく／9 まん／10 まれっと／15 ばろおこうげん
タテ2 りす／3 あずみぶし／4 けむり／5 やしょうま／8 わた／9 まつ／11 そば／12 えこ／13 れんげ／14 いべんと
※７文字のキーワードは、ガイドのマップ内に隠れています。

クロスワードパズル

ヨコのカギ

 1 別名「信濃富士」とも呼ばれ地元の人たちから親しまれている山
 6 村のマスコットキャラクターのモデルだよ
 7 〇〇〇〇いっぱい松川村　
 9 ろ、が、じ、に共通してつく言葉
 10 松川村で人気のスポーツ、〇〇〇〇ゴルフ
 15 松川村でキャンプするなら？

タテのカギ

 2 ふさふさのしっぽをもつかわいらしいげっ歯類の動物
 3 松川村を発祥とする民謡
 4 えんとつからでてるよ
 5 米粉で作った信州の郷土食
 8 ざらめを溶かして作るお菓子　〇〇菓子
 9 松川村の村木でもあるアカ〇〇
 11 松川村で麺類といったら？
 12 レジ袋有料化に伴い、〇〇バックの需要が急上昇
 13 松川村の村花でもある〇〇〇ツツジ
 14 ふるさと祭りの時、とってもにぎわう〇〇〇〇ストリート

～ほぼ松川村編～

AからGまでの言葉を入れ替えて言葉を作ってね！

まつかわ

松川村キャラクター
リンリン・りん太
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魅力再発見!

松川村ショップガイド

発行 : 松川村商工会　　2020.11

〒399-8501　長野県北安曇郡松川村7019-11
TEL:0261-62-2557　FAX:0261-62-4815
http://www.matsu-vi.shoukou.net/


