
信州割SPECIAL観光クーポン対象施設一覧
2022/10/18現在

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設 土産物店 飲食店 交通事業者

1 北信 安曇野市 デリシアはちが店 K-5702 安曇野市三郷明盛1081 0263-77-2056 HP スーパーマーケット
2 北信 安曇野市 デリシアあかしな店 K-5703 安曇野市明科中川手4006-1 0263-62-5021 HP スーパーマーケット
3 北信 山ノ内町 志賀ホワイトホテル K-3673 下高井郡山ノ内町,平穏7149-16 0269-34-2702 各国料理
4 北信 山ノ内町 ホテル　ヴィラ・アルペン K-1048 下高井郡山ノ内町7148ヴィラ・アルペン 0269-34-2731 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
5 北信 山ノ内町 高天ヶ原ホテル K-1238 下高井郡山ノ内町7149-16 0269-34-2911 HP その他グルメ
6 北信 山ノ内町 奥志賀高原ホテル K-0626 下高井郡山ノ内町奥志賀高原 0269-34-2034 HP 土産物店 洋食
7 北信 山ノ内町 奥志賀高原スキー場 K-0632 下高井郡山ノ内町奥志賀高原 0269-34-2225 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

8 北信 山ノ内町 ホテルグランフェニックス奥志賀 K-2665 下高井郡山ノ内町奥志賀高原 0269-34-3611 HP アウトドア・スポーツ体験,レジャー施設 土産物店 イタリアン
9 北信 山ノ内町 ホテル豊生 K-2336 下高井郡山ノ内町佐野2562 0269-33-3281 HP 果物狩り・観光農園, 果物狩り・観光農園, 日帰り温泉施設, 日帰り温泉施設 土産物店 バス

10 北信 山ノ内町 YUDANAKA BREWERY COMPLEX U K-5060 下高井郡山ノ内町佐野2578-1 0269-33-4511 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
11 北信 山ノ内町 あぶらや燈千 K-1140 下高井郡山ノ内町佐野2586-5 0269-33-3333 HP 日帰り温泉施設 土産物店 ダイニングバー・バル
12 北信 山ノ内町 傳習館とらやの湯 K-0536 下高井郡山ノ内町佐野2592-22 0269-31-3454 HP 日帰り温泉施設
13 北信 山ノ内町 スノハラ商店 K-5812 下高井郡山ノ内町佐野2592-32 0269-33-3308 土産物店, その他土産物店
14 北信 山ノ内町 穂波温泉 K-5821 下高井郡山ノ内町佐野2592-32 0269-33-3308 土産物店, その他土産物店
15 北信 山ノ内町 ホテルおもだか K-2497 下高井郡山ノ内町佐野2614-16 0269-33-3125 HP 日帰り温泉施設 土産物店
16 北信 山ノ内町 ホテルベルグ K-0576 下高井郡山ノ内町志賀高原 0269-34-2003 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
17 北信 山ノ内町 ジャパンパラレルスキースクール K-5159 下高井郡山ノ内町志賀高原一の瀬ホテルジャパン志賀内 0269-34-2077 HP アウトドア・スポーツ体験 飲食以外
18 北信 山ノ内町 ワイズスノー＆アウトドアスクール K-1236 下高井郡山ノ内町志賀高原一ノ瀬志賀グランドホテル内B1F 0269-24-2180 HP アウトドア・スポーツ体験
19 北信 山ノ内町 志賀高原プリンスホテル西館 K-2917 下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山 0269-34-3111 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店 その他グルメ
20 北信 山ノ内町 志賀高原プリンスホテル東館 K-2919 下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山 0269-34-3111 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店 洋食
21 北信 山ノ内町 志賀高原 焼額山スキー場 K-3034 下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山 0269-34-3117 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

22 北信 山ノ内町 アールベルクプロスキー学校 K-3585 下高井郡山ノ内町志賀高原発哺温泉志賀ｽｲｽｲﾝ内 0269-34-2856 HP アウトドア・スポーツ体験
23 北信 山ノ内町 レストラン　モンテモア K-0922 下高井郡山ノ内町大座平穏7148 0269-34-2721 HP その他グルメ
24 北信 山ノ内町 元湯　箱山温泉 K-1261 下高井郡山ノ内町大字戸狩405-1 0269-31-1088 HP 日帰り温泉施設 そば・うどん
25 北信 山ノ内町 畔上製菓舗 K-1132 下高井郡山ノ内町大字佐野2565-2 0269-33-0057 その他 土産物店
26 北信 山ノ内町 松美食堂 K-2943 下高井郡山ノ内町大字佐野2580-22 0269-33-2276 定食屋
27 北信 山ノ内町 風間館 K-1820 下高井郡山ノ内町大字佐野2592-1 0269-33-2713 HP 日帰り温泉施設
28 北信 山ノ内町 セブン-イレブン山ノ内佐野店 K-4287 下高井郡山ノ内町大字佐野383-1 0269-33-8701 コンビニエンスストア
29 北信 山ノ内町 道の駅北信州やまのうち K-1058 下高井郡山ノ内町大字佐野393-2 0269-31-1008 HP 道の駅
30 北信 山ノ内町 上林ホテル仙壽閣 K-1209 下高井郡山ノ内町大字平穏1410番地 0269-33-3551 HP 土産物店
31 北信 山ノ内町 そば処　羅臼庵 K-5911 下高井郡山ノ内町大字平穏1455-5 0269335883 そば・うどん
32 北信 山ノ内町 竹内商店 K-0360 下高井郡山ノ内町大字平穏2061 0269-33-4581 その他土産物店
33 北信 山ノ内町 玉久旅館 K-0833 下高井郡山ノ内町大字平穏2069 0269-33-3591 HP その他土産物店
34 北信 山ノ内町 レストランＨＡＰＰＹ K-3279 下高井郡山ノ内町大字平穏2074-8 0269-38-6612 定食屋
35 北信 山ノ内町 政喜旅館 K-0750 下高井郡山ノ内町大字平穏2095 0269-33-2732 その他 その他土産物店
36 北信 山ノ内町 渋大湯 K-0987 下高井郡山ノ内町大字平穏2112-1 0269-33-2921 HP 日帰り温泉施設
37 北信 山ノ内町 居酒屋ちょっくん K-0737 下高井郡山ノ内町大字平穏2138 090-9666-2846 HP 土産物店 居酒屋・創作料理
38 北信 山ノ内町 たまりや酒店 K-2789 下高井郡山ノ内町大字平穏2162 0269-33-2231 土産物店
39 北信 山ノ内町 春蘭の宿さかえや K-0964 下高井郡山ノ内町大字平穏2171 0269-33-2531 HP 日帰り温泉施設 土産物店 カフェ・スイーツ
40 北信 山ノ内町 渋ホテル K-1165 下高井郡山ノ内町大字平穏2173番地 0269-33-2551 HP その他土産物店
41 北信 山ノ内町 若葉屋商店 K-2645 下高井郡山ノ内町大字平穏2184 0269-33-3305 土産物店
42 北信 山ノ内町 松本製菓 K-2809 下高井郡山ノ内町大字平穏2185-2 0269-33-2342 土産物店
43 北信 山ノ内町 渋温泉古久屋 K-1297 下高井郡山ノ内町大字平穏2200 0269-33-2511 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
44 北信 山ノ内町 かどや K-0690 下高井郡山ノ内町大字平穏2201番地 0269-38-0311 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店 その他グルメ
45 北信 山ノ内町 洗心館 松屋 K-2498 下高井郡山ノ内町大字平穏2222 0269-33-3181 HP その他 その他土産物店
46 北信 山ノ内町 小松屋商店 K-2894 下高井郡山ノ内町大字平穏2230 0269-33-3255 土産物店
47 北信 山ノ内町 海鮮和食　金新 K-2424 下高井郡山ノ内町大字平穏2267 0269-33-3565 和食・寿司・天ぷら
48 北信 山ノ内町 渋温泉食堂gonki K-2480 下高井郡山ノ内町大字平穏2267-3 0269-38-0246 フレンチ
49 北信 山ノ内町 小石屋旅館 K-1274 下高井郡山ノ内町大字平穏2277番地 0269-38-0311 HP ダイニングバー・バル
50 北信 山ノ内町 和風の宿ますや K-2154 下高井郡山ノ内町大字平穏2296 0269-33-2171 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら

利用対象期間：宿泊期間（チェックイン日～チェックアウト日まで）

「信州割SPECIAL」観光クーポン券　令和3年6月18日（金）～令和4年12月21日（水）（予定）

TEL ホームページ
業種

No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

1

http://www.delicia-web.co.jp
http://www.delicia-web.co.jp
https://villa-alpen.com
http://www.takamagahara-hotel.co.jp
https://www.okushigakogen.com/
http://www.okushiga.jp/
https://www.hotelgrandphenix.co.jp/
http://www.yudanaka-housei.com
https://yudanaka-u.jp/
https://www.aburaya-tousen.co.jp/
http://denshukan.com/
https://hotel-omodaka.com/
https://www.shigakogen.jp/berg/
https://ski-jpss.com
https://ys-snow-outdoorschool.com
https://www.princehotels.co.jp/shiga/
https://www.princehotels.co.jp/shiga/
https://www.princehotels.co.jp/ski/shiga/winter/
https://www.arlbelg.com/
https://maruike-hotel.com/restaurant/
https://hakoyamaonsen.com
https://kazamakan.com/
http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/michinoeki/
http://senjukaku.com/
https://tamakyu.net
http://www.shibuonsen.net
https://facebook.com/chocknshibu/
https://e-sakaeya.jp/
https://www.shibuhotel.com
https://www.ichizaemon.com/
http://eihachi.com/
http://yadoroku.jp/koishiya/
https://masuya-yushinan.com/


信州割SPECIAL観光クーポン対象施設一覧
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ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設 土産物店 飲食店 交通事業者

利用対象期間：宿泊期間（チェックイン日～チェックアウト日まで）

「信州割SPECIAL」観光クーポン券　令和3年6月18日（金）～令和4年12月21日（水）（予定）

TEL ホームページ
業種

No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

51 北信 山ノ内町 山崎屋旅館 K-0384 下高井郡山ノ内町大字平穏2299 0269-33-3025 HP 日帰り温泉施設, その他 その他土産物店
52 北信 山ノ内町 御宿　炭乃湯 K-1389 下高井郡山ノ内町大字平穏2901 0269-33-3128 HP 和食・寿司・天ぷら
53 北信 山ノ内町 ホテル水明館 K-1411 下高井郡山ノ内町大字平穏2941 0269-33-2168 HP 土産物店
54 北信 山ノ内町 ホテル星川館 K-1662 下高井郡山ノ内町大字平穏2941-50 0269-33-3278 HP その他 土産物店
55 北信 山ノ内町 みかさ K-3004 下高井郡山ノ内町大字平穏2994-1 0269-33-2321 居酒屋・創作料理
56 北信 山ノ内町 いさみ寿司 K-6005 下高井郡山ノ内町大字平穏3004 0269332311
57 北信 山ノ内町 湯田中駅前温泉楓の湯 K-1062 下高井郡山ノ内町大字平穏3227-1 0269-33-2133 HP 日帰り温泉施設
58 北信 山ノ内町 吉羽ろくろや K-5415 下高井郡山ノ内町大字平穏3270-2 0269-33-1371 HP 伝統工芸品等の販売店
59 北信 山ノ内町 ゆめ屋 K-0977 下高井郡山ノ内町大字平穏3294 0269-33-3508 HP 土産物店
60 北信 山ノ内町 地獄谷野猿公苑 K-0262 下高井郡山ノ内町大字平穏6845 0269-33-4379 HP 博物館等
61 北信 山ノ内町 木戸池温泉ドライブイン・キャンプ場・ボート K-0137 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 0269-34-2821 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 土産物店 ファミリーレストラン
62 北信 山ノ内町 白い温泉　渓谷の湯 K-0520 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 0269-34-2207 HP 日帰り温泉施設,その他
63 北信 山ノ内町 温泉ホテルイタクラ K-0581 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 0269-34-2309 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店 その他グルメ
64 北信 山ノ内町 志賀高原山の駅 K-0874 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 0269-34-2621 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
65 北信 山ノ内町 ホテルアストリア K-3202 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 0269-34-3000 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店 その他グルメ
66 北信 山ノ内町 硯川ホテル K-0250 下高井郡山ノ内町大字平穏7148-10 0269-34-2921 HP 日帰り温泉施設 土産物店
67 北信 山ノ内町 ホテル白樺荘＜志賀高原＞ K-1665 下高井郡山ノ内町大字平穏7148-5 0269-34-3311 HP 土産物店
68 北信 山ノ内町 ホテル五郎兵衛 K-3649 下高井郡山ノ内町大字平穏7148-5 0269-34-2931 HP 土産物店
69 北信 山ノ内町 アスペン志賀 K-1502 下高井郡山ノ内町大字平穏7148−5 0269-34-3700 HP 日帰り温泉施設, その他 土産物店 その他グルメ
70 北信 山ノ内町 志賀高原フィールドアクティビティ K-3967 下高井郡山ノ内町大字平穏7148丸池ホテル内 0269-34-2721 HP アウトドア・スポーツ体験
71 北信 山ノ内町 志賀高原おみやげショップ SERENDIPITY K-0793 下高井郡山ノ内町大字平穏7148志賀高原山の駅1階 070-3168-0125 HP 土産物店
72 北信 山ノ内町 癒しの宿幸の湯 K-0787 下高井郡山ノ内町大字平穏7148番地 0269-34-2902 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店
73 北信 山ノ内町 熊の湯スキー場・熊の湯キャンプ場 K-1907 下高井郡山ノ内町大字平穏7148番地 0269-34-2166 HP アウトドア・スポーツ体験, その他 その他土産物店 その他グルメ
74 北信 山ノ内町 志賀高原一望閣 K-2335 下高井郡山ノ内町大字平穏7148番地 0269-34-2031 HP 日帰り温泉施設, その他 土産物店, その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
75 北信 山ノ内町 Shigakogen Travel Bureau K-0011 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 0269-34-2814 HP その他
76 北信 山ノ内町 志賀高原中央エリアスキー場 K-0850 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 0269-34-2301 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

77 北信 山ノ内町 ヴィラ・一の瀬 K-0917 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 0269-34-2704 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
78 北信 山ノ内町 志賀スイスイン K-0970 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 0269-34-3456 HP 日帰り温泉施設 土産物店
79 北信 山ノ内町 志賀一井ホテル K-1035 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 0269-34-3711 HP その他 土産物店 その他グルメ
80 北信 山ノ内町 岩菅ホテル K-1175 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 0269-34-2334 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
81 北信 山ノ内町 志賀高原オリンピックホテル K-1947 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 0269-34-2125 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店 その他グルメ
82 北信 山ノ内町 志賀パークホテル K-2290 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 0269-34-2811 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
83 北信 山ノ内町 志賀高原 横手 山本荘 K-3541 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 0269-34-2006 HP ファミリーレストラン
84 北信 山ノ内町 ホテル金栄 K-3565 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 0269-34-2707 土産物店 その他グルメ
85 北信 山ノ内町 ホテルラ・フォーレ志賀 K-3712 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 0269-34-2463 HP その他グルメ
86 北信 山ノ内町 志賀グランドホテル K-1183 下高井郡山ノ内町大字平穏7149-16 0269-34-2202 HP 土産物店
87 北信 山ノ内町 志賀スカイランドホテル K-3566 下高井郡山ノ内町大字平穏7149-16 0269-34-3555 HP 土産物店
88 北信 山ノ内町 志賀ホワイトホテル K-3646 下高井郡山ノ内町大字平穏7149-16 0269-34-2702 土産物店
89 北信 山ノ内町 ラーメンなるとや志賀高原店 K-3737 下高井郡山ノ内町大字平穏7149-16志賀一井ホテル内 080-9440-7171 HP そば・うどん
90 北信 山ノ内町 ヴィラ・一の瀬 K-2640 下高井郡山ノ内町大字平穏7149ヴィラ・一の瀬 0269-34-2704 HP 土産物店 ラーメン・つけ麺
91 北信 山ノ内町 北アルプスを望む露天風呂の宿ひがしだて K-0245 下高井郡山ノ内町大字平穏7149番地 0269-34-2534 HP 日帰り温泉施設 土産物店
92 北信 山ノ内町 北アルプスを望む露天風呂の宿ひがしだて　ロビーラウンジ K-0247 下高井郡山ノ内町大字平穏7149番地 0269-34-2534 カフェ・スイーツ
93 北信 山ノ内町 ホテルむつみ K-3265 下高井郡山ノ内町大字平穏7149番地 0269-34-2706 HP 土産物店 その他グルメ
94 北信 山ノ内町 スポーツホテル シルバー志賀 K-3567 下高井郡山ノ内町大字平穏7149番地 0269-34-2245 HP 居酒屋・創作料理
95 北信 山ノ内町 わくわくの湯 K-1050 下高井郡山ノ内町大字平穏821 0269-33-2260 HP 日帰り温泉施設
96 北信 山ノ内町 ローソン湯田中駅前店 K-4710 下高井郡山ノ内町大字平穏字南町2989-1 0269-33-5511 コンビニエンスストア
97 北信 山ノ内町 竜王マウンテンパーク　SORAterrace K-2590 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11700 0269-33-6345 HP レジャー施設
98 北信 山ノ内町 ホテルアルパイン K-3296 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11700-26 0269-33-7337 HP 土産物店
99 北信 山ノ内町 竜王プリンスホテル K-4952 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11700-68 0269-33-6011 HP 土産物店 丼もの

100 北信 山ノ内町 北志賀高原ホテル K-1044 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11700-73 0269-33-6951 HP その他グルメ
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101 北信 山ノ内町 ホテルタガワ K-0823 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11700-96 0269-33-6111 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店
102 北信 山ノ内町 X-JAM高井富士 K-3635 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬12713-94 0269-33-6252 HP レジャー施設
103 北信 山ノ内町 ホテル竜王ヴィレッヂ K-3675 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬8208-2 0269-33-6511 アウトドア・スポーツ体験, 果物狩り・観光農園, その他 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
104 北信 山ノ内町 初の湯旅館 K-1937 下高井郡山ノ内町大平穏2187 0269-33-2595 HP 土産物店
105 北信 山ノ内町 長野電鉄湯田中駅 K-2113 下高井郡山ノ内町湯田中3227-2 026-248-6000 HP 鉄道
106 北信 山ノ内町 不動尊の湯　お宿ことぶき K-1186 下高井郡山ノ内町平隠1415-1 0269-33-2986 HP 日帰り温泉施設 土産物店
107 北信 山ノ内町 ウェルネススノースクール K-6028 下高井郡山ノ内町平穏 080-5069-2324 HP アウトドア・スポーツ体験
108 北信 山ノ内町 ひなの宿　安楽荘 K-4225 下高井郡山ノ内町平穏1080 0269-33-2578 土産物店
109 北信 山ノ内町 リカー＆フード　まるみ K-5681 下高井郡山ノ内町平穏1132-6 0269-33-3023 土産物店
110 北信 山ノ内町 ギャラリー玉村本店 K-0463 下高井郡山ノ内町平穏1163 0269-33-2155 HP 土産物店
111 北信 山ノ内町 ニュー横手 K-3259 下高井郡山ノ内町平穏1165 0269-34-2106 HP その他土産物店
112 北信 山ノ内町 SNOW MONKEY RESORTS INFO & GIFT SHOP K-0595 下高井郡山ノ内町平穏1382 0269-38-1739 HP 土産物店
113 北信 山ノ内町 THE FARMHOUSE K-4231 下高井郡山ノ内町平穏1403‐2 0269‐38‐1630 HP ダイニングバー・バル
114 北信 山ノ内町 ENZA CAFE (猿座) K-0574 下高井郡山ノ内町平穏1421-1 0269-38-1736 HP カフェ・スイーツ
115 北信 山ノ内町 渋温泉地獄谷有料駐車場 K-0367 下高井郡山ノ内町平穏2112-1 0269-33-5733 その他
116 北信 山ノ内町 小古井菓子店 K-2559 下高井郡山ノ内町平穏2114 0269-33-3288 その他土産物店
117 北信 山ノ内町 そば処やり屋 K-2980 下高井郡山ノ内町平穏2165-2 0269-33-2619 そば・うどん
118 北信 山ノ内町 西山製菓店 K-0880 下高井郡山ノ内町平穏2186番地 0269-33-3824 土産物店
119 北信 山ノ内町 いかり屋旅館 K-0727 下高井郡山ノ内町平穏2197 0269-33-3168 HP その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
120 北信 山ノ内町 カフェ＆レストランダルマ（いかり屋旅館内） K-0728 下高井郡山ノ内町平穏2197 0269-33-3168 その他グルメ
121 北信 山ノ内町 歴史の宿金具屋 K-0745 下高井郡山ノ内町平穏2202 0269-33-3131 HP 土産物店
122 北信 山ノ内町 会津屋みやげ店 K-2234 下高井郡山ノ内町平穏2209 0269-33-2353 土産物店
123 北信 山ノ内町 一乃湯果亭 K-1759 下高井郡山ノ内町平穏2219番地 0269-33-2101 HP その他土産物店 その他グルメ
124 北信 山ノ内町 安代館 K-0904 下高井郡山ノ内町平穏2305-イ 0269-33-2541 日帰り温泉施設 土産物店
125 北信 山ノ内町 羽田甘精堂 K-0658 下高井郡山ノ内町平穏2316 0269-33-2324 HP 土産物店
126 北信 山ノ内町 HOTEL&RESORTきよみず望山荘 K-2615 下高井郡山ノ内町平穏2848HOTEL&RESORTきよみず望山荘 0269-33-2131 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 土産物店
127 北信 山ノ内町 有限会社　関谷醸造場 K-0865 下高井郡山ノ内町平穏2865 0269-33-2535 土産物店
128 北信 山ノ内町 田村酒店 K-3749 下高井郡山ノ内町平穏2941-23 0269-33-2259 土産物店,その他土産物店
129 北信 山ノ内町 福十垃 K-3380 下高井郡山ノ内町平穏2941-47 0269-27-4738 HP ラーメン・つけ麺
130 北信 山ノ内町 一茶のこみち美湯の宿 K-0038 下高井郡山ノ内町平穏2951-1 0269-33-4126 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
131 北信 山ノ内町 キッチン＆バー　D-LINE K-0867 下高井郡山ノ内町平穏2993-5 0269-38-1224 居酒屋・創作料理
132 北信 山ノ内町 HAKKO BEER STAND K-1265 下高井郡山ノ内町平穏2997-4 0269-38-8989 ダイニングバー・バル
133 北信 山ノ内町 よろづや旅館　お土産処　さんぽみち K-0784 下高井郡山ノ内町平穏3052 0269-33-2111 土産物店
134 北信 山ノ内町 みきや商店 K-0786 下高井郡山ノ内町平穏3052 0269-33-3666 土産物店
135 北信 山ノ内町 島屋 K-0461 下高井郡山ノ内町平穏3075 0269-33-2151 HP 日帰り温泉施設 土産物店
136 北信 山ノ内町 よろづやアネックス湯楽庵 K-2282 下高井郡山ノ内町平穏3077 0269-33-2117 HP 伝統工芸品等の販売店
137 北信 山ノ内町 よろずや旅館 K-2281 下高井郡山ノ内町平穏3137 0269-33-2111 HP 伝統工芸品等の販売店 和食・寿司・天ぷら
138 北信 山ノ内町 湯田中温泉プリン本舗 K-3944 下高井郡山ノ内町平穏3151-1 0269-38-0007 HP その他土産物店
139 北信 山ノ内町 加命の湯 K-2283 下高井郡山ノ内町平穏3174 0269-33-1010 HP 伝統工芸品等の販売店 和食・寿司・天ぷら
140 北信 山ノ内町 Japanese Dining GOEN K-0582 下高井郡山ノ内町平穏3227-1 0269-38-0550 HP 居酒屋・創作料理
141 北信 山ノ内町 湯田中ヘルスケアセンター K-0405 下高井郡山ノ内町平穏3246-2 0269-33-5888 HP 日帰り温泉施設
142 北信 山ノ内町 湯田中温泉大浴場ホテルゆだなか K-2691 下高井郡山ノ内町平穏3246-2 0269-33-5888 HP 果物狩り・観光農園, 日帰り温泉施設 その他土産物店
143 北信 山ノ内町 栄楽食堂 K-3162 下高井郡山ノ内町平穏3284 0269-33-2262 中華・台湾
144 北信 山ノ内町 楽奇温泉旅館 K-2692 下高井郡山ノ内町平穏3289 0269-38-8189 中華・台湾
145 北信 山ノ内町 旅館はくら K-1396 下高井郡山ノ内町平穏4106 0269-33-3315 HP 土産物店
146 北信 山ノ内町 寿司屋 K-3986 下高井郡山ノ内町平穏4109-15 0269-38-1618 和食・寿司・天ぷら
147 北信 山ノ内町 石庭露天風呂の宿 俵や K-0241 下高井郡山ノ内町平穏4115 0269-33-3525 HP 土産物店
148 北信 山ノ内町 関英ドライブイン K-1092 下高井郡山ノ内町平穏4168 0269-33-2705 ファミリーレストラン
149 北信 山ノ内町 セブン-イレブン信州山ノ内店 K-4907 下高井郡山ノ内町平穏4209-1 0269-33-4866 コンビニエンスストア
150 北信 山ノ内町 SHIGAKOGEN MOUNTAIN DISCOVERY K-0517 下高井郡山ノ内町平穏549番地 090-9359-6656 HP アウトドア・スポーツ体験 カフェ・スイーツ
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151 北信 山ノ内町 HOTEL&RESORT山の内ヒルズ K-2616 下高井郡山ノ内町平穏5976-1,HOTEL&RESORT山の内ヒルズ 0269-31-3611 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 土産物店
152 北信 山ノ内町 Hotel & Onsen 2307 Shigakogen K-0027 下高井郡山ノ内町平穏7148 0269-34-2905 HP レジャー施設, 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
153 北信 山ノ内町 志賀パレスホテル K-0093 下高井郡山ノ内町平穏7148 0269-34-2221 HP レジャー施設, 日帰り温泉施設 土産物店 カフェ・スイーツ
154 北信 山ノ内町 ホテル志賀サンバレー K-0291 下高井郡山ノ内町平穏7148 0269-34-3800 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
155 北信 山ノ内町 石の湯ロッジ K-0485 下高井郡山ノ内町平穏7148 0269-34-2421 HP その他 土産物店 定食屋
156 北信 山ノ内町 熊の湯ホテル K-0806 下高井郡山ノ内町平穏7148 0269-34-2311 HP 日帰り温泉施設 土産物店 カフェ・スイーツ
157 北信 山ノ内町 志賀高原の家グリーン K-0907 下高井郡山ノ内町平穏7148 0269-34-2552 HP その他グルメ
158 北信 山ノ内町 志賀高原ガイド組合 K-1584 下高井郡山ノ内町平穏7148 0269-34-2133 HP アウトドア・スポーツ体験
159 北信 山ノ内町 横手山ドライブイン K-1673 下高井郡山ノ内町平穏7148 0269-34-2338 HP 土産物店 そば・うどん
160 北信 山ノ内町 志賀高原マウンテンリゾート K-1910 下高井郡山ノ内町平穏7148 0269-34-2588 HP レジャー施設
161 北信 山ノ内町 志賀の湯ホテル K-1941 下高井郡山ノ内町平穏7148 0269-34-2431 HP 日帰り温泉施設 土産物店
162 北信 山ノ内町 ビワ池ホテル K-3278 下高井郡山ノ内町平穏7148 0269-34-3011 土産物店 和食・寿司・天ぷら
163 北信 山ノ内町 ホテルアルペンブルク K-3634 下高井郡山ノ内町平穏7148 0269-34-3366 HP 洋食
164 北信 山ノ内町 ホテルハイツ志賀高原 K-2947 下高井郡山ノ内町平穏7148-31 0269-34-3030 日帰り温泉施設, その他 その他グルメ
165 北信 山ノ内町 横手山・渋峠スキー場 K-0294 下高井郡山ノ内町平穏7148番地 0269-34-2600 HP レジャー施設 土産物店 カフェ・スイーツ
166 北信 山ノ内町 ホテル山楽 K-0004 下高井郡山ノ内町平穏7149 0269-34-2217 HP 料理体験 土産物店 居酒屋・創作料理
167 北信 山ノ内町 ホテルジャパン志賀 K-0701 下高井郡山ノ内町平穏7149 0269-34-2801 HP 乗り物体験 その他土産物店 その他グルメ
168 北信 山ノ内町 シャレー志賀 K-0706 下高井郡山ノ内町平穏7149 0269-34-2235 HP 土産物店
169 北信 山ノ内町 西発哺温泉ホテル K-2026 下高井郡山ノ内町平穏7149 0269-34-2634 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店 その他グルメ
170 北信 山ノ内町 ホテルサニー志賀 K-3073 下高井郡山ノ内町平穏7149 0269-34-2604 HP 土産物店 ラーメン・つけ麺
171 北信 山ノ内町 チウーホテル K-3615 下高井郡山ノ内町平穏7149 0269-34-2333 その他土産物店 その他グルメ
172 北信 山ノ内町 シャレー志賀　リラクゼーション志賀 K-3681 下高井郡山ノ内町平穏7149 0269-34-2235 HP その他
173 北信 山ノ内町 ホテルホゥルス志賀高原 K-3744 下高井郡山ノ内町平穏7149 0269-34-3355 HP 土産物店 ファミリーレストラン
174 北信 山ノ内町 ホリデープラザ志賀高原 K-4809 下高井郡山ノ内町平穏7149 0269-34-3330 HP 土産物店
175 北信 山ノ内町 ホテル銀嶺 K-0495 下高井郡山ノ内町平穏7149-16 0269-34-3110 HP 土産物店 そば・うどん
176 北信 山ノ内町 志賀いこい荘 K-2769 下高井郡山ノ内町平穏7149-16 0269-34-2005 HP その他グルメ
177 北信 山ノ内町 志賀ホワイトホテル K-3674 下高井郡山ノ内町平穏7149-16 0269-34-2702 アウトドア・スポーツ体験
178 北信 山ノ内町 ホテルタキモト K-3239 下高井郡山ノ内町平穏7149‐16 0269-34-2117 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 ダイニングバー・バル
179 北信 山ノ内町 焼肉おてんま（ホテルジャパン志賀内） K-0673 下高井郡山ノ内町平穏7149ホテルジャパン志賀 0269-34-2801 HP 焼肉・ホルモン
180 北信 山ノ内町 リストランテアルトピアーノ（ホテルジャパン志賀別館） K-0681 下高井郡山ノ内町平穏7149ホテルジャパン志賀 0269-34-2801 HP イタリアン
181 北信 山ノ内町 ホテル一乃瀬 K-0476 下高井郡山ノ内町平穏7149ホテル一乃瀬 0269-34-2802 HP 工芸体験 土産物店 洋食
182 北信 山ノ内町 ホテルサンモリッツ志賀 K-3718 下高井郡山ノ内町平穏一ノ瀬7149 0269-34-2247 HP 日帰り温泉施設 土産物店 ダイニングバー・バル
183 北信 山ノ内町 山の実 K-0498 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700 0269-33-7577 HP そば・うどん
184 北信 山ノ内町 SORA GLAMPING RESORT K-3289 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700 090-4464-9477 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

185 北信 山ノ内町 ホテルシャレー竜王 K-3568 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-11 0269-33-6311 HP その他 土産物店
186 北信 山ノ内町 竜王パークホテル K-4943 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-18 0269-33-7866 土産物店 その他グルメ
187 北信 山ノ内町 竜王マウンテンホテル K-4207 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-243 0269-38-0905 HP その他 土産物店 その他グルメ
188 北信 山ノ内町 ホテルノース志賀 K-0204 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-3 0269-33-7111 HP 土産物店
189 北信 山ノ内町 ホテル　ホワイトイン北志賀 K-2291 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-9 0269-33-6411 HP 土産物店
190 北信 山ノ内町 ティーアール観光 K-5830 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-96 0269-33-6177 HP その他 その他土産物店 バス
191 北信 山ノ内町 ホテル竜王 K-3896 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700番地220 0269-33-6211 日帰り温泉施設 土産物店
192 北信 山ノ内町 シャレークリスチャニア K-3579 下高井郡山ノ内町夜間瀬12377-24 0269-34-2929 HP 土産物店 洋食
193 北信 山ノ内町 ロッジ やまのまにまに K-0490 下高井郡山ノ内町夜間瀬12377-27 0269-34-2261 その他土産物店 その他グルメ
194 北信 山ノ内町 プチホテルEpi K-3569 下高井郡山ノ内町夜間瀬12377-31 0269-34-2171 HP その他 その他土産物店
195 北信 山ノ内町 ブルーエ K-3687 下高井郡山ノ内町夜間瀬12377−32 0269-24-2870 HP その他グルメ
196 北信 山ノ内町 志賀高原カントリークラブ K-2369 下高井郡山ノ内町夜間瀬12793 0269-33-3351 アウトドア・スポーツ体験
197 北信 山ノ内町 セブン－イレブン北志賀夜間瀬店 K-4360 下高井郡山ノ内町夜間瀬3016-1 0269-33-8000 コンビニエンスストア
198 北信 山ノ内町 湯本商店 K-3599 下高井郡山ノ内町夜間瀬6572-1 0269-33-0411 その他土産物店
199 北信 山ノ内町 よませ温泉スキー場 K-3540 下高井郡山ノ内町夜間瀬7078 0269-33-2377 HP アウトドア・スポーツ体験
200 北信 山ノ内町 ペットと泊まれる宿パディントンハウス K-1043 下高井郡山ノ内町夜間瀬7083-3 0269-33-5522 HP 洋食
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201 北信 山ノ内町 ゆうリゾートホテル北志賀 K-2330 下高井郡山ノ内町夜間瀬9216 0269-33-7373 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店 その他グルメ
202 北信 木島平村 岡本商店有限会社 K-3459 下高井郡木島平村往郷10-1 0269-82-4011 HP 土産物店
203 北信 木島平村 ケヤキの森公園　馬曲川食堂 K-4496 下高井郡木島平村往郷3629-3 0269-82-4388 HP その他グルメ
204 北信 木島平村 馬曲温泉　望郷の湯 K-2012 下高井郡木島平村往郷5567-1 0269-82-4028 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店 そば・うどん
205 北信 木島平村 売店　たかやしろ K-3163 下高井郡木島平村上木島2548番地1 0269-82-4710 土産物店
206 北信 木島平村 スポーツハイムアルプ K-0600 下高井郡木島平村上木島3100-5 0269-82-4141 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, その他

207 北信 木島平村 フォーレスかわしま K-2522 下高井郡木島平村上木島3127-1 0269-82-2333 HP その他グルメ
208 北信 木島平村 オーベルジュグルービー K-2596 下高井郡木島平村上木島3278-271 0269-82-3678 HP 鉄板・ステーキ
209 北信 木島平村 木島平プロスキースクール&ドムハウス K-3570 下高井郡木島平村上木島3278-273 0269-82-4083 HP アウトドア・スポーツ体験
210 北信 木島平村 夢屋ガラス工房 K-3991 下高井郡木島平村上木島3278-46 0269-82-1821 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店
211 北信 木島平村 ペンション森のかくれんぼう K-3600 下高井郡木島平村上木島3795-13 0269-82-4155 HP アウトドア・スポーツ体験 洋食
212 北信 木島平村 ペンション紙ふうせん K-0248 下高井郡木島平村上木島3795-2 0269-82-4582 HP 果物狩り・観光農園, その他 その他土産物店
213 北信 木島平村 ペンション童夢 K-3088 下高井郡木島平村上木島3795-9 0269-82-4400 HP 果物狩り・観光農園 その他グルメ
214 北信 木島平村 道の駅FARMUS木島平 K-0281 下高井郡木島平村上木島38-1 0269-62-2201 HP 道の駅
215 北信 木島平村 道の駅ファームス木島平内　総合案内所 K-0401 下高井郡木島平村上木島38-1 0269-82-2800 HP 乗り物体験
216 北信 木島平村 ホテルレイジャント K-3203 下高井郡木島平村上木島3876 0269-82-2828 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店
217 北信 木島平村 パノラマランド木島平 K-0317 下高井郡木島平村上木島3878-2 0269-82-3001 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
218 北信 木島平村 食彩市場 たる川 K-3204 下高井郡木島平村上木島5691-1 0269-63-3620 土産物店
219 北信 木島平村 パティスリーレーヴ K-3934 下高井郡木島平村大字往郷26-6 0269-82-4820 HP カフェ・スイーツ
220 北信 木島平村 やまびこの丘公園 K-2069 下高井郡木島平村大字上木島3278番地80 0269-82-4664 HP 料理体験 ファミリーレストラン
221 北信 木島平村 コテージペンションぽっかぽか K-0753 下高井郡木島平村大字上木島3501-21 0269-82-4099 その他
222 北信 木島平村 北信州木島平スキー場 K-2093 下高井郡木島平村大字上木島3876-2 0269-82-3434 HP レジャー施設
223 北信 木島平村 石川荘 K-3463 下高井郡木島平村大字上木島886 0269-82-2152 和食・寿司・天ぷら
224 北信 木島平村 カヤの平高原ロッジ K-4076 下高井郡木島平村大字穂高2895 090-8025-4288 その他土産物店 そば・うどん
225 北信 木島平村 ローソン信州木島平店 K-4452 下高井郡木島平村大字穂高2990-1 0269-82-4430 コンビニエンスストア
226 北信 木島平村 内山手すき和紙体験の家 K-2446 下高井郡木島平村穂高1143-3 0269-82-4151 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店
227 北信 野沢温泉村 Harding's K-5722 下高井郡野沢温泉村8955かわもとや 09020423213 カフェ・スイーツ
228 北信 野沢温泉村 そば処　大茂ん K-1474 下高井郡野沢温泉村9509 0269-85-2033 HP そば・うどん
229 北信 野沢温泉村 はくぎん K-3628 下高井郡野沢温泉村前坂8138 0269-85-2617 ファミリーレストラン
230 北信 野沢温泉村 Snow Crystal Yoga & Wellness K-1853 下高井郡野沢温泉村前坂大字前坂8399-2 090-6514-8207 HP 料理体験, アウトドア・スポーツ体験

231 北信 野沢温泉村 食事処 かずみ K-3671 下高井郡野沢温泉村大字9473 0269-85-2453 HP 定食屋
232 北信 野沢温泉村 道の駅　野沢温泉 K-2202 下高井郡野沢温泉村大字虫生2375番地 0269-67-0767 HP 料理体験 道の駅 その他グルメ
233 北信 野沢温泉村 居酒屋つくしんぼ K-1218 下高井郡野沢温泉村大字豊郷6498-1 0269-85-3565 居酒屋・創作料理
234 北信 野沢温泉村 おみやげ処美郷 K-1751 下高井郡野沢温泉村大字豊郷653 0269-85-2900 土産物店
235 北信 野沢温泉村 長坂ゴンドラリフト K-1030 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7653 0269-85-3166 HP レジャー施設
236 北信 野沢温泉村 キッチンセアボス K-1096 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7653 0269-85-3166 HP その他グルメ
237 北信 野沢温泉村 スタカ湖キャンプ場 K-1097 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7653 0269-85-3949 HP アウトドア・スポーツ体験
238 北信 野沢温泉村 野沢温泉スパリーナ K-1098 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7653 0269-85-4567 HP 日帰り温泉施設
239 北信 野沢温泉村 サロモンステーション K-1099 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7653 0269-85-3166 HP アウトドア・スポーツ体験
240 北信 野沢温泉村 野沢温泉スキースクール K-1170 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7653 0269-85-2623 HP アウトドア・スポーツ体験
241 北信 野沢温泉村 Nagasaka　Cafe K-3531 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7653 0269-85-3166 HP その他グルメ
242 北信 野沢温泉村 The Dojo Climbing K-2633 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7767 080-7845-3878 HP レジャー施設 その他グルメ
243 北信 野沢温泉村 四季の宿　河廣 K-5037 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7819 0269-85-2458 HP 和食・寿司・天ぷら
244 北信 野沢温泉村 居酒屋さかい K-0771 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7923-2 0269-85-2177 居酒屋・創作料理
245 北信 野沢温泉村 ロッヂ　ハーネンカム K-3431 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8455-2 0269-85-3504 HP その他グルメ
246 北信 野沢温泉村 奈良屋旅館 K-0084 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8736 0269-85-2155 HP その他グルメ
247 北信 野沢温泉村 畔上館 K-3817 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8800 0269-85-2280 HP その他土産物店 居酒屋・創作料理
248 北信 野沢温泉村 上ノ平ロッヂ K-3435 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8804 0269-85-2603 HP その他グルメ
249 北信 野沢温泉村 御宿ふぶき K-3589 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8820 0269-85-4162 HP 土産物店
250 北信 野沢温泉村 百番商店 K-0380 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8857 0269-85-2420 土産物店
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251 北信 野沢温泉村 河一屋旅館　食事処「団欒」 K-0046 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8923-1 0269-85-4126 HP その他グルメ
252 北信 野沢温泉村 河一屋旅館　売店「ひと呼吸」 K-0051 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8923-1 0269-85-4126 HP その他土産物店
253 北信 野沢温泉村 かごや K-0439 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8961 0269-67-0348 そば・うどん
254 北信 野沢温泉村 中島屋旅館 K-0125 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8965 0269-85-2058 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
255 北信 野沢温泉村 のざわ温泉交通 K-0080 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9258-8 0269-85-3333 HP バス, タクシー
256 北信 野沢温泉村 cafe木馬 K-0547 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9258-8 0269-85-4624 カフェ・スイーツ
257 北信 野沢温泉村 ラーメン酒場 でぇすけ K-1606 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9277 080-7813-1465 ラーメン・つけ麺
258 北信 野沢温泉村 久保田屋商店 K-2983 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9281 0269-85-2106 HP その他
259 北信 野沢温泉村 カフェ&レスト　オリーブ K-3164 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9293 0269-85-2086 カフェ・スイーツ
260 北信 野沢温泉村 黄金屋物産店 K-0897 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9304 0269-85-2154 HP 土産物店
261 北信 野沢温泉村 常盤屋旅館 K-1182 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9347 0269-85-3128 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店 その他グルメ
262 北信 野沢温泉村 里武士 K-1307 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9347 080-6930-3992 HP ダイニングバー・バル
263 北信 野沢温泉村 御宿　野沢屋 K-1139 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9486 0269-85-2267 HP その他グルメ
264 北信 野沢温泉村 富屋酒店 K-0113 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9512-1 0269-85-2221 土産物店
265 北信 野沢温泉村 魚やす商店 K-2260 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9517-2 0269-85-2217 その他土産物店
266 北信 野沢温泉村 七良兵衛珈琲 K-0739 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9521 0269-85-0397 HP その他グルメ
267 北信 野沢温泉村 七良兵衛珈琲 K-2627 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9521 0269-67-0397 HP カフェ・スイーツ
268 北信 野沢温泉村 スキー＆スノーボードレンタル　白樺 K-2628 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9521 0269-85-1519 HP アウトドア・スポーツ体験
269 北信 野沢温泉村 snow base 七良兵衛珈琲　日影店 K-2630 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9521 0269-85-2519 HP カフェ・スイーツ
270 北信 野沢温泉村 成田屋 K-1412 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9529 0269-85-2251 土産物店
271 北信 野沢温泉村 長野屋酒店 K-1382 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9570番地 0269-85-2057 土産物店
272 北信 野沢温泉村 庄平そば K-1328 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9575-1 0269-85-3287 HP そば・うどん
273 北信 野沢温泉村 千代田酒店 K-4044 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9740-1 0269-85-2307 土産物店
274 北信 野沢温泉村 ホームセンター　金森 K-5654 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9757 0269-85-2130 ホームセンター
275 北信 野沢温泉村 金森スポーツ K-5657 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9757 0269-85-2204 その他
276 北信 野沢温泉村 ととりな K-3642 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9759-6 0269-85-2162 居酒屋・創作料理
277 北信 野沢温泉村 L'Atelier KURA K-0307 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9778 0269-67-0607 HP カフェ・スイーツ
278 北信 野沢温泉村 Pig & Barrel K-1614 下高井郡野沢温泉村大湯9347 090-6123-9086 ダイニングバー・バル
279 北信 野沢温泉村 Nozawa Onsen Tours K-5666 下高井郡野沢温泉村虫生1726 090-9431-3791 HP アウトドア・スポーツ体験
280 北信 野沢温泉村 焼肉49 K-3758 下高井郡野沢温泉村豊郷4348-1 080-8731-1775 居酒屋・創作料理
281 北信 野沢温泉村 野沢菜発祥の里　とみき漬物 K-2878 下高井郡野沢温泉村豊郷4608-1 0269-85-3116 HP 土産物店
282 北信 野沢温泉村 寛処　にしお K-2514 下高井郡野沢温泉村豊郷5057-1 0269-67-0716 カフェ・スイーツ
283 北信 野沢温泉村 肉のわしの　有限会社鷲野商店 K-1747 下高井郡野沢温泉村豊郷6469-2 0269-85-2066 HP その他土産物店
284 北信 野沢温泉村 みゆき商店 K-2450 下高井郡野沢温泉村豊郷6700-3 0269-85-2748 工芸体験 土産物店
285 北信 野沢温泉村 託児所ゆ～みん K-3358 下高井郡野沢温泉村豊郷7653 0269-85-3166 HP アウトドア・スポーツ体験, その他

286 北信 野沢温泉村 野沢温泉スキー場　駐車場 K-3359 下高井郡野沢温泉村豊郷7653 0269-85-3166 HP アウトドア・スポーツ体験
287 北信 野沢温泉村 レストハウスやまびこ K-3360 下高井郡野沢温泉村豊郷7653 0269-85-3523 HP アウトドア・スポーツ体験 その他グルメ
288 北信 野沢温泉村 お宿　たまゆら K-2768 下高井郡野沢温泉村豊郷7797-5 0269-67-0610 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店
289 北信 野沢温泉村 NOZAWA Sports Thanx K-3571 下高井郡野沢温泉村豊郷7814 0269-67-0112 HP アウトドア・スポーツ体験, その他

290 北信 野沢温泉村 レンタルショップMIYAZAWA K-3648 下高井郡野沢温泉村豊郷7885-3 0269-85-5260 HP アウトドア・スポーツ体験
291 北信 野沢温泉村 富井とうふ店 K-1369 下高井郡野沢温泉村豊郷7914-2 0269-85-4102 その他土産物店
292 北信 野沢温泉村 久保田食堂 K-1892 下高井郡野沢温泉村豊郷8003 090-9668-1105 そば・うどん
293 北信 野沢温泉村 野沢温泉スポーツ公園 K-0533 下高井郡野沢温泉村豊郷8005-2 0269-85-2623 アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

294 北信 野沢温泉村 三井食堂 K-5071 下高井郡野沢温泉村豊郷8157 0269-85-2997 ラーメン・つけ麺
295 北信 野沢温泉村 ペンション　シュネー K-3184 下高井郡野沢温泉村豊郷8276 0269-85-2012 HP その他土産物店 居酒屋・創作料理
296 北信 野沢温泉村 LODGEでんべえ K-2158 下高井郡野沢温泉村豊郷8284-2 0269-85-3838 HP 定食屋
297 北信 野沢温泉村 太郎小屋 K-3577 下高井郡野沢温泉村豊郷8369 0269-85-2245 HP その他グルメ
298 北信 野沢温泉村 なっぱカフェ K-1334 下高井郡野沢温泉村豊郷8661-1 080-1250-7878 HP カフェ・スイーツ
299 北信 野沢温泉村 清風館（館内喫茶コーナー） K-0034 下高井郡野沢温泉村豊郷8670-1 0269-85-2025 HP その他グルメ
300 北信 野沢温泉村 清風館（館内売店） K-0048 下高井郡野沢温泉村豊郷8670-1 0269-85-2025 HP その他土産物店
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信州割SPECIAL観光クーポン対象施設一覧
2022/10/18現在

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設 土産物店 飲食店 交通事業者

利用対象期間：宿泊期間（チェックイン日～チェックアウト日まで）

「信州割SPECIAL」観光クーポン券　令和3年6月18日（金）～令和4年12月21日（水）（予定）

TEL ホームページ
業種

No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

301 北信 野沢温泉村 野沢温泉　村のホテル　住吉屋 K-0277 下高井郡野沢温泉村豊郷8713 0269-85-2005 HP 土産物店
302 北信 野沢温泉村 クリエイティブ湯元喫茶店営業 K-3643 下高井郡野沢温泉村豊郷8713-ロ 0269-85-3134 土産物店,伝統工芸品等の販売店 カフェ・スイーツ
303 北信 野沢温泉村 麻釜温泉公園ふるさとの湯 K-0424 下高井郡野沢温泉村豊郷8734 0269-85-3700 HP 日帰り温泉施設
304 北信 野沢温泉村 居酒屋はと車 K-3636 下高井郡野沢温泉村豊郷8737 0269-85-2030 居酒屋・創作料理
305 北信 野沢温泉村 ビリケン食堂 K-0067 下高井郡野沢温泉村豊郷8757 0269-85-2078 洋食
306 北信 野沢温泉村 大正園野沢酒店 K-1756 下高井郡野沢温泉村豊郷8777番地 0269-85-2053 土産物店,その他土産物店
307 北信 野沢温泉村 野沢ビューホテル嶋田屋 K-4075 下高井郡野沢温泉村豊郷8858 0269-85-2124 HP 日帰り温泉施設 土産物店, その他土産物店
308 北信 野沢温泉村 野沢グランドホテル K-1611 下高井郡野沢温泉村豊郷8888. 0269-85-3151 HP 土産物店
309 北信 野沢温泉村 三久工芸 K-1762 下高井郡野沢温泉村豊郷9274-2 0269-85-2178 HP 土産物店,伝統工芸品等の販売店

310 北信 野沢温泉村 有限会社三九郎商店 K-2840 下高井郡野沢温泉村豊郷9279-イ 0269-85-2352 HP 土産物店
311 北信 野沢温泉村 TRATTORIABIVACCO K-0842 下高井郡野沢温泉村豊郷9282-1-2F 0269-67-0148 HP イタリアン
312 北信 野沢温泉村 狸 Cafe Restaurant K-1992 下高井郡野沢温泉村豊郷9285 0269-85-3121 カフェ・スイーツ
313 北信 野沢温泉村 狸 Bar K-1993 下高井郡野沢温泉村豊郷9285 0269-85-3121 ダイニングバー・バル
314 北信 野沢温泉村 Restaurant&Bar 寿命延 K-0781 下高井郡野沢温泉村豊郷9288 0269-85-3535 ダイニングバー・バル
315 北信 野沢温泉村 旅館さかや　売店 K-0778 下高井郡野沢温泉村豊郷9329 0269-85-3118 土産物店
316 北信 野沢温泉村 新杵 K-5563 下高井郡野沢温泉村豊郷9343-2 0269-85-2234 土産物店
317 北信 野沢温泉村 フキヤ商店　本店 K-1303 下高井郡野沢温泉村豊郷9350 0269-85-2110 HP 土産物店
318 北信 野沢温泉村 風の家 K-2936 下高井郡野沢温泉村豊郷9494 0269-85-3244 HP イタリアン
319 北信 野沢温泉村 喰庵（くーあん） K-3526 下高井郡野沢温泉村豊郷9494 0269-67-0860 居酒屋・創作料理
320 北信 野沢温泉村 朝日屋旅館 K-1161 下高井郡野沢温泉村豊郷9501 0269-85-3131 HP その他土産物店
321 北信 野沢温泉村 Exiev K-1559 下高井郡野沢温泉村豊郷9501-3別館B1 0269-85-4222 ダイニングバー・バル
322 北信 野沢温泉村 ニューフキヤ K-1308 下高井郡野沢温泉村豊郷9510-1 0269-85-2110 HP 土産物店
323 北信 野沢温泉村 ハウスサンアントンジャムファクトリー K-2614 下高井郡野沢温泉村豊郷9515 0269-85-2065 HP その他土産物店 カフェ・スイーツ
324 北信 野沢温泉村 ホテルハウスサンアントン K-2841 下高井郡野沢温泉村豊郷9515 0269-85-3597 HP フレンチ
325 北信 野沢温泉村 NAXXS K-1884 下高井郡野沢温泉村豊郷9516-1芙蓉ビル2F 0269-67-0765 ダイニングバー・バル
326 北信 野沢温泉村 green filed K-0375 下高井郡野沢温泉村豊郷9521 090-4161-3134 HP アウトドア・スポーツ体験
327 北信 野沢温泉村 COMPASS Village K-2742 下高井郡野沢温泉村豊郷9526 0269-67-0921 HP アウトドア・スポーツ体験 カフェ・スイーツ
328 北信 野沢温泉村 桝屋なんじゃもんじゃ K-1193 下高井郡野沢温泉村豊郷9534 0269-85-2150 土産物店
329 北信 野沢温泉村 若ぎり K-0127 下高井郡野沢温泉村豊郷9556 0269-85-2040 HP 和食・寿司・天ぷら
330 北信 野沢温泉村 丸見屋商店 K-0598 下高井郡野沢温泉村豊郷9571 0269-85-2129 HP その他 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

331 北信 野沢温泉村 焼肉　萬里 K-2595 下高井郡野沢温泉村豊郷9579 0269-85-2290 焼肉・ホルモン
332 北信 野沢温泉村 河達スキーレンタル K-1608 下高井郡野沢温泉村豊郷9580-1 0269-85-2440 HP アウトドア・スポーツ体験
333 北信 野沢温泉村 ff フォルテシモ K-1503 下高井郡野沢温泉村豊郷9602 0269-85-3302 HP ファミリーレストラン
334 北信 野沢温泉村 まるとや K-2155 下高井郡野沢温泉村豊郷9798番地 0269-85-2235 HP その他 その他土産物店 その他グルメ
335 北信 野沢温泉村 ステーキハウス　ザ・コーナー K-3669 下高井郡野沢温泉村豊郷横落9519-8 0269-67-0146 HP 鉄板・ステーキ
336 北信 野沢温泉村 Crossroad Cafe K-1195 下高井郡野沢温泉村豊郷横落9784−1 0269-85-5150 HP カフェ・スイーツ
337 北信 野沢温泉村 旨いもん所　そば鈴木 K-1771 下高井郡野沢温泉村豊郷字湯沢9724 090-8326-2589 そば・うどん
338 北信 野沢温泉村 グリーンハウス　マルトミ K-3781 下高井郡野沢温泉村豊郷日影8157 0269-85-2838 丼もの
339 北信 栄村 秋山郷雄川閣 K-0688 下水内郡栄村堺17878-3 025-767-2252 HP 乗り物体験, 日帰り温泉施設 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
340 北信 栄村 北野天満温泉 K-4814 下水内郡栄村大字堺14655 0269-87-2892 土産物店 そば・うどん
341 北信 栄村 屋敷温泉　秀清館 K-5038 下水内郡栄村大字堺17599ー3 0257-67-2168 日帰り温泉施設
342 北信 栄村 切明リバーサイドハウス K-0325 下水内郡栄村大字堺17878-2 025-767-2253 HP 土産物店
343 北信 栄村 切明温泉　雪あかり K-3742 下水内郡栄村大字堺17879-1 025-767-2255 その他 土産物店
344 北信 栄村 民宿　丸山荘 K-1141 下水内郡栄村大字堺18124-1 025-767-2132 その他土産物店
345 北信 栄村 さかえ倶楽部スキー場 K-3582 下水内郡栄村大字北信2903 0269-87-3355 HP その他
346 北信 栄村 栄村物産館またたび K-0542 下水内郡栄村大字北信3746-1 0269-87-3180 道の駅
347 北信 栄村 中条温泉トマトの国 K-2404 下水内郡栄村大字北信4413-1 0269-87-3030 HP アウトドア・スポーツ体験, 果物狩り・観光農園, 日帰り温泉施設, その他 土産物店 定食屋
348 北信 栄村 森宮交通株式会社 K-0478 下水内郡栄村北信3475-1 0269-87-2736 HP バス, タクシー
349 北信 高山村 梅の屋リゾート松川館 K-2778 高山村奥山田3507-1 026-242-2721 日帰り温泉施設 土産物店
350 北信 山ノ内町 スポーツハイム奥志賀 K-4227 山ノ内町大字夜間瀬12379-23 0269-34-2551 HP その他グルメ
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http://kawatatsu.com/
https://ff-fortissimo.com/
https://kt2062390.wixsite.com/marutoya
https://www.facebook.com/thecornersteakhouse
https://www.facebook.com/crossroadcafe.nozawa
http://yusenkaku.yadoroku.jp/
https://kiriake-riverside.com/
http://www.sakaeclub.jp
https://tomato-no-kuni.com/
https://www.morimiya-kanko.com
http://www.sugiyama-ski.com/sportsheim/
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351 北信 山ノ内町 志賀レークホテル K-3572 山ノ内町平穏7148 0269-34-3232 土産物店, その他土産物店
352 北信 小布施町 メゾンドナチュール K-3996 小布施町雁田1171 026-214-7133 フレンチ
353 北信 小布施町 JAながの　お百SHOPおぶせ K-5499 小布施町大字大島字松川尻611-1小布施道の駅オアシスおぶせ内 026-247-7710 その他土産物店
354 北信 高山村 旅館わらび野 K-2642 上高井郡高山村,蕨平,1320 026-242-2901 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 日帰り温泉施設, リゾートテレワーク体験 土産物店
355 北信 高山村 ヤマボク　グリーンサイト K-2661 上高井郡高山村奥山田3681-43 026-274-5959 HP アウトドア・スポーツ体験
356 北信 高山村 ペンション　樹里庵 K-1550 上高井郡高山村奥山田3681-87 026-242-2508 HP 土産物店
357 北信 高山村 小林商店 K-2807 上高井郡高山村山田温泉3608 026-242-2602 その他土産物店
358 北信 高山村 レッドウッドイン K-0672 上高井郡高山村山田牧場3681-347 026-242-2418 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
359 北信 高山村 旅館わらび野 K-0259 上高井郡高山村大字奥山田1320 026-242-2901 HP レジャー施設, 日帰り温泉施設 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

360 北信 高山村 （有）恵豆倉商店 K-2814 上高井郡高山村大字奥山田3562-イ 026-242-2605 その他 土産物店
361 北信 高山村 緑霞山宿　藤井荘 K-1573 上高井郡高山村大字奥山田3563番地 026-242-2711 HP 土産物店, その他土産物店
362 北信 高山村 スパ・ワインセンター K-2380 上高井郡高山村大字奥山田3579-1 026-242-1122 HP アウトドア・スポーツ体験
363 北信 高山村 常盤屋 K-2619 上高井郡高山村大字奥山田3579-1 026-242-2601 土産物店
364 北信 高山村 風景館 K-0165 上高井郡高山村大字奥山田3598番地 026-242-2611 HP 土産物店
365 北信 高山村 山田館 K-1108 上高井郡高山村大字奥山田3604 026-242-2525 HP 土産物店
366 北信 高山村 見晴茶屋 K-1147 上高井郡高山村大字奥山田3681-130 026-242-2804 土産物店 その他グルメ
367 北信 高山村 セルバン白雲館 K-2332 上高井郡高山村大字奥山田3681-334 026-242-2911 HP カフェ・スイーツ
368 北信 高山村 ニュー笠岳 K-3716 上高井郡高山村大字奥山田3681-351 026-242-2529 HP カフェ・スイーツ
369 北信 高山村 coffee&Gallery　山田牧場 K-2235 上高井郡高山村大字奥山田3681-525 026-242-2932 カフェ・スイーツ
370 北信 高山村 五色の湯旅館 K-1179 上高井郡高山村大字奥山田3682-6 026-242-2500 HP 土産物店
371 北信 高山村 JAながの　高山共選所 K-5496 上高井郡高山村大字高井528-1 026-245-2348 その他土産物店
372 北信 高山村 信州たかやまワイナリー K-2366 上高井郡高山村大字高井字裏原7926 026-214-8726 HP 土産物店
373 北信 高山村 高山亭　高井本店 K-2368 上高井郡高山村大字高井堀之内56-1 026-248-1320 HP そば・うどん
374 北信 高山村 有限会社藤田屋酒店 K-1112 上高井郡高山村大字牧1655-3 026-242-2046 土産物店
375 北信 高山村 子安温泉 K-2326 上高井郡高山村牧783 026-242-2219 HP 日帰り温泉施設 土産物店 ファミリーレストラン
376 北信 小布施町 さくらや K-4621 上高井郡小布施町492-3 026-241-3970 土産物店
377 北信 小布施町 日本のあかり博物館 K-3860 上高井郡小布施町973 026-247-5669 HP 博物館等
378 北信 小布施町 岩松院 K-3277 上高井郡小布施町雁田615番地 026-247-5504 HP 博物館等
379 北信 小布施町 薬師豆富茶房まめ家 K-5711 上高井郡小布施町雁田821-10 026-247-6706 居酒屋・創作料理
380 北信 小布施町 癒し処オアシスあけびの湯小布施店 K-5826 上高井郡小布施町雁田不動1311 05034795579 HP その他
381 北信 小布施町 六斎舎 K-2021 上高井郡小布施町小布施1497-2 026-247-4899 土産物店 カフェ・スイーツ
382 北信 小布施町 小布施の宿フランス食堂ヴァンヴェール K-0919 上高井郡小布施町小布施34-8 026-247-5512 HP フレンチ
383 北信 小布施町 樹杢西脇 K-3370 上高井郡小布施町小布施476-2 026-247-5147 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

384 北信 小布施町 ろくろ工芸西脇　藍の樹 K-3371 上高井郡小布施町小布施492-3 026-247-5028 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

385 北信 小布施町 木挽 K-2847 上高井郡小布施町小布施522-2 026-247-6656 居酒屋・創作料理
386 北信 小布施町 穀平味噌醸造場 K-2025 上高井郡小布施町小布施734 026-247-2134 HP その他土産物店
387 北信 小布施町 桜井甘精堂本店 K-2007 上高井郡小布施町小布施774 026-247-1088 HP 土産物店
388 北信 小布施町 桜井甘精堂泉石亭 K-2011 上高井郡小布施町小布施779 026-247-5166 HP そば・うどん
389 北信 小布施町 桜井甘精堂カフェ茶蔵 K-2019 上高井郡小布施町小布施779 026-247-5601 HP カフェ・スイーツ
390 北信 小布施町 桜井甘精堂栗の木テラス K-2014 上高井郡小布施町小布施784 026-247-5848 HP カフェ・スイーツ
391 北信 小布施町 そば処　月 K-6017 上高井郡小布施町小布施789-2 0269-33-8888 そば・うどん
392 北信 小布施町 桜井甘精堂北斎亭 K-2017 上高井郡小布施町小布施810-3 026-247-5740 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
393 北信 小布施町 Café+  Delight K-3639 上高井郡小布施町小布施879-5 026-274-5369 HP ダイニングバー・バル
394 北信 小布施町 竹風堂　小布施本店 K-0882 上高井郡小布施町小布施973 026-247-2569 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
395 北信 小布施町 いろは堂小布施店 K-4711 上高井郡小布施町小布施977 026ｰ214-6539 その他グルメ
396 北信 小布施町 ドラッグコスコ小布施店 K-5168 上高井郡小布施町小布施伊勢裏１３７５－７ 026-247-6615 ドラッグストア
397 北信 小布施町 おぶせ温泉穴観音の湯 K-1329 上高井郡小布施町大字雁田1194番地 026-247-2525 HP 日帰り温泉施設
398 北信 小布施町 小布施温泉あけびの湯 K-0001 上高井郡小布施町大字雁田1311 026-247-4880 HP 日帰り温泉施設 土産物店 定食屋
399 北信 小布施町 しょうゆきゃふぇ小布施 K-1457 上高井郡小布施町大字小布施1101番地4 026-213-7123 HP カフェ・スイーツ
400 北信 小布施町 栗庵風味堂本店　CAFE SAKU G K-4314 上高井郡小布施町大字小布施414 026-247-3090 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
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https://ryokan-warabino.com/
https://shinshu-takayama-onsenkyo.com/facility/yamaboku-camp/
https://www.julian-compass.com
https://redwoodinn.jp/
https://ryokan-warabino.com/
https://www.fujiiso.co.jp/
https://shinshu-takayama-onsenkyo.com
https://www.fukeikan.co.jp
https://www.yamadakan.co.jp
https://cervin.jp/
http://kasadake.com
https://goshikinoyu.nagano.jp
https://www.shinshu-takayama.wine/
http://www.soba-kouzantei.jp/
http://www.koyasu-onsen.com/
https://www.nihonnoakari.or.jp
https://www.gansho-in.or.jp/
https://r.goope.jp/oasisueda
http://obusenoyado.com
http://www.juboku.jp/
http://www.juboku.jp/
https://www.kokuhei.com
https://www.kanseido.co.jp/shop/head/
https://www.kanseido.co.jp/shop/senseki/
https://www.kanseido.co.jp/shop/sakura/
https://www.kanseido.co.jp/shop/obuse/
https://www.kanseido.co.jp/shop/hokusai/
https://delight-obuse.jp/
https://chikufudo.com/shop/shop01
http://www.obuseonsen.sakura.ne.jp/
https://obuse-akebinoyu.co.jp/
https://elysee-hikaru.com/obuse
https://www.fumido.co.jp/
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401 北信 小布施町 北斎館 K-1215 上高井郡小布施町大字小布施485 026-247-5206 HP 博物館等 土産物店
402 北信 小布施町 おぶせ庵 K-3534 上高井郡小布施町大字小布施489-1 026-247-6353 土産物店 カフェ・スイーツ
403 北信 小布施町 塩屋櫻井 K-3382 上高井郡小布施町大字小布施537 026-247-2147 HP 土産物店
404 北信 小布施町 松葉屋本店 K-1962 上高井郡小布施町大字小布施778-イ 026-247-2019 HP 土産物店, その他土産物店
405 北信 小布施町 桝一市村酒造場 K-1956 上高井郡小布施町大字小布施807 026-247-2011 HP 土産物店
406 北信 小布施町 小布施堂本店 K-1970 上高井郡小布施町大字小布施808 026-247-2027 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
407 北信 小布施町 えんとつ K-1973 上高井郡小布施町大字小布施808 026-247-2027 HP カフェ・スイーツ
408 北信 小布施町 傘風楼 K-1975 上高井郡小布施町大字小布施808 026-247-2027 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
409 北信 小布施町 信濃屋 K-3134 上高井郡小布施町大字小布施817-1 026-242-6900 土産物店
410 北信 小布施町 和紙の中條 K-1154 上高井郡小布施町大字小布施854-30 026-247-4848 土産物店
411 北信 小布施町 諸国民工芸雑貨　自在屋 K-2711 上高井郡小布施町大字小布施973番地 026-247-5988 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

412 北信 小布施町 長野電鉄小布施駅 K-2110 上高井郡小布施町大字小布施字親木1497-2 026-248-6000 HP 鉄道
413 北信 小布施町 小布施パーキングエリア下り K-3083 上高井郡小布施町大字大島660-2 026-247-5023 HP 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
414 北信 小布施町 ろくさんジェラート K-2548 上高井郡小布施町大字中松496-1 026-242-6600 HP カフェ・スイーツ
415 北信 小布施町 ツルヤ小布施店 K-5116 上高井郡小布施町大字中松570-1 026-214-8811 スーパーマーケット
416 北信 小布施町 小布施パーキングエリア上り K-3080 上高井郡小布施町大字飯田欠下997-37 026-247-5552 HP 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
417 北信 小布施町 小布施ハイウェイオアシス　土産処おぶせ K-2120 上高井郡小布施町大島601 026-251-4111 土産物店, 道の駅
418 北信 小布施町 オブセオープンオアシス K-1953 上高井郡小布施町大島609-2 026-213-4833 HP アウトドア・スポーツ体験
419 北信 小布施町 テンホウ小布施店 K-4432 上高井郡小布施町中松136-2 026-247-6359 HP ラーメン・つけ麺
420 北信 小布施町 小布施屋　直売所ろくさん K-2492 上高井郡小布施町中松496-1 026-242-6600 HP 土産物店
421 北信 小布施町 小布施屋 上町店 K-4208 上高井郡小布施町中松496-1 090-5366-9994 土産物店
422 北信 小布施町 レストランOBUSE花屋 K-2494 上高井郡小布施町中松506-1 026-247-1187 HP フレンチ
423 北信 小布施町 フローラルガーデンおぶせ K-2495 上高井郡小布施町中松506-1 026-247-5487 HP 果物狩り・観光農園
424 北信 小布施町 かんてんぱぱショップ　小布施店 K-1636 上高井郡小布施町中町1117 026-242-6280 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
425 北信 小布施町 アレックスズカントリーストア K-3535 上高井郡小布施町東町489-1 026-247-6165 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

426 北信 小川村 ホテル星と緑のロマン館 K-0486 上水内郡小川村稲丘4981 026-269-3789 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 土産物店 その他グルメ
427 北信 小川村 道の駅おがわ　食事処＆おやき　味菜 K-1991 上水内郡小川村高府1502-2 026-269-3262 そば・うどん
428 北信 小川村 小川の庄 おやき村 K-1735 上水内郡小川村高府6937 026-269-3767 HP 料理体験 土産物店 ファーストフード
429 北信 小川村 北アルプス絶景の宿「林りん館」 K-2988 上水内郡小川村小根山8000-4 026-269-3455 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設, リゾートテレワーク体験 土産物店
430 北信 小川村 イチイチ K-3451 上水内郡小川村小根山8177 080-4668-1105 カフェ・スイーツ
431 北信 小川村 ruisseau K-3450 上水内郡小川村小根山8692 090-1713-1992 HP フレンチ
432 北信 小川村 ファミリーマート道の駅おがわ店 K-5082 上水内郡小川村大字高府1533番地2 026-269-1015 コンビニエンスストア
433 北信 小川村 すまいる農園 K-0757 上水内郡小川村大字瀬戸川870-1 026-269-2903 果物狩り・観光農園 土産物店
434 北信 信濃町 合同会社しなのディスカバリー K-0320 上水内郡信濃町古海1511 090-6514-0855 HP その他
435 北信 信濃町 ペンションカルアミルク K-0233 上水内郡信濃町古海2259-22 026-258-2225 洋食
436 北信 信濃町 White Tree Cafe ＆ Bar K-0050 上水内郡信濃町古海2388-12 026-258-2227 HP カフェ・スイーツ
437 北信 信濃町 和食の宿“一歩（てくてく）” K-0649 上水内郡信濃町古海2388-15 026-258-3545 HP その他グルメ
438 北信 信濃町 マウンテンリゾート・マルガンタ K-0944 上水内郡信濃町古海2388‐14 026-258-2188 HP 洋食
439 北信 信濃町 オーベルジュ　ラ・プーサン K-0021 上水内郡信濃町古海3326-13 026-258-3636 HP フレンチ
440 北信 信濃町 森のログホテル　カムループス K-2796 上水内郡信濃町古海3335-4 026-258-3737 HP 工芸体験, 乗り物体験, 料理体験, アウトドア・スポーツ体験, 果物狩り・観光農園, その他 洋食
441 北信 信濃町 ホテル　タングラム K-0016 上水内郡信濃町古海3575-8 026-258-3511 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 日帰り温泉施設 土産物店 ファミリーレストラン
442 北信 信濃町 Naturance/Outdoorstyle K-0464 上水内郡信濃町古海4437-1 090-1401-9414 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験

443 北信 信濃町 第一スーパー古間店 K-4632 上水内郡信濃町古間841 026-255-3061 HP スーパーマーケット
444 北信 信濃町 セブン-イレブン信州信濃町古間 K-4396 上水内郡信濃町古間866-2 026-251-7110 コンビニエンスストア
445 北信 信濃町 マツモトキヨシ古間店 K-4156 上水内郡信濃町古間867-1 026-251-7117 HP ドラッグストア
446 北信 信濃町 一茶記念館 K-1808 上水内郡信濃町大字柏原2437-2 026-255-3741 HP 博物館等 土産物店
447 北信 信濃町 にのくらマルシェ K-4204 上水内郡信濃町大字柏原3439-1 090-6380-7789 HP 工芸体験, 果物狩り・観光農園 道の駅
448 北信 信濃町 野尻湖タクシー株式会社 K-5565 上水内郡信濃町大字柏原字西裏2575番 026-219-2829 タクシー
449 北信 信濃町 宮川旅館＋コハクテラス K-0197 上水内郡信濃町大字野尻261-2 026-258-2501 HP 工芸体験, 料理体験, アウトドア・スポーツ体験 土産物店 その他グルメ
450 北信 信濃町 野尻湖ナウマンゾウ博物館 K-1810 上水内郡信濃町大字野尻287-5 026-258-2090 HP 博物館等 土産物店
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https://hokusai-kan.com/
http://obusenoshioya.jp
http://www.matsubaya-honten.co.jp
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http://nojiriko-museum.com/
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451 北信 信濃町 黒姫童話館＆童話の森ギャラリー K-1587 上水内郡信濃町大字野尻3807-30 026-255-2250 HP 博物館等 土産物店
452 北信 信濃町 リゾートハウススピンネーカー K-0881 上水内郡信濃町大字野尻53-1 026-258-3232 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, その他 その他グルメ
453 北信 信濃町 道の駅しなの K-1554 上水内郡信濃町柏原1260番地4 026-255-2900 HP 道の駅
454 北信 信濃町 黒姫物産センター K-3981 上水内郡信濃町柏原175-6 026-255-4514 土産物店
455 北信 信濃町 スポーツメイトスナヤマ K-3432 上水内郡信濃町柏原2554 026-255-2073 HP 乗り物体験
456 北信 信濃町 ハナアカリ K-2783 上水内郡信濃町柏原2568-6 026-219-3278 HP ファミリーレストラン
457 北信 信濃町 信州地酒・ワイン　萬屋酒店 K-1416 上水内郡信濃町柏原2711-23 026-255-2078 HP 土産物店, その他土産物店
458 北信 信濃町 centotto gelato K-4757 上水内郡信濃町柏原3442-1 026-262-1077 HP カフェ・スイーツ
459 北信 信濃町 ラボランドくろひめ K-0804 上水内郡信濃町野尻1848 026-255-5723 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験

460 北信 信濃町 黒姫高原　ホテル若月　ファミリー釣り堀 K-0419 上水内郡信濃町野尻2014-2 026-255-2577 HP アウトドア・スポーツ体験 その他グルメ
461 北信 信濃町 ロッジオークランド K-3614 上水内郡信濃町野尻2184-4 026-255-5309 HP お好み焼き・もんじゃ
462 北信 信濃町 そば処　たかさわ K-1593 上水内郡信濃町野尻2195-1 026-255-5076 そば・うどん
463 北信 信濃町 野尻湖ライングループ K-4219 上水内郡信濃町野尻254番地 026-258-2505 HP 乗り物体験 土産物店
464 北信 信濃町 イタリアンレストラン＆カフェ　Funagoya-舟小屋- K-5907 上水内郡信濃町野尻258-4 026-258-2462 HP 洋食
465 北信 信濃町 （一社）日本セーフティカヌーイング協会公認　ウクディパドリングスクール K-0550 上水内郡信濃町野尻268-1 026-258-1005 HP アウトドア・スポーツ体験
466 北信 信濃町 花屋食堂 K-2535 上水内郡信濃町野尻36-9 026-258-2706 ファミリーレストラン
467 北信 信濃町 一滴Office K-0770 上水内郡信濃町野尻371-2 090-4911-1114 HP アウトドア・スポーツ体験
468 北信 信濃町 ゲストハウスLAMP K-0973 上水内郡信濃町野尻379-2 026-258-2978 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 日帰り温泉施設, その他 その他土産物店 その他グルメ
469 北信 信濃町 黒姫スキー学校 K-3573 上水内郡信濃町野尻3807-213 026-255-3210 HP アウトドア・スポーツ体験
470 北信 信濃町 黒姫ライジングサンホテル K-0622 上水内郡信濃町野尻3807-5 026-255-3211 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 日帰り温泉施設

471 北信 信濃町 和風ペンションことりの樹 K-0260 上水内郡信濃町野尻3884-246 026-262-1718 HP 和食・寿司・天ぷら
472 北信 信濃町 ペンションシータス K-1180 上水内郡信濃町野尻3884-281 026-254-8287 HP その他グルメ
473 北信 信濃町 ペンション風のうた K-0220 上水内郡信濃町野尻3884-546 026-255-5843 HP その他 その他土産物店 その他グルメ
474 北信 信濃町 ペンション森のシンフォニー K-1255 上水内郡信濃町野尻3884-697 026-255-4418 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験 土産物店
475 北信 信濃町 こなもん屋ジロー K-2520 上水内郡信濃町野尻3884-715 026-217-7603 HP その他グルメ
476 北信 信濃町 ログペンションセシルクラブ K-0446 上水内郡信濃町野尻3884-766 026-255-6180 HP 土産物店 その他グルメ
477 北信 信濃町 ピザハウス　甲比丹 K-3283 上水内郡信濃町野尻54-1 026-258-2347 イタリアン
478 北信 信濃町 グリーンスポーツクラブ K-3205 上水内郡信濃町野尻660-2 026-255-3645 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験

479 北信 飯綱町 ペンション　フィールドノート K-2329 上水内郡飯綱町2755-1904 026-253-8373 HP カフェ・スイーツ
480 北信 飯綱町 サンクゼールワイナリー・久世福商店本店 K-2458 上水内郡飯綱町芋川1260番地 026-253-8002 HP 土産物店 その他グルメ
481 北信 飯綱町 ワイナリーレストラン・サンクゼール K-2462 上水内郡飯綱町芋川1260番地 026-253-8070 HP 洋食
482 北信 飯綱町 とちのき食堂 K-1223 上水内郡飯綱町川上1535 026-219-1352 ラーメン・つけ麺
483 北信 飯綱町 ペンションひまわり K-3185 上水内郡飯綱町川上2755-2347 026-253-3902 HP 土産物店
484 北信 飯綱町 むれ温泉 天狗の館 K-5354 上水内郡飯綱町川上2755-345 026-253-3740 HP  日帰り温泉施設, その他 土産物店 和食・寿司・天ぷら,ラーメン,丼もの,中華

485 北信 飯綱町 農産物直売所　さんちゃん K-1813 上水内郡飯綱町倉井2891-4 026-253-0033 HP 土産物店, その他土産物店
486 北信 飯綱町 食ごよみ　日和 K-1817 上水内郡飯綱町倉井2894-1 026-213-8171 HP そば・うどん
487 北信 飯綱町 古民家Cafeのらのら K-0915 上水内郡飯綱町袖之山310 026-253-2920 料理体験, アウトドア・スポーツ体験, 果物狩り・観光農園 カフェ・スイーツ
488 北信 飯綱町 泉が丘喫茶室 K-1310 上水内郡飯綱町大字赤塩2489 026-253-3211 カフェ・スイーツ
489 北信 飯綱町 ブラベリーファーム K-5993 上水内郡飯綱町大字倉井字大久保4534 026-266-0607 HP 果物狩り・観光農園 土産物店
490 北信 飯綱町 ファミリーマート飯綱町塩ノ入 K-5372 上水内郡飯綱町大字普光寺299-2 026-253-1123 コンビニエンスストア
491 北信 飯綱町 セブン-イレブン三水普光寺店 K-4475 上水内郡飯綱町大字普光寺968-4 026-253-5711 コンビニエンスストア
492 北信 飯綱町 セブン-イレブン信州牟礼店 K-4296 上水内郡飯綱町大字豊野5419-1 026-253-4725 コンビニエンスストア
493 北信 飯綱町 味処ふじよし K-1278 上水内郡飯綱町大字牟礼2726-3 026-253-2275 HP 定食屋
494 北信 飯綱町 横手直売所　四季菜 K-1282 上水内郡飯綱町大字柳里628-1 026-253-5153 HP 土産物店, その他土産物店
495 北信 飯綱町 そば処　よこ亭 K-1680 上水内郡飯綱町大字柳里847-3 026-253-8287 HP そば・うどん
496 北信 飯綱町 第一スーパー飯綱店 K-4631 上水内郡飯綱町普光寺970 026-253-7020 HP スーパーマーケット
497 北信 飯綱町 ウエルシア飯綱平出店 K-4191 上水内郡飯綱町平出2838-1 026-253-3378 HP ドラッグストア
498 北信 飯綱町 いいづなマルシェ　むーちゃん K-1811 上水内郡飯綱町牟礼1-1 026-253-3321 HP 土産物店, その他土産物店
499 北信 坂城町 ファミリーマート信州坂城店 K-5890 埴科郡坂城町坂城6760 0268-81-2046 コンビニエンスストア
500 北信 坂城町 セブン-イレブン坂城村上店 K-4348 埴科郡坂城町上五明531 0268-82-7892 コンビニエンスストア
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501 北信 坂城町 セブン-イレブン坂城四ツ屋店 K-4481 埴科郡坂城町大字坂城6326-2 0268-82-3381 コンビニエンスストア
502 北信 坂城町 セブン-イレブン千曲川さかきPA上り店 K-4480 埴科郡坂城町大字坂城8570-2 0268-82-0112 コンビニエンスストア
503 北信 坂城町 セブン-イレブン千曲川さかきPA下り店 K-4479 埴科郡坂城町大字坂城8881-2 0268-82-5710 コンビニエンスストア
504 北信 坂城町 ローソン坂城村上店 K-4468 埴科郡坂城町大字上五明字旅屋場640-1 0268-82-5404 コンビニエンスストア
505 北信 坂城町 セブン-イレブン坂城中之条店 K-4476 埴科郡坂城町大字中之条2443-1 0268-82-0025 コンビニエンスストア
506 北信 坂城町 セブン-イレブン坂城南条店 K-4501 埴科郡坂城町南条6034-1 0268-82-8380 コンビニエンスストア
507 北信 坂城町 新田醸造有限会社 K-2130 埴科郡坂城町南条7112 0268-82-2782 HP 土産物店
508 北信 信濃町 セブン-イレブン信州信濃町野尻 K-4279 信濃町大字野尻728-3 026-251-8038 コンビニエンスストア
509 北信 須坂市 クスリのアオキ旭ケ丘店 K-5023 須坂市旭ケ丘2102番地1 026-247-8110 HP ドラッグストア
510 北信 須坂市 ファームハウスわっくん K-0402 須坂市井上2912-1 090-9353-7440 HP 料理体験
511 北信 須坂市 すたみな太郎　須坂インター店 K-4088 須坂市井上字松宮772-1 026-248-2244 焼肉・ホルモン
512 北信 須坂市 感激ダイニング三代目太一 K-4011 須坂市塩川490-6 026-246-1380 居酒屋・創作料理
513 北信 須坂市 ファミリーマート須坂駅西口 K-5291 須坂市塩川字寺沢394-2 026-242-3515 コンビニエンスストア
514 北信 須坂市 ファミリーマート須坂臥竜店 K-5339 須坂市臥竜5丁目3番6号 026-251-2515 コンビニエンスストア
515 北信 須坂市 北信タクシー株式会社 K-1266 須坂市金井原1507-1 026-245-5353 HP タクシー
516 北信 須坂市 牛角　須坂店 K-1131 須坂市高畑町1086 026-214-2901 HP 焼肉・ホルモン
517 北信 須坂市 田中本家博物館 K-0824 須坂市穀町476 026-248-8008 HP 博物館等
518 北信 須坂市 田中本家博物館ミュージアムショップ K-0854 須坂市穀町476 026-248-8008 土産物店
519 北信 須坂市 田中本家博物館　喫茶「龍潜」 K-0856 須坂市穀町476 026-248-8008 カフェ・スイーツ
520 北信 須坂市 カラオケBanBan須坂店 K-5509 須坂市穀町514 050-3134-0598 その他グルメ
521 北信 須坂市 中条フルーツ農場 K-0631 須坂市小河原松川3750 026-245-1955 HP 果物狩り・観光農園
522 北信 須坂市 松葉屋そば店 K-2047 須坂市常盤町702 026-245-0418 HP そば・うどん
523 北信 須坂市 枠屋 K-2449 須坂市新町614-2 026-247-8020 HP 居酒屋・創作料理
524 北信 須坂市 さすらいの自由飛行館 K-0181 須坂市仁礼3153-276 0268-61-7535 HP ダイニングバー・バル
525 北信 須坂市 ペンションブルーベル K-4211 須坂市仁礼3153-434 0268-74-2790 HP 工芸体験 土産物店 フレンチ
526 北信 須坂市 ベル・フレール鈴蘭舘 K-2322 須坂市仁礼3153-54 0268-74-2079 HP その他グルメ
527 北信 須坂市 ペンション＆レストランHIROSTRADA K-0223 須坂市仁礼3153-927 0268-74-3432 HP ダイニングバー・バル
528 北信 須坂市 HIROSTRADA café INUTO K-0226 須坂市仁礼3153-927 0268-74-3432 HP 洋食
529 北信 須坂市 関谷温泉　湯っ蔵んど K-3389 須坂市仁礼7番地 026-248-6868 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
530 北信 須坂市 ペンションスタートライン K-1168 須坂市仁礼町3153-885 090-9667-3538 土産物店
531 北信 須坂市 ひらたペンション K-2149 須坂市仁礼町峰の原3153-581 0268-74-2354 HP 土産物店
532 北信 須坂市 ロッジやまぼうし K-1933 須坂市仁礼町峰の原3153-972 0268-74-1250 HP その他グルメ
533 北信 須坂市 ペンション　ハイジ・ホフ K-2375 須坂市仁礼峰の原3153-604 0268-74-3133 HP 工芸体験, 織物体験 土産物店 フレンチ
534 北信 須坂市 ペンションマウンテンパパ K-1227 須坂市仁礼峰の原3153-720 0268-74-2730 HP その他土産物店 その他グルメ
535 北信 須坂市 ペンションTAKEO K-0216 須坂市仁礼峰の原3153-931 0268-74-2765 HP その他グルメ
536 北信 須坂市 長野電鉄観光列車のんびり号 K-2114 須坂市須坂1217-3 026-248-6000 HP 鉄道
537 北信 須坂市 ツルヤ須坂西店 K-5113 須坂市須坂1605-1 026-242-7011 スーパーマーケット
538 北信 須坂市 株式会社 遠藤酒造場 K-5658 須坂市須坂29 026-245-0117 HP 土産物店
539 北信 須坂市 セブン-イレブン須坂春木町店 K-4509 須坂市須坂980-1 026-245-7373 コンビニエンスストア
540 北信 須坂市 ローソン須坂東横町店 K-4712 須坂市須坂東横町1268-5 026-246-8101 コンビニエンスストア
541 北信 須坂市 須坂煎餅堂 K-5061 須坂市須坂東横町358 026-246-5750 HP その他土産物店
542 北信 須坂市 セブン-イレブン須坂インター店 K-4512 須坂市大字井上563-1 026-248-6363 コンビニエンスストア
543 北信 須坂市 ケーヨーデイツー須坂インター店 K-4965 須坂市大字井上蛇沢702-1 026-245-5001 HP ホームセンター
544 北信 須坂市 かっぱ寿司新須坂店 K-3833 須坂市大字塩川字神田500 026-248-1158 HP 和食・寿司・天ぷら
545 北信 須坂市 楠わいなりー K-0502 須坂市大字亀倉123-1 026-214-8568 HP その他土産物店
546 北信 須坂市 ファミリーマート信州須坂亀倉店 K-5127 須坂市大字亀倉97-1 026-242-5532 コンビニエンスストア
547 北信 須坂市 デリシア須坂井上店 K-5443 須坂市大字幸高92-1 026-242-5061 HP スーパーマーケット
548 北信 須坂市 綿半スーパーセンター須坂店 K-5620 須坂市大字高梨245 026-242-3535 HP スーパーマーケット, ホームセンター

549 北信 須坂市 セブン-イレブン須坂市役所前店 K-4505 須坂市大字小山1289-1 026-248-9911 コンビニエンスストア
550 北信 須坂市 ファミリーマート須坂小島店 K-5072 須坂市大字小島1165番地1 026-242-3007 コンビニエンスストア
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551 北信 須坂市 ロッジErsteLiebe K-2133 須坂市大字仁礼3153-270 0268-75-0832 アウトドア・スポーツ体験 土産物店
552 北信 須坂市 ペンションぷれじーる K-0146 須坂市大字仁礼3153-271 0268-74-3570 HP 土産物店 洋食
553 北信 須坂市 ペンションホワイトイーグル K-0835 須坂市大字仁礼3153-285 0268-74-2697 HP 料理体験 その他土産物店 その他グルメ
554 北信 須坂市 ムツラの家 K-2278 須坂市大字仁礼3153-577 090-1865-3589 土産物店, その他土産物店
555 北信 須坂市 ペンション　ボワ・ヴェル K-3968 須坂市大字仁礼3153-591 0268-74-2510 HP 料理体験, その他 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
556 北信 須坂市 富田ペンション K-0617 須坂市大字仁礼3153-598 0268-74-2120 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
557 北信 須坂市 ペンション　マジョリカ K-2991 須坂市大字仁礼3153-883 0268-71-5553 HP 料理体験, その他 伝統工芸品等の販売店 イタリアン
558 北信 須坂市 かすみ亭 K-3611 須坂市大字仁礼3153-976 0268-74-3534 土産物店 定食屋
559 北信 須坂市 ペンションハーフトーン K-0370 須坂市大字仁礼3153−597 0268-74-2575 HP 料理体験, 果物狩り・観光農園 土産物店, その他土産物店 洋食
560 北信 須坂市 スマイルスノーボードスクール K-0406 須坂市大字仁礼3153−597 090-1774-0551 HP アウトドア・スポーツ体験, その他 その他グルメ
561 北信 須坂市 時空の杜 K-1818 須坂市大字仁礼字峰の原3153-3時空の杜 0268-71-5691 HP 工芸体験, 料理体験, 果物狩り・観光農園, その他 土産物店
562 北信 須坂市 REWILD NINJA SNOW HIGHLAND K-2536 須坂市大字仁礼峰の原3153-50 0268-71-0464 HP レジャー施設 土産物店, その他土産物店
563 北信 須坂市 ペンションきのこ K-0713 須坂市大字仁礼峰の原3153-572 0268-74-2350 HP 工芸体験, その他 その他土産物店
564 北信 須坂市 REWILD ZEKKEI GLAMPING RESORT K-2534 須坂市大字仁礼峰の原3153-656 0268-71-0464 HP レジャー施設, その他 土産物店, その他土産物店
565 北信 須坂市 T.M.N.スキースクール K-0205 須坂市大字仁礼峰の原3153-719 0268-74-2729 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験

566 北信 須坂市 ペンションコンパス K-4806 須坂市大字仁礼峰の原3153-877 0268-74-3343 HP その他土産物店 その他グルメ
567 北信 須坂市 ペンションふくなが K-0229 須坂市大字仁礼峰の原高原719 0268-74-2729 HP その他土産物店
568 北信 須坂市 セブン-イレブン須坂馬場町店 K-5945 須坂市大字須坂1229-11 026-246-8040 コンビニエンスストア
569 北信 須坂市 長野電鉄須坂駅 K-2106 須坂市大字須坂1288-2 026-248-6000 HP 鉄道
570 北信 須坂市 ゆるり K-3240 須坂市大字須坂1385 026-248-6804 和食・寿司・天ぷら
571 北信 須坂市 能登忠 K-2705 須坂市大字須坂304 026-245-0053 HP 和食・寿司・天ぷら
572 北信 須坂市 一棟貸宿 白藤 K-3186 須坂市大字須坂32-1 070-8570-0423 HP その他土産物店
573 北信 須坂市 蔵のまち観光交流センター K-1346 須坂市大字須坂352-2 026-248-6867 HP 土産物店
574 北信 須坂市 ゲストハウス蔵 K-1494 須坂市大字須坂39 026-214-7945 その他土産物店
575 北信 須坂市 ラビラント K-2298 須坂市大字須坂39 090-4461-4961 HP カフェ・スイーツ
576 北信 須坂市 櫻居酒屋 K-2808 須坂市大字須坂44-1 080-4331-0064 居酒屋・創作料理
577 北信 須坂市 （有）塩屋醸造 K-1986 須坂市大字須坂537 026-245-0029 HP その他土産物店
578 北信 須坂市 長電タクシー（株）須坂営業所 K-2483 須坂市大字須坂字宗石1288-2 026-245-6203 HP タクシー
579 北信 須坂市 魚民　須坂駅前店 K-1804 須坂市大字須坂字宗石1288-2長野電鉄須坂駅ビル1階 026-246-7388 HP 居酒屋・創作料理
580 北信 須坂市 ファミリーマート須坂駅南店 K-5062 須坂市大字須坂字八幡裏1614-1他 026-247-0788 コンビニエンスストア
581 北信 須坂市 黒岩果樹園 K-3949 須坂市大字日滝3114ー8 026–245−5030 HP 果物狩り・観光農園 土産物店
582 北信 須坂市 須坂温泉古城荘 K-0271 須坂市大字日滝5414 026-245-1460 HP 日帰り温泉施設
583 北信 須坂市 須坂温泉古城荘 K-0272 須坂市大字日滝5414 026-245-1460 HP その他グルメ
584 北信 須坂市 須坂温泉古城荘 K-2733 須坂市大字日滝5414 026-245-1460 HP 土産物店
585 北信 須坂市 (有)糀屋本藤醸造舗 K-3367 須坂市大字野辺1366 026-245-0456 HP 料理体験 土産物店
586 北信 須坂市 ファミリーマート須坂村石町店 K-5338 須坂市大字野辺1387番地6 026-242-5149 コンビニエンスストア
587 北信 須坂市 ローソン須坂上中町店 K-4811 須坂市中町236-1 026-246-5563 コンビニエンスストア
588 北信 須坂市 犬処けんけん K-3394 須坂市東横町1416 026-245-1022 HP その他
589 北信 須坂市 六味亭 K-2965 須坂市南横町1632 026-248-6667 居酒屋・創作料理
590 北信 須坂市 ウエルシア須坂日滝店 K-4190 須坂市日滝973-1 026-242-3045 HP ドラッグストア
591 北信 須坂市 ローソン須坂上八町店 K-4810 須坂市八町1765-1 026-248-3863 コンビニエンスストア
592 北信 須坂市 ココス須坂インター店 K-3484 須坂市福島340-1 026-251-2033 HP その他 その他土産物店 ファミリーレストラン
593 北信 須坂市 ブルーベリー農園 森の畑 K-2292 須坂市福島町311 026-214-6559 HP 果物狩り・観光農園 その他土産物店
594 北信 須坂市 そのさとブルーベリー農園 K-1566 須坂市豊丘町742-1 026-248-4627 HP 果物狩り・観光農園 その他土産物店
595 北信 須坂市 デリシア須坂西店 K-5694 須坂市墨坂四丁目1-3 026-245-2633 HP スーパーマーケット
596 北信 須坂市 クスリのアオキ墨坂店 K-5021 須坂市墨坂四丁目3番28号 026-247-8850 HP ドラッグストア
597 北信 須坂市 二葉堂　須坂店 K-1954 須坂市墨坂南2-8-15 026-246-3456 HP 土産物店
598 北信 須坂市 りんごの木　須坂墨坂店 K-2441 須坂市墨坂南2丁目15-1 026-248-8687 HP 土産物店
599 北信 長野市 成田屋りんご直売所 K-5707 赤沼1913-2 026-296-9546 HP 果物狩り・観光農園 その他土産物店
600 北信 千曲市 有田屋旅館 K-2562 千曲市,上山田温泉1-69-1 026-275-1006 HP 和食・寿司・天ぷら
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601 北信 千曲市 セブン-イレブン戸倉店 K-4616 千曲市磯部1046-1 026-276-4152 コンビニエンスストア
602 北信 千曲市 万葉超音波温泉 K-2280 千曲市磯部1125番地 026-275-2228 HP 日帰り温泉施設
603 北信 千曲市 ナフコ　千曲店 K-5806 千曲市稲荷山1111-1 026-274-7231 ホームセンター
604 北信 千曲市 ツルヤ稲荷山店 K-5112 千曲市稲荷山1332 026-274-7011 スーパーマーケット
605 北信 千曲市 セブン-イレブン更埴稲荷山 K-4507 千曲市稲荷山1779-1 026-274-1901 コンビニエンスストア
606 北信 千曲市 栄泉堂 K-1551 千曲市稲荷山856 026-272-2044 土産物店
607 北信 千曲市 稲荷山蔵の会（田中園茶店） K-0642 千曲市稲荷山954 026-272-1333 HP 料理体験 土産物店 和食・寿司・天ぷら
608 北信 千曲市 信州蕎麦わきゅう K-5997 千曲市稲荷山996-1 026-400-3249 そば・うどん
609 北信 千曲市 ウエルシア千曲稲荷山店 K-4174 千曲市稲荷山治田町1332 026-273-6218 HP ドラッグストア
610 北信 千曲市 さらしなの里　展望館 K-2285 千曲市羽尾1165-2 026-276-1800 そば・うどん
611 北信 千曲市 あさひや K-2999 千曲市羽尾1872番地1 026-275-2374 ラーメン・つけ麺
612 北信 千曲市 セブン-イレブン更埴雨宮店 K-4495 千曲市雨宮259-1 026-273-4826 コンビニエンスストア
613 北信 千曲市 酒乃生坂屋 K-3018 千曲市屋代1852-1 026-272-0143 HP 土産物店, その他土産物店
614 北信 千曲市 信州そば処　一松亭 K-0969 千曲市屋代2788 026-273-1102 HP 土産物店 そば・うどん
615 北信 千曲市 セブン-イレブン屋代団地店 K-4262 千曲市屋代3143-38 026-273-3501 コンビニエンスストア
616 北信 千曲市 ファミリーマート千曲あんずの里店 K-5998 千曲市屋代40-1 026-273-8156 その他 コンビニエンスストア
617 北信 千曲市 あんずの里物産館 K-3252 千曲市屋代507-1 026-274-7712 HP 土産物店 ファミリーレストラン
618 北信 千曲市 あんずの里アグリパーク K-5400 千曲市屋代515-1 026-273-4346 HP 果物狩り・観光農園 土産物店, その他土産物店 カフェ・スイーツ
619 北信 千曲市 喫茶しなの K-3750 千曲市戸倉1445 026-275-7139 カフェ・スイーツ
620 北信 千曲市 しなの鉄道戸倉駅 K-4416 千曲市戸倉1445 026-275-0051 HP 鉄道
621 北信 千曲市 蕎麦料理處　萱 K-0741 千曲市戸倉1855-1 026-276-7205 HP そば・うどん
622 北信 千曲市 raum戸倉宿　売店・萱乃庵 K-0742 千曲市戸倉1855-1 026-276-7205 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
623 北信 千曲市 ステンドグラス　アーツプロデュース K-1787 千曲市戸倉1855-1酒造コレクション内 090-4380-3497 HP 工芸体験
624 北信 千曲市 笹屋ホテル K-0322 千曲市戸倉温泉3055 026-275-0338 HP 土産物店
625 北信 千曲市 杏苑 K-0335 千曲市戸倉温泉3055 026-275-0338 HP 中華・台湾
626 北信 千曲市 國樂館　戸倉ホテル K-1081 千曲市戸倉温泉3055 026-275-2019 その他 その他土産物店
627 北信 千曲市 千曲乃湯　しげの家 K-1568 千曲市戸倉温泉3055 026-275-1713 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
628 北信 千曲市 ローソン千曲戸倉駅前店 K-4347 千曲市戸倉今井1876-16 026-276-4353 コンビニエンスストア
629 北信 千曲市 牡丹荘千曲店 K-0182 千曲市杭瀬下4-15 026-273-2331 HP ラーメン・つけ麺
630 北信 千曲市 セブン-イレブン更埴市民体育館前店 K-4472 千曲市杭瀬下4丁目5番地 026-274-2782 コンビニエンスストア
631 北信 千曲市 バロー千曲店 K-5498 千曲市杭瀬下二番地の二 026-261-3055 スーパーマーケット
632 北信 千曲市 二葉堂　千曲店 K-1965 千曲市桜堂270-1 026-272-6222 HP 土産物店
633 北信 千曲市 ローソン千曲桜堂店 K-4341 千曲市桜堂368 026-272-1788 コンビニエンスストア
634 北信 千曲市 鯨屋　屋代駅前通り店 K-3902 千曲市桜堂482-1 026-274-0456 HP 居酒屋・創作料理
635 北信 千曲市 杏花堂 K-0634 千曲市桜堂514-6 026-272-2486 HP 土産物店
636 北信 千曲市 セブン-イレブン戸倉若宮店 K-4349 千曲市若宮1107-1 026-261-5323 コンビニエンスストア
637 北信 千曲市 FLUTTER K-5351 千曲市若宮3131-45 090-4154-6496 土産物店, その他土産物店
638 北信 千曲市 CoCo壱番屋　千曲国道１８号店 K-0700 千曲市寂蒔949-1 026-273-9058 洋食
639 北信 千曲市 焼肉カルビ屋三夢　更埴店 K-3799 千曲市寂蒔上王子947-1 026-273-4966 HP 焼肉・ホルモン
640 北信 千曲市 更埴観光タクシー株式会社 K-1408 千曲市小島3098-12 026-272-0036 タクシー
641 北信 千曲市 しなの鉄道屋代駅 K-4417 千曲市小島3139 026-273-0112 HP 鉄道
642 北信 千曲市 辰勢 K-1766 千曲市上山田567 026-275-2646 和食・寿司・天ぷら
643 北信 千曲市 古炉奈 K-1543 千曲市上山田温泉1-10-2 026-276-0953 そば・うどん
644 北信 千曲市 あゆの甘露煮　島屋 K-2938 千曲市上山田温泉1-3-14 026-275-1178 土産物店,その他土産物店
645 北信 千曲市 美白の湯　荻原館 K-0044 千曲市上山田温泉1-31-3 026-275-1018 HP その他 その他土産物店 その他グルメ
646 北信 千曲市 中島醸造有限会社 K-1354 千曲市上山田温泉1-32-1 026-275-1069 HP 土産物店
647 北信 千曲市 遊子　千曲館 K-0851 千曲市上山田温泉1-33-4 026-275-1111 HP 土産物店
648 北信 千曲市 Ristorante  e  Bar  Da・Qui K-3206 千曲市上山田温泉1-34-2 026-275-0022 HP イタリアン
649 北信 千曲市 ホテル亀屋本店「売店」 K-1136 千曲市上山田温泉1-37-1 026-275-1002 HP 土産物店
650 北信 千曲市 つちや菓子店 K-0830 千曲市上山田温泉1-37-5 026-275-1203 その他グルメ
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651 北信 千曲市 中央売店 K-0266 千曲市上山田温泉1-38-1 026-275-3322 HP 土産物店
652 北信 千曲市 民芸の宿 中央ホテル K-0636 千曲市上山田温泉1-38-1 026-275-3322 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
653 北信 千曲市 ステンドグラス　アーツプロデュース K-1782 千曲市上山田温泉1-39-1 026-275-1123 HP 工芸体験
654 北信 千曲市 澄銀 K-2241 千曲市上山田温泉1-39-1 090-5182-8564 そば・うどん
655 北信 千曲市 旬樹庵　柏屋 K-0244 千曲市上山田温泉1-39-3 026-275-2211 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

656 北信 千曲市 笹鈴製菓有限会社 K-0828 千曲市上山田温泉1-5-6 026-275-1228 土産物店
657 北信 千曲市 (有)西野入商店 K-1410 千曲市上山田温泉1-51-7 026-275-1212 HP 土産物店
658 北信 千曲市 Pasta&Pudding COCORO K-2053 千曲市上山田温泉1-54-4 026-275-1539 HP イタリアン
659 北信 千曲市 小石の湯　正明館 K-0769 千曲市上山田温泉1-59-1 026-275-2354 HP その他 その他グルメ
660 北信 千曲市 季節料理・やきとり ゆかり K-6024 千曲市上山田温泉1-64-10 026-275-7770 居酒屋・創作料理
661 北信 千曲市 塩川菓子舗 K-2850 千曲市上山田温泉1-70-7 026-275-1147 土産物店 カフェ・スイーツ
662 北信 千曲市 光文堂 K-1458 千曲市上山田温泉1-71-6 026-275-1524 土産物店, その他土産物店
663 北信 千曲市 玉の湯 K-0647 千曲市上山田温泉1-74-11 026-261-0324 HP 土産物店
664 北信 千曲市 酒処まめ K-3027 千曲市上山田温泉1丁目64-5 026-275-5253 居酒屋・創作料理
665 北信 千曲市 上山田ホテル売店 K-0296 千曲市上山田温泉1丁目69-3 026-275-1005 HP 土産物店
666 北信 千曲市 レストラン　ラピス・ラズリ K-0477 千曲市上山田温泉1丁目69-3 026-275-1005 HP フレンチ
667 北信 千曲市 kamesei.jp K-2270 千曲市上山田温泉2-15-1 026-275-1032 HP アウトドア・スポーツ体験
668 北信 千曲市 ホテル　高美　居酒屋串一 K-2973 千曲市上山田温泉2-16-1 080-4763-7982 居酒屋・創作料理
669 北信 千曲市 炭火串焼  遊来 K-2930 千曲市上山田温泉2-16-8 026-275-4419 焼鳥・串揚げ
670 北信 千曲市 みのや・四代目 K-1331 千曲市上山田温泉2-17-9 026-275-3938 HP 居酒屋・創作料理
671 北信 千曲市 やきとり藤岡 K-5257 千曲市上山田温泉2-18-21 026-275-6556 焼鳥・串揚げ
672 北信 千曲市 信州の湯　清風園 K-0984 千曲市上山田温泉2-2-2 026-275-1016 HP 土産物店
673 北信 千曲市 天然温泉に入れるホテルグリーンプラザ K-0103 千曲市上山田温泉2-22-9 026-276-7111 HP 和食・寿司・天ぷら
674 北信 千曲市 旬樹庵菊水 K-0013 千曲市上山田温泉2-24-7 026-276-5858 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
675 北信 千曲市 湯の華銭湯瑞祥 上山田本館 K-2432 千曲市上山田温泉2-25-7 026-275-4321 HP 日帰り温泉施設 その他グルメ
676 北信 千曲市 くるりんぱん K-3647 千曲市上山田温泉2-26-17 026-400-5151 その他土産物店
677 北信 千曲市 雷寿司 K-4080 千曲市上山田温泉2-27-1 026-275-1606 和食・寿司・天ぷら
678 北信 千曲市 ホテルルートイン上山田温泉レストラン和み K-1188 千曲市上山田温泉2-28-3 050-5833-3808 HP 居酒屋・創作料理
679 北信 千曲市 ホテル晴⼭ K-1469 千曲市上山田温泉2-29-9 026-275-1201 その他 土産物店
680 北信 千曲市 山風荘 K-0655 千曲市上山田温泉2-30-3 026-275-1262 HP その他土産物店
681 北信 千曲市 温泉旅館　やすらぎの宿　ホテル雄山 K-0053 千曲市上山田温泉2-32-11 026-275-2333 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
682 北信 千曲市 梅むら旅館うぐいす亭 K-0119 千曲市上山田温泉2-32-5 026-275-3036 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
683 北信 千曲市 旬樹庵　若の湯 K-0177 千曲市上山田温泉2-33-9 026-275-1560 HP 土産物店
684 北信 千曲市 ホテル圓山荘 K-0504 千曲市上山田温泉2-9-6 026-275-1119 HP 日帰り温泉施設 土産物店
685 北信 千曲市 居酒屋雪 K-0637 千曲市上山田温泉2-9-6 026-275-3516 HP 居酒屋・創作料理
686 北信 千曲市 クラブ連 K-3006 千曲市上山田温泉2ー16ー29 026-275-3773 その他グルメ
687 北信 千曲市 居酒屋エデン K-3068 千曲市上山田温泉2ー17ー11 080-3599-7374 焼肉・ホルモン
688 北信 千曲市 信州千曲観光局 K-0160 千曲市上山田温泉2丁目12番地10 026-261-0300 HP その他 土産物店
689 北信 千曲市 羽衣 K-5606 千曲市上山田温泉2丁目16-22 026-275-1234 HP 居酒屋・創作料理
690 北信 千曲市 麺屋壱星 K-1046 千曲市上山田温泉2丁目16-7 090-8452-5046 ラーメン・つけ麺
691 北信 千曲市 天然温泉付きホテルプラトン K-0079 千曲市上山田温泉3-12-2 026-275-5111 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
692 北信 千曲市 かわいぃ食堂 K-0092 千曲市上山田温泉3-12-2 026-275-5112 HP 和食・寿司・天ぷら
693 北信 千曲市 料理俱楽部六花亭 K-1768 千曲市上山田温泉3-19-1 026-276-4508 洋食
694 北信 千曲市 多世代健康交流プラザ　つるの湯 K-2104 千曲市上山田温泉3-43-1 026-261-0770 日帰り温泉施設
695 北信 千曲市 旅亭たかの「売店」 K-1134 千曲市上山田温泉3-55-1 026-276-3001 HP 土産物店
696 北信 千曲市 アルピコタクシー㈱上山田営業所 K-0967 千曲市上山田温泉3-7-3 026-275-2239 HP タクシー
697 北信 千曲市 信州小麦ラーメン亀屋 K-1367 千曲市上山田温泉3-7-4 026-275-1631 ラーメン・つけ麺
698 北信 千曲市 食処　河菜 K-2210 千曲市上山田温泉3丁目8-10 026-275-0194 居酒屋・創作料理
699 北信 千曲市 セブン-イレブン上山田店 K-4280 千曲市上山田温泉4-3-13 026-275-2800 コンビニエンスストア
700 北信 千曲市 ラ・パン・エレガント K-4713 千曲市上山田温泉4-3-17 026-261-5606 HP その他土産物店 カフェ・スイーツ
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701 北信 千曲市 ファミリーマート信州上山田温泉店 K-4884 千曲市上山田温泉一丁目31番地1 026-261-0018 コンビニエンスストア
702 北信 千曲市 浅間商産（株）　産直市場ヤマサン K-3693 千曲市上徳間483 026-285-9011 HP 土産物店
703 北信 千曲市 くら屋 K-3935 千曲市倉科403-5 090-1035-0420 土産物店
704 北信 千曲市 かっぱ寿司更埴店 K-3847 千曲市打沢25-2 026-273-8770 和食・寿司・天ぷら
705 北信 千曲市 セブン-イレブン千曲打沢店 K-4379 千曲市打沢26-1 026-273-5275 コンビニエンスストア
706 北信 千曲市 かつや千曲店 K-2295 千曲市大字粟佐1380-1 026-247-8413 丼もの
707 北信 千曲市 カインズ更埴店 K-5303 千曲市大字粟佐五丁鋤1112-1 026-273-5000 ホームセンター
708 北信 千曲市 クスリのアオキ粟佐店 K-5016 千曲市大字粟佐字宮西1258-1 026-273-8220 HP ドラッグストア
709 北信 千曲市 湯の宿　福寿草 K-1192 千曲市大字磯部1089 026-275-0171 HP 土産物店
710 北信 千曲市 ローソン千曲稲荷山店 K-4404 千曲市大字稲荷山1918-1 026-272-7278 コンビニエンスストア
711 北信 千曲市 味噌蔵　たかむら K-0624 千曲市大字羽尾1320 026-276-0591 HP 土産物店
712 北信 千曲市 シンリク観光タクシー K-0981 千曲市大字雨宮663-5 026-273-2200 タクシー
713 北信 千曲市 セブン-イレブン更埴インター南店 K-4399 千曲市大字屋代2373-1 026-274-3711 コンビニエンスストア
714 北信 千曲市 クスリのアオキ戸倉店 K-5024 千曲市大字戸倉1916番地1 026-213-6311 HP ドラッグストア
715 北信 千曲市 リバーサイド上田館 K-1422 千曲市大字戸倉温泉3055 026-275-1881 HP 土産物店
716 北信 千曲市 畑山ハイヤー K-1871 千曲市大字戸倉温泉3055 026-275-0555 タクシー
717 北信 千曲市 （有）久保青果店 K-2606 千曲市大字戸倉温泉3055 026-275-1101 その他 その他土産物店
718 北信 千曲市 ケーヨーデイツー千曲店 K-4969 千曲市大字桜堂235 026-273-3721 HP ホームセンター
719 北信 千曲市 ファミリーマート千曲上徳間店 K-6020 千曲市大字上徳間258-1 026-261-5523 コンビニエンスストア
720 北信 千曲市 瑞祥 Laundry＆Cafe K-2526 千曲市大字新山954-2 026-214-0233 カフェ・スイーツ
721 北信 千曲市 クスリのアオキ新田店 K-5026 千曲市大字新田768番地3 026-247-8280 HP ドラッグストア
722 北信 千曲市 木の花屋　千曲本店 K-0494 千曲市大字中355 026-274-3001 HP 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
723 北信 千曲市 マツモトキヨシ千曲内川店 K-4160 千曲市大字内川796番地2 026-261-0580 HP ドラッグストア
724 北信 千曲市 ファミリーマート千曲八幡店 K-5384 千曲市大字八幡2413番1 026-274-7711 コンビニエンスストア
725 北信 千曲市 姨捨サービスエリア下り線　売店 K-2121 千曲市大字八幡字脱間7608-2 026-274-2982 HP 土産物店
726 北信 千曲市 姨捨サービスエリア上り線　売店 K-2123 千曲市大字八幡字柳田7340 026-274-2981 HP 土産物店
727 北信 千曲市 姨捨サービスエリア上り線　月の里カフェ K-2124 千曲市大字八幡字柳田7340 026-274-2981 HP カフェ・スイーツ
728 北信 千曲市 ローソン更埴埴生店 K-4340 千曲市中252-1 026-274-3366 コンビニエンスストア
729 北信 千曲市 信州観光バス本社営業所 K-0590 千曲市鋳物師屋117-2 026-272-8100 HP バス
730 北信 千曲市 ファミリーマート千曲中央店 K-5383 千曲市鋳物師屋403-1 026-273-7011 コンビニエンスストア
731 北信 千曲市 りんごの木 　千曲店 K-2444 千曲市鋳物師屋568-1 026-274-0222 HP 土産物店, 土産物店 カフェ・スイーツ
732 北信 千曲市 りんくりあんcafe（りんごの木千曲店） K-2445 千曲市鋳物師屋568-1 026-274-0222 HP カフェ・スイーツ
733 北信 千曲市 ローソン戸倉内川店 K-4565 千曲市内川627-2 026-261-5515 コンビニエンスストア
734 北信 千曲市 ウエルシア千曲内川店 K-4173 千曲市内川677-1 026-261-5530 HP ドラッグストア
735 北信 千曲市 （株）綿半スーパーセンター　千曲店 K-5601 千曲市内川770 026-276-6363 スーパーマーケット, ホームセンター

736 北信 千曲市 ドラッグコスコ戸倉店 K-5167 千曲市内川８０７－１ 026-275-3310 ドラッグストア
737 北信 千曲市 セブン-イレブン戸倉内川店 K-4745 千曲市内川823-1 026-276-5171 コンビニエンスストア
738 北信 千曲市 うづらもち製造本舗 K-2013 千曲市八幡3067 026-272-1008 HP その他グルメ
739 北信 千曲市 ホテルうづらや K-2018 千曲市八幡3067 026-272-1008 HP その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
740 北信 千曲市 セブン-イレブン千曲八幡店 K-4647 千曲市八幡5850-1 026-272-4516 コンビニエンスストア
741 北信 千曲市 姨捨サービスエリア下り線　レストラン K-5574 千曲市八幡字脱間7608-2 026-274-2982 HP ファミリーレストラン
742 北信 大町市 ナフコ　フレスポ大町店 K-5807 大町市大町3500番地7 0261-21-3611 ホームセンター
743 北信 中野市 甘精堂本店 K-4012 中野市一本木225-1 0269-23-3030 HP 土産物店
744 北信 中野市 セブン-イレブン中野市一本木店 K-4525 中野市一本木314-1 0269-38-1117 コンビニエンスストア
745 北信 中野市 新線屋オタギリ K-3502 中野市一本木375 0269-22-4075 土産物店
746 北信 中野市 カインズ中野店 K-5304 中野市街渠635 0269-38-1555 ホームセンター
747 北信 中野市 小野りんご園 K-3936 中野市吉田1223 0269-22-3745 HP 果物狩り・観光農園
748 北信 中野市 セブン-イレブン中野市吉田店 K-4499 中野市吉田280-2 0269-24-5266 コンビニエンスストア
749 北信 中野市 ホテルルートイン中野 K-2387 中野市吉田字立石木99-1 050-5847-7502 居酒屋・創作料理
750 北信 中野市 肉の小泉屋 K-5798 中野市江部1329-2 0269-26-1234 HP その他土産物店
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751 北信 中野市 ファミリーマート信州中野江部 K-5290 中野市江部1334-1 0269-23-9008 コンビニエンスストア
752 北信 中野市 ココス信州中野店 K-3478 中野市江部1339-2 0269-24-0310 HP その他 その他土産物店 ファミリーレストラン
753 北信 中野市 日産レンタカー信州中野店 K-5957 中野市江部家出280 0269-26-2357 レンタカー
754 北信 中野市 綿半スーパーセンター 中野店 K-5617 中野市三ツ和87 0269-24-5454 HP スーパーマーケット, ホームセンター

755 北信 中野市 株式会社山田タクシー K-1743 中野市三好町一丁目二番五号 0269-22-3161 タクシー
756 北信 中野市 セブン-イレブン中野市七瀬店 K-4474 中野市七瀬378 0269-26-7101 コンビニエンスストア
757 北信 中野市 長野電鉄信州中野駅 K-2112 中野市西1丁目1-1 026-248-6000 HP 鉄道
758 北信 中野市 ウエルシア中野駅前店 K-4172 中野市西条並柳1269 0269-24-5078 HP ドラッグストア
759 北信 中野市 クスリのアオキ中野西店 K-5034 中野市西二丁目1番2号 0269-38-0591 HP ドラッグストア
760 北信 中野市 セブン-イレブン中野市高丘店 K-4243 中野市草間1534-1 0269-23-0084 コンビニエンスストア
761 北信 中野市 高丘フルーツ K-2837 中野市草間1630 0269-26-0182 HP その他土産物店
762 北信 中野市 セブン-イレブン信州中野インター店 K-4242 中野市草間1645-1 0269-26-7110 コンビニエンスストア
763 北信 中野市 信州フルーツランド信州中野インター店 K-0601 中野市草間安源寺境1356-1 0269-22-2530 HP 果物狩り・観光農園 土産物店 ファーストフード
764 北信 中野市 焼肉カルビ屋三夢　中野店 K-3800 中野市大字一本木308番地1 0269-22-7667 HP 焼肉・ホルモン
765 北信 中野市 ローソン中野運動公園前店 K-4311 中野市大字一本木367番地3 0269-23-0122 コンビニエンスストア
766 北信 中野市 ケーヨーデイツー中野店 K-4958 中野市大字一本木字山神591-3 0269-23-1414 HP ホームセンター
767 北信 中野市 道の駅ふるさと豊田 K-2722 中野市大字永江2136 0269-38-2277 HP 道の駅 そば・うどん
768 北信 中野市 セブン-イレブン中野市江部北 K-4250 中野市大字岩舟字江辺境18-2 0269-23-2327 コンビニエンスストア
769 北信 中野市 ローソン中野岩船店 K-4281 中野市大字岩船字道添302-1 0269-22-3672 コンビニエンスストア
770 北信 中野市 アップルシティーなかの K-5766 中野市大字吉田519 0269-26-1122 HP 土産物店, 道の駅, その他土産物店

771 北信 中野市 ローソン中野一本木バイパス店 K-4521 中野市大字吉田591-1 0269-22-5201 コンビニエンスストア
772 北信 中野市 ファミリーマート中野東吉田 K-5374 中野市大字吉田684-1 0269-24-6614 コンビニエンスストア
773 北信 中野市 ナフコ　信州中野店 K-5810 中野市大字吉田922番地1 0269-24-1181 ホームセンター
774 北信 中野市 デリシア中野店 K-5690 中野市大字吉田字柿ノ木726 0269-24-5736 HP スーパーマーケット
775 北信 中野市 ユーパレット中野西店 K-5687 中野市大字江部字松ノ木1236 0269-23-3000 HP スーパーマーケット
776 北信 中野市 クスリのアオキ西条店 K-5022 中野市大字西条869番地 0269-38-1171 HP ドラッグストア
777 北信 中野市 信州中野観光センター K-0293 中野市大字草間1539番地1 0269-23-5581 工芸体験 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, 道の駅

778 北信 中野市 日本土人形資料館 K-0289 中野市大字中野1150番地 0269-26-0730 工芸体験, 博物館等 伝統工芸品等の販売店
779 北信 中野市 セブン-イレブン信州中野店 K-4251 中野市大字中野1753 0269-22-2287 コンビニエンスストア
780 北信 中野市 ローソン中野西条店 K-4520 中野市大字中野273-7 0269-38-0463 コンビニエンスストア
781 北信 中野市 セブン-イレブン中野市南宮店 K-4305 中野市大字中野字南宮354-1 0269-22-3090 コンビニエンスストア
782 北信 中野市 北信濃ふるさとの森文化公園 K-0283 中野市大字片塩1221番地 0269-23-1021 アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

783 北信 中野市 かっぱ寿司信州中野店 K-3841 中野市大字片塩字松崎58-2 0269-26-1797 HP 和食・寿司・天ぷら
784 北信 中野市 カワチ薬品　中野店 K-4714 中野市大字片塩字松崎58-2 0269-26-1180 HP ドラッグストア
785 北信 中野市 斑尾高原カントリー倶楽部 K-0583 中野市大字豊津8156番地 0269-38-3766 HP アウトドア・スポーツ体験
786 北信 中野市 セブン-イレブン中野市豊津店 K-4522 中野市大字豊津字土浮381-1 0269-24-3071 コンビニエンスストア
787 北信 中野市 ツルヤ一本木店 K-5114 中野市竹原116-1 0269-24-0611 スーパーマーケット
788 北信 中野市 中野ハイヤー K-0736 中野市中央1-11-2 0269-22-5111 タクシー
789 北信 中野市 善光寺屋酒店 K-3405 中野市中央2丁目4-10 0269-22-2211 HP 土産物店, その他土産物店
790 北信 中野市 信州なかの まちなか交流の家 K-1305 中野市中央4-2-33 0269-23-2077 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店
791 北信 中野市 中野陣屋・県庁記念館　カフェ陣屋 K-0279 中野市中央二丁目4番4号 0269-23-2718 カフェ・スイーツ
792 北信 中野市 井賀屋酒造場 K-2701 中野市中野1597 0269-22-3064 HP その他土産物店
793 北信 中野市 ファミリーマート中野一本木公園南 K-5545 中野市中野1846-2他1筆 0269-24-6020 コンビニエンスストア
794 北信 中野市 セブン-イレブン中野市壁田店 K-4607 中野市壁田1485-1 0269-22-3848 コンビニエンスストア
795 北信 山ノ内町 志賀高原ロッヂ K-3315 長野県下高井郡山ノ内町平穏78148-23 0269-34-3600 HP その他グルメ
796 北信 小布施町 セブン-イレブン小布施雁田店 K-4671 長野県上高井郡小布施町大字雁田977-3 026-247-6511 コンビニエンスストア 飲食以外
797 北信 小布施町 ファミリーマート小布施中松 K-5210 長野県上高井郡小布施町大字中松736-16 026-242-6112 コンビニエンスストア 飲食以外
798 北信 坂城町 A・コープ　ファーマーズびんぐし店 K-5266 長野県埴科郡坂城町大字上五明字久保田610 0268-81-3334 HP スーパーマーケット
799 北信 須坂市 ドラッグナカジマ 塩川店 K-4153 長野県須坂市塩川町2554-1 026-242-7548 HP ドラッグストア
800 北信 須坂市 マツモトキヨシ芝宮前店 K-4155 長野県須坂市横町288-1 026-248-9111 HP ドラッグストア
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801 北信 須坂市 ファミリーマート須坂相之島 K-5134 長野県須坂市相之島528-1 026-215-2001 コンビニエンスストア 飲食以外
802 北信 須坂市 A・コープ　すこう店 K-5267 長野県須坂市大字小河原1080-1 026-248-8888 HP スーパーマーケット
803 北信 須坂市 セブン-イレブン須坂新町店 K-4670 長野県須坂市大字須坂字八木沢856-7 026-245-0914 コンビニエンスストア 飲食以外
804 北信 須坂市 八幡中島ファミリー薬局 K-4150 長野県須坂市墨坂2-7-12 026-248-0999 HP ドラッグストア
805 北信 千曲市 A・コープ　あんず店 K-5265 長野県千曲市大字雨宮317 026-274-2800 HP スーパーマーケット
806 北信 中野市 ファミリードラッグ中野一本木店 K-4133 長野県中野市一本木233-1 0269-24-6220 HP ドラッグストア
807 北信 中野市 マツモトキヨシ中野吉田店 K-4130 長野県中野市大字吉田1049-1 0269-24-7550 HP ドラッグストア
808 北信 中野市 たかやしろワイナリー K-5143 長野県中野市竹原1609-7 0269-24-7650 HP 土産物店 飲食以外
809 北信 長野市 ファミリーマート長野安茂里店 K-5174 長野県長野市安茂里小市2丁目33-10 026ｰ229-0798 その他 コンビニエンスストア 飲食以外
810 北信 長野市 ファミリーマート長野伊勢宮一丁目店 K-5141 長野県長野市伊勢宮１丁目１番２号 026-267-4408 コンビニエンスストア 飲食以外
811 北信 長野市 ファミリーマート長野伊勢宮店 K-5221 長野県長野市伊勢宮2-24-25 026-267-8977 コンビニエンスストア
812 北信 長野市 カラオケ　ビッグエコー長野若槻店 K-5214 長野県長野市稲田1-35-22 026-262-1775 HP 飲食以外
813 北信 長野市 マツモトキヨシ 稲田店 K-4151 長野県長野市稲田2-56-35 026-259-9440 HP ドラッグストア
814 北信 長野市 ファミリーマート長野サンロード K-5209 長野県長野市稲田二丁目５５番１５号 026-215-1032 コンビニエンスストア 飲食以外
815 北信 長野市 マツモトキヨシ長野南店 K-4125 長野県長野市稲里町中央1-21-1 026-254-7571 HP ドラッグストア
816 北信 長野市 ファミリーマート長野中氷鉋店 K-5160 長野県長野市稲里町中氷鉋1105-3 026-254-6259 コンビニエンスストア 飲食以外
817 北信 長野市 ファミリーマート長野吉田店 K-5192 長野県長野市吉田1-6-13 026-256-8030 コンビニエンスストア 飲食以外
818 北信 長野市 ファミリーマート長野居町 K-5208 長野県長野市居町37番地 026-239-6022 コンビニエンスストア 飲食以外
819 北信 長野市 ファミリーマート長野東通り店 K-5140 長野県長野市栗田701-3 026-291-4106 コンビニエンスストア 飲食以外
820 北信 長野市 手打ち蕎麦　戸隠堂 K-5187 長野県長野市戸隠3520 026-254-2129 HP そば・うどん
821 北信 長野市 マツモトキヨシ三輪店 K-4122 長野県長野市三輪2-1-11 026-254-5544 HP ドラッグストア
822 北信 長野市 ローソン長野本郷駅前店 K-4673 長野県長野市三輪三丁目１４－１０ 026-263-3118 コンビニエンスストア 飲食以外
823 北信 長野市 ファミリーマート長野駅東口店 K-5205 長野県長野市七瀬4-10 026-268-1784 コンビニエンスストア 飲食以外
824 北信 長野市 マツモトキヨシしののい店 K-4113 長野県長野市篠ノ井会上東原758-1 026-299-3110 HP ドラッグストア
825 北信 長野市 マツモトキヨシ南長野運動公園店 K-4136 長野県長野市篠ノ井杵淵字大門西1348番地 026-299-3357 HP ドラッグストア
826 北信 長野市 A・コープ　ファーマーズ南長野店 K-5263 長野県長野市篠ノ井杵淵字大門西472-2 026-214-8877 HP スーパーマーケット
827 北信 長野市 A・コープ　ファーマーズ篠ノ井店 K-5262 長野県長野市篠ノ井布施五明3200 026-290-7272 HP スーパーマーケット
828 北信 長野市 ファミリーマート須坂インター南 K-5137 長野県長野市若穂綿内字南條275-1 026-251-9448 コンビニエンスストア 飲食以外
829 北信 長野市 ファミリーマート長野若里一丁目 K-5213 長野県長野市若里1丁目16-24 026-269-7014 HP コンビニエンスストア 飲食以外
830 北信 長野市 マツモトキヨシケーズタウン若里店 K-4158 長野県長野市若里3丁目22-1 026-229-5800 HP ドラッグストア
831 北信 長野市 ファミリーマート長野小島店 K-5136 長野県長野市小島790-6 026-236-8010 コンビニエンスストア 飲食以外
832 北信 長野市 ファミリーマート長野松岡店 K-5173 長野県長野市松岡2丁目9番32号 026-266-9448 コンビニエンスストア 飲食以外
833 北信 長野市 マツモトキヨシ松代店 K-4135 長野県長野市松代町西寺尾1212 026-215-6016 HP ドラッグストア
834 北信 長野市 A・コープ　ファーマーズ松代店 K-5261 長野県長野市松代町西寺尾字町裏1450 026-290-6655 HP スーパーマーケット
835 北信 長野市 株式会社尾澤酒造場 K-4675 長野県長野市信州新町新町１６８－１ 026-262-2209 HP 土産物店 飲食以外
836 北信 長野市 A・コープ　しんまち店 K-5264 長野県長野市信州新町新町大字新町958 026-262-3429 HP スーパーマーケット
837 北信 長野市 マツモトキヨシ安茂里店 K-4141 長野県長野市大字安茂里3148 026-268-0270 HP ドラッグストア
838 北信 長野市 マツモトキヨシ長野栗田店 K-4162 長野県長野市大字栗田340-1 026-229-5160 HP ドラッグストア
839 北信 長野市 マツモトキヨシ石渡店 K-4164 長野県長野市大字石渡137-17 026-219-3180 HP ドラッグストア
840 北信 長野市 マツモトキヨシ東和田店 K-4152 長野県長野市大字東和田字居村422 026-251-6055 HP ドラッグストア
841 北信 長野市 マツモトキヨシ石堂町店 K-4163 長野県長野市大字南長野北石堂町1416番1 026-223-2680 HP ドラッグストア
842 北信 長野市 セブン-イレブン長野木工団地入口 K-4725 長野県長野市大字北尾張部519 026-241-5241 コンビニエンスストア
843 北信 長野市 ファミリーマート長野大町店 K-5203 長野県長野市大町594-7 026-251-3636 コンビニエンスストア 飲食以外
844 北信 長野市 ファミリーマート長野大豆島店 K-5206 長野県長野市大豆島5276-2 026-215-5102 コンビニエンスストア 飲食以外
845 北信 長野市 ファミリーマート長野中越一丁目 K-5207 長野県長野市中越一丁目10番地41 026-252-5135 コンビニエンスストア 飲食以外
846 北信 長野市 マツモトキヨシＭＩＤＯＲＩ長野店 K-4140 長野県長野市南千歳1-22-6MIDORI長野1F 026-267-5180 HP ドラッグストア
847 北信 長野市 カラオケ　ビッグエコー長野駅善光寺口店 K-5216 長野県長野市南千歳1-28-3　長野NCビル2F 026-219-5885 HP 飲食以外
848 北信 長野市 ファミリーマート長野風間店 K-5139 長野県長野市風間190-1 026-268-2010 コンビニエンスストア 飲食以外
849 北信 長野市 ファミリーマート長野平林店 K-5220 長野県長野市平林1-34-47 026-215-1040 コンビニエンスストア
850 北信 長野市 ファミリーマート長野北長池店 K-5135 長野県長野市北長池1447-1 026-215-1074 コンビニエンスストア 飲食以外
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851 北信 長野市 カラオケ　ビッグエコー長野駅前店 K-5218 長野県長野市末広町1356　Nacs末広4F 026-269-6656 HP 飲食以外
852 北信 長野市 三代目鳥メロ長野善光寺口店 K-3884 長野県長野市末広町１３５９ 026-229-5512 HP 居酒屋・創作料理
853 北信 飯山市 A・コープ　みゆき店 K-5268 長野県飯山市大字常盤字久保通り7419 0269-81-2222 HP スーパーマーケット
854 北信 長野市 アットマークタクシー K-5128 長野市安茂里1557-3 026-226-3399 タクシー
855 北信 長野市 セブン-イレブン安茂里駅西店 K-4458 長野市安茂里小市1丁目3-35 026-226-3538 コンビニエンスストア
856 北信 長野市 ルールドゥグーテ伊勢宮本店 K-6027 長野市伊勢宮1-22-5Mシティビル1F 026-227-1717 HP カフェ・スイーツ
857 北信 長野市 カッパ寿司　長野稲田店 K-3857 長野市稲田1-13-16 026-259-1253 その他 その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
858 北信 長野市 焼肉カルビ屋三夢　稲田店 K-3801 長野市稲田1-40-4 026-254-5836 HP 焼肉・ホルモン
859 北信 長野市 キャナリィ・ロウ長野店 K-4816 長野市稲田3-28-7 026-243-7577 イタリアン
860 北信 長野市 ローソン長野稲田三丁目店 K-4715 長野市稲田三丁目37-5 026-243-5177 コンビニエンスストア
861 北信 長野市 海鮮丼どん八長野稲葉店 K-4060 長野市稲葉2566-1 026-219-6543 HP 丼もの
862 北信 長野市 うなまん K-3926 長野市稲葉中千田2068 026-221-5667 居酒屋・創作料理
863 北信 長野市 海鮮ダイニングまぐろやはなの夢ルートイン長野店 K-1868 長野市稲葉中千田沖2011-1 026-222-5050 居酒屋・創作料理
864 北信 長野市 宝来　長野店 K-5083 長野市稲葉日詰1972-1 026-221-7172 その他土産物店
865 北信 長野市 セブン-イレブン長野稲里店 K-4256 長野市稲里中央1丁目1番地1号 026-284-6709 コンビニエンスストア
866 北信 長野市 麺飯厨房 牡丹荘 K-3785 長野市稲里町下氷鉋227-8 026-285-2755 HP ラーメン・つけ麺
867 北信 長野市 綿半スーパーセンター稲里店 K-5618 長野市稲里町下氷鉋834-34 026-254-6060 HP スーパーマーケット, ホームセンター

868 北信 長野市 ツルヤ長野南店 K-5111 長野市稲里町中央1-23-1 026-291-1311 スーパーマーケット
869 北信 長野市 タリーズコーヒー長野川中島店 K-4213 長野市稲里町中央2-12-1 026-254-7757 カフェ・スイーツ
870 北信 長野市 蔦屋書店  長野川中島店 K-5656 長野市稲里町中央2-12-1 026-284-8700 その他土産物店
871 北信 長野市 むぎの里長野稲里店 K-5930 長野市稲里町中央3-38-9 026-283-3968 HP そば・うどん
872 北信 長野市 カラオケBanBan長野川中島店 K-5508 長野市稲里町中央4-16-44 050-3134-0574 その他グルメ
873 北信 長野市 ホームバザー長野南店 K-4508 長野市稲里町中氷鉋2225 026-214-8822 HP その他土産物店
874 北信 長野市 クスリのアオキ稲里店 K-5015 長野市稲里町中氷鉋2238 026-254-6380 HP ドラッグストア
875 北信 長野市 ビッグボーイ川中島店 K-3491 長野市稲里町中氷鉋449-9 026-254-6071 HP ファミリーレストラン
876 北信 長野市 ウエルシア長野川中島店 K-4168 長野市稲里町中氷鉋963-1 026-291-0681 HP ドラッグストア
877 北信 長野市 千曲川リバーフロントスポーツガーデン K-2882 長野市屋島四ツ屋前3300 026-259-5588 HP その他土産物店
878 北信 長野市 ファミリーマート長野下氷鉋店 K-5073 長野市下氷鉋一丁目1377番地1 026-254-7115 コンビニエンスストア
879 北信 長野市 セブン-イレブン長野花咲町店 K-4325 長野市花咲町1237-7 026-234-7011 土産物店
880 北信 長野市 いろは堂　本店（鬼無里） K-0414 長野市鬼無里1687-1 026-256-2033 HP 土産物店 その他のグルメ
881 北信 長野市 ふるさと鬼無里 K-2622 長野市鬼無里1690 026-256-2428 HP 土産物店 そば・うどん
882 北信 長野市 野生酵母パン・焼き菓子　ソノマノ　Shop&Cafe (鬼無里) K-2922 長野市鬼無里日影419ーイ 026-262-1819 HP カフェ・スイーツ
883 北信 長野市 鬼無里の湯　ホテル＆コテージ K-2340 長野市鬼無里日影8855 026-256-2140 HP 日帰り温泉施設, その他 土産物店, その他土産物店
884 北信 長野市 長電タクシー株式会社 K-2240 長野市吉田3-21-1 026-244-0351 HP タクシー
885 北信 長野市 ながの東急ライフ K-1857 長野市吉田3-22-1 026-259-8181 HP 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
886 北信 長野市 かくおか醸造株式会社 K-2568 長野市吉田3-22-1 026-263-8586 HP その他 土産物店
887 北信 長野市 ファミリーマート長野吉田四丁目 K-5972 長野市吉田4丁目14-12 026-256-8311 コンビニエンスストア
888 北信 長野市 デリシア吉田店 K-5700 長野市吉田四丁目3-21 026-241-5472 HP スーパーマーケット
889 北信 長野市 ファミリーマート長野SBC通り店 K-5576 長野市吉田二丁目24番3号 026-256-9302 コンビニエンスストア
890 北信 長野市 ローソン長野居町店 K-4582 長野市居町115-1 026-259-3401 コンビニエンスストア
891 北信 長野市 J.CROISSANT K-5595 長野市居町55 026-217-5930 HP
892 北信 長野市 ケーヨーデイツー北長野通店 K-4955 長野市桐原1-3-5 026-243-8398 HP ホームセンター
893 北信 長野市 綿半スーパーセンター川中島店 K-5614 長野市金井田177 026-293-6363 ホームセンター
894 北信 長野市 信州焼肉　南山亭　長野東口店 K-3020 長野市栗田1009-2センターウイング1F 026-269-6066 HP 焼肉・ホルモン
895 北信 長野市 株式会社まちノベイト K-0606 長野市栗田1015-7NKコーポ202 026-219-6256 HP カフェ・スイーツ
896 北信 長野市 セブン-イレブン長野駅東口店 K-4373 長野市栗田1021-1 026-223-2150 コンビニエンスストア
897 北信 長野市 長野駅しなの鉄道きっぷうりば K-4418 長野市栗田1038 026-225-6110 HP 鉄道
898 北信 長野市 ファミリーマート長野栗田 K-5844 長野市栗田1789番地 026-267-6075 コンビニエンスストア
899 北信 長野市 焼鳥亭かつら K-5961 長野市栗田2170セトル東口ビル一階 026-269-0101 焼鳥・串揚げ
900 北信 長野市 ピザーラ長野東口店 K-5986 長野市栗田2194 026-291-4100 その他グルメ
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901 北信 長野市 茜屋 長野駅前店 K-5634 長野市栗田字北川原1038−2新幹線JR長野駅東口ビル1F 050-8881-3084 HP 居酒屋・創作料理
902 北信 長野市 ベックスコーヒーショップ　長野店 K-1721 長野市栗田北河原1038-4 カフェ・スイーツ
903 北信 長野市 茶寮　志もだ K-5050 長野市栗田北中995-1相鉄フレッサイン長野駅東口内 026-223-1125 HP 和食・寿司・天ぷら
904 北信 長野市 綿半スーパーセンター権堂店 K-5829 長野市権堂町2196番地1 026-238-7171 HP スーパーマーケット, ホームセンター

905 北信 長野市 長野電鉄権堂駅 K-2101 長野市権堂町2199-10 026-248-6000 HP 鉄道
906 北信 長野市 Fruit&Bread SANCH 本店 K-5599 長野市権堂町2201権堂イーストプラザ1F 026-237-2988 HP
907 北信 長野市 韓国家庭料理・炭火焼肉　故郷 K-3253 長野市権堂町2223故郷 026−234−0429 韓国料理
908 北信 長野市 丸芳寿司 K-2556 長野市権堂町2226 026-232-5348 和食・寿司・天ぷら
909 北信 長野市 焼肉　慶樹 K-3927 長野市権堂町2261-2 026-233-3273 焼肉・ホルモン
910 北信 長野市 旬宴酒場　海せん山せん K-3096 長野市権堂町2269 026-217-0628 HP 居酒屋・創作料理
911 北信 長野市 膳蔵　麦芽工房 K-4799 長野市権堂町2269 026-233-1539 居酒屋・創作料理
912 北信 長野市 GOFUKU K-1640 長野市権堂町2300 026-217-7391 HP 居酒屋・創作料理
913 北信 長野市 オリオン餃子　長野権堂店 K-3913 長野市権堂町2372-1純正堂ビル 026-219-6568 ラーメン・つけ麺
914 北信 長野市 ナン&カレー専門店ビアホールトピ K-1501 長野市権堂町2373 026-405-4140 HP アジア・エスニック
915 北信 長野市 炭火モモ焼・骨付鶏　信州権堂　みらい酒房 K-2901 長野市権堂町2373トライネット純正堂ビル2F 026-237-4321 HP 居酒屋・創作料理
916 北信 長野市 日本料理　紀元茶寮 K-0073 長野市県町528-1 026-235-3333 HP 和食・寿司・天ぷら
917 北信 長野市 中国料理　寒山拾得 K-0104 長野市県町528-1 026-235-3333 HP 中華・台湾
918 北信 長野市 グリル洋定食とみんなのワイン食堂　Seiji K-0114 長野市県町528-1 026-235-3333 HP 洋食
919 北信 長野市 シャンパンバー　漆舎 K-0132 長野市県町528-1 026-235-3333 HP 和食・寿司・天ぷら
920 北信 長野市 THE SAIHOKUKAN HOTEL 宴会場 K-0143 長野市県町528-1 026-235-3333 HP その他グルメ
921 北信 長野市 Delica鐵扇　信州犀北館ホテル店 K-0149 長野市県町528-1 026-219-1100 HP 土産物店, その他土産物店
922 北信 長野市 善光寺　渕之坊 K-3109 長野市元善町462 026-232-3669 HP 和食・寿司・天ぷら
923 北信 長野市 兄部坊 K-5319 長野市元善町463 026-234-6677 HP その他 その他土産物店
924 北信 長野市 ギャルリ蓮 K-1523 長野市元善町465番地 026-238-3928 HP 工芸体験
925 北信 長野市 長門屋 K-1831 長野市元善町468 026-233-2286 HP そば・うどん
926 北信 長野市 やなぎ屋仏壇店 K-1599 長野市元善町482 026-232-5998 土産物店
927 北信 長野市 丸八たきや K-2249 長野市元善町482 026-232-4424 HP 土産物店 そば・うどん
928 北信 長野市 髙橋本店 K-3165 長野市元善町482 026-232-7584 土産物店
929 北信 長野市 WABI×SABI　善光寺仲見世通り店 K-3447 長野市元善町482 080-8846-3633 土産物店
930 北信 長野市 ▢◯（カクマル）堂長野 K-3901 長野市元善町482 026-217-1778 土産物店
931 北信 長野市 信州屋 K-4067 長野市元善町482 026-232-7022 土産物店
932 北信 長野市 山城屋 K-5557 長野市元善町482 026-232-4604 HP 土産物店 そば・うどん
933 北信 長野市 (株)杉養蜂園　長野元善町店 K-3127 長野市元善町482-1 026-237-5583 HP その他 その他土産物店 その他グルメ
934 北信 長野市 門前そばももとせ K-1583 長野市元善町482善光寺仲見世通り 026-262-1510 HP そば・うどん
935 北信 長野市 豆吉本舗　信州つち茂店 K-0568 長野市元善町483 026-234-1044 HP 土産物店 その他グルメ
936 北信 長野市 すや亀　善光寺店 K-1190 長野市元善町483 026-237-2239 HP その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
937 北信 長野市 壱の蔵　善光寺仲見世通り店 K-5288 長野市元善町483 026-219-3086 HP 土産物店
938 北信 長野市 柏屋物産店 K-5638 長野市元善町483 026-232-4732 土産物店
939 北信 長野市 信州里の菓工房　長野仲見世店 K-1794 長野市元善町483善光寺参道仲見世通り 026-262-1270 HP 土産物店
940 北信 長野市 喜多平そば店 K-1399 長野市元善町484 026-234-2749 そば・うどん
941 北信 長野市 二葉堂　信州りんご菓子工房　BENI-BENI K-1966 長野市元善町484 026-219-2881 HP 土産物店
942 北信 長野市 中村屋吉右衛門 K-4083 長野市元善町484 026-232-2912 カフェ・スイーツ
943 北信 長野市 喫茶　中村屋 K-4084 長野市元善町484 026-232-2912 カフェ・スイーツ
944 北信 長野市 信州おいも工房 K-5832 長野市元善町484 026-262-1402 土産物店 カフェ・スイーツ
945 北信 長野市 松屋旅館 K-2598 長野市元善町484番地 026-232-2811 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
946 北信 長野市 高田屋銘産店 K-0866 長野市元善町486 026-232-6011 HP 土産物店
947 北信 長野市 みよし屋 名産店 K-1118 長野市元善町486 026-232-6467 土産物店
948 北信 長野市 尾張屋そば店 K-1234 長野市元善町486 026-232-5347 そば・うどん
949 北信 長野市 いろは堂　善光寺仲見世店 K-1570 長野市元善町486 026-217-6636 HP 土産物店
950 北信 長野市 漬物老舗　髙橋　善光寺仲見世通り店 K-2626 長野市元善町486 026-219-1088 土産物店

19

https://akaneyanagano.owst.jp/
https://www.saryoushimoda.com/
https://watahan.jp/shops/nagano-prefecture/gondo/126678fce488935fa3beaed05f52968324aeee39.html
https://www.nagaden-net.co.jp/info/station/gondo.php
http://www.sanch-gondo.jp/
https://r.gnavi.co.jp/n810602/
https://www.instagram.com/gofuku_at_nagano/?hl=ja
http://beerhalltopi.com
https://www.hotpepper.jp/strJ000358330/
https://www.saihokukan.com
https://www.saihokukan.com
https://www.saihokukan.com
https://www.saihokukan.com
https://www.saihokukan.com
https://www.delicatessen.co.jp
https://fuchinobo.or.jp/
http://konokonbou.com
https://www.iikoto.net/
https://nagatoya.jimdofree.com/
http://www.maruhachi-takiya.com/
http://www.yamashiroya-soba.jp
http://www.0038.co.jp
https://www.syunsui.com/
http://tsuchimo-zenkoji-shinshu.flips.jp/
https://www.suyakame.co.jp
http://ichinokura3@themis.ocn.ne.jp
https://shinsyusatonokakoubou.co.jp/
https://futabado.com/
https://matsuyaryokan.jp
http://www5a.biglobe.ne.jp/~takadaya/
https://www.irohado.com/store/nakamise.html


信州割SPECIAL観光クーポン対象施設一覧
2022/10/18現在

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設 土産物店 飲食店 交通事業者

利用対象期間：宿泊期間（チェックイン日～チェックアウト日まで）

「信州割SPECIAL」観光クーポン券　令和3年6月18日（金）～令和4年12月21日（水）（予定）

TEL ホームページ
業種

No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

951 北信 長野市 甘味処鎌倉　善光寺仲見世通り店 K-5642 長野市元善町486 026-217-7515 HP カフェ・スイーツ
952 北信 長野市 九九や旬粋 K-1580 長野市元善町486善光寺仲見世通り 026-235-5557 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
953 北信 長野市 カフェドレッタ K-1590 長野市元善町486善光寺仲見世通り九九や旬粋2階 026-217-1427 HP カフェ・スイーツ
954 北信 長野市 宿坊良性院 K-3784 長野市元善町498 026-233-2386 土産物店 和食・寿司・天ぷら
955 北信 長野市 紅葉 K-2510 長野市戸隠1511-5 026-254-3433 そば・うどん
956 北信 長野市 鏡池どんぐりハウス K-2669 長野市戸隠2039-10 026-254-3719 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
957 北信 長野市 そば処　つる家 K-3897 長野市戸隠2156-1 090-4848-9324 HP そば・うどん
958 北信 長野市 お宿　富岡 K-2685 長野市戸隠2157 026-254-2019 HP その他グルメ
959 北信 長野市 武井旅館 K-4079 長野市戸隠2164 026-254-2520 HP その他グルメ
960 北信 長野市 そば処よつかど K-3009 長野市戸隠2179-4 026-254-2145 HP そば・うどん
961 北信 長野市 そば処　たからや K-1187 長野市戸隠2285 026-254-2270 そば・うどん
962 北信 長野市 戸隠神社宿坊　お宿諏訪 K-0345 長野市戸隠2336 026-254-2018 HP その他
963 北信 長野市 そば処　千成 K-5859 長野市戸隠2339 026-254-2889 HP そば・うどん
964 北信 長野市 いろりの蕎麦処　築山 K-1471 長野市戸隠2348番地 026-254-2545 HP そば・うどん
965 北信 長野市 宿坊　福岡旅館 K-1770 長野市戸隠2351 026-254-3044 HP その他グルメ
966 北信 長野市 蕎麦切茶房　戸隠日和 K-2828 長野市戸隠2924 026-254-2707 HP そば・うどん
967 北信 長野市 戸隠そば博物館とんくるりん K-2670 長野市戸隠3018 026-254-3773 HP 料理体験 土産物店, 伝統工芸品等の販売店 そば・うどん
968 北信 長野市 戸隠神告げ温泉　湯行館 K-5724 長野市戸隠3182 026-254-1126 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店 そば・うどん
969 北信 長野市 忍者の里　チビッ子忍者村 K-1908 長野市戸隠3193 026-254-3723 HP レジャー施設
970 北信 長野市 徳善院蕎麦　宿坊極意 K-1085 長野市戸隠3354 026-254-2044 HP そば・うどん
971 北信 長野市 鷹明亭辻旅館 K-3254 長野市戸隠3360 026-254-2337 HP 土産物店
972 北信 長野市 有限会社　碓井製菓 K-2664 長野市戸隠3400-1 026-254-2250 土産物店
973 北信 長野市 井上竹細工店 K-3120 長野市戸隠3416-1 026-254-2181 伝統工芸品等の販売店
974 北信 長野市 そば処　仁王門屋 K-2159 長野市戸隠3419 026-254-2244 HP そば・うどん
975 北信 長野市 戸隠そば山口屋 K-2794 長野市戸隠3423 026-254-2351 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店 そば・うどん
976 北信 長野市 越後屋商店 K-0928 長野市戸隠3488-2 026-254-2315 その他土産物店
977 北信 長野市 岩戸屋 K-3136 長野市戸隠3501-イ 026-254-2038 そば・うどん
978 北信 長野市 江戸屋みやげ店 K-2311 長野市戸隠3502 026-254-2116 土産物店
979 北信 長野市 おみやげ処　宝泉 K-1380 長野市戸隠3503 026-254-2533 土産物店
980 北信 長野市 LODGEぴこ K-3216 長野市戸隠3507-80 026-254-3806 HP その他土産物店 その他グルメ
981 北信 長野市 そばの実 K-1201 長野市戸隠3510-25 026-254-2102 HP そば・うどん
982 北信 長野市 小鳥の森 K-0848 長野市戸隠3510-86 026-254-3083 HP 洋食
983 北信 長野市 極楽坊 K-2986 長野市戸隠3611-5 026-254-3267 そば・うどん
984 北信 長野市 山小舎まるや K-3682 長野市戸隠3637−6 026-254-2288 和食・寿司・天ぷら
985 北信 長野市 山宿　戸隠小舎 K-2506 長野市戸隠3661-2 026-254-3333 HP その他土産物店 その他グルメ
986 北信 長野市 山宿　戸隠小舎のキッチンカー K-2507 長野市戸隠3661-2 026-254-3333 HP その他グルメ
987 北信 長野市 ペンション　あぜりあ K-0436 長野市戸隠3671-2 026-254-2236 HP 果物狩り・観光農園 土産物店 和食・寿司・天ぷら
988 北信 長野市 カフェレストラン　パイプのけむり K-1366 長野市戸隠3672-10 026-254-3108 HP 洋食
989 北信 長野市 AKKORDE K-5515 長野市戸隠3681−3 026-254-3078 HP 洋食
990 北信 長野市 蕎麦レストランとがくれ K-2795 長野市戸隠3682戸隠スキー場内とがくれ 026-254-3508 HP その他 土産物店 そば・うどん
991 北信 長野市 戸隠高原ホテル K-2550 長野市戸隠越水3682-6 026-254-2525 HP 土産物店
992 北信 長野市 奥社の茶屋 K-2729 長野市戸隠午王峯3688-6 026-254-2222 土産物店 そば・うどん
993 北信 長野市 手打ちそば岳 K-2415 長野市戸隠大洞沢3694-1 026-254-3254 HP そば・うどん
994 北信 長野市 ダイセイタクシー K-3520 長野市戸隠栃原4385-15 026-214-5962 HP その他 タクシー
995 北信 長野市 たんぼそば店 K-2784 長野市戸隠豊岡10217 026-254-2261 そば・うどん
996 北信 長野市 大久保西の茶屋　戸隠本店 K-2974 長野市戸隠豊岡2763 026-254-2266 HP そば・うどん
997 北信 長野市 二葉堂　高田店 K-1943 長野市高田1025-2 026-228-2810 HP 土産物店
998 北信 長野市 セブン-イレブン七瀬店 K-4234 長野市高田1033-2 026-228-56|3 コンビニエンスストア
999 北信 長野市 ファミリーマート長野上高田店 K-5552 長野市高田1215-3 026-268-2511 コンビニエンスストア

1000 北信 長野市 癒し処オアシス川中島店 K-5783 長野市高田1293-1高田ビル2F癒し処高田店 026-214-7819 HP その他
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1001 北信 長野市 癒し処オアシス K-5784 長野市高田1293-1高田ビル2F癒し処高田店 026 -405-6889 HP その他
1002 北信 長野市 長野観光グループ K-1927 長野市高田1462-5 026-222-1234 HP タクシー
1003 北信 長野市 カラオケBanBan長野高田店 K-5512 長野市高田1744-1 050-3134-0639 その他グルメ
1004 北信 長野市 ＪＴＢＭＥＧＡドン・キホーテ長野店 K-0901 長野市高田1758MEGAドン・キホーテ長野店2階 026-263-7860 HP 土産物店
1005 北信 長野市 ハトヤ酒店 K-3368 長野市高田643-2 026-226-3632 HP 土産物店, その他土産物店
1006 北信 長野市 軽井沢トルタ　高田店 K-5742 長野市高田671-1 026-229-5511 HP カフェ・スイーツ
1007 北信 長野市 ファミリーマート長野高田 K-5520 長野市高田961-1 026-291-5041 コンビニエンスストア
1008 北信 長野市 くら寿司長野高田店 K-3754 長野市高田字五反田1707-3 026-267-6610 HP 和食・寿司・天ぷら
1009 北信 長野市 FamilyMart長野合戦場店 K-5332 長野市合戦場3-40 026-290-7375 コンビニエンスストア
1010 北信 長野市 信州の幸（めぐみ）　本店 K-4824 長野市合戦場3丁目89番 026-274-5291 HP ファミリーレストラン
1011 北信 長野市 セブン-イレブン長野工業高校前店 K-4801 長野市差出南2-27-8 026-226-4054 コンビニエンスストア 飲食以外
1012 北信 長野市 ローソン長野差出南三丁目店 K-4581 長野市差出南3-8-2 026-217-8022 コンビニエンスストア
1013 北信 長野市 裾花峡天然温泉宿　うるおい館 K-1001 長野市妻科98番地 026-237-4126 HP 日帰り温泉施設 土産物店 そば・うどん
1014 北信 長野市 ローソン長野三本柳店 K-4469 長野市三本柳東3-86 026-283-3152 コンビニエンスストア
1015 北信 長野市 二葉堂　まゆみだ通り店 K-1949 長野市三輪10-13-8 026-252-5520 HP 土産物店
1016 北信 長野市 ファミリーマート長野三輪荒屋店 K-5229 長野市三輪1169-4 026-239-6577 コンビニエンスストア
1017 北信 長野市 ウエルシア長野三輪店 K-4169 長野市三輪6-16-27 026-238-6080 HP ドラッグストア
1018 北信 長野市 ローソン長野三輪六丁目店 K-4583 長野市三輪6-17-15 026-233-3077 コンビニエンスストア
1019 北信 長野市 Family Mart長野宇木店 K-5253 長野市三輪9丁目49番地22号 026-252-4002 コンビニエンスストア
1020 北信 長野市 クスリのアオキ三輪東店 K-5025 長野市三輪一丁目8番26号 026-217-1732 HP ドラッグストア
1021 北信 長野市 クスリのアオキ三輪店 K-5010 長野市三輪九丁目49番36号 026-256-6320 HP ドラッグストア
1022 北信 長野市 デリシア三輪店 K-5701 長野市三輪五丁目43-21 026-234-3443 HP スーパーマーケット
1023 北信 長野市 セブン-イレブン長野大通り店 K-4744 長野市三輪武井1303-3 026-235-5670 HP コンビニエンスストア
1024 北信 長野市 セブン-イレブン長野七瀬西店 K-5980 長野市七瀬25-1 026-227-1055 コンビニエンスストア
1025 北信 長野市 Jネットレンタカー長野駅東口店 K-5604 長野市七瀬2番地1 026-267-8543 HP レンタカー
1026 北信 長野市 森の古民家 あだむさんち K-0243 長野市七二会丙330 090-9669-2588 HP 工芸体験 カフェ・スイーツ
1027 北信 長野市 ファミリーマート長野篠ノ井塩崎店 K-5562 長野市篠ノ井塩崎273-1 026-299-3301 コンビニエンスストア
1028 北信 長野市 セブン-イレブン篠ノ井塩崎店 K-4310 長野市篠ノ井塩崎字北小宮2122-5 026-292-1843 コンビニエンスストア
1029 北信 長野市 デリシア篠ノ井東店 K-5689 長野市篠ノ井会字上東原758‐1 026-299-9737 HP スーパーマーケット
1030 北信 長野市 ファミリーマート篠ノ井杵淵店 K-5326 長野市篠ノ井杵淵1696 026-290-5002 コンビニエンスストア
1031 北信 長野市 OYAKI FARM K-5196 長野市篠ノ井杵淵7-1 026-214-2800 HP その他グルメ
1032 北信 長野市 クスリのアオキ篠ノ井店 K-5006 長野市篠ノ井御幣川611 026-290-5250 HP ドラッグストア
1033 北信 長野市 ファミリーマート長野しののい店 K-5548 長野市篠ノ井御幣川636-3 026-290-5021 コンビニエンスストア
1034 北信 長野市 デリシア篠ノ井店 K-5438 長野市篠ノ井御幣川640 長野市篠ﾉ井御幣川640 HP スーパーマーケット
1035 北信 長野市 株式会社信州ツーリストサービス K-0312 長野市篠ノ井御幣川766-4 026-274-5836 HP 工芸体験, 織物体験, 乗り物体験, 料理体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 果物狩り・観光農園, 博物館等, 日帰り温泉施設, その他 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, 道の駅, その他土産物店

1036 北信 長野市 セブン-イレブン長野村山店 K-4492 長野市篠ノ井山布施8482 026-229-1170 コンビニエンスストア
1037 北信 長野市 牛角　アグリしののい店 K-1137 長野市篠ノ井施五明3204 026-293-2955 HP 焼肉・ホルモン
1038 北信 長野市 中尾山温泉松仙閣 K-0077 長野市篠ノ井小松原2475 026-292-2343 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
1039 北信 長野市 ウエルシア長野篠ノ井小森店 K-4167 長野市篠ノ井小森477-1 026-299-8251 HP ドラッグストア
1040 北信 長野市 二葉堂　篠ノ井店 K-1940 長野市篠ノ井小森480-1 026-293-2810 HP 土産物店
1041 北信 長野市 セブン-イレブン長野松代清野店 K-4688 長野市篠ノ井東福寺3364 026-278-7155 コンビニエンスストア
1042 北信 長野市 ファミリーマート長野水沢上庭 K-5523 長野市篠ノ井東福寺3803 026-299-7188 コンビニエンスストア
1043 北信 長野市 大戸屋ごはん処長野南店 K-5579 長野市篠ノ井東福寺3825 026-214-5481 定食屋
1044 北信 長野市 ちゃーしゅうや武蔵　篠ノ井店 K-0562 長野市篠ノ井東福寺953-1 026-285-7166 HP ラーメン・つけ麺
1045 北信 長野市 松代パーキングエリア下り K-3166 長野市篠ノ井東福寺字狐塚3466 026-278-8155 HP 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
1046 北信 長野市 松代パーキングエリア上り K-3167 長野市篠ノ井東福寺字猫島西3390 026-278-8788 HP 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
1047 北信 長野市 セブン-イレブン篠ノ井布施五明店 K-4665 長野市篠ノ井布施五明729-6 026-292-2725 コンビニエンスストア 飲食以外
1048 北信 長野市 NewDaysミニ篠ノ井 K-4596 長野市篠ノ井布施高田1413-6 026-299-5330 コンビニエンスストア
1049 北信 長野市 ウエルシア長野篠ノ井布施高田店 K-4275 長野市篠ノ井布施高田321-1 026-299-7038 HP ドラッグストア
1050 北信 長野市 ファミリーマート長野篠ノ井布施高田店 K-5328 長野市篠ノ井布施高田777-1 026-290-5016 コンビニエンスストア
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1051 北信 長野市 マツキ K-3187 長野市篠ノ井布施高田849-1 026-292-0008 カフェ・スイーツ
1052 北信 長野市 庄や　篠ノ井店 K-5738 長野市篠ノ井布施高田868-14 026-299-3408 居酒屋・創作料理
1053 北信 長野市 セブン-イレブン篠ノ井布施高田 K-4303 長野市篠ノ井布施高田875-1 026-292-8521 コンビニエンスストア
1054 北信 長野市 スシロー長野若宮店 K-3702 長野市若宮2-13-5 026-252-5024 HP 和食・寿司・天ぷら
1055 北信 長野市 ローソン長野西尾張部店 K-4716 長野市若宮2丁目12-1 026-244-3955 コンビニエンスストア
1056 北信 長野市 和食ことぶき K-5411 長野市若松町1036 026-232-5948 定食屋
1057 北信 長野市 TROISCINQ長野 K-1541 長野市若槻東条宮前992-1 026-296-8008 HP イタリアン
1058 北信 長野市 中央タクシー株式会社 K-4410 長野市若穂保科265 026-282-0181 HP タクシー
1059 北信 長野市 中央タクシー株式会社 K-1107 長野市若穂保科宇日向休場265 026-282-0181 HP タクシー
1060 北信 長野市 ウエルシア長野若穂店 K-4170 長野市若穂綿内445 026-282-7223 HP ドラッグストア
1061 北信 長野市 ファミリーマート長野若穂綿内 K-5348 長野市若穂綿内8561-5 026-266-5003 コンビニエンスストア
1062 北信 長野市 綿半ホームエイド　若里店 K-5616 長野市若里1-19-19 026-224-6363 ホームセンター
1063 北信 長野市 セブン-イレブン長野若里店 K-4609 長野市若里2-15-45 026-291-4515 コンビニエンスストア
1064 北信 長野市 ドトールコーヒーショップ　ケーズタウン若里店 K-5362 長野市若里3-22-1 026-224-2819 カフェ・スイーツ
1065 北信 長野市 大阪王将長野若里店 K-5577 長野市若里5-1-10 026-267-6223 中華・台湾
1066 北信 長野市 ファミリーマート長野若里店 K-5370 長野市若里6-3-1 026-219-0032 コンビニエンスストア
1067 北信 長野市 デリシア若里店 K-5699 長野市若里一丁目20-20 026-228-7716 HP スーパーマーケット
1068 北信 長野市 セブン-イレブン長野小島田店 K-4523 長野市小島田461-1 026-214-7155 コンビニエンスストア
1069 北信 長野市 中村農園 K-5130 長野市小島田町1378番地 026-284-8261 果物狩り・観光農園 土産物店 その他グルメ
1070 北信 長野市 アルピコタクシー㈱長野営業所 K-0957 長野市小島田町2131-1 026-283-8800 HP タクシー
1071 北信 長野市 ステーキ宮　長野店 K-3420 長野市小島田町987-1 026-286-5400 HP 鉄板・ステーキ
1072 北信 長野市 魚民　長野小島田町店 K-1750 長野市小島田町字田中沖1129-11階 026-283-8488 HP 居酒屋・創作料理
1073 北信 長野市 セブン-イレブン長野不動寺店 K-4605 長野市小島田町小島田2133-1 026-284-7114 コンビニエンスストア
1074 北信 長野市 サンマリーンながの K-5848 長野市松岡2-26-7 026-221-5535 HP レジャー施設
1075 北信 長野市 セブン-イレブン長野松岡店 K-4313 長野市松岡2-30-21 026-222-0202 コンビニエンスストア
1076 北信 長野市 松代象山店　しんこきゅう（心幸食） K-3316 長野市松代町松代1496-22 026-214-3108 HP 和食・寿司・天ぷら
1077 北信 長野市 日暮し庵 K-4037 長野市松代町松代190-2 026-278-3356 そば・うどん
1078 北信 長野市 ファミリーマート長野松代店 K-5359 長野市松代町松代520 026-215-7015 コンビニエンスストア
1079 北信 長野市 蔦屋本店 K-2937 長野市松代町松代524 026-278-2005 HP 土産物店
1080 北信 長野市 のもと酒店 K-3448 長野市松代町松代550 026-278-2057 HP 土産物店, その他土産物店
1081 北信 長野市 野菜のカネマツ K-3369 長野市松代町松代583 026-278-1501 その他 その他土産物店
1082 北信 長野市 酒の河島屋 K-2775 長野市松代町松代587 026-278-2130 HP 土産物店
1083 北信 長野市 カフェ　マツシロウォーカーズ K-1095 長野市松代町松代84 026-274-5142 カフェ・スイーツ
1084 北信 長野市 松代タクシー K-0285 長野市松代町松代8番地 026-278-7000 タクシー
1085 北信 長野市 食いしん坊かじや K-3412 長野市松代町松代955 026-278-8119 和食・寿司・天ぷら
1086 北信 長野市 かごcaféコノハナサクヤ K-2061 長野市松代町松代肴町878 026-214-7467 HP カフェ・スイーツ
1087 北信 長野市 黄金の湯　松代荘 K-0147 長野市松代町松代東条3541 026-278-2596 HP 日帰り温泉施設 和食・寿司・天ぷら
1088 北信 長野市 松代焼窯元松代陶苑 K-0722 長野市松代町清野2120 026-278-7302 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店
1089 北信 長野市 ローソン長野松代町店 K-4773 長野市松代町西寺尾1039-1 026-278-3181 コンビニエンスストア
1090 北信 長野市 ロイヤルホテル長野 K-0712 長野市松代町西寺尾1372-1 026-278-1811 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
1091 北信 長野市 ツルヤ松代店 K-5115 長野市松代町西寺尾上高相1214 026-215-6511 スーパーマーケット
1092 北信 長野市 皆神山POWER SPOT K-3255 長野市松代町西条61 026-247-8960 土産物店
1093 北信 長野市 竹風堂　松代店 K-1116 長野市松代町殿町10 026-278-1711 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
1094 北信 長野市 セブン-イレブン長野東寺尾店 K-4682 長野市松代町東寺尾2798-1 026-290-6600 コンビニエンスストア
1095 北信 長野市 セブン-イレブン長野インター店 K-4717 長野市松代町東寺尾字村北1232-3 026-278-5441 コンビニエンスストア
1096 北信 長野市 コトリの湯 K-0009 長野市松代町東条2832 026-213-5510 HP 日帰り温泉施設 土産物店 洋食
1097 北信 長野市 ファミリーマート長野松代町東条店 K-5346 長野市松代町東条2998-2 026-261-2232 コンビニエンスストア
1098 北信 長野市 ぴあのカフェドルチェ K-0643 長野市上ケ屋2471-2226 026-239-2200 HP カフェ・スイーツ
1099 北信 長野市 飯綱高原キャンプ場 K-0040 長野市上ケ屋2471-608 026-239-3272 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

1100 北信 長野市 アソビーバ　ナガノパーク K-0596 長野市上ケ屋2471−79 026-239-2522 HP 料理体験, アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設, その他 土産物店 定食屋
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1101 北信 長野市 焼肉　馬山苑 K-5624 長野市上駒沢1324-2 026-295-3968 焼肉・ホルモン
1102 北信 長野市 ふれ藍草木夢工房 K-2482 長野市上松1-1-6 026-233-1972 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店
1103 北信 長野市 ローソン長野ＳＢＣ通店 K-4584 長野市上松1-14-12 026-235-0008 コンビニエンスストア
1104 北信 長野市 手づくりのパン　ピクニック K-5522 長野市上松2-23-4 026-462-1929 HP その他土産物店
1105 北信 長野市 ローソン長野上松二丁目 K-4486 長野市上松2-28-3 026-237-1655 コンビニエンスストア
1106 北信 長野市 城山動物園 K-2880 長野市上松2丁目1番19号 026-233-0586 HP 乗り物体験, レジャー施設, 博物館等 土産物店, その他土産物店
1107 北信 長野市 JAながの　うえまつ農産物直売所 K-5505 長野市上松3-1-2 026-234-2427 その他土産物店
1108 北信 長野市 美山亭 K-1327 長野市上松3丁目6番35号 026-235-3800 HP 和食・寿司・天ぷら
1109 北信 長野市 りんごの木　上松店 K-2438 長野市上松4丁目7-12 026-259-3280 HP 土産物店
1110 北信 長野市 セブン-イレブン長野浅川店 K-4236 長野市上松5丁目6ー20 026-244-1107 コンビニエンスストア
1111 北信 長野市 ローソン長野上松三丁目店 K-4812 長野市上松三丁目25-32 026-263-4063 コンビニエンスストア
1112 北信 長野市 ロジェ K-2508 長野市上西之門町604-1 026-217-7929 HP その他土産物店
1113 北信 長野市 MulberryDelicatessen&Cafe K-3519 長野市上千歳町1138-5 026-223-8270 HP 居酒屋・創作料理
1114 北信 長野市 割烹すゞしろ K-3863 長野市上千歳町1177 026-224-1131 HP 和食・寿司・天ぷら
1115 北信 長野市 ビュッフェ居酒屋バール K-3803 長野市上千歳町1177-3アパホテル1F 026-266-7037 HP 居酒屋・創作料理
1116 北信 長野市 九州情熱酒場　がばい寅次郎 K-2900 長野市上千歳町1352-3スタープラザ1F 026-237-1026 HP 居酒屋・創作料理
1117 北信 長野市 牛見本店 K-3460 長野市上千歳町1359 026-232-4701 和食・寿司・天ぷら
1118 北信 長野市 セブン-イレブン信州新町店 K-4674 長野市信州新町新町１６４－１ 026-262-2555 コンビニエンスストア 飲食以外
1119 北信 長野市 ひじり観光タクシー株式会社 K-3645 長野市信州新町新町30番地 026-262-2353 タクシー
1120 北信 長野市 手打そば そば信 K-0358 長野市信州新町水内4619 026-262-2788 HP そば・うどん
1121 北信 長野市 道の駅信州新町 K-0840 長野市信州新町水内4619 026-262-2228 HP 道の駅
1122 北信 長野市 元祖　信州おやき K-2299 長野市信州新町水内4619 026-262-3424 道の駅 その他グルメ
1123 北信 長野市 信州不動温泉さぎり荘 K-0002 長野市信州新町日原西300-1 026-264-2103 HP レジャー施設, 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
1124 北信 長野市 セブン-イレブン西長野店 K-4380 長野市新諏訪1-1-51 026-234-1188 コンビニエンスストア
1125 北信 長野市 肉おでん肉寿司　肉庵 K-2912 長野市新田町1464-3しまんりょビル2階 026-462-2901 居酒屋・創作料理
1126 北信 長野市 セブン-イレブン長野真島店 K-4402 長野市真島町真島1509-1 026-284-3456 コンビニエンスストア
1127 北信 長野市 ファミリーマート長野真島店 K-5226 長野市真島町真島1671-1 026-286-1506 コンビニエンスストア 飲食以外
1128 北信 長野市 はねげん/羽生田果樹園 K-4794 長野市真島町川合5 026-284-2121 果物狩り・観光農園
1129 北信 長野市 昌栄高速運輸 K-3111 長野市神明25番地 026-283-5070 タクシー
1130 北信 長野市 平和観光 K-3112 長野市神明25番地 026-283-5070 タクシー
1131 北信 長野市 セラーキタムラ K-5416 長野市諏訪町504番地 026-234-5337 その他土産物店
1132 北信 長野市 長喜園 K-0792 長野市西後町1580 026-232-2511 HP 和食・寿司・天ぷら
1133 北信 長野市 スーパーあらい K-4470 長野市西三才2357-1 026-295-4541 HP スーパーマーケット
1134 北信 長野市 1166バックパッカーズ K-0231 長野市西町1048 026-217-2816 HP 土産物店
1135 北信 長野市 ローソン長野信大教育学部西店 K-4578 長野市西長野町盲塚68-1 026-238-6008 コンビニエンスストア
1136 北信 長野市 西之門よしのや K-2066 長野市西之門町941 090-2248-1324 HP 博物館等 土産物店
1137 北信 長野市 セブン-イレブン長野西尾張部店 K-4729 長野市西尾張部1094-1 026-244-7702 コンビニエンスストア
1138 北信 長野市 ヴィーナスコート長野 K-3288 長野市西尾張部1118-1 026-256-8000 HP フレンチ
1139 北信 長野市 大戸屋ごはん処長野長池店 K-5582 長野市西尾張部1120-1 026-263-2525 定食屋
1140 北信 長野市 ビッグボーイ西尾張部店 K-3493 長野市西尾張部185-3 026-252-5250 HP ファミリーレストラン
1141 北信 長野市 セブン-イレブン長野西和田 K-5825 長野市西和田1-5-18 026-259-3055 コンビニエンスストア
1142 北信 長野市 りんごの木　西和田店 K-2440 長野市西和田2丁目12-58 026-263-1555 HP 土産物店
1143 北信 長野市 カレーハウスCoCo壱番屋　長野西和田店 K-3685 長野市西和田432-4 026-256-9377 ファミリーレストラン
1144 北信 長野市 ラメールりんごの木青木島本店 K-2437 長野市青木島4丁目2-1 026-285-2618 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
1145 北信 長野市 ツルヤ青木島店 K-5117 長野市青木島4丁目4-5 026-286-6711 スーパーマーケット
1146 北信 長野市 デリシア更北店 K-5698 長野市青木島大字大塚北島943-1 026-284-7718 HP スーパーマーケット, スーパーマーケット

1147 北信 長野市 セブン-イレブン長野青木島団地入口店 K-4659 長野市青木島町乙610−5 026-286-7644 コンビニエンスストア
1148 北信 長野市 セブン-イレブン長野綱島店 K-4695 長野市青木島町綱島592 026-284-3586 コンビニエンスストア
1149 北信 長野市 日本料理　悠善 K-3898 長野市青木島町青木島乙532ー6 026ｰ219ｰ2077 HP 和食・寿司・天ぷら
1150 北信 長野市 牛角　青木島店 K-1129 長野市青木島町大塚147 026-283-0029 HP 焼肉・ホルモン
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1151 北信 長野市 クスリのアオキ大塚店 K-5017 長野市青木島町大塚字北島916番1 026-254-6250 HP ドラッグストア
1152 北信 長野市 ローソン長野石渡店 K-4766 長野市石渡129-1 026-259-5525 コンビニエンスストア
1153 北信 長野市 セブン-イレブン長野石渡 K-5965 長野市石渡184-2 026-241-0711 コンビニエンスストア
1154 北信 長野市 二葉堂　長野総本店 K-1938 長野市石渡54-1 026-241-2810 HP 土産物店
1155 北信 長野市 成田園 K-5573 長野市赤沼2312-1 026-296-9054 HP 果物狩り・観光農園 土産物店
1156 北信 長野市 セブン-イレブン川中島駅前店 K-4457 長野市川中島上氷鉋1368-1 026-283-7722 コンビニエンスストア
1157 北信 長野市 セブン-イレブン長野南原店 K-4261 長野市川中島町原1288番地 026-284-5401 コンビニエンスストア
1158 北信 長野市 手打ちそば　桜 K-3313 長野市川中島町原759-1 026-274-5170 HP そば・うどん
1159 北信 長野市 テンホウ篠ノ井店 K-4438 長野市川中島町原762-1 026-292-1046 HP ラーメン・つけ麺
1160 北信 長野市 セブン-イレブン長野川中島御厨店 K-5988 長野市川中島町御厨1036-1 026-283-6711 コンビニエンスストア
1161 北信 長野市 二葉堂　川中島店 K-1964 長野市川中島町御厨1037-1 026-283-8808 HP 土産物店
1162 北信 長野市 エース観光有限会社 K-0330 長野市川中島町御厨1369 026-284-7771 工芸体験, 織物体験, 乗り物体験, 料理体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 果物狩り・観光農園, 博物館等, 日帰り温泉施設, その他 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, 道の駅, その他土産物店

1163 北信 長野市 ココス篠ノ井バイパス店 K-3485 長野市川中島町御厨2349-1 026-290-7122 HP その他 その他土産物店 ファミリーレストラン
1164 北信 長野市 ケーヨーデイツー篠ノ井バイパス店 K-4964 長野市川中島町御厨2390-1 026-299-5332 HP ホームセンター
1165 北信 長野市 ケーヨーデイツー川中島店 K-4957 長野市川中島町御厨41-3 026-284-6686 HP ホームセンター
1166 北信 長野市 ファミリーマート長野川中島御厨店 K-5124 長野市川中島町御厨629番地4 026-254-7086 コンビニエンスストア
1167 北信 長野市 かつや川中島店 K-2293 長野市川中島町御厨935-1 026-254-7038 丼もの
1168 北信 長野市 スシロー長野川中島店 K-3706 長野市川中島町御厨953-4 026-254-6915 HP 和食・寿司・天ぷら
1169 北信 長野市 アジアの台所　tenten K-3089 長野市川中島町御厨971番地1階 026-283-6266 韓国料理
1170 北信 長野市 らうめん　吟屋 K-3090 長野市川中島町御厨971番地1階 026-284-1510 ラーメン・つけ麺
1171 北信 長野市 川中島温泉テルメDOME K-2708 長野市川中島町今井1780-1 026-214-6660 HP レジャー施設,日帰り温泉施設 ファミリーレストラン
1172 北信 長野市 くら寿司長野川中島店 K-3752 長野市川中島町今井1830-1 026-286-0610 HP 和食・寿司・天ぷら
1173 北信 長野市 セブン-イレブン川中島中学校前店 K-4762 長野市川中島町今里123-3 026-283-7253 コンビニエンスストア
1174 北信 長野市 セブン-イレブン長野今里店 K-4490 長野市川中島町今里1275-11 026-254-7140 コンビニエンスストア
1175 北信 長野市 ローソン長野川中島今里店 K-4580 長野市川中島町今里字塚田808 026-284-5537 コンビニエンスストア
1176 北信 長野市 クスリのアオキ三本柳店 K-5011 長野市川中島町四ツ屋字辺屋新田1040番35 026-254-6260 HP ドラッグストア
1177 北信 長野市 かっぱ寿司川中島店 K-3843 長野市川中島町上氷鉋602-1 026-284-8705 和食・寿司・天ぷら
1178 北信 長野市 焼肉きんぐ川中島店 K-3836 長野市川中島町上氷鉋字大沖601 026-286-7231 焼肉・ホルモン
1179 北信 長野市 ファミリーマート長野早苗町 K-5571 長野市早苗町43 026-238-6163 コンビニエンスストア
1180 北信 長野市 竹風堂　アップルライン店 K-1114 長野市村山534 026-296-9153 HP 土産物店
1181 北信 長野市 大岡温泉 K-0018 長野市大岡中牧1142 026-266-1088 HP 日帰り温泉施設 その他グルメ
1182 北信 長野市 聖山パノラマホテル K-1318 長野市大岡丙5402-2 026-266-2623 HP そば・うどん
1183 北信 長野市 デリシア安茂里店 K-5429 長野市大字安茂里1524番地 026-227-5550 HP スーパーマーケット
1184 北信 長野市 JAながの　あもり農産物直売所 K-5504 長野市大字安茂里3573-2 026-226-4786 その他土産物店
1185 北信 長野市 ファミリーマート長野芹田店 K-5296 長野市大字稲葉11番地4 026-269-6493 コンビニエンスストア
1186 北信 長野市 セブン-イレブン長野稲葉店 K-4351 長野市大字稲葉1869-2 026-222-7110 コンビニエンスストア
1187 北信 長野市 クスリのアオキ稲葉店 K-5018 長野市大字稲葉字中河原沖896番 026-267-0250 HP ドラッグストア
1188 北信 長野市 牛角　稲葉バイパス店 K-1130 長野市大字稲葉中千田2115-12F 026-267-0029 HP 焼肉・ホルモン
1189 北信 長野市 しゃぶしゃぶ温野菜　稲葉バイパス店 K-1133 長野市大字稲葉中千田2116-11F 026-214-3729 HP 和食・寿司・天ぷら
1190 北信 長野市 ローソン長野日詰店 K-4563 長野市大字稲葉日詰沖1386-3 026-222-8488 コンビニエンスストア
1191 北信 長野市 目利きの銀次　長野東口駅前店 K-2182 長野市大字栗田1015NKコーポ1階 026-223-3688 HP 居酒屋・創作料理
1192 北信 長野市 セブン-イレブンホクト文化ホール入口店 K-4656 長野市大字栗田169-1 026-228-0324 コンビニエンスストア
1193 北信 長野市 日産レンタカー長野駅東口店 K-5705 長野市大字栗田2227 026-268-1123 レンタカー
1194 北信 長野市 科の木東口店 K-1719 長野市大字栗田源田窪992-6長野駅東口 土産物店
1195 北信 長野市 NewDaysKIOSK長野新幹線2ホーム K-4599 長野市大字栗田字北川原1038-2(新幹線13・14番線ホーム) 026-229-6205 コンビニエンスストア
1196 北信 長野市 NewDaysミニ長野2号 K-4610 長野市大字栗田字北川原1038-2(新幹線待合室内) 026-269-7972 コンビニエンスストア
1197 北信 長野市 NewDaysミニ長野3号 K-4608 長野市大字栗田字北川原1038-2(長野駅在来線6・7番線ホーム) 026-229-6415 コンビニエンスストア
1198 北信 長野市 NewDays長野 K-4615 長野市大字栗田字北川原1038-2(長野駅新幹線改札横) 026-269-7955 コンビニエンスストア
1199 北信 長野市 ファミリーマート長野五分一店 K-5320 長野市大字高田407-1 026-267-4419 コンビニエンスストア
1200 北信 長野市 クスリのアオキ高田店 K-5031 長野市大字高田443番地1 026-219-3162 HP ドラッグストア
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1201 北信 長野市 共和観光バス株式会社 K-1537 長野市大字三才673-1 026-236-9779 HP バス
1202 北信 長野市 ユーパレット長野北店 K-5684 長野市大字若槻東条526番地2 026-295-5366 HP スーパーマーケット
1203 北信 長野市 フォレストアドベンチャー・長野 K-2678 長野市大字上ケ屋2471-608 080-7843-8680 HP アウトドア・スポーツ体験
1204 北信 長野市 クスリのアオキ若宮店 K-5013 長野市大字西尾張部字若宮北194-1 026-256-8070 HP ドラッグストア
1205 北信 長野市 ケーヨーデイツー長野運動公園店 K-4966 長野市大字石渡字前田185-2 026-263-0019 HP ホームセンター
1206 北信 長野市 クスリのアオキ石渡店 K-5012 長野市大字石渡字東田59-2 026-256-6830 HP ドラッグストア
1207 北信 長野市 セブン-イレブン長野アップルライン店 K-4639 長野市大字赤沼2030-1 026-295-5011 コンビニエンスストア
1208 北信 長野市 ゴルフ５長野店 K-5525 長野市大字川合新田3401番1 026-222-6166 HP その他土産物店
1209 北信 長野市 スポーツデポ長野店 K-5531 長野市大字川合新田3401番1 026-222-2244 HP その他土産物店
1210 北信 長野市 長電バス㈱ K-0543 長野市大字村山471-1 026-295-8008 HP バス, タクシー
1211 北信 長野市 セブン-イレブン長野大豆島店 K-4353 長野市大字大豆島404-2 026-221-1210 コンビニエンスストア
1212 北信 長野市 デリシア大豆島店 K-5447 長野市大字大豆島5339 026-221-2911 HP スーパーマーケット
1213 北信 長野市 旭タクシー/スマイル観光バス【スマイル観光旭㈱】 K-4026 長野市大字大豆島西沖8-2 026-221-6868 HP バス, タクシー
1214 北信 長野市 大福屋・成満堂 K-2268 長野市大字長野岩石町222-1 026-235-5477 定食屋
1215 北信 長野市 滝屋本店 K-1104 長野市大字長野元善482 026-235-1255 HP 土産物店
1216 北信 長野市 吉田うどん彦兵衛 K-3906 長野市大字長野桜枝町916 026ｰ232ｰ3243 HP そば・うどん
1217 北信 長野市 もんぜんカシェット K-4092 長野市大字長野字岩石町348番地 026-217-2539 HP イタリアン
1218 北信 長野市 おかき処寺子屋本舗 天山小路店 K-4033 長野市大字長野字元善町486-1 0262-35-1111 土産物店
1219 北信 長野市 善光寺仲見世通すみっコぐらし堂 K-4350 長野市大字長野字元善町486-1 026-217-1388 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

1220 北信 長野市 かっぱ寿司　上高田店 K-3842 長野市大字鶴賀334-6 026-225-6038 和食・寿司・天ぷら
1221 北信 長野市 らーめん　てんてん K-2513 長野市大字鶴賀権堂町2373 026-234-6911 ラーメン・つけ麺
1222 北信 長野市 セブン-イレブン　長野南千歳店 K-4324 長野市大字鶴賀字下河原985-1 026-225-5011 コンビニエンスストア
1223 北信 長野市 タイ古式マッサージオアシス長野店 K-5785 長野市大字鶴賀七瀬南部365−5アルファビル201 026-217-6235 HP その他
1224 北信 長野市 ロイヤルホスト昭和通店 K-6004 長野市大字鶴賀上千歳町1375-1 026-234-6181 HP ファミリーレストラン
1225 北信 長野市 つばめタクシー(株)本社営業所 K-1740 長野市大字鶴賀西鶴賀町1457番地 026-233-1111 HP タクシー
1226 北信 長野市 暮六つ K-3305 長野市大字鶴賀西鶴賀町1488 026-234-1151 居酒屋・創作料理
1227 北信 長野市 ロズベリーカフェ K-2740 長野市大字鶴賀田町2194−12 026-266-0190 HP 洋食
1228 北信 長野市 中華食堂一番館　 K-5462 長野市大字鶴賀南千歳828ホテルニューナガノネクスト1F 026-217-1122 ラーメン・つけ麺
1229 北信 長野市 やま茶屋 K-3116 長野市大字鶴賀問御所町1315 026-233-3900 HP 和食・寿司・天ぷら
1230 北信 長野市 長野個人タクシー事業協同組合 K-3232 長野市大字鶴賀緑町1104-17 026-227-2261 タクシー
1231 北信 長野市 ファミリーマート長野大通り店 K-5316 長野市大字鶴賀緑町1420番地9 026-238-6146 コンビニエンスストア
1232 北信 長野市 ラウンドワンスタジアム長野店 K-3828 長野市大字東和田827番地6 026-254-5801 HP レジャー施設 ファーストフード
1233 北信 長野市 ケーヨーデイツー長野徳間店 K-4961 長野市大字徳間3190 026-263-8006 HP ホームセンター
1234 北信 長野市 ホテル国際２１　鉄板焼【さくら】 K-0107 長野市大字南町576番地 026-234-1202 HP 鉄板・ステーキ
1235 北信 長野市 ホテル国際２１　会席料理【つかさ】 K-0120 長野市大字南町576番地 026-234-2028 HP 和食・寿司・天ぷら
1236 北信 長野市 ホテル国際２１　中華料理【花梨】 K-0133 長野市大字南町576番地 026-234-1201 HP 中華・台湾
1237 北信 長野市 ホテル国際２１　イタリアンレストラン【ＤＯＮＯＤＯＮＯ】 K-0140 長野市大字南町576番地 026-234-1546 HP イタリアン
1238 北信 長野市 ホテル国際２１　カフェラウンジ【ベイベリー】 K-0144 長野市大字南町576番地 026-234-1111 HP カフェ・スイーツ
1239 北信 長野市 ホテル国際２１　土産売店 K-0161 長野市大字南町576番地 026-234-1506 HP その他土産物店
1240 北信 長野市 セブン-イレブン長野南石堂町店 K-4278 長野市大字南長野字石堂南1304 026-223-6248 コンビニエンスストア
1241 北信 長野市 株式会社日本旅行長野県庁内支店 K-1591 長野市大字南長野字幅下692-2庁内2階 026-235-8721 土産物店, その他土産物店
1242 北信 長野市 とまと食品館 K-2764 長野市大字南長野新田町1485-1 026-267-5511 HP その他土産物店
1243 北信 長野市 セブン-イレブン長野中央通り店 K-4376 長野市大字南長野西後町1620番地 026-235-8778 コンビニエンスストア
1244 北信 長野市 すや亀 K-1174 長野市大字南長野西後町625 026-235-4022 HP その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
1245 北信 長野市 生ハム食べ放題500円～Pizzeria　cafe＆bar　uanciecheer　ワンチエケール K-1093 長野市大字南長野南石堂町1259-2コーポ石堂1F 026-262-1762 HP イタリアン
1246 北信 長野市 月の宴　長野駅前店 K-2173 長野市大字南長野南石堂町1971エーワンシティ・ジ・アゴラ2階 026-227-4988 HP 居酒屋・創作料理
1247 北信 長野市 焼肉乃上 K-5622 長野市大字南長野北石堂町1185‐10カザマビル1F 026-262-1860 焼肉・ホルモン
1248 北信 長野市 丹波黒どり農場　長野駅前店 K-2192 長野市大字南長野北石堂町1381パティオビル2階 026-225-7188 HP 居酒屋・創作料理
1249 北信 長野市 牛角　石堂店 K-1135 長野市大字南長野北石堂町1412-11F 026-268-1129 HP 焼肉・ホルモン
1250 北信 長野市 ファミリーマート長野中央通り K-5363 長野市大字南長野北石堂町1454-1 026-219-0013 コンビニエンスストア
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1251 北信 長野市 焼肉MONSTER　長野駅前店 K-3912 長野市大字南長野末広町1359 026-217-6242 焼肉・ホルモン
1252 北信 長野市 ローソン長野市民病院店 K-4719 長野市大字富竹1333-1 026-295-1166 コンビニエンスストア
1253 北信 長野市 JAながの　農産物直売所「アグリながぬま」 K-5506 長野市大字穂保274-1 026-295-1093 その他土産物店
1254 北信 長野市 まめじま湯ったり苑 K-1575 長野市大豆島1641番地 026-222-1126 HP 日帰り温泉施設
1255 北信 長野市 幸来亭 K-5049 長野市大豆島3247-1 026-221-1261 HP 定食屋
1256 北信 長野市 ウエルシア長野大豆島店 K-4274 長野市大豆島4176-1 026-266-6020 HP ドラッグストア
1257 北信 長野市 セブン-イレブン長野大豆島東 K-4232 長野市大豆島4189-1 026-222-3439 コンビニエンスストア
1258 北信 長野市 カレーハウスCoCo壱番屋　長野大豆島店 K-1272 長野市大豆島東沖4187-1 026-266-6156 HP ファミリーレストラン
1259 北信 長野市 門前茶寮　弥生座 K-0968 長野市大門町503 026-232-2311 HP 伝統工芸品等の販売店 居酒屋・創作料理
1260 北信 長野市 かどの大丸 K-2601 長野市大門町504 026-232-2502 土産物店 そば・うどん
1261 北信 長野市 玉屋 長野大門 K-3891 長野市大門町508-1 026-213-7003 HP 土産物店
1262 北信 長野市 風月堂 K-2867 長野市大門町510 026-232-2068 HP 土産物店, その他土産物店
1263 北信 長野市 竹風堂　善光寺大門店 K-1113 長野市大門町511 026-238-1511 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
1264 北信 長野市 木の花屋　大門町店 K-0521 長野市大門町515 026-252-7001 HP 土産物店, その他土産物店
1265 北信 長野市 小川の庄　大門店 K-1734 長野市大門町53 026-232-5786 HP 料理体験 土産物店 ファーストフード
1266 北信 長野市 カフェ＋まち案内えんがわ K-2883 長野市大門町54ぱてぃお大門内 026-232-4178 HP カフェ・スイーツ
1267 北信 長野市 四季食彩YAMABUKI K-1335 長野市大門町55-1ぱてぃお大門内 026-233-2181 和食・寿司・天ぷら
1268 北信 長野市 MONZEN TERRACE ENYA K-0587 長野市大門町57-2ぱてぃお大門 026-266-0885 HP ダイニングバー・バル
1269 北信 長野市 創業文政十年　門前そば　藤木庵 K-0699 長野市大門町67 026-232-2531 HP そば・うどん
1270 北信 長野市 栗庵風味堂　善光寺大門店 K-4316 長野市大門町79-1 026-217-8360 HP 土産物店
1271 北信 長野市 THE FUJIYA GOHONJIN（藤屋御本陳） K-0049 長野市大門町80 026-232-1241 HP イタリアン
1272 北信 長野市 サンクゼールワイナリー門前店 K-2457 長野市大門町84番地 026-253-8002 HP 土産物店
1273 北信 長野市 御菓子処花岡　川中島店 K-0611 長野市丹波島2-19-2 026-283-0268 HP その他土産物店 その他グルメ
1274 北信 長野市 大戸屋ごはん処長野稲田店 K-5583 長野市檀田2-30-10 026-244-5789 定食屋
1275 北信 長野市 ㈱綿半ホームエイド檀田店 K-5589 長野市檀田2-50-28 026-256-6363 HP ホームセンター
1276 北信 長野市 ローソン長野檀田店 K-4718 長野市檀田2丁目50-34 026-244-8005 コンビニエンスストア
1277 北信 長野市 ローソン北長野駅前店 K-4579 長野市中越2-34-38 026-239-6315 コンビニエンスストア
1278 北信 長野市 生鮮市場　JC長野中央店 K-4362 長野市中御所1-292-1 026-268-0371 スーパーマーケット
1279 北信 長野市 JR東日本レンタリース長野支店 K-5551 長野市中御所1丁目9番8号3階 026-226-7035 レンタカー
1280 北信 長野市 ローソン長野ホクト文化ホール前店 K-4765 長野市中御所2丁目391-1 026-225-0558 コンビニエンスストア
1281 北信 長野市 ベアニー K-1829 長野市中御所3-1-3 026-219-6292 土産物店
1282 北信 長野市 くらすわ K-1849 長野市中御所3-1-3 026-219-6292 土産物店
1283 北信 長野市 セブン-イレブン長野中御所3丁目店 K-4803 長野市中御所3-5-13 026-227-1107 コンビニエンスストア
1284 北信 長野市 日産レンタカー長野店 K-5905 長野市中御所4-7-19 026-223-2313 レンタカー
1285 北信 長野市 富くどり食堂 K-4100 長野市中御所4-8-8 026-226-1127 定食屋
1286 北信 長野市 セブン-イレブン長野荒木店 K-4654 長野市中御所5-1-29 026-227-4802 コンビニエンスストア
1287 北信 長野市 カレーハウスCoCo壱番屋　長野中御所店 K-1075 長野市中御所5丁目9-7 026-229-6620 HP 洋食
1288 北信 長野市 ホテル信濃路 K-0684 長野市中御所岡田町131-4 026-226-5212 HP 土産物店 その他グルメ
1289 北信 長野市 ㈱近畿日本ツーリスト関東　長野支店 K-0452 長野市中御所岡田町173-8三井住友海上長野ビル5F 026-227-7112 その他土産物店
1290 北信 長野市 クスリのアオキ中御所店 K-5027 長野市中御所三丁目5番18号 026-217-0750 HP ドラッグストア
1291 北信 長野市 セブン-イレブン長野中御所店 K-4403 長野市中御所四丁目12 026-224-7088 コンビニエンスストア
1292 北信 長野市 ファミリーマート長野中御所四丁目店 K-5069 長野市中御所四丁目9-1 026-268-1537 コンビニエンスストア
1293 北信 長野市 セブン-イレブン信州中条村店 K-4643 長野市中条住良木1036 026-268-3232 コンビニエンスストア
1294 北信 長野市 道の駅中条 K-0029 長野市中条住良木1704 026-267-2188 HP 道の駅 そば・うどん
1295 北信 長野市 やきもち家 K-0014 長野市中条日下野5286 026-267-2641 HP 日帰り温泉施設 土産物店 そば・うどん
1296 北信 長野市 個人　御幸タクシー K-4409 長野市長野駅周辺 090-9356-0183 タクシー
1297 北信 長野市 魚民 長野千歳町通り店 K-1754 長野市長野市大字鶴賀南千歳町878-5グランヴィル南千歳2番館1階2階 026-227-8988 HP 居酒屋・創作料理
1298 北信 長野市 かんてんぱぱショップ　ぱてぃお大門店 K-1534 長野市長野大門町57-1 026-238-1741 HP 土産物店
1299 北信 長野市 ローソン長野東通り店 K-4493 長野市鶴賀171-5 026-264-6197 コンビニエンスストア
1300 北信 長野市 世界食堂 K-3270 長野市鶴賀権堂町2261-2権堂アーケード内 090-6792-5957 HP 各国料理
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1301 北信 長野市 ダイナマイト関西 K-0420 長野市鶴賀権堂町2296-1 080-7818-5032 居酒屋・創作料理
1302 北信 長野市 生ハム食べ放題500円～ tsumugi cafe＆bar　信州クラフトビール K-1094 長野市鶴賀権堂町2309中央通り権堂ビル1F 026-266-0665 HP カフェ・スイーツ
1303 北信 長野市 ホテルメルパルク長野　レストラン メタフォール K-1622 長野市鶴賀高畑752-8 026-225-7806 HP 洋食
1304 北信 長野市 デリシア七瀬店 K-5427 長野市鶴賀七瀬580番地 026-228-8030 HP スーパーマーケット
1305 北信 長野市 かつや長野七瀬店 K-2339 長野市鶴賀七瀬南部385-1 026-268-1525 丼もの
1306 北信 長野市 権堂大衆酒場　吟屋 K-3091 長野市鶴賀上千歳1337-7 026-237-0051 居酒屋・創作料理
1307 北信 長野市 梅と鶯 K-2079 長野市鶴賀上千歳町1177-1 026-217-2224 HP 和食・寿司・天ぷら
1308 北信 長野市 しなののてっぺん長野店 K-3168 長野市鶴賀上千歳町1322 026-217-7058 #VALUE! 居酒屋・創作料理
1309 北信 長野市 長野ゴールデン酒場 K-3226 長野市鶴賀南千歳町849 026-264-7787 HP 居酒屋・創作料理
1310 北信 長野市 鮨仁千歳町 K-4798 長野市鶴賀南千歳町975-1 026-228-2255 和食・寿司・天ぷら
1311 北信 長野市 かんてんぱぱカフェ　トイーゴ店 K-1631 長野市鶴賀問御所町1200TOiGOSBC1F 026-234-1741 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
1312 北信 長野市 セブン-イレブン長野問御所店 K-4371 長野市鶴賀問御所町1305-1 026-233-5717 コンビニエンスストア
1313 北信 長野市 そる亭 K-1876 長野市鶴賀問御所町1325中島ビル2F 080-1455-7498 HP 居酒屋・創作料理
1314 北信 長野市 聚賢楼 K-3910 長野市鶴賀緑町1453-8 026-219-2349 中華・台湾
1315 北信 長野市 ローソン長野田中店 K-4451 長野市田中1312-1 026-251-3833 コンビニエンスストア
1316 北信 長野市 そば処吉祥庵 K-1381 長野市東後町15 026-231-5177 そば・うどん
1317 北信 長野市 表参道まちの駅 K-2207 長野市東後町15 026-234-5255 道の駅
1318 北信 長野市 HAKKO MONZEN K-1638 長野市東後町16-1-1F 026-266-0909 HP 居酒屋・創作料理
1319 北信 長野市 能登重鰹節店 K-1220 長野市東後町21-102 026-232-2828 土産物店
1320 北信 長野市 (有)酒饅頭本舗つるや K-3813 長野市東後町34番地 026-232-5555 HP 土産物店
1321 北信 長野市 cafe winds daimon K-2848 長野市東町131番地FEAT.ビル１F 026‐217‐1333 HP 居酒屋・創作料理
1322 北信 長野市 匠の館　花廼蔵 K-2822 長野市東町147 026-232-2442 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店
1323 北信 長野市 C.H.P COFFEE K-4099 長野市東町207-1KANEMATSU 070-4291-5129 HP カフェ・スイーツ
1324 北信 長野市 ファミリー旅館梅岡　UMEOKA inn K-2477 長野市東鶴賀1549 026-235-2225 工芸体験, 織物体験, 乗り物体験, 料理体験, アウトドア・スポーツ体験, その他 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
1325 北信 長野市 ちゃんこ亭　えん楽　鶴賀店 K-3381 長野市東鶴賀74 026-235-2400 HP 和食・寿司・天ぷら
1326 北信 長野市 セブン-イレブン長野鶴賀店 K-4237 長野市東鶴賀町34-1 026-234-2640 その他 コンビニエンスストア その他グルメ
1327 北信 長野市 日の丸タクシー K-0246 長野市東鶴賀町39-6 026-233-1100 タクシー
1328 北信 長野市 ファミリーマート長野東和田店 K-5559 長野市東和田901-1 026-254-5087 コンビニエンスストア
1329 北信 長野市 焼肉きんぐ長野東和田店 K-3837 長野市東和田字諏訪宮南沖800-1 026-239-6771 焼肉・ホルモン
1330 北信 長野市 デリシア若槻店 K-5688 長野市徳間1-10-5 026-256-6738 HP スーパーマーケット
1331 北信 長野市 テンホウ若槻大通り店 K-4439 長野市徳間1-28-10 026-259-1048 HP ラーメン・つけ麺
1332 北信 長野市 ウエルシア長野若槻大通り店 K-4171 長野市徳間1-5-26 026-259-1858 HP ドラッグストア
1333 北信 長野市 カレーハウスCoCo壱番屋　長野若槻店 K-1054 長野市徳間1丁目12-2 026-239-7366 HP ファミリーレストラン
1334 北信 長野市 ファミリーマート長野若槻大通り店 K-5476 長野市徳間1丁目27-23 026-252-5210 コンビニエンスストア
1335 北信 長野市 ツルヤ徳間店 K-5110 長野市徳間3075番地 026-263-6611 スーパーマーケット
1336 北信 長野市 KITCHEN365 K-3878 長野市南県町1130-8 026-225-7365 居酒屋・創作料理
1337 北信 長野市 飲み喰い処　にしやま K-5556 長野市南県町1136 026-227-6557 HP 中華・台湾
1338 北信 長野市 鮨レストラン大政 K-5646 長野市南県町1138パレスハイツ県町1F 026-228-2988 和食・寿司・天ぷら
1339 北信 長野市 居酒屋４４１０ K-5537 長野市南県町688-2 026-237-4410 居酒屋・創作料理
1340 北信 長野市 クスリのアオキ南高田店 K-5007 長野市南高田1丁目16-1 026-256-6650 HP ドラッグストア
1341 北信 長野市 バル・ボラチョ K-3207 長野市南石堂町1279-4センタープラザビル202号 026-219-3122 各国料理
1342 北信 長野市 酒撃手（シュナイパー） K-3374 長野市南石堂町1279-8 090-1401-7043 居酒屋・創作料理
1343 北信 長野市 日本料理しなの K-0857 長野市南石堂町1346 026-291-7062 HP 和食・寿司・天ぷら
1344 北信 長野市 中国料理皇華 K-0862 長野市南石堂町1346 026-291-7064 HP 中華・台湾
1345 北信 長野市 バーアポロ K-0863 長野市南石堂町1346 026-291-7063 HP その他グルメ
1346 北信 長野市 カフェレストランアイリス K-2607 長野市南石堂町1346番地 026-291-7061 HP 洋食
1347 北信 長野市 KUSHISAKABA KEYAKI K-6002 長野市南石堂町1368-11 026-227-2311 焼鳥・串揚げ
1348 北信 長野市 六方はちべい K-2338 長野市南石堂町1368-8 026-217-6788 居酒屋・創作料理
1349 北信 長野市 もみじ茶屋 K-3650 長野市南石堂町1368-9 026-223-7135 居酒屋・創作料理
1350 北信 長野市 信州長屋酒場 K-1012 長野市南石堂町1418-12千石長谷川ビル 026-269-8866 居酒屋・創作料理
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1351 北信 長野市 あぼんど K-1358 長野市南石堂町1418ダイトービル3階 026-217-5554 居酒屋・創作料理
1352 北信 長野市 櫻井 K-0733 長野市南石堂町1420-4ロンビル2F 026-227-1122 居酒屋・創作料理
1353 北信 長野市 蕎麦ダイニング　音菜 K-1243 長野市南石堂町1422‐1 026-217-2888 HP そば・うどん
1354 北信 長野市 Trattoria Tsuyuzaki K-1211 長野市南石堂町1423-33信濃路ビル西1F 026-262-1577 HP イタリアン
1355 北信 長野市 なから K-1027 長野市南石堂町1423番地28 026-219-6861 HP 居酒屋・創作料理
1356 北信 長野市 Mash Cafe & Bed NAGANO K-2682 長野市南石堂町1426番地 026-217-0606 HP イタリアン
1357 北信 長野市 せったか K-2959 長野市南石堂町1426番地 026-219-2910 居酒屋・創作料理
1358 北信 長野市 門前酒場　山里 K-1270 長野市南石堂町1481-1 026-217-2901 HP 居酒屋・創作料理
1359 北信 長野市 玄品 善光寺口 K-3223 長野市南石堂町1971エーワンシティ2F 026-219-4129 HP 和食・寿司・天ぷら
1360 北信 長野市 キャピタルコーヒー K-2183 長野市南千歳1-1-1 026-228-6232 HP カフェ・スイーツ
1361 北信 長野市 そば処やぶ　ながの東急百貨店 K-2184 長野市南千歳1-1-1 026-228-6164 HP そば・うどん
1362 北信 長野市 竹風堂　茶寮　さろん・ど・まろん K-2185 長野市南千歳1-1-1 026-228-6819 HP カフェ・スイーツ
1363 北信 長野市 金龍飯店　ながの東急店 K-2186 長野市南千歳1-1-1 026-224-4028 HP 中華・台湾
1364 北信 長野市 とんかつ まい泉 K-2187 長野市南千歳1-1-1 026-228-8781 HP 定食屋
1365 北信 長野市 房総干物ダイニング　まるたけ K-2188 長野市南千歳1-1-1 026-224-0666 HP 定食屋
1366 北信 長野市 イタリアントマト　ながの東急店 K-2189 長野市南千歳1-1-1 026-223-8877 HP カフェ・スイーツ
1367 北信 長野市 果実工房　ぴゅあ K-2190 長野市南千歳1-1-1 026-224-0437 HP カフェ・スイーツ
1368 北信 長野市 Trattoria Pizzeria ロジック 長野 K-3829 長野市南千歳1-12-3 026-267-5550 HP イタリアン
1369 北信 長野市 ＪＴＢ長野店 K-0898 長野市南千歳1-12-7新正和ビル1階 026-228-0489 HP 土産物店
1370 北信 長野市 吟屋食堂 K-3092 長野市南千歳1-17-7長電パーキング1階 026-266-7262 ラーメン・つけ麺
1371 北信 長野市 築地日本海 長野駅前店 K-5935 長野市南千歳1-19-3千歳ビル 026-223-6381 HP 和食・寿司・天ぷら
1372 北信 長野市 浜焼太郎長野駅前店 K-2695 長野市南千歳１-20-2　アンジェラックスビル２Ｆ 026-217-8767 HP 居酒屋・創作料理
1373 北信 長野市 りんごの木 　長野駅前店 K-2442 長野市南千歳1-22-14市勘ビル1F 026-227-1222 HP 土産物店
1374 北信 長野市 二葉堂　駅ビルMIDORI長野店 K-1935 長野市南千歳1-22-6 026-219-6147 HP 土産物店
1375 北信 長野市 SANCH  MIDORI店 K-5743 長野市南千歳1-22-6 070-2668-0616
1376 北信 長野市 久世福商店MIDORI長野店 K-2059 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野1F 026-217-9029 その他土産物店
1377 北信 長野市 コイズミデリカテッセンMIDORI店 K-2027 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野1階 026-219-6142 その他グルメ
1378 北信 長野市 からあげセンターMIDORI長野店 K-2078 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野1階 026-219-6129 HP その他グルメ
1379 北信 長野市 無添加ドライフルーツ専門店ripe K-1315 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2F 026-223-5727 土産物店
1380 北信 長野市 八幡屋礒五郎 MIDORI 長野店 K-1444 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2F 026-219-6034 HP 土産物店
1381 北信 長野市 あづみ野菓子工房　彩香 MIDORI長野店 K-1493 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2F 026-219-6027 カフェ・スイーツ
1382 北信 長野市 信州くらうど K-1644 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2F 026-219-6139 土産物店 その他グルメ
1383 北信 長野市 軽井沢メープルストック K-1649 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2F 026-217-6866 土産物店 ファーストフード
1384 北信 長野市 いとうや　MIDORI長野 K-1722 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2F その他土産物店
1385 北信 長野市 信州里の菓工房　MIDORI長野 K-1723 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2F その他土産物店
1386 北信 長野市 おやき村　みどり長野店 K-2348 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2F 026-223-5772 HP 土産物店
1387 北信 長野市 信州ハム軽井沢工房 K-2399 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2F 026-217-8641 HP 土産物店
1388 北信 長野市 りんごの木　MIDORI長野店 K-2443 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2F 026-217-8281 HP 土産物店
1389 北信 長野市 みすゞ飴本舗 飯島商店　MIDORI長野店 K-0807 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2階 026-262-1416 HP 土産物店
1390 北信 長野市 明治亭 長野駅お弁当ショップ K-0947 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2階 026-219-1180 HP 和食・寿司・天ぷら
1391 北信 長野市 いろは堂　MIDORI長野店 K-1571 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2階 026-223-5766 HP 土産物店
1392 北信 長野市 九九や旬粋 MIDORI長野店 K-1581 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2階 026-219-6038 HP 土産物店
1393 北信 長野市 小布施堂MIDORI長野店 K-1977 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2階 026-219-6108 HP 土産物店
1394 北信 長野市 桜井甘精堂MIDORI長野店 K-2024 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2階 026-219-6141 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
1395 北信 長野市 漬物老舗 髙橋 MIDORI長野店 K-2624 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2階 026-219-6005 土産物店
1396 北信 長野市 平五郎 MIDORI長野店 K-0061 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2階信州おみやげ参道「ORAHO」 026-219-1648 HP 土産物店
1397 北信 長野市 ポムの樹　MIDORI長野店 K-1574 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野3F 026-219-6114 HP 洋食
1398 北信 長野市 グリル ザ ブッチャー NAGANO K-2033 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野3F 026-219-6086 HP 鉄板・ステーキ
1399 北信 長野市 明治亭 長野駅店 K-0942 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野3階 026-219-1182 HP 和食・寿司・天ぷら
1400 北信 長野市 沢屋MIDORI長野店 K-0491 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野店2F信州お土産参道ORAHO内 026-219-6140 HP 土産物店
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1401 北信 長野市 長野電鉄長野駅 K-2098 長野市南千歳1-25 026-248-6000 HP 鉄道
1402 北信 長野市 ウインズ長野店 K-2772 長野市南千歳1-28-3NCビルB1F 026-224-1681 HP 居酒屋・創作料理
1403 北信 長野市 ワインの酒場。ディプント長野駅前店 K-2735 長野市南千歳1-28-3長野NCビル2F 026-217-5899 HP ダイニングバー・バル
1404 北信 長野市 小木曽製粉所　長野駅前店 K-2037 長野市南千歳1-28-3長野東急REIホテル1F 026-217-3436 HP そば・うどん
1405 北信 長野市 タリーズコーヒー長野アイビースクエア店 K-3406 長野市南千歳1-3-121F 026-267-7444 HP カフェ・スイーツ
1406 北信 長野市 セブン-イレブン長野千歳町通り店 K-4333 長野市南千歳1-3-6-1F 026-227-3811 コンビニエンスストア
1407 北信 長野市 いぶし銀 K-1323 長野市南千歳1-3-7アイビースクエア2F 026-213-6200 HP 居酒屋・創作料理
1408 北信 長野市 伊太利食堂ヨシザキ K-2574 長野市南千歳1-3-7守谷第一ビルディング2F-1 026-217-8680 居酒屋・創作料理
1409 北信 長野市 ふく八 K-3220 長野市南千歳1-6-1梅豊ビル1階 026-228-5709 HP 居酒屋・創作料理
1410 北信 長野市 豚のさんぽ K-2076 長野市南千歳1-6-2ﾜｼｻﾞﾜﾋﾞﾙ1F 026-224-4530 HP ラーメン・つけ麺
1411 北信 長野市 Relaxation salon Lovina長野駅前店 K-3581 長野市南千歳1-7-3 026-225-9077 HP その他
1412 北信 長野市 BAR599 K-3208 長野市南千歳1-7-6 090-1869-5790 HP その他グルメ
1413 北信 長野市 縁起居酒屋　鶴亀 K-1980 長野市南千歳1-7-9 026-228-9003 HP 居酒屋・創作料理
1414 北信 長野市 四季食彩　鶴翔 K-1984 長野市南千歳1-8-2マスコチトセビル1階 026-227-1008 HP 居酒屋・創作料理
1415 北信 長野市 ちりめん亭長野駅前店 K-1250 長野市南千歳1‐22‐13 026-223-8331 ラーメン・つけ麺
1416 北信 長野市 地場酒場 小林農場 K-3802 長野市南千歳1−19−9 026-219-2215 HP 居酒屋・創作料理
1417 北信 長野市 長野電鉄　長野駅売店 K-1232 長野市南千歳1丁目11長野電鉄長野駅売店 026-227-3212 HP その他土産物店
1418 北信 長野市 長野第一ホテル売店 K-0151 長野市南千歳1丁目16-2 026-228-1211 HP その他土産物店
1419 北信 長野市 大久保西の茶屋　長野駅前店 K-2972 長野市南千歳1丁目19-8 026-228-7377 HP 居酒屋・創作料理
1420 北信 長野市 天ぷらと寿司18坪 K-2072 長野市南千歳1丁目22-10MSTビル1階 026-217-9600 HP 和食・寿司・天ぷら
1421 北信 長野市 長野県 長寿食堂 K-5891 長野市南千歳1丁目22−6MIDORI長野3F 026-223-5758 和食・寿司・天ぷら
1422 北信 長野市 食楽彩々　そば処みよ田 K-1668 長野市南千歳1丁目22番地6MIDORI長野3F 026-227-9161 HP そば・うどん
1423 北信 長野市 JAながの　農産物直売所「旬彩工房Vivid」 K-5502 長野市南千歳1丁目27-2沢屋ビル1階 026-262-1666 その他土産物店
1424 北信 長野市 長野個室居酒屋　福わうち長野駅前店 K-5183 長野市南千歳1丁目3番6号　K`sスクエア 4階 026−225−9712 居酒屋・創作料理
1425 北信 長野市 ORATI K-2961 長野市南千歳1丁目8-6第二共同ビル一回 026-217-5501 ダイニングバー・バル
1426 北信 長野市 長野東急ＲＥＩホテル K-0150 長野市南千歳1町目28番3号 026-223-1090 HP その他グルメ
1427 北信 長野市 ホテルナガノアベニュー K-0493 長野市南千歳2-8-5 026-223-1123 HP 洋食
1428 北信 長野市 浅草らーめんきび太郎　長野店 K-3104 長野市南千歳2丁目15-7柘植ビル1階 026-217-7790 ラーメン・つけ麺
1429 北信 長野市 野饗 K-5947 長野市南千歳868セピアビルB1F・4F 026-227-3232 居酒屋・創作料理
1430 北信 長野市 肉と麹　ito K-3588 長野市南千歳一丁目10番地5第一荒井ビル2階西室 026-217-7438 料理体験, その他 土産物店, その他土産物店 居酒屋・創作料理
1431 北信 長野市 ローソン長野南千歳一丁目店 K-4678 長野市南千歳一丁目17-6 026-224-5336 コンビニエンスストア, コンビニエンスストア

1432 北信 長野市 ながの東急百貨店 K-1856 長野市南千歳一丁目1番地1 026-226-8181 HP 土産物店
1433 北信 長野市 KITANO Foods Boutique & CaféMIDORI長野店 K-4355 長野市南千歳一丁目22番地6 026-219-6023 スーパーマーケット
1434 北信 長野市 澤光青果MIDORI長野店 K-4356 長野市南千歳一丁目22番地6 026-219-6113 スーパーマーケット
1435 北信 長野市 魚信MIDORI店 K-4359 長野市南千歳一丁目22番地6 026-217-0722 スーパーマーケット
1436 北信 長野市 ニュークイックMIDORI長野店 K-4361 長野市南千歳一丁目22番地6 026-223-5774 スーパーマーケット
1437 北信 長野市 駅前スタンドゴールデン K-4759 長野市南千歳町1-22-11 026-217-2215 居酒屋・創作料理
1438 北信 長野市 Delica鐵扇　MIDORI長野店 K-0163 長野市南千歳町1-22-6MIDORI長野1F 026-228-8520 HP 土産物店, その他土産物店
1439 北信 長野市 やきとり家　すみれ長野駅前店 K-3818 長野市南千歳町826C-oneビルB1F 026-217-2972 HP 焼鳥・串揚げ
1440 北信 長野市 らしんばん長野店 K-5401 長野市南千歳町826アールエフC-ONE4F 0570-008-620 HP その他土産物店
1441 北信 長野市 NEW NAGANO NeXT K-0030 長野市南千歳町828 026-227-7200 HP 洋食
1442 北信 長野市 廻鮮富寿し長野駅前店 K-2570 長野市南千歳町8281F 026-268-1339 HP 和食・寿司・天ぷら
1443 北信 長野市 富寿し　長野駅前店 K-2569 長野市南千歳町8282F 026-268-1313 HP 和食・寿司・天ぷら
1444 北信 長野市 風林火山　炉の前 K-2893 長野市南千歳町857-1 026-217-1169 HP 居酒屋・創作料理
1445 北信 長野市 串揚げ　只今 K-5549 長野市南千歳町865 026-223-2312 HP 焼鳥・串揚げ
1446 北信 長野市 風林火山　長野しまんりょ店 K-2892 長野市南千歳町865-2 026-217-0246 HP 居酒屋・創作料理
1447 北信 長野市 うまい魚うまい酒　楽 K-2781 長野市南千歳町866-1 026-227-3739 HP 居酒屋・創作料理
1448 北信 長野市 ｃｏｌｏｒｆｕｌ K-1023 長野市南千歳町一丁目16番地14 026-219-2144 HP 洋食
1449 北信 長野市 まあまあ屋　長野店 K-3308 長野市南千歳二丁目17-2ベルメッソさんぽ館1F 026-219-3538 定食屋
1450 北信 長野市 綿半スーパーセンター長池店 K-5609 長野市南長池487 026-244-6363 土産物店, スーパーマーケット, ホームセンター
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1451 北信 長野市 御菓子処花岡　長野店 K-0679 長野市南長池946 026-243-0450 HP その他土産物店 その他グルメ
1452 北信 長野市 セブン-イレブン長野二線路通り店 K-4334 長野市南長野1374-1 026-227-6711 コンビニエンスストア
1453 北信 長野市 科の木新幹線口店 K-1718 長野市南長野字石堂東沖1327-5長野駅 土産物店
1454 北信 長野市 駅弁科の木 K-1720 長野市南長野字石堂東沖1327-5長野駅 土産物店,その他土産物店
1455 北信 長野市 NewDaysミニ長野1号 K-4612 長野市南長野石堂町1327-5 026-223-2714 コンビニエンスストア
1456 北信 長野市 竹風堂　長野駅前店 K-1117 長野市南長野南石堂町1281-1 026-213-8155 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
1457 北信 長野市 ホルモンの美味しい焼肉　伊藤課長長野駅前店 K-5755 長野市南長野北石堂1371パティオ二線路1F 026-217-3322 焼肉・ホルモン
1458 北信 長野市 セブン-イレブン長野山王店 K-4502 長野市南長野北石堂町1209-2 026-227-0116 その他 コンビニエンスストア
1459 北信 長野市 炭火焼肉信州ミートセンター K-3357 長野市南長野北石堂町1381パティオ2F 026-466-6419 焼肉・ホルモン
1460 北信 長野市 駅レンタカー長野営業所 K-1659 長野市南長野末広町1327-5 026-227-8500 HP レンタカー
1461 北信 長野市 アルピコ交通株式会社長野駅前案内所 K-2139 長野市南長野末広町1355-5ウエストプラザ長野1F 026-227-0404 HP バス
1462 北信 長野市 KAKU．UCHI K-3384 長野市南長野末広町1356Nacs末広1F 026-217-2268 居酒屋・創作料理
1463 北信 長野市 くいもの屋わん長野駅前店 K-3814 長野市南長野末広町1358長野セントラルホテルB1 026-267-5566 居酒屋・創作料理
1464 北信 長野市 JOYSOUND 長野駅前店 K-5893 長野市南長野末広町1359長野OK村ビル5F 026-224-8800 HP
1465 北信 長野市 ニューゴールデン K-3227 長野市南長野末広町1368 026-225-9494 HP 居酒屋・創作料理
1466 北信 長野市 さかなや道場 善光寺口店 K-0569 長野市南長野末広町1970-1浪やビル2F 026-229-5501 HP 居酒屋・創作料理
1467 北信 長野市 ミュゼレストラン善 K-5723 長野市箱清水1-4-4県立長野美術館2階 026-217-8846 フレンチ
1468 北信 長野市 うなぎの宿 住吉 K-3102 長野市箱清水2丁目19-31 026-232-6304 HP 和食・寿司・天ぷら
1469 北信 長野市 ロッジ　ピノキオ K-4795 長野市富田1-92 090-4920-5267 HP 和食・寿司・天ぷら
1470 北信 長野市 ツルヤ長野中央店 K-5119 長野市平林1丁目34番26号 026-217-1411 スーパーマーケット
1471 北信 長野市 ローソン長野穂保店 K-4770 長野市穂保648-1 026-296-8838 コンビニエンスストア
1472 北信 長野市 炭火焼肉ジンギスカンもんも K-5876 長野市穂保679-3 0262175176 HP 焼肉・ホルモン
1473 北信 長野市 セブン-イレブン　豊野蟹沢店 K-4393 長野市豊野町蟹沢2559 026-257-6025 コンビニエンスストア
1474 北信 長野市 セブン-イレブン　長野豊野石店 K-4327 長野市豊野町石字楷子田747-1 026-257-5433 コンビニエンスストア
1475 北信 長野市 ファミリーマート長野アップルライン K-5302 長野市豊野町浅野1488 026-215-3005 コンビニエンスストア
1476 北信 長野市 豊野タクシー有限会社 K-4408 長野市豊野町浅野588-1 026-257-3232 タクシー
1477 北信 長野市 ローソン長野豊野大倉店 K-4720 長野市豊野町大倉2081 026-217-7771 コンビニエンスストア
1478 北信 長野市 しなの鉄道豊野駅 K-4419 長野市豊野町豊野1002 026-257-2034 HP 鉄道
1479 北信 長野市 デリシア豊野店 K-5431 長野市豊野町豊野字沖581番地1 026-257-2100 HP スーパーマーケット
1480 北信 長野市 ローソン長野南千歳店 K-4585 長野市北石堂1399-1 026-223-2564 コンビニエンスストア
1481 北信 長野市 GOOD MOUNTAINS NAGANO K-0849 長野市北石堂町1184-2 026-219-3228 ダイニングバー・バル
1482 北信 長野市 天ぷらと手打ちそば さわの庵 K-3353 長野市北石堂町1190 026-219-3014 そば・うどん
1483 北信 長野市 景家 K-5964 長野市北石堂町1366-1千石センタービル1階 026-226-8412 居酒屋・創作料理
1484 北信 長野市 かかし K-5469 長野市北石堂町1366千石センタービル1F 026-228-8880 HP 焼鳥・串揚げ
1485 北信 長野市 食事処　飛騨 K-4698 長野市北石堂町1370 026-224-0021 和食・寿司・天ぷら
1486 北信 長野市 大衆酒場永山　長野駅前 K-5629 長野市北石堂町1373-14 026-223-8205 居酒屋・創作料理
1487 北信 長野市 長野といえばBANIKUMAN K-2067 長野市北石堂町1380 026-228-0129 HP 居酒屋・創作料理
1488 北信 長野市 寺町酒場　焚㐂屋 K-1268 長野市北石堂町1381 026-224-2025 HP 居酒屋・創作料理
1489 北信 長野市 邦心 K-5882 長野市北石堂町1398 026-228-5718 ラーメン・つけ麺
1490 北信 長野市 cafe SHINKA K-5943 長野市北石堂町1398-1 026-225-5530 HP カフェ・スイーツ
1491 北信 長野市 あめいろ K-5940 長野市北石堂町1398−4西光寺ビル1階 026−219−6039 HP 居酒屋・創作料理
1492 北信 長野市 カレーショップ山小屋 K-5636 長野市北石堂町1408 026-224-3139 その他グルメ
1493 北信 長野市 隠れ家居酒屋おにやんま K-3209 長野市北石堂町1413コイデビル2F 026-267-7810 居酒屋・創作料理
1494 北信 長野市 串カツ田中長野店 K-3498 長野市北石堂町1435 026-262-1194 居酒屋・創作料理
1495 北信 長野市 テンホウ長池エムウェーブ前店 K-4435 長野市北長池131-1 026-259-1140 HP ラーメン・つけ麺
1496 北信 長野市 ファミリーマート長野屋島店 K-5801 長野市北長池271-6 026-256-8355 コンビニエンスストア
1497 北信 長野市 ファミリーマート長野木工団地 K-5347 長野市北長池357-7 026-252-4015 コンビニエンスストア
1498 北信 長野市 長野タクシー K-0319 長野市北長池467-12 026-244-2222 HP タクシー
1499 北信 長野市 桜観光タクシー株式会社 K-1760 長野市北尾張部756 026-244-3066 HP タクシー
1500 北信 長野市 雨宮仏具店 K-1111 長野市本善町486 026-232-3575 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店
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1501 北信 長野市 宴席油や K-2478 長野市末広町1355-5 026-226-6761 HP 和食・寿司・天ぷら
1502 北信 長野市 そば亭油や K-2479 長野市末広町1355-5 026-224-2288 HP そば・うどん
1503 北信 長野市 欅屋びくら K-1321 長野市末広町1355-5ウエストプラザ長野10F 026-264-7717 HP 居酒屋・創作料理
1504 北信 長野市 ローソン長野駅前店 K-4485 長野市末広町1356 026-223-6305 コンビニエンスストア
1505 北信 長野市 磯丸水産長野駅前店 K-2084 長野市末広町1358-61F 026-217-0900 HP 居酒屋・創作料理
1506 北信 長野市 ビストロ磯丸会館 K-2081 長野市末広町1358-62F 026-219-6829 HP 居酒屋・創作料理
1507 北信 長野市 信州スシサカバ　寿しなの。 K-2035 長野市末広町1358セントラルホテル1F 026-229-8818 HP 和食・寿司・天ぷら
1508 北信 長野市 イタリア料理　ボスコ長野駅前店 K-0045 長野市末広町1358末広ビル2F 026-264-6270 HP イタリアン
1509 北信 長野市 信州炭火炉端すえひろ K-3106 長野市末広町1358末広町ビル1F 026-223-9494 居酒屋・創作料理
1510 北信 長野市 居酒家土間土間長野店 K-3945 長野市末広町1359OK村ビル2階 026-268-0388 HP 居酒屋・創作料理
1511 北信 長野市 ファミリーマート長野駅前 K-4946 長野市末広町1362 026-291-4017 コンビニエンスストア
1512 北信 長野市 酔来処 K-2215 長野市末広町1368ワコープラザビル2 026-264-6984 居酒屋・創作料理
1513 北信 長野市 れんげ K-5391 長野市末広町1368ワコープラザビル5F 026-219-3620 HP 居酒屋・創作料理
1514 北信 長野市 養老乃瀧長野駅前店 K-5781 長野市末広町1392ホテルアベスト長野駅前B1階 026-224-0157 HP 居酒屋・創作料理
1515 北信 長野市 戸隠そば山故郷 K-5751 長野市問御所町1200番地トイーゴSBC2階 026-234-8030 HP そば・うどん
1516 北信 長野市 ホテルＪＡＬシティ長野　中国料理美麗華 K-0159 長野市問御所町1221 026-225-1105 HP 中華・台湾
1517 北信 長野市 ホテルＪＡＬシティ長野　スカイレストラン白馬 K-0168 長野市問御所町1221 026-223-3800 HP 洋食
1518 北信 長野市 ホテルＪＡＬシティ長野  宴会 K-0173 長野市問御所町1221 026-223-3800 HP 洋食
1519 北信 長野市 ARCADIA～ふたつとない景色～アルカディア K-0007 長野市門沢5299 026-239-1122 HP 土産物店 洋食
1520 北信 長野市 セブン-イレブン長野柳原店 K-4741 長野市柳原字宮東2116 026-263-7672 コンビニエンスストア
1521 北信 長野市 セブン-イレブン長野柳町 K-4389 長野市柳町1247-3 026-232-2888 コンビニエンスストア
1522 北信 長野市 ココス長野柳町店 K-3488 長野市柳町55 026-252-7038 HP その他 その他土産物店 ファミリーレストラン
1523 北信 長野市 茶臼山動物園 K-2879 長野市有旅570-1 026-293-5167 HP レジャー施設, 博物館等 土産物店, その他土産物店
1524 北信 長野市 りんごの木　篠ノ井店 K-2439 長野市里島6-2 026-293-6833 HP 土産物店
1525 北信 長野市 ファミリーマート長野里島店 K-5333 長野市里島98-1 026-299-4408 コンビニエンスストア
1526 北信 長野市 平野珈琲 K-2129 長野市立町981 050-3699-7897 HP カフェ・スイーツ
1527 北信 飯山市 高原レストラン K-3574 飯山市7061-1 0269-65-3450 ファミリーレストラン
1528 北信 飯山市 旬菜料理はたの K-0743 飯山市旭644 0269-67-0393 HP 和食・寿司・天ぷら
1529 北信 飯山市 いいやま湯滝温泉 K-2172 飯山市一山1898-1 0269-65-3454 HP 日帰り温泉施設 その他グルメ
1530 北信 飯山市 千曲川ラフティング K-3962 飯山市一山1898湯滝温泉河川敷 090-25510107 HP アウトドア・スポーツ体験
1531 北信 飯山市 なべくら高原・森の家 K-2175 飯山市照岡1571-15 0269-69-2888 HP アウトドア・スポーツ体験 カフェ・スイーツ
1532 北信 飯山市 BunaRock K-3955 飯山市照岡293-3 0269-67-0970 アウトドア・スポーツ体験・工芸体験 その他グルメ
1533 北信 飯山市 戸狩ハイヤー K-4406 飯山市照里1348-1 0269-65-2129 タクシー
1534 北信 飯山市 パワードライブカヌーツアー K-0707 飯山市照里973-1 080-6540-2438 HP アウトドア・スポーツ体験
1535 北信 飯山市 道の駅花の駅千曲川 K-2179 飯山市常盤7425 0269-62-1887 HP 道の駅 カフェ・スイーツ
1536 北信 飯山市 いいやま北竜温泉文化北竜館 K-3210 飯山市瑞穂7332-2 0269-65-3121 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店
1537 北信 飯山市 ローソン飯山瑞穂豊店 K-4449 飯山市瑞穂豊字日焼1038 0269-65-1155 コンビニエンスストア
1538 北信 飯山市 ケーヨーデイツー飯山店 K-4963 飯山市静間1380-1 0269-63-3990 HP ホームセンター
1539 北信 飯山市 いいやま ぶなの駅 K-2373 飯山市静間1487 0269-81-2831 HP 道の駅 その他グルメ
1540 北信 飯山市 ローソン飯山静間バイパス店 K-4450 飯山市静間2089-2 0269-63-2727 コンビニエンスストア
1541 北信 飯山市 株式会社角口酒造店　直営店 K-0551 飯山市大字常郷1147 0269-65-2006 HP その他土産物店
1542 北信 飯山市 ホテルレシェント K-4047 飯山市大字常郷2135 0269-65-2482 HP その他土産物店 その他グルメ
1543 北信 飯山市 JAながの　農産物直売所「千曲川」 K-5078 飯山市大字常盤7425 0269-62-1815 土産物店, 道の駅, その他土産物店

1544 北信 飯山市 業務スーパーみゆき野店 K-5682 飯山市大字静間1378-1 0269-81-2200 HP スーパーマーケット
1545 北信 飯山市 かっぱ寿司新飯山店 K-3839 飯山市大字静間1481 0269-63-1350 HP 和食・寿司・天ぷら
1546 北信 飯山市 カインズスーパーセンター飯山店 K-5575 飯山市大字静間1967 0269-67-2111 ホームセンター
1547 北信 飯山市 カワチ薬品　飯山店 K-4756 飯山市大字静間2158 0269-63-3010 HP ドラッグストア
1548 北信 飯山市 デリシア飯山店 K-5442 飯山市大字静間419-1 0269-81-3210 HP スーパーマーケット
1549 北信 飯山市 セブン-イレブン飯山静間店 K-4672 飯山市大字静間７２０−６ 0269-62-1778 コンビニエンスストア 飲食以外
1550 北信 飯山市 斑尾観光ホテル K-3329 飯山市大字飯山11492-196 0269-64-3216 HP その他 その他土産物店
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1551 北信 飯山市 ペンションピュア K-3575 飯山市大字飯山11492-233 0269-64-3464 アウトドア・スポーツ体験 居酒屋・創作料理
1552 北信 飯山市 ホテルシルクイン斑尾 K-1106 飯山市大字飯山11492-377 0269-64-3241 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
1553 北信 飯山市 Aki's Pub&Cafe/North Nagano Outdoor Sports K-3691 飯山市大字飯山11492-4 090-4461-7354 HP アウトドア・スポーツ体験 イタリアン
1554 北信 飯山市 ホテルほていや K-1544 飯山市大字飯山1213 0269-62-3128 HP その他グルメ
1555 北信 飯山市 飯山手すき和紙体験工房 K-0754 飯山市大字飯山1439-1 0269-67-2794 HP 工芸体験
1556 北信 飯山市 ㈱田中屋酒造店 K-0586 飯山市大字飯山2227 0269-62-2057 HP 土産物店
1557 北信 飯山市 パティスリーヒラノ K-5847 飯山市大字飯山2228-3 0269-62-2316 カフェ・スイーツ
1558 北信 飯山市 日産レンタカー飯山駅前店 K-5974 飯山市大字飯山259-14 0269-81-4123 レンタカー
1559 北信 飯山市 NewDays飯山 K-4598 飯山市大字飯山770-3 0269-81-3137 コンビニエンスストア
1560 北信 飯山市 ツルヤ飯山店 K-5118 飯山市大字飯山772-5 0269-67-9011 スーパーマーケット
1561 北信 飯山市 GOOD MOUNTAINS K-0723 飯山市大字飯山愛宕町3052 0269-67-0538 ダイニングバー・バル
1562 北信 飯山市 セブン-イレブン飯山日赤前店 K-4304 飯山市大字飯山字新町裏221-1 0269-62-4680 コンビニエンスストア
1563 北信 飯山市 セブン-イレブン飯山本町店 K-5845 飯山市大字飯山本町1170-1 0269-67-0457 コンビニエンスストア
1564 北信 飯山市 HUNTERS GATE K-0644 飯山市大字豊田5480 070-4140-1016 洋食
1565 北信 飯山市 四季彩の宿かのえ K-0755 飯山市大字豊田5509 0269-65-4570 HP 和食・寿司・天ぷら
1566 北信 飯山市 星降るレストラン K-0544 飯山市大字豊田6356-2 0269-65-2359 HP その他グルメ
1567 北信 飯山市 戸狩温泉スキー場 K-0535 飯山市大字豊田6356-ニ 0269-65-2359 HP レジャー施設
1568 北信 飯山市 レストハウス戸狩 K-0557 飯山市大字豊田6362-1 0269-65-3164 HP その他グルメ
1569 北信 飯山市 とが坊レンタル３ K-1158 飯山市大字豊田6362-1 0269-65-3164 HP アウトドア・スポーツ体験
1570 北信 飯山市 メイプルハイム K-3241 飯山市大字豊田6379 0269-65-2008 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
1571 北信 飯山市 ちゃいむ K-5380 飯山市大字豊田6444-1 0269-65-4684 土産物店
1572 北信 飯山市 戸狩温泉　暁の湯 K-0539 飯山市大字豊田6530-2 0269-65-2648 HP 日帰り温泉施設
1573 北信 飯山市 とが坊レンタル１ K-1159 飯山市大字豊田6535 0269-65-5105 HP アウトドア・スポーツ体験
1574 北信 飯山市 おみやげの店　たなかや K-5337 飯山市大字豊田6632 0269-65-2340 土産物店,伝統工芸品等の販売店

1575 北信 飯山市 そば処　石田屋一徹 K-2612 飯山市大字豊田6786 0269-65-2121 HP そば・うどん
1576 北信 飯山市 戸狩温泉　望の湯 K-0541 飯山市大字豊田7033-3 0269-65-2629 HP 日帰り温泉施設
1577 北信 飯山市 お宿壽番館内　手打ち蕎麦処　澤田の家 K-5490 飯山市大字豊田7171 0269-65-3098 HP そば・うどん
1578 北信 飯山市 スカイトップ　とんだいら K-0548 飯山市大字豊田7513-2 0269-65-2359 HP その他グルメ
1579 北信 飯山市 カリースパイス山路 K-2048 飯山市南町26-14 0269-62-3623 HP 各国料理
1580 北信 飯山市 清水屋酒店 K-5315 飯山市南町29番地3 0269-62-2340 その他土産物店
1581 北信 飯山市 六兵衛 K-3211 飯山市南町32-5 0269-62-4359 そば・うどん
1582 北信 飯山市 ネギと粉 K-3937 飯山市南町38-8 0269-62-2741 HP お好み焼き・もんじゃ
1583 北信 飯山市 斑尾スポーツアカデミー K-2565 飯山市斑尾高原 0269-64-3727 HP アウトドア・スポーツ体験
1584 北信 飯山市 宿と蕎麦処　まろうど K-3469 飯山市斑尾高原11492-182 0269-64-3768 HP そば・うどん
1585 北信 飯山市 アルプバッハ斑尾 K-4681 飯山市斑尾高原11492-401 0269-64-3939 HP 洋食
1586 北信 飯山市 斑尾高原観光協会「山の家」 K-0826 飯山市斑尾高原11492-70 0269-64-3222 HP 工芸体験, 乗り物体験, 料理体験

1587 北信 飯山市 うなぎ専門店　本多 K-2870 飯山市飯山1117 0269-62-2213 HP 和食・寿司・天ぷら
1588 北信 飯山市 ブルーベリーペンション K-0196 飯山市飯山11492-191 0269-64-3438 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, その他

1589 北信 飯山市 ドゥ・スポーツプラザ斑尾 K-2586 飯山市飯山11492-234 0269-64-3533 HP 料理体験 その他土産物店
1590 北信 飯山市 ペンションオークランド K-0240 飯山市飯山11492-300 0269-64-3431 その他グルメ
1591 北信 飯山市 ペンションオークランド K-2309 飯山市飯山11492-300 0269-64-3431 その他土産物店
1592 北信 飯山市 斑尾高原ホテル・斑尾高原スキー場 K-0883 飯山市飯山11492-321 0269-64-3311 HP 工芸体験, 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 日帰り温泉施設, その他 土産物店 その他グルメ
1593 北信 飯山市 Madarao Mountain Lodge K-2881 飯山市飯山11492-330 080-6935-5709 HP 洋食
1594 北信 飯山市 そば処幸輪 K-0961 飯山市飯山1200 0269-63-2978 HP そば・うどん
1595 北信 飯山市 駅レンタカー飯山営業所 K-5555 飯山市飯山259-14 0269-81-2020 HP レンタカー
1596 北信 飯山市 カフェ　エルク K-0470 飯山市飯山265-25 0269-63-3701 カフェ・スイーツ
1597 北信 飯山市 高橋まゆみ人形館 K-2166 飯山市飯山2941-1 0269-67-0139 HP 博物館等 土産物店,伝統工芸品等の販売店 カフェ・スイーツ
1598 北信 飯山市 塩崎農園 K-1037 飯山市飯山669-4 0269-62-4814 HP 果物狩り・観光農園
1599 北信 飯山市 飯山駅ナカ酒場えっぺ K-5063 飯山市飯山770-3 0269-69-7101 居酒屋・創作料理
1600 北信 飯山市 飯山駅観光交流センター K-2178 飯山市飯山771-1 0269-62-7000 HP その他 土産物店,伝統工芸品等の販売店
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利用対象期間：宿泊期間（チェックイン日～チェックアウト日まで）

「信州割SPECIAL」観光クーポン券　令和3年6月18日（金）～令和4年12月21日（水）（予定）

TEL ホームページ
業種

No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

1601 北信 飯山市 パノラマテラス K-2180 飯山市飯山771-1 0269-62-7000 HP カフェ・スイーツ
1602 北信 飯山市 信越自然郷アクティビティセンター K-2181 飯山市飯山大字飯山772-6 飯山駅1F 0269-62-7001 HP アウトドア・スポーツ体験 その他土産物店
1603 北信 飯山市 グリーントップBanBa K-3730 飯山市豊田4684 0269-65-2469 和食・寿司・天ぷら
1604 北信 飯山市 アルペンプラザ K-0813 飯山市豊田6458 0269-65-2000 HP その他グルメ
1605 北信 飯山市 焼きカレーの店ペンティクトン K-4939 飯山市豊田6543-1 0269-65-4611 HP アジア・エスニック
1606 北信 飯山市 お宿本屋敷 K-2448 飯山市豊田6652 0269-65-2132 HP 居酒屋・創作料理
1607 北信 飯山市 3匹のアヒル K-4206 飯山市豊田6780 0269-65-2109 ダイニングバー・バル
1608 北信 飯山市 仲屋商店 K-4829 飯山市豊田6785 0269-65-2029 その他土産物店
1609 北信 飯山市 お土産ディンドン K-0768 飯山市豊田7024 0269-65-2138 土産物店
1610 北信 飯山市 シュライン新宅 K-3783 飯山市豊田7024-ロ 0269-65-2138 その他 その他土産物店
1611 北信 飯山市 セブン-イレブン飯山木島店 K-5862 飯山市木島692-15 0269-62-6202 コンビニエンスストア
1612 北信 飯山市 長野交通株式会社 K-1162 飯山市蓮字北原213-1 0269-62-7077 HP バス, タクシー
1613 北信 飯山市 セブン-イレブン飯山秋津店 K-4777 飯山市蓮字北原245-3 0269-63-2842 コンビニエンスストア
1614 北信 白馬村 モンスタークリフ K-5952 北安曇郡白馬村神城上花美797番地 050-5539-3967 その他土産物店
1615 北信 白馬村 白馬グリーンスポーツの森 K-5641 北安曇郡白馬村北城265 0261-72-4755 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 その他グルメ
1616 北信 白馬村 HEAD CAFE K-5612 北安曇郡白馬村北城4098-1 0261-72-6716 HP カフェ・スイーツ
1617 北信 白馬村 ぽちのたこ焼き K-5823 北安曇郡白馬村北城5478-1 080-4665-9671 HP ファミリーレストラン
1618 北信 白馬村 白馬ブルークリフ K-6021 北安曇郡白馬村北城7077-1 0261-72-8557 HP アウトドア・スポーツ体験
1619 北信 白馬村 Cafe and Bar Jasmine K-5827 北安曇白馬村北城2557-1 090-9689-4059 カフェ・スイーツ
1620 北信 軽井沢町 Bakery&Restaurant Koo K-5921 北佐久郡軽井沢町追分84-2 0267-31-5423 HP フレンチ
1621 北信 長野市 食彩や魚太郎 K-5888 北石堂町1379-4こうきビル2F 026-224-5500 HP 居酒屋・創作料理
1622 北信 木島平村 仲山荘 K-3033 木島平村上木島1577 0269-82-2212 HP その他グルメ
1623 北信 木島平村 ペンションシュトラーゼ K-4721 木島平村上木島3876-25 0269-82-3805 HP 果物狩り・観光農園 洋食
1624 北信 木島平村 樽滝 K-3169 木島平村大字上木島2548-1 0269-82-4710 そば・うどん
1625 東信 南牧村 セブン-イレブン南牧村役場前 K-5949 セブンーイレブン南牧村役場前 0267-96-2005 コンビニエンスストア
1626 東信 軽井沢町 マイアミヴィッラ K-5805 マイアミヴィッラ旧軽井沢店 0267-42-1681 HP イタリアン
1627 東信 軽井沢町 ELOISE's Cafe K-3064 軽井沢町軽井沢1067-9ハーモニーハウス 0267-42-7997 HP カフェ・スイーツ
1628 東信 軽井沢町 軽井沢ホテルブレストンコート ザ・ラウンジ K-3151 軽井沢町星野 0267-46-6200 土産物店 カフェ・スイーツ
1629 東信 軽井沢町 らふぃね軽井沢 K-5193 軽井沢町大字軽井沢739-1 シャトレA 0267-46-8767 HP 土産物店 飲食以外
1630 東信 軽井沢町 星野リゾートBEB5軽井沢 K-3128 軽井沢町長倉3364-15 0267-44-3015 HP その他 土産物店, その他土産物店 カフェ・スイーツ
1631 東信 軽井沢町 イタリア料理店ロンブラ K-5914 軽井沢町長倉727-11 957-63 HP イタリアン
1632 東信 軽井沢町 アロマテラピーsalon＆Caféブーベ K-5044 軽井沢町追分725-61 0267-46-5005 HP その他 その他土産物店 カフェ・スイーツ
1633 東信 佐久市 ニュー交通（有） K-3110 佐久市安原1525-3 0267-22-0015 HP タクシー
1634 東信 佐久市 かいせん問屋ごう K-5353 佐久市安原1538-1 0267-88-5066 居酒屋・創作料理
1635 東信 佐久市 ツルヤ臼田店 K-5089 佐久市臼田2254 0267-82-3511 スーパーマーケット
1636 東信 佐久市 KURABITO STAY K-0280 佐久市臼田623-2 0267-74-0588 HP 料理体験, その他 その他土産物店 その他グルメ
1637 東信 佐久市 橘倉酒造　アンテナショップ酒楽 K-1164 佐久市臼田652-1 0267-82-2006 HP 土産物店, その他土産物店
1638 東信 佐久市 ケーヨーデイツー臼田店 K-4959 佐久市臼田下の宮1976-2 0267-82-8003 HP ホームセンター
1639 東信 佐久市 セブン-イレブン佐久駒場公園前店 K-5932 佐久市猿久保244-1 0267-66-3725 コンビニエンスストア
1640 東信 佐久市 ファミリーマート佐久猿久保店 K-5349 佐久市猿久保778-1 026-766-1002 コンビニエンスストア
1641 東信 佐久市 松葉タクシー佐久営業所 K-1850 佐久市猿久保779番地2 0267-67-4321 HP タクシー
1642 東信 佐久市 ベリーベリースープ紅屋 K-4010 佐久市猿久保876-1 0267-88-7975 鉄板・ステーキ
1643 東信 佐久市 ローソン佐久横和店 K-4465 佐久市横和字内屋敷490-1 0267-68-3308 コンビニエンスストア
1644 東信 佐久市 ローソン臼田店 K-4684 佐久市下小田切103-7 0267-82-8663 コンビニエンスストア
1645 東信 佐久市 海山亭いっちょう臼田店 K-3513 佐久市下小田切501-1 0267-88-5178 HP 居酒屋・創作料理
1646 東信 佐久市 サンフレッシュだいち　佐久平パーキングエリア店 K-5771 佐久市下平尾2329佐久平パーキングエリア内 0267-66-1776 その他土産物店
1647 東信 佐久市 ビストロ・コパン K-4015 佐久市下平尾419-8 0267-74-0795 HP フレンチ
1648 東信 佐久市 佐久平PAハイウェイショップ上り店 K-5774 佐久市下平尾丸山2096-1 0267-66-3522 土産物店
1649 東信 佐久市 佐久平PAハイウェイショップ下り店 K-5770 佐久市下平尾万助久保2329 0267-66-3533 土産物店
1650 東信 佐久市 フレスポ佐久インター　ラクベル K-5987 佐久市岩村田1-22-3 0267-78-3365 HP 土産物店, スーパーマーケット
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1651 東信 佐久市 和食屋　あい膳 K-4216 佐久市岩村田1307-12 0267-68-0017 そば・うどん
1652 東信 佐久市 お菓子工房ル・ポミエ K-4893 佐久市岩村田1356-3 0267-67-0797 HP カフェ・スイーツ
1653 東信 佐久市 カインズ佐久平店 K-5301 佐久市岩村田1493 0267-66-3111 HP ホームセンター
1654 東信 佐久市 ほのBuonoのタルト屋さんバンビーナ K-3212 佐久市岩村田161-1井出ビル102 0267-67-7770 カフェ・スイーツ
1655 東信 佐久市 くつろぎイタリアンほのBuono K-3213 佐久市岩村田1734-6 0267-65-7566 イタリアン
1656 東信 佐久市 むぎの里　佐久平店 K-5808 佐久市岩村田1746-1 0267-65-9600 HP そば・うどん
1657 東信 佐久市 信州焼肉　南山亭　佐久平店 K-3022 佐久市岩村田1772-2 0267-67-7020 HP 焼肉・ホルモン
1658 東信 佐久市 ファミリーマート佐久一本柳 K-5926 佐久市岩村田1825-3 0267-66-0283 コンビニエンスストア
1659 東信 佐久市 Ｈｉｌｌ　Ｒｄ．Ｃａｆｅ K-4071 佐久市岩村田2317-1 0267-88-8377 HP カフェ・スイーツ
1660 東信 佐久市 レストランブランカン K-4018 佐久市岩村田2339-7 0267-65-8883 HP フレンチ
1661 東信 佐久市 岩村田観光タクシー株式会社 K-1156 佐久市岩村田3060-1 0267-67-2525 タクシー
1662 東信 佐久市 御料理処　かつ栄 K-3303 佐久市岩村田3255 0267-67-3858 和食・寿司・天ぷら
1663 東信 佐久市 ローソン佐久花園町店 K-4749 佐久市岩村田3367-14 0267-66-6060 コンビニエンスストア
1664 東信 佐久市 佐久ホテル K-2680 佐久市岩村田553 0267-67-3003 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
1665 東信 佐久市 自遊空間 佐久店 K-5376 佐久市岩村田6-2 0267-66-7660 HP その他
1666 東信 佐久市 和泉屋菓子店　本店 K-1974 佐久市岩村田749 0267-68-5000 HP 土産物店
1667 東信 佐久市 本町おかず市場 K-2896 佐久市岩村田760-1 0267-66-7860 その他グルメ
1668 東信 佐久市 ショコラ・デュ・ボヌール　岩村田店 K-3057 佐久市岩村田762 0267-88-6112 その他土産物店
1669 東信 佐久市 居酒屋おかん K-3974 佐久市岩村田764-2 0267-67-2070 居酒屋・創作料理
1670 東信 佐久市 和泉屋商店 K-2089 佐久市岩村田789-2 0267-67-2062 HP その他土産物店
1671 東信 佐久市 ローソン佐久岩村田本町店 K-4748 佐久市岩村田807-7 0267-68-3872 コンビニエンスストア
1672 東信 佐久市 佐久小諸観光(株) K-2232 佐久市岩村田851番地1 0267-22-2475 HP タクシー
1673 東信 佐久市 A・コープ　ファーマーズ佐久平店 K-5287 佐久市岩村田字押出シ1555番1 0267-88-8141 HP スーパーマーケット
1674 東信 佐久市 くら寿司佐久店 K-5538 佐久市岩村田字押出シ1555番1 0267-88-8107 HP 和食・寿司・天ぷら
1675 東信 佐久市 タリーズコーヒー佐久平店 K-4215 佐久市岩村田字押出シ1555番１ 0267-78-5088 HP カフェ・スイーツ
1676 東信 佐久市 SANCH 佐久ファクトリーショップ K-5598 佐久市岩村田北1-22-1 0267-88-6781
1677 東信 佐久市 ウエルシアフレスポ佐久インター店 K-4198 佐久市岩村田北1-22-3フレスポ佐久インター内 0267-88-8215 HP ドラッグストア
1678 東信 佐久市 セブン-イレブン佐久インター西店 K-4478 佐久市岩村田北1-28-4 0267-68-1711 コンビニエンスストア
1679 東信 佐久市 海山亭いっちょう佐久店 K-3514 佐久市岩村田北1丁目31-3 0267-88-8178 HP 居酒屋・創作料理
1680 東信 佐久市 セブン-イレブン信州望月店 K-4288 佐久市協和116-1 0267-53-5544 コンビニエンスストア
1681 東信 佐久市 寿司・十割りそば天船 K-3061 佐久市協和147-1 0267-53-3055 和食・寿司・天ぷら
1682 東信 佐久市 わかや酒店 K-0859 佐久市協和2344 0267-53-3443 土産物店
1683 東信 佐久市 食材工房 光志亭 K-3697 佐久市協和2395-1 0267-78-5415 HP ラーメン・つけ麺
1684 東信 佐久市 サニーカントリークラブ K-0110 佐久市協和3491 0267-54-2001 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店 その他グルメ
1685 東信 佐久市 望月東急ゴルフクラブ K-0623 佐久市協和3597番地27 0267-53-6109 HP アウトドア・スポーツ体験
1686 東信 佐久市 (有)新海タクシー K-5054 佐久市原434番地 0267-62-0009 タクシー
1687 東信 佐久市 千曲ハイヤー K-1834 佐久市原531-4 0267-62-1010 HP タクシー
1688 東信 佐久市 佐久ハイヤー K-1837 佐久市原531-4 0267-62-1515 HP タクシー
1689 東信 佐久市 浅科観光ハイヤー株式会社 K-2206 佐久市甲1308-1 0267-58-2030 タクシー
1690 東信 佐久市 セブン-イレブン浅科バイパス K-4286 佐久市甲1821-1 0267-51-5150 コンビニエンスストア
1691 東信 佐久市 道の駅ほっとぱーく浅科 K-2836 佐久市甲2177-1 0267-58-0581 HP 道の駅
1692 東信 佐久市 ＪＷＴジャパンウインズツアー株式会社 K-3285 佐久市今井533-1 0267-66-1268 HP 土産物店, その他土産物店
1693 東信 佐久市 ファミリーマート佐久根岸 K-5544 佐久市根岸115-1 0267-64-4007 コンビニエンスストア
1694 東信 佐久市 スパリゾートのぞみサンピア佐久 K-4271 佐久市根岸3203-2 0267-63-3900 HP レジャー施設, 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
1695 東信 佐久市 セブン-イレブン佐久根々井店 K-4733 佐久市根々井208-1 0267-67-7110 コンビニエンスストア
1696 東信 佐久市 かっぱ寿司佐久中込店 K-3852 佐久市佐久中込中央区3143-1 0267-63-5773 和食・寿司・天ぷら
1697 東信 佐久市 プラザ佐久 K-1948 佐久市佐久平駅東1-1 0267-68-7433 HP 土産物店
1698 東信 佐久市 コスモスカフェ K-2319 佐久市佐久平駅東1-1 0267-78-5853 HP カフェ・スイーツ
1699 東信 佐久市 スシロー佐久平店 K-3709 佐久市佐久平駅東10-1 0267-66-7670 HP 和食・寿司・天ぷら
1700 東信 佐久市 ココス佐久平駅東店 K-3483 佐久市佐久平駅東15番1 0267-66-0577 HP その他 その他土産物店 ファミリーレストラン
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1701 東信 佐久市 佐久平プラザ２１ K-0111 佐久市佐久平駅東2-6 0267-65-8811 HP 日帰り温泉施設 定食屋
1702 東信 佐久市 寝ずの甚八佐久平店 K-2379 佐久市佐久平駅東2-6佐久平プラザ211F 0267-54-8122 居酒屋・創作料理
1703 東信 佐久市 ぶたと羊とハイボール K-2381 佐久市佐久平駅東2-6佐久平プラザ211F 0267-54-8166 その他グルメ
1704 東信 佐久市 千年の宴　佐久平駅前店 K-2199 佐久市佐久平駅東2-6佐久平プラザ211階 0267-67-7388 HP 居酒屋・創作料理
1705 東信 佐久市 目利きの銀次 佐久平駅前店 K-1761 佐久市佐久平駅東21-3モンテローザ佐久平ビル2階 0267-67-9888 HP 居酒屋・創作料理
1706 東信 佐久市 NewDaysKIOSK佐久平 K-4593 佐久市佐久平駅東52番地 0267-65-7043 コンビニエンスストア
1707 東信 佐久市 和泉屋菓子店　イオン佐久平店 K-1990 佐久市佐久平駅南11-10 0267-68-5000 HP 土産物店
1708 東信 佐久市 ちゃーしゅうや武蔵　イオンモール佐久平店 K-0575 佐久市佐久平駅南11-102階フードコート内 0267-77-7764 HP ラーメン・つけ麺
1709 東信 佐久市 ＪＴＢイオンモール佐久平店 K-0949 佐久市佐久平駅南11-10イオンモール佐久平1階 0267-65-8666 HP 土産物店
1710 東信 佐久市 鶏バル ワインのぐっさん K-3984 佐久市佐久平駅南15−3永存第二ビル104 0267-88-6117 ダイニングバー・バル
1711 東信 佐久市 かつや長野佐久店 K-3720 佐久市佐久平駅南18-5 0267-78-5547 丼もの
1712 東信 佐久市 ホームバザー佐久店 K-4513 佐久市佐久平駅南21-4ベイシアスーパーモール佐久平内 0267-66-3330 HP その他 その他土産物店
1713 東信 佐久市 Al Sorriso K-3893 佐久市佐久平駅南7-52001ビル2階 0267-88-7570 HP その他 イタリアン
1714 東信 佐久市 鮨Dining庵地杜 K-6030 佐久市佐久平駅北21-5 0267-68-8410 和食・寿司・天ぷら
1715 東信 佐久市 Bistro　Bucheron K-3377 佐久市佐久平駅北23-1スイートヒルズ1F 0267-67-6777 HP フレンチ
1716 東信 佐久市 アクアホテル佐久平 K-0430 佐久市佐久平駅北23-6 0267-68-9900 HP 土産物店
1717 東信 佐久市 そばダイニング上仲屋 K-5330 佐久市佐久平駅北24-2 0267-88-7561 HP そば・うどん
1718 東信 佐久市 日産レンタカー長野佐久平駅前店 K-5944 佐久市佐久平駅北25-2 0267-66-0023 レンタカー
1719 東信 佐久市 肉と魚と酒　かるねや K-5258 佐久市佐久平駅北27-6 0267-88-6720 居酒屋・創作料理
1720 東信 佐久市 ホテルルートインコート佐久 K-1360 佐久市三塚126-1 0267-64-8811 HP 居酒屋・創作料理
1721 東信 佐久市 ローソン佐久上塚原店 K-4352 佐久市字小太郎塚1092-1 0267-67-7880 その他 コンビニエンスストア
1722 東信 佐久市 ファミリーマート佐久取出町 K-5519 佐久市取出町207-19 0267-64-2013 コンビニエンスストア
1723 東信 佐久市 十一屋本店 K-3602 佐久市取出町462-1 0267-63-1363 HP 和食・寿司・天ぷら
1724 東信 佐久市 ボスケソ・チーズラボ K-1373 佐久市春日2208−2 050-1170-2575 HP 土産物店
1725 東信 佐久市 信州佐久 春⽇温泉 ⾃然体感リゾート かすがの森 K-2830 佐久市春日2258-1 0267-52-2111 HP 日帰り温泉施設 土産物店
1726 東信 佐久市 国民宿舎もちづき荘 K-1781 佐久市春日5921 0267-52-2515 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
1727 東信 佐久市 ボスケソ・ウマバル K-1372 佐久市春日5928-21 050-1037-5797 カフェ・スイーツ
1728 東信 佐久市 ウエルシア佐久インターウェーブ店 K-4202 佐久市小田井613-1 0267-65-8188 HP ドラッグストア
1729 東信 佐久市 ザ・ビッグ佐久インターウェーブ店 K-5923 佐久市小田井613-1 0267-73-3111 HP スーパーマーケット
1730 東信 佐久市 ファミリーマート佐久小田井店 K-5377 佐久市小田井864-1 0267-66-6258 コンビニエンスストア
1731 東信 佐久市 味旬　花菜 K-3998 佐久市上平尾683-1 0267-67-5587 HP 和食・寿司・天ぷら
1732 東信 佐久市 セブン-イレブン佐久新子田店 K-4358 佐久市新子田1680-6 0267-67-8533 コンビニエンスストア
1733 東信 佐久市 やまおく K-3286 佐久市新子田1882-10 0267-68-0676 HP 和食・寿司・天ぷら
1734 東信 佐久市 カワチ薬品　佐久平店 K-4755 佐久市大字岩村田1763-1 0267-68-7221 HP ドラッグストア
1735 東信 佐久市 ビッグボーイ佐久店 K-3496 佐久市大字岩村田6-2 0267-68-6595 HP ファミリーレストラン
1736 東信 佐久市 目利きの銀次 中込駅前店 K-2176 佐久市中込1-17-5中込テナントビル1階 0267-63-8488 HP 居酒屋・創作料理
1737 東信 佐久市 イタリアンレストランペスカ K-5913 佐久市中込1-22-8 0267-62-0838 HP イタリアン
1738 東信 佐久市 ファミリーマート佐久中込店 K-5344 佐久市中込1-7-4 0267-64-2007 コンビニエンスストア
1739 東信 佐久市 セブン-イレブン佐久中込駅前店 K-5934 佐久市中込2-12-1 0267-63-2807 コンビニエンスストア
1740 東信 佐久市 魚魚や K-3054 佐久市中込2-14-10 0267-63-4100 居酒屋・創作料理
1741 東信 佐久市 洞庭春 K-3660 佐久市中込2-14-22 0267-62-0457 その他 中華・台湾
1742 東信 佐久市 居酒屋こんどう中込店 K-3988 佐久市中込2-20-15 0267-62-6342 居酒屋・創作料理
1743 東信 佐久市 食堂いち川 K-4244 佐久市中込2-24ー16 0267-62-8865 居酒屋・創作料理
1744 東信 佐久市 トラットリアSIN K-1349 佐久市中込2471-1 0267-63-1110 HP イタリアン
1745 東信 佐久市 柏屋旅館 K-0194 佐久市中込2丁目20-9 0267-74-0260 HP カフェ・スイーツ
1746 東信 佐久市 ウエルシア佐久市役所前店 K-4199 佐久市中込3016-3 0267-64-2550 HP ドラッグストア
1747 東信 佐久市 和泉屋菓子店　ツルヤ佐久中央店 K-1982 佐久市中込3020-1 0267-54-7118 HP 土産物店
1748 東信 上田市 ファミリーマート佐久市役所前 K-5975 佐久市中込3081-1 0267-64-0018 コンビニエンスストア
1749 東信 佐久市 佐久一萬里温泉ホテル K-3383 佐久市中込3150-1 0267-63-5551 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店
1750 東信 佐久市 ラーメン居酒屋　ととろ亭 K-3920 佐久市中込3150-1佐久一萬里温泉ホテル内1F 0267-64-0155 その他 その他土産物店 居酒屋・創作料理
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1751 東信 佐久市 ザ・ビッグ北中込店 K-5920 佐久市中込3211-5 0267-66-1225 スーパーマーケット
1752 東信 佐久市 八千穂タクシー(有) K-2960 佐久市中込3713-156 0267-63-4050 タクシー
1753 東信 佐久市 セブン-イレブン佐久中込店 K-4375 佐久市中込3713-18 0267-64-8440 コンビニエンスストア
1754 東信 佐久市 デリシア中込店 K-5430 佐久市中込446番地1 0267-64-2010 HP スーパーマーケット
1755 東信 佐久市 ウエルシア佐久中込店 K-4200 佐久市中込447-5 0267-64-6755 HP ドラッグストア
1756 東信 佐久市 ツルヤ佐久中央店 K-5094 佐久市中込字大塚3020-1 0267-54-7011 スーパーマーケット
1757 東信 佐久市 酒蔵　千曲錦 K-1333 佐久市長土呂1110 0267-67-3731 HP 土産物店
1758 東信 佐久市 ヴィーナスコート佐久平 K-3287 佐久市長土呂1169-7 0267-67-6000 HP フレンチ
1759 東信 佐久市 セブン-イレブン佐久長土呂店 K-5894 佐久市長土呂1195-1 0267-68-7011 コンビニエンスストア
1760 東信 佐久市 ファミリーマート佐久平駅前店 K-5584 佐久市長土呂324-2 0267-66-3136 HP コンビニエンスストア
1761 東信 佐久市 軽井沢ブルワリー株式会社 K-1616 佐久市長土呂64-3 0120-919-144 HP その他 その他土産物店 その他グルメ
1762 東信 佐久市 ユーパレット臼田店 K-5691 佐久市田口5566 0267-81-1155 HP スーパーマーケット
1763 東信 佐久市 セブン-イレブン臼田田口店 K-5737 佐久市田口6289-1 0267-82-5288 コンビニエンスストア
1764 東信 佐久市 初谷温泉 K-0879 佐久市内山352-イ-1 0267-65-2221 HP 土産物店
1765 東信 佐久市 道の駅　ヘルシーテラス佐久南 K-1563 佐久市伴野7-1 0267-78-3383 HP 道の駅
1766 東信 佐久市 セブン-イレブン佐久南インター店 K-4335 佐久市伴野972−8 0267-63-3030 コンビニエンスストア
1767 東信 佐久市 セブン-イレブン佐久平賀店 K-5767 佐久市平賀2920-2 0267631448 コンビニエンスストア
1768 東信 佐久市 東信観光サービス K-4302 佐久市平塚143番地 0267-67-0707 HP その他土産物店
1769 東信 佐久市 ローソン佐久蓬田店 K-4769 佐久市蓬田209-2 0267-51-5186 コンビニエンスストア
1770 東信 佐久市 ファミリーマート佐久望月店 K-5373 佐久市望月335-1 0267-53-8125 コンビニエンスストア
1771 東信 佐久市 望月ハイヤー有限会社 K-1142 佐久市望月97 0267-53-3232 タクシー
1772 東信 佐久市 和泉屋菓子店　ツルヤ野沢店 K-1978 佐久市野沢129-1 0267-64-1180 HP 土産物店
1773 東信 佐久市 ツルヤ野沢店 K-5088 佐久市野沢129-1 0267-62-5511 スーパーマーケット
1774 東信 佐久市 Uchide CAFE K-4209 佐久市野沢13-1 0267-88-5080 HP カフェ・スイーツ
1775 東信 佐久市 セブン-イレブン佐久野沢西店 K-4369 佐久市野沢479-6 0267-64-4811 コンビニエンスストア
1776 東信 佐久市 ウエルシア佐久野沢店 K-4201 佐久市野沢下木戸248-1 0267-64-8978 HP ドラッグストア
1777 東信 佐久穂町 ロッヂ八ヶ嶺 K-3247 佐久穂町八郡2049-183 0267-88-2567 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
1778 東信 長和町 ペンション　ウイング K-4618 小県群長和町大門3651-9 0268-69-2202 HP 洋食
1779 東信 青木村 食事処俵屋 K-2163 小県郡青木村村松154-2 0268-49-2732 定食屋
1780 東信 青木村 あおき農産物直売所、味処こまゆみ K-2233 小県郡青木村村松26-1 0268-49-0333 HP 道の駅 そば・うどん
1781 東信 青木村 驛カフェRESFEBER K-3921 小県郡青木村田沢13-1 0268-75-0726 カフェ・スイーツ
1782 東信 青木村 富士屋 K-3293 小県郡青木村田沢2689 0268-49-3111 HP 日帰り温泉施設
1783 東信 青木村 田沢温泉和泉家旅館 K-0697 小県郡青木村田沢2695 0268-49-2017 HP 日帰り温泉施設
1784 東信 青木村 パラグライダーパーク青木 K-0258 小県郡青木村田沢293-5 0268-49-3887 HP アウトドア・スポーツ体験
1785 東信 青木村 ますや旅館 K-3629 小県郡青木村田沢温泉2686 0268-49-2001 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店 居酒屋・創作料理
1786 東信 青木村 ファミリーマート信州青木村店 K-5475 小県郡青木村当郷134 0268-37-3018 コンビニエンスストア
1787 東信 青木村 蕎麦屋やまさん K-2205 小県郡青木村奈良本761-8 0268-71-5357 HP そば・うどん
1788 東信 長和町 ローソン信州長門道の駅店 K-4504 小県郡長和町古町2424-11 0268-68-0388 その他 コンビニエンスストア
1789 東信 長和町 ながと製菓大島屋 K-4031 小県郡長和町古町2424-12 0268-68-0151 土産物店, 道の駅
1790 東信 長和町 おみやげ処　菜の花館 K-1520 小県郡長和町古町2424-14 0268-41-2051 HP 土産物店, 道の駅, その他土産物店 ファーストフード
1791 東信 長和町 かりん亭　長和本店 K-0886 小県郡長和町古町2424-17 0268-68-0190 ファミリーレストラン
1792 東信 長和町 マルシェ黒耀 K-2845 小県郡長和町古町2643-3 0268-75-8735 HP 土産物店
1793 東信 長和町 温泉山岳ホテル　アンデルマット K-2137 小県郡長和町大門2518-2546 0268-69-2001 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設, その他 その他土産物店
1794 東信 長和町 緑の花そば館 K-4894 小県郡長和町大門2558 0268-68-0520 HP 土産物店 そば・うどん
1795 東信 長和町 天然酵母パン＆カフェ　むく堂 K-2744 小県郡長和町大門278-1 0268-68-2969 HP その他土産物店 カフェ・スイーツ
1796 東信 長和町 利休庵 K-0718 小県郡長和町大門3518 0268-69-2337 HP そば・うどん
1797 東信 長和町 自然派旅人の宿　ダーチャ　ベリオスカ K-0599 小県郡長和町大門3518-2253 0268-41-8258 HP 料理体験 その他グルメ
1798 東信 長和町 ペンションあーるいん K-3340 小県郡長和町大門3518-2378 0268-60-0819 HP 工芸体験 その他土産物店
1799 東信 長和町 つろーぜ K-3341 小県郡長和町大門3518-2378 0268-69-0200 HP アウトドア・スポーツ体験, その他 その他土産物店 その他グルメ
1800 東信 長和町 ペンションレンガ家 K-0864 小県郡長和町大門3518-2451 0268-69-2944 HP 土産物店
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1801 東信 長和町 ペンション　ハーモニー K-4028 小県郡長和町大門3518-2463 090-1281-8325 HP アウトドア・スポーツ体験
1802 東信 長和町 リゾートイン　ステラ K-3732 小県郡長和町大門3518-2558 0268-69-2819 HP フレンチ
1803 東信 長和町 リゾートハウス　オックス K-2512 小県郡長和町大門3518-2562 0268-60-2021 HP その他グルメ
1804 東信 長和町 リゾートインラリー K-5831 小県郡長和町大門3518-2563 080-7486-4122 HP その他グルメ
1805 東信 長和町 手打そばと自家製カレー　ウォールデン K-1088 小県郡長和町大門3518-2664 0268-69-2659 HP そば・うどん
1806 東信 長和町 guesthouse POINSETTIA K-3670 小県郡長和町大門3518−2394 0268-69-2945 HP 工芸体験, 料理体験, アウトドア・スポーツ体験 土産物店 カフェ・スイーツ
1807 東信 長和町 長門牧場レストハウス K-0532 小県郡長和町大門3539-2 0267-51-2033 HP 土産物店 洋食
1808 東信 長和町 鷹山ファミリー牧場 K-0591 小県郡長和町大門3582 0268-69-0550 HP 乗り物体験, 料理体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 果物狩り・観光農園 土産物店 焼肉・ホルモン
1809 東信 長和町 民宿みや K-3103 小県郡長和町大門653 0268-68-0302 HP 料理体験, アウトドア・スポーツ体験, 果物狩り・観光農園 その他土産物店
1810 東信 長和町 湖北 K-3580 小県郡長和町大門鷹山3518-2623 0268-69-2761 HP 中華・台湾
1811 東信 長和町 ブランシュたかやまスキーリゾート K-0421 小県郡長和町大門鷹山3652 0268-69-2232 HP アウトドア・スポーツ体験
1812 東信 長和町 レストランポテト K-0443 小県郡長和町大門鷹山3652 0268-69-2232 HP 洋食
1813 東信 長和町 レストランラポルト K-0447 小県郡長和町大門鷹山3652 0268-69-2232 HP 洋食
1814 東信 長和町 なごみ亭 K-0451 小県郡長和町大門鷹山3652 0268-69-2232 HP 和食・寿司・天ぷら
1815 東信 長和町 和みのペンション ここっと 宿内店舗コーナー K-1343 小県郡長和町姫木平3518 0268-69-2908 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店 ダイニングバー・バル
1816 東信 長和町 和田宿ステーション K-1014 小県郡長和町和田2884-1 0268-88-0008 HP その他土産物店
1817 東信 長和町 山本小屋ふる里館 K-1548 小県郡長和町和田美ヶ原高原5101-1 0268-86-2311 HP 土産物店 そば・うどん
1818 東信 小諸市 小諸ユースホステル K-3969 小諸市塩野3876-4 0267-23-5732 アウトドア・スポーツ体験 その他土産物店 カフェ・スイーツ
1819 東信 小諸市 まきば軽井沢 K-0810 小諸市塩野3876-6 090-6876-2975 HP アウトドア・スポーツ体験
1820 東信 小諸市 ローソン小諸乙女店 K-4467 小諸市乙女9-12 0267-22-6065 コンビニエンスストア
1821 東信 小諸市 千曲バス　小諸営業所 K-1836 小諸市加増581-1 0267-22-2100 HP バス
1822 東信 小諸市 小諸グランドキャッスルホテル K-1480 小諸市古城1-1-5 0267-22-8000 HP 土産物店
1823 東信 小諸市 はりこし亭 K-2576 小諸市古城乙1210 0267-26-6311 料理体験 土産物店 そば・うどん
1824 東信 小諸市 中棚荘 K-2575 小諸市古城中棚 0267-22-1511 土産物店 和食・寿司・天ぷら
1825 東信 小諸市 牛角　小諸店 K-1128 小諸市御影新田2218 0267-25-0029 HP 焼肉・ホルモン
1826 東信 小諸市 ローソン小諸御影店 K-4787 小諸市御影新田2404-2 0267-26-5173 コンビニエンスストア
1827 東信 小諸市 ウエルシア小諸みかげ店 K-4181 小諸市御影新田2578-1 0267-23-0138 HP ドラッグストア
1828 東信 小諸市 和泉屋菓子店　ツルヤみかげ店 K-1985 小諸市御影新田2590-1 0267-31-5300 HP 土産物店
1829 東信 小諸市 ツルヤみかげ店 K-5091 小諸市御影新田2590-1 0267-23-2411 スーパーマーケット
1830 東信 小諸市 セブン-イレブン小諸三岡店 K-4696 小諸市御影新田向原1581-2 0267-24-6333 コンビニエンスストア
1831 東信 小諸市 スポーツデポ佐久北インター店 K-5527 小諸市御影新田字香久保2616-1 0267-22-0260 HP その他土産物店
1832 東信 小諸市 ゴルフ５佐久北インター店 K-5532 小諸市御影新田字香久保2616-1 0267-22-0560 HP その他土産物店
1833 東信 小諸市 Hishiya海賊船 K-1283 小諸市御影新田和田原2746-1 0267-22-2793 HP 鉄板・ステーキ
1834 東信 小諸市 ウエルシア小諸御幸町店 K-4180 小諸市御幸町1-2-26 0267-26-2205 HP ドラッグストア
1835 東信 小諸市 ツルヤ小諸東店 K-5092 小諸市御幸町2-2-26 0267-23-6111 スーパーマーケット
1836 東信 小諸市 Nao's kitchen K-2030 小諸市甲1639-12 0267-28-9076 HP 中華・台湾
1837 東信 小諸市 松井農園 K-1540 小諸市甲4385 0267-22-0881 HP レジャー施設, 果物狩り・観光農園 土産物店 その他グルメ
1838 東信 小諸市 天狗温泉浅間山荘 K-0413 小諸市甲又4766-2 0267-22-0959 HP 料理体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 日帰り温泉施設, その他

1839 東信 小諸市 ㈱酢久商店 K-5970 小諸市荒町1-7-12 0267-22-0009 HP 土産物店
1840 東信 小諸市 セブン-イレブン小諸店 K-4459 小諸市荒町一丁目4番8号 0267-24-0711 コンビニエンスストア
1841 東信 小諸市 Delicatessen山吹 K-5757 小諸市荒町一丁目6番4号 0267-41-0818 HP その他グルメ
1842 東信 小諸市 アサマ２０００パーク K-1565 小諸市高峰高原 0267-23-1714 HP レジャー施設 その他グルメ
1843 東信 小諸市 浅間山麓国際自然学校 K-2704 小諸市高峰高原 0267-23-3124 HP 工芸体験, アウトドア・スポーツ体験

1844 東信 小諸市 高峰高原ホテル K-0188 小諸市高峰高原704 0267-25-3000 HP レジャー施設 土産物店 その他グルメ
1845 東信 小諸市 高峰マウンテンホテル K-0155 小諸市高峰高原高峰マウンテンホテル 0267-23-1712 土産物店 その他グルメ
1846 東信 小諸市 高峰高原ビジターセンター K-0448 小諸市高峰高原高峰高原ビジターセンター内 0267-23-3124 HP カフェ・スイーツ
1847 東信 小諸市 クレッセント K-2367 小諸市市677-3 0267-26-5678 HP 洋食
1848 東信 小諸市 茶屋くめや K-2056 小諸市市町1-2-24脇本陣の宿粂屋 0267-27-1482 HP カフェ・スイーツ
1849 東信 小諸市 レストラン八億 K-1752 小諸市滋野甲1197-3 0267-23-5878 HP ファミリーレストラン
1850 東信 小諸市 カインズ小諸店 K-5305 小諸市滋野甲1442-2 0267-25-1110 ホームセンター
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1851 東信 小諸市 マンズワイン小諸ワイナリー K-5399 小諸市諸375 0267-22-6341 HP ダイニングバー・バル
1852 東信 小諸市 大池農園 K-4934 小諸市松井甲4353 0267-22-2560 HP 果物狩り・観光農園
1853 東信 小諸市 セブン-イレブン小諸芦原店 K-4577 小諸市新町1丁目5番13号 0267-25-0500 コンビニエンスストア
1854 東信 小諸市 てうちそば　うどん　郷ごころ K-1036 小諸市森山66番地3 0267-22-1789 HP そば・うどん
1855 東信 小諸市 しなの鉄道　小諸駅 K-4412 小諸市相生町1-1 0267-22-0141 HP 鉄道
1856 東信 小諸市 小諸駅のまど K-3734 小諸市相生町1-1-1 0267-46-8536 カフェ・スイーツ
1857 東信 小諸市 停車場ガーデン K-1166 小諸市相生町1-1-9 0267-24-2525 HP その他土産物店 カフェ・スイーツ
1858 東信 小諸市 中華料理萬祥酒楼 K-1553 小諸市相生町1-2-2 0267-25-4622 中華・台湾
1859 東信 小諸市 ギャラリーまきの K-0703 小諸市相生町1-2-9 0267-22-5013 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

1860 東信 小諸市 おみやげのみやさか K-0932 小諸市相生町1-3-1 0267-22-0690 HP 土産物店
1861 東信 小諸市 猫雑貨とカフェねこのや K-5889 小諸市相生町1-3-1小諸ロイヤルビル宮坂食品二階 0267-27-0038 HP カフェ・スイーツ
1862 東信 小諸市 HARADA K-0565 小諸市相生町2-2-1 0267-22-0253 HP 洋食
1863 東信 小諸市 ツルヤ小諸店 K-5079 小諸市相生町2-2-22 0267-23-3311 スーパーマーケット
1864 東信 小諸市 HOMETOWN TRIP JAPAN合同会社 K-3437 小諸市相生町二丁目2-1 090-4050-8339 アウトドア・スポーツ体験
1865 東信 小諸市 布引温泉　こもろ K-0531 小諸市大久保620-3 0267-22-2288 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
1866 東信 小諸市 セブン-イレブン小諸御影新田店 K-4257 小諸市大字御影新田2603-1 0267-24-2217 コンビニエンスストア
1867 東信 小諸市 ローソン小諸御影東店 K-4635 小諸市大字御影新田954-18 0267-26-6244 コンビニエンスストア
1868 東信 小諸市 ユーパレット小諸店 K-5686 小諸市大字御影新田字大塚原1850 0267-25-8000 HP スーパーマーケット
1869 東信 小諸市 TEPPAN kitchen PORKY K-2275 小諸市大字山浦939−5 0267-23-0639 HP 鉄板・ステーキ
1870 東信 小諸市 セブン-イレブン小諸新家店 K-4515 小諸市大字滋野甲3920-1 0267-24-8711 コンビニエンスストア
1871 東信 小諸市 凱 K-1224 小諸市大字滋野甲591−1 0267-31-0927 HP そば・うどん
1872 東信 小諸市 デリシア小諸ｲﾝﾀｰ店 K-5693 小諸市大字諸303 0267-24-7300 HP スーパーマーケット
1873 東信 小諸市 ローソン小諸森山西店 K-4768 小諸市大字森山607‐1 0267-26-6236 コンビニエンスストア
1874 東信 小諸市 あぐりの湯こもろ K-6013 小諸市大字大久保1145-1 0267-24-4126 HP 日帰り温泉施設
1875 東信 小諸市 芳光　本店 K-1588 小諸市大字平原624-5 0267-23-9068 土産物店
1876 東信 小諸市 クスリのアオキ和田店 K-5033 小諸市大字和田752番地1 0267-22-6210 HP ドラッグストア
1877 東信 小諸市 すし処　魚がし K-3233 小諸市大手1-3-3 0267-22-0669 和食・寿司・天ぷら
1878 東信 小諸市 大塚酒造株式会社 K-0391 小諸市大手2-1-24 0267-22-0002 HP その他土産物店
1879 東信 小諸市 小諸高原ゴルフクラブ K-0249 小諸市滝原1101 0267-22-1811 HP アウトドア・スポーツ体験
1880 東信 小諸市 ローソン小諸インター店 K-4785 小諸市滝原1693-1 0267ｰ24ｰ1808 コンビニエンスストア
1881 東信 小諸市 お陽さまカフェ 小諸懐古園第一駐車場 K-1958 小諸市丁311 080-1140-6059 カフェ・スイーツ
1882 東信 小諸市 人力車のきらく屋 K-3379 小諸市丁311 080-3522-9694 HP 乗り物体験
1883 東信 小諸市 小諸なる小宮山酒店 K-0719 小諸市鶴巻1-4-14 0267-22-0796 HP 土産物店 ダイニングバー・バル
1884 東信 小諸市 蔵の粉屋大西製粉 K-0556 小諸市東小諸甲1581-3 0267-22-0585 HP 土産物店
1885 東信 小諸市 セブン-イレブン小諸南町店 K-5324 小諸市南町2-4-2 0267-25-6153 コンビニエンスストア
1886 東信 小諸市 ローソン小諸南町 K-4786 小諸市南町2丁目2712-1 0267-25-9176 コンビニエンスストア
1887 東信 小諸市 セブン-イレブン小諸柏木店 K-4383 小諸市柏木195-1 0267-26-3001 コンビニエンスストア
1888 東信 小諸市 中華坊　胡同 K-1365 小諸市八満1073 0267-25-7111 中華・台湾
1889 東信 小諸市 セブン-イレブン小諸八満店 K-4307 小諸市八満26-1 0267-26-1628 コンビニエンスストア
1890 東信 小諸市 ランプの宿　高峰温泉 K-2541 小諸市菱平704-1 0267-25-2000 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 土産物店 カフェ・スイーツ
1891 東信 小諸市 常盤館売店 K-1464 小諸市菱平762-2 0267-22-0516 HP 土産物店
1892 東信 小諸市 カワチ薬品　小諸店 K-4752 小諸市丙384-3 0267-24-4230 HP ドラッグストア
1893 東信 小諸市 海山亭いっちょう小諸店 K-3512 小諸市丙399-1 0267-24-2478 HP 居酒屋・創作料理
1894 東信 小諸市 セブン-イレブン小諸水押店 K-4576 小諸市丙字青木407番地1 0267-22-2020 コンビニエンスストア
1895 東信 小諸市 丸山珈琲　小諸店 K-2529 小諸市平原1152-1 0267-31-0075 HP カフェ・スイーツ
1896 東信 小諸市 お食事処　やまへい K-1663 小諸市平原1172-1 0267-23-4147 HP そば・うどん
1897 東信 小諸市 和食処みよし K-0453 小諸市平原1784-3 0267-22-8371 和食・寿司・天ぷら
1898 東信 小諸市 富士屋醸造 K-0860 小諸市本町1-3-10 0267-22-0398 HP 土産物店
1899 東信 小諸市 そば蔵　丁子庵 K-0891 小諸市本町2-1-3 0267-23-0820 HP そば・うどん
1900 東信 小諸市 そば七 K-3542 小諸市本町3-1-2 0267-22-7688 HP そば・うどん
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1901 東信 小諸市 ジェイアールバス関東株式会社小諸支店 K-3868 小諸市与良町3-1-3 0267-22-0588 HP バス
1902 東信 小諸市 レストラン車留夢・兎月 K-4016 小諸市六供2-8-3 0267-23-3310 HP 洋食
1903 東信 小諸市 小諸営業所 K-4413 小諸市和田217-8 0267-26-5055 タクシー
1904 東信 上田市 菅平レストラン　WING K-3683 上田市,-菅平高原1223-1950,-菅平サンホテル 0268-74-2360 HP ファミリーレストラン
1905 東信 上田市 斎藤ホテル K-2582 上田市,鹿教湯温泉1387-2 0268-44-2211 HP レジャー施設, 日帰り温泉施設, その他 土産物店 その他グルメ
1906 東信 上田市 斎藤ホテル・バーデンツアーズ K-2583 上田市,鹿教湯温泉1387-2 0268-44-2211 HP バス, タクシー
1907 東信 上田市 太郎吉パン K-5644 上田市2-15-12ささや1F 0268-22-0020 HP その他グルメ
1908 東信 上田市 岩井屋酒店 K-5070 上田市塩川2901 0268-35-0022 HP その他土産物店
1909 東信 上田市 嵐の湯上田店 K-4464 上田市下塩尻182-4 0268-24-1950 その他
1910 東信 上田市 沓掛酒造「福無量」直売店「郷の蔵」 K-0523 上田市下塩尻36番地 0268-21-9232 HP 土産物店
1911 東信 上田市 豊上モンテリア K-5664 上田市下之郷1525-1 0268-39-8071 HP カフェ・スイーツ
1912 東信 上田市 セブン-イレブン上田下之郷店 K-4489 上田市下之郷265ー7 0268-75-0699 コンビニエンスストア
1913 東信 上田市 ファミリーマート上田下之郷店 K-5521 上田市下之郷363番地10 0268-39-8003 コンビニエンスストア
1914 東信 上田市 ローソン上田岩下店 K-4317 上田市岩下177-5 0268-36-1516 コンビニエンスストア
1915 東信 上田市 タイ古式マッサージオアシス上田店 K-5782 上田市岩下227−5岩下ビル2F 0268-55-9620 HP その他
1916 東信 上田市 松茸料理　二幸園 K-4022 上田市古安曽広山1394 0268-38-5888 HP 和食・寿司・天ぷら
1917 東信 上田市 セブン-イレブン上田古里 K-4282 上田市古里148-2 0268-23-8382 コンビニエンスストア
1918 東信 上田市 セブン-イレブン上田岩門店 K-4284 上田市古里1540-11 0268-26-3977 コンビニエンスストア
1919 東信 上田市 ローソン上田古里店 K-4342 上田市古里80-3 0268-21-3050 コンビニエンスストア
1920 東信 上田市 やきとり番長　上田古里店 K-0635 上田市古里86-1 050-5375-6516 焼鳥・串揚げ
1921 東信 上田市 ファミリーマート上田三好町店 K-4919 上田市御所196-11 0268-28-6255 コンビニエンスストア ファーストフード
1922 東信 上田市 セブン-イレブン上田御所店 K-5963 上田市御所283-1 0268-21-7722 コンビニエンスストア
1923 東信 上田市 ローソン丸子御岳堂 K-4624 上田市御嶽堂586-3 0268-43-8321 コンビニエンスストア
1924 東信 上田市 セブン-イレブン上田国分店 K-4542 上田市国分1182-1 0268-29-2711 コンビニエンスストア
1925 東信 上田市 牛角国分店 K-3528 上田市国分1248-5 0268-29-8989 焼肉・ホルモン
1926 東信 上田市 ビッグボーイ上田国分店 K-3492 上田市国分1丁目3-26 0268-29-3026 HP ファミリーレストラン
1927 東信 上田市 かっぱ寿司上田国分店 K-3850 上田市国分字浦沖1251-1 0268-23-6711 和食・寿司・天ぷら
1928 東信 上田市 A・コープ　ファーマーズうえだ店 K-5248 上田市国分上沖80 0268-27-5580 HP スーパーマーケット
1929 東信 上田市 かみや酒店 K-4217 上田市腰越1524-1 0268-42-2115 土産物店
1930 東信 上田市 日産レンタカー長野上田店 K-5741 上田市材木町1-16-17 0268-25-4123 レンタカー
1931 東信 上田市 セブン-イレブン上田材木町店 K-4628 上田市材木町1-8-12 0268-25-2190 コンビニエンスストア
1932 東信 上田市 ホテルルートイン上田　花茶屋 K-2351 上田市材木町2-2-5 0268-23-2121 HP 居酒屋・創作料理
1933 東信 上田市 ステーキ宮　上田店 K-3419 上田市材木町2-92-1 0268-26-2911 HP 鉄板・ステーキ
1934 東信 上田市 上田市鹿教湯健康センター　クアハウスかけゆ K-0934 上田市鹿教湯温泉1293 0268-44-2131 HP アウトドア・スポーツ体験
1935 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘 K-1005 上田市鹿教湯温泉1295番地2 0268-44-2206 HP 土産物店
1936 東信 上田市 清凉堂 K-0614 上田市鹿教湯温泉1322 0268-44-2447 土産物店 カフェ・スイーツ
1937 東信 上田市 クプーソワ ルシカ店 K-5197 上田市鹿教湯温泉1326 080-1168-1338 HP レジャー施設 飲食以外
1938 東信 上田市 さいとう菓子工房 K-0060 上田市鹿教湯温泉1332-4 0268-75-2241 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
1939 東信 上田市 塩川菓子舗 K-2517 上田市鹿教湯温泉1333-2 0268-44-2420 土産物店
1940 東信 上田市 鮨 八光 K-2933 上田市鹿教湯温泉1337-5 0268-44-2514 和食・寿司・天ぷら
1941 東信 上田市 日帰り入浴　つるや旅館 K-2308 上田市鹿教湯温泉1374 0268-44-2121 HP 日帰り温泉施設 土産物店 カフェ・スイーツ
1942 東信 上田市 呑み食い処　わんだーれ K-2646 上田市鹿教湯温泉1377 0268-71-6543 居酒屋・創作料理
1943 東信 上田市 酒 栄屋 K-0450 上田市鹿教湯温泉1380-1 0268-44-2314 土産物店, その他土産物店
1944 東信 上田市 中村旅館 K-3218 上田市鹿教湯温泉1386番地 0268-44-2201 HP 日帰り温泉施設 その他グルメ
1945 東信 上田市 斎藤ホテル K-0025 上田市鹿教湯温泉1387-2 0268-44-2211 HP レジャー施設, 日帰り温泉施設 土産物店, 伝統工芸品等の販売店 各国料理
1946 東信 上田市 斎藤ホテル・バーデンツアーズ K-0041 上田市鹿教湯温泉1387-2 0268-44-2211 その他 その他土産物店 その他グルメ
1947 東信 上田市 鹿鳴荘 K-5300 上田市鹿教湯温泉1422 0268-44-2236 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店 その他グルメ
1948 東信 上田市 そば処辰巳屋 K-0923 上田市鹿教湯温泉1427 0268-44-2443 そば・うどん
1949 東信 上田市 おきな菓子舗・翁珈琲 K-1585 上田市鹿教湯温泉1428-2 0268-44-2503 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
1950 東信 上田市 望山亭ことぶき K-0097 上田市鹿教湯温泉1447 0268-44-2538 HP その他 その他土産物店
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1951 東信 上田市 鹿教湯温泉鹿乃屋 K-0937 上田市鹿教湯温泉1462 0268-44-2141 HP 土産物店
1952 東信 上田市 千曲バス　上田営業所 K-1846 上田市秋和112 0268-22-2363 HP バス
1953 東信 上田市 ファミリーマート上田秋和店 K-5667 上田市秋和224-6 0268-28-0122 コンビニエンスストア
1954 東信 上田市 スシロー上田店 K-3705 上田市秋和342-5 0268-29-7055 HP 和食・寿司・天ぷら
1955 東信 上田市 海山亭いっちょう上田秋和店 K-3515 上田市秋和354-3 0268-71-6578 HP 居酒屋・創作料理
1956 東信 上田市 信州焼肉　NAMSAN　上田秋和店 K-3023 上田市秋和410-4 0268-23-7701 HP 焼肉・ホルモン
1957 東信 上田市 カワチ薬品　上田北店 K-4751 上田市秋和420 0268-24-4137 HP ドラッグストア
1958 東信 上田市 セブン-イレブン上田秋和店 K-4241 上田市秋和494-2 0268-21-6007 コンビニエンスストア
1959 東信 上田市 カインズ上田店 K-5307 上田市秋和五里堂152-2 0268-25-9111 ホームセンター
1960 東信 上田市 大戸屋ごはん処上田住吉店 K-5578 上田市住吉106-3 0268-75-8680 定食屋
1961 東信 上田市 焼肉ダイニング華火 K-5777 上田市住吉110-5 0268-22-1129 HP 焼肉・ホルモン
1962 東信 上田市 ファミリーマート上田神科店 K-5788 上田市住吉1130-1 0268-28-6051 コンビニエンスストア
1963 東信 上田市 ファミリーマート上田住吉店 K-5345 上田市住吉131-2 0268-28-7135 コンビニエンスストア
1964 東信 上田市 セブン-イレブン上田住吉店 K-4394 上田市住吉271-1 0268-25-1770 コンビニエンスストア
1965 東信 上田市 ホームセンターセキチュー上田菅平インター店 K-5747 上田市住吉584-1 0268-28-6134 HP その他 ホームセンター
1966 東信 上田市 ゴルフ５上田インター店 K-5526 上田市住吉58番-2 0268-21-2055 HP その他土産物店
1967 東信 上田市 アルペン上田インター店 K-5529 上田市住吉58番-2 0268-21-2080 HP その他土産物店
1968 東信 上田市 かわにしノリ薬局 K-4779 上田市小泉715-1 0268-29-0055 ドラッグストア
1969 東信 上田市 デリシア上田川西店 K-5697 上田市小泉715-1 0268-23-8889 HP スーパーマーケット
1970 東信 上田市 ファミリーマート上田小泉店 K-5786 上田市小泉816-2 0268-28-1002 コンビニエンスストア
1971 東信 上田市 道の駅 上田 道と川の駅 おとぎの里 K-1645 上田市小泉字塩田川原2575-2 0268-75-0587 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, 道の駅

1972 東信 上田市 道の駅 上田 道と川の駅 おとぎの里 お食事処 岩鼻 K-1650 上田市小泉字塩田川原2575-2 0268-75-0587 HP その他グルメ
1973 東信 上田市 セブン-イレブン上田小島店 K-4368 上田市小島239 0268-38-7738 コンビニエンスストア
1974 東信 上田市 ローソン上田小島店 K-4336 上田市小島573-2 0268-71-0558 コンビニエンスストア
1975 東信 上田市 いっちょう上田店 K-3516 上田市小牧1206-4 0268-75-7878 HP 居酒屋・創作料理
1976 東信 上田市 セブン-イレブン上田小牧店 K-4471 上田市小牧本麦田109-1 0268-21-2521 コンビニエンスストア
1977 東信 上田市 セブン-イレブン上田上塩尻 K-4535 上田市上塩尻224-1 0268-21-6241 コンビニエンスストア
1978 東信 上田市 信州イゲタ味噌醸造蔵元酒の原商店 K-3131 上田市上塩尻260 0268-22-1941 HP 土産物店
1979 東信 上田市 バロー秋和店 K-5501 上田市上塩尻市161-1 0268-29-6610 スーパーマーケット
1980 東信 上田市 カワチ薬品　丸子店 K-4735 上田市上丸子1023-1 0268-42-7213 HP ドラッグストア
1981 東信 上田市 ファミリーマート上田上丸子 K-5868 上田市上丸子1462番地8 386-0404 HP コンビニエンスストア
1982 東信 上田市 和田タクシー K-2975 上田市上丸子296 0268-42-2750 バス, タクシー
1983 東信 上田市 デリシア上丸子店 K-5696 上田市上丸子331-3 0268-42-7200 HP スーパーマーケット
1984 東信 上田市 （株）大桂商店 K-2028 上田市上丸子991-1 0268-42-2054 HP 土産物店
1985 東信 上田市 上田市農林漁業体験実習館 室賀温泉 ささらの湯 K-0868 上田市上室賀1232-1 0268-31-1126 HP 日帰り温泉施設
1986 東信 上田市 御菓子処花岡　上田山口店 K-0702 上田市上田1221-1 0268-21-1354 HP その他土産物店
1987 東信 上田市 ツルヤ山口店 K-5098 上田市上田1221-1 0268-29-4511 スーパーマーケット
1988 東信 上田市 セブン-イレブン上田バイパス店 K-4619 上田市上田1354-1 0268-22-7110 コンビニエンスストア その他グルメ
1989 東信 上田市 LECADRE K-3342 上田市上田2-1-15 0268-75-0463 HP フレンチ
1990 東信 上田市 セブン-イレブン上田新田東 K-4289 上田市上田2019-3 0268-21-7112 コンビニエンスストア
1991 東信 上田市 マツモトキヨシ上田原店 K-4537 上田市上田原1088-1 0268-21-2411 ドラッグストア
1992 東信 小諸市 ファミリーマート上田長池 K-5937 上田市上田原1144-1 0268-28-6510 コンビニエンスストア
1993 東信 上田市 セブン-イレブン上田長池店 K-4308 上田市上田原1405-4 0268-25-0600 コンビニエンスストア
1994 東信 上田市 セブン-イレブン上田原店 K-5962 上田市上田原713 0268-27-3355 コンビニエンスストア
1995 東信 上田市 BarHID K-5797 上田市上田原887-1 0268288868 居酒屋・創作料理
1996 東信 上田市 ウエルシア上田山口店 K-4177 上田市上田山口1221-1 0268-27-1188 HP ドラッグストア
1997 東信 上田市 武石温泉　うつくしの湯 K-0963 上田市上武石1454-3 0268-85-3900 HP 日帰り温泉施設 土産物店 定食屋
1998 東信 上田市 Jネットレンタカー上田店 K-5611 上田市常田1-3-25 0268-75-5737 HP レンタカー
1999 東信 上田市 観光列車「ろくもん」 K-2040 上田市常田1-3-39 0268-29-0069 HP 鉄道
2000 東信 上田市 アランフェス　カフェ＆スペインバル K-2356 上田市常田1-4-13 0268-27-1943 HP 各国料理
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https://www.j-netrentacar.co.jp/nagano/ueda/
https://www.shinanorailway.co.jp/rokumon/
https://aranjuez271943.com/
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2001 東信 上田市 テンホウイオン上田店 K-4448 上田市常田2-12-18イオン上田店1F 0268-71-0224 HP ラーメン・つけ麺
2002 東信 上田市 セブン-イレブン上田常田店 K-4629 上田市常田2-158-3 0268-25-8440 コンビニエンスストア
2003 東信 上田市 松葉タクシー上田営業所 K-1847 上田市常田2-5-9 0268-23-1161 HP タクシー
2004 東信 上田市 セブン-イレブン上田常田2丁目 K-4372 上田市常田2丁目17-3 0268-26-1222 コンビニエンスストア
2005 東信 上田市 省和タクシー株式会社 K-2939 上田市常田2丁目3-4 0268-22-0400 タクシー
2006 東信 上田市 キャナリィ・ロウ上田店 K-4815 上田市常田3-416-1 0268-71-5766 イタリアン
2007 東信 上田市 上田タクシー株式会社 K-1795 上田市常田3-5-26 0268-22-0055 タクシー
2008 東信 上田市 セブン-イレブン上田常田３丁目店 K-4626 上田市常田3丁目2413-22 0268-26-1127 コンビニエンスストア
2009 東信 上田市 ファミリーマート上田東高校前 K-5471 上田市常田3丁目410-3 0268-29-8408 コンビニエンスストア
2010 東信 上田市 クスリのアオキ常田店 K-5020 上田市常田二丁目10番6号 0268-28-7120 HP ドラッグストア
2011 東信 上田市 カラオケBanBan上田店 K-5513 上田市常入1-13-52 050-3134-0696 その他グルメ
2012 東信 上田市 かっぱ寿司上田店 K-3848 上田市常盤城1丁目8-31 0268-25-1728 和食・寿司・天ぷら
2013 東信 上田市 ローソン上田常磐城三丁目店 K-4337 上田市常磐城3-1717-3 0268-75-7874 コンビニエンスストア
2014 東信 上田市 世界大会金賞 ハム工房セキ K-3214 上田市常磐城4-11-11 0268-23-0747 HP 土産物店, その他土産物店
2015 東信 上田市 ファミリーマート上田常磐城店 K-6019 上田市常磐城5-819-5 0268-28-6021 コンビニエンスストア
2016 東信 上田市 塩田観光タクシー K-5843 上田市新町151 0268-38-3151 タクシー
2017 東信 上田市 地蔵温泉　十福の湯 K-5643 上田市真田町大字傍陽9097-70 0268-75-3855 HP 日帰り温泉施設
2018 東信 上田市 ゆきむら夢工房売店 K-0669 上田市真田町長6090-1 0268-72-2204 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

2019 東信 上田市 セブン-イレブン真田店 K-4395 上田市真田町長6122-1 0268-72-4672 コンビニエンスストア
2020 東信 上田市 真田温泉健康ランド　ふれあいさなだ館 K-0958 上田市真田町長7369-1 0268-72-2500 HP 日帰り温泉施設 土産物店 定食屋
2021 東信 上田市 茶飯事 K-5085 上田市真田町長803-1 0268-72-3356 そば・うどん
2022 東信 上田市 食事処　しんりん K-5749 上田市真田町本原573-1 0268-72-3986 HP その他グルメ
2023 東信 上田市 セブン-イレブン真田本原店 K-4391 上田市真田町本原653-1 0268-72-4505 コンビニエンスストア
2024 東信 上田市 ローソン上田真田町店 K-4586 上田市真田町本原747番地1 0268-72-5633 コンビニエンスストア
2025 東信 上田市 ウエルシア上田真田店 K-4175 上田市真田町本原下間当746-1 0268-72-8733 HP ドラッグストア
2026 東信 上田市 ケーヨーデイツー上田神畑店 K-4960 上田市神畑101 0268-25-6666 HP ホームセンター
2027 東信 上田市 ファミリーマート上田神畑南店 K-5675 上田市神畑121-1 0268-29-2054 HP コンビニエンスストア
2028 東信 上田市 ちゃーしゅうや武蔵　上田原店 K-0481 上田市神畑226-2 0268-25-0701 HP ラーメン・つけ麺
2029 東信 上田市 太郎茶屋鎌倉上田店 K-4805 上田市神畑258-1 0268-71-0338 HP カフェ・スイーツ
2030 東信 上田市 牛角　上田原店 K-3176 上田市神畑262-1 0268-75-1181 HP 焼肉・ホルモン
2031 東信 上田市 綿半スーパーセンター上田店 K-5610 上田市神畑389番地1 0268-39-7021 HP その他 スーパーマーケット
2032 東信 上田市 ウエルシア上田しおだ野店 K-4176 上田市神畑500 0268-23-6838 HP ドラッグストア
2033 東信 上田市 ホームバザー上田店 K-4511 上田市神畑503グリーンパークしおだ野SC内 0268-29-4649 HP その他 その他土産物店
2034 東信 上田市 ハレterrace　グリーンパークしおだ野 K-1121 上田市神畑515-1 070-4334-2924 HP カフェ・スイーツ
2035 東信 上田市 ツルヤ神畑店 K-5095 上田市神畑700-1 0268-23-6411 スーパーマーケット
2036 東信 上田市 クスリのアオキ上田原店 K-5014 上田市神畑字鳥居先135番地 0268-29-2310 HP ドラッグストア
2037 東信 上田市 森の家 K-4253 上田市菅平1238 080-1062-9766 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店, その他土産物店
2038 東信 上田市 プチホテル　ちょっと屋ガーデン K-3680 上田市菅平高原,1223-1720 0268-74-3330 HP その他 その他土産物店
2039 東信 上田市 菅平高原プラザホテル K-3598 上田市菅平高原,1223-3244 0268-74-2345 HP アウトドア・スポーツ体験, その他 土産物店
2040 東信 上田市 八幡屋 K-1082 上田市菅平高原1223 0268-74-2215 HP 定食屋
2041 東信 上田市 菅平国際ホテルベルニナ K-2746 上田市菅平高原1223 0268-74-2325 アウトドア・スポーツ体験, その他 土産物店 その他グルメ
2042 東信 上田市 EST（エスト）SUGADAIRA K-3987 上田市菅平高原1223-136 0268-74-1357 HP その他土産物店 その他グルメ
2043 東信 上田市 CARO FORESTA 菅平 CASOLARE K-3462 上田市菅平高原1223-1404 0268-74-1020 HP その他
2044 東信 上田市 菅平高原スノーリゾート K-3576 上田市菅平高原1223-146 0268-74-2137 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

2045 東信 上田市 天狗ロッヂ K-1110 上田市菅平高原1223-1591 0268-74-2431 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店
2046 東信 上田市 セブン-イレブン菅平高原店 K-4331 上田市菅平高原1223-1641 0268-74-2322 コンビニエンスストア
2047 東信 上田市 TASTE OF PUNJAB K-3430 上田市菅平高原1223-1648 0268-71-7299 各国料理
2048 東信 上田市 山音荘BBQハウス K-3947 上田市菅平高原1223-1715 0268-75-8070 HP その他グルメ
2049 東信 上田市 しゃくなげ K-1231 上田市菅平高原1223-2093 0268-74-3456 土産物店
2050 東信 上田市 菅平高原ホテル白樺荘 K-1277 上田市菅平高原1223-2108 0268-74-2511 HP その他グルメ
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https://tenhoo.jp
https://www.matsuba-taxi.com/
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https://www.shirakaba.com/
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2051 東信 上田市 ホテルやまびこ K-3973 上田市菅平高原1223-2401 0268-74-2064 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 土産物店 丼もの
2052 東信 上田市 松栄屋 K-3922 上田市菅平高原1223-2579 0268-74-2171 HP 土産物店
2053 東信 上田市 峯村山荘 K-2982 上田市菅平高原1223-2581 0268-74-2667 土産物店
2054 東信 上田市 菅平高原ファミリーオートキャンプ場 K-4230 上田市菅平高原1223-2767 0268-74-2408 HP アウトドア・スポーツ体験
2055 東信 上田市 Rugby Online Sugadaira K-4004 上田市菅平高原1223-3244菅平高原プラザホテル内 090-3205-1193 HP 土産物店
2056 東信 上田市 トゥエニークラブ K-4687 上田市菅平高原1223-3416 090-8726-6211 土産物店, コンビニエンスストア

2057 東信 上田市 まるみ山荘 K-0752 上田市菅平高原1223-3445 0268-74-2065 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験 土産物店
2058 東信 上田市 菅平プリンスホテル K-0455 上田市菅平高原1223-3735 0268-74-2100 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
2059 東信 上田市 ホテルニューダボス K-3613 上田市菅平高原1223-3790 0268-74-2066 HP 土産物店 その他グルメ
2060 東信 上田市 ちょっと屋 K-4229 上田市菅平高原1223-3853 0268-74-1222 HP 定食屋
2061 東信 上田市 プチホテル　ゾンタック K-3133 上田市菅平高原1223-3930 0268-74-1111 HP アウトドア・スポーツ体験, リゾートテレワーク体験, その他 その他土産物店
2062 東信 上田市 ヴェルデ K-4089 上田市菅平高原1223-4365 0268-74-3018 定食屋
2063 東信 上田市 レストハウスアイランド K-5878 上田市菅平高原1223-4512 0268-74-2373 ファミリーレストラン
2064 東信 上田市 リゾートイン菅平スイスホテル K-1181 上田市菅平高原1223-4629 0268-74-3411 HP 土産物店
2065 東信 上田市 草笛山荘 K-4791 上田市菅平高原1223-4905 0268-74-2683 HP 土産物店
2066 東信 上田市 リゾートロッジすずもと K-3684 上田市菅平高原1223-5501 0268-74-2110 その他土産物店
2067 東信 上田市 焼きカレー屋 MEL's K-1357 上田市菅平高原1223-6088 0268-74-3505 HP その他グルメ
2068 東信 上田市 レストランTARO K-3559 上田市菅平高原1223-6204 0268-74-2300 HP その他グルメ
2069 東信 上田市 ダイヤモンドダストカフェ K-3978 上田市菅平高原1223-6358 0268-74-2873 HP ファーストフード
2070 東信 上田市 日の出ロッヂ K-0756 上田市菅平高原1224 0268–75-5202 HP その他 ダイニングバー・バル
2071 東信 上田市 菅清園　SUGACAFE K-1510 上田市菅平高原1224-6 0268-74-2525 土産物店 カフェ・スイーツ
2072 東信 上田市 スポーツハイム初音館売店 K-4030 上田市菅平高原1227-3 0268-74-2628 その他土産物店
2073 東信 上田市 MIYA K-4218 上田市菅平高原1238 0268-74-3414 その他グルメ
2074 東信 上田市 すがだいら屋台村　山人 K-4541 上田市菅平高原1238 080-5109-3929 ファーストフード
2075 東信 上田市 サングリーン菅平マレットゴルフ場 K-0530 上田市菅平高原1244-5番地 0268-74-2672 HP レジャー施設 定食屋
2076 東信 上田市 T-style K-5942 上田市菅平高原1244−5 080-5069-2324 HP アウトドア・スポーツ体験
2077 東信 上田市 グリーンパーク K-1430 上田市菅平高原1245 0268-74-3070 料理体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 その他グルメ
2078 東信 上田市 菅平ホテル K-3560 上田市菅平高原1262-4 0268-74-2001 HP その他土産物店
2079 東信 上田市 キャップ・ラガーズ クラブハウス菅平 K-4703 上田市菅平高原1262-4菅平ホテル敷地内 090-8819-7499 HP その他土産物店
2080 東信 上田市 馬刺し月の輪 K-4255 上田市菅平高原1265ホテル第一館1F3号 0268-71-5620 居酒屋・創作料理
2081 東信 上田市 菅平高原ホテル柄澤 K-1429 上田市菅平高原1278 0268-74-2555 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
2082 東信 上田市 アウトドアロッジ自然回帰線 K-4205 上田市菅平高原1278-1065 0268-74-2202 HP アウトドア・スポーツ体験, その他 その他土産物店
2083 東信 上田市 ペンション紙ヒコーキ K-1171 上田市菅平高原1278-2785 0268-74-2504 HP その他 その他土産物店
2084 東信 上田市 ペンション　ブッガーブー K-3952 上田市菅平高原1278-2787 0268-74-3360 HP 土産物店
2085 東信 上田市 菅平牧場売店 K-2949 上田市菅平高原1278-288 0268-74-3621 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
2086 東信 上田市 Versoix K-2470 上田市菅平高原1278-458 0268-74-2331 アウトドア・スポーツ体験
2087 東信 上田市 セブン-イレブン丸子生田店 K-4301 上田市生田上原4280-2 0268-43-3907 コンビニエンスストア
2088 東信 上田市 大江戸温泉物語　鹿教湯桜館 K-1601 上田市西内1160 0268-44-2104 HP その他土産物店
2089 東信 上田市 鹿教湯温泉　くつろぎの宿　黒岩旅館 K-0822 上田市西内1248 0268-44-2428 HP 土産物店
2090 東信 上田市 大江戸温泉物語　鹿教湯藤館 K-1597 上田市西内1258 0268-44-2231 HP その他土産物店
2091 東信 上田市 鹿教湯温泉 斉北荘 K-2641 上田市西内1262 0268-44-2417 HP その他 その他土産物店
2092 東信 上田市 鹿教湯温泉　河鹿荘 K-0357 上田市西内864 0268-44-2036 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店
2093 東信 上田市 セブン-イレブン鹿教湯温泉店 K-4294 上田市西内945-1 0268-44-0701 コンビニエンスストア
2094 東信 上田市 きのこむら深山 K-0563 上田市前山710-2 0268-38-7333 HP 土産物店, その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
2095 東信 上田市 タリーズコーヒー上田大屋店 K-4214 上田市大屋219-5 0268-35-5627 HP カフェ・スイーツ
2096 東信 上田市 クスリのアオキ大屋店 K-5019 上田市大屋234番地8 0268-35-5010 HP ドラッグストア
2097 東信 上田市 ローソン丸子腰越店 K-4564 上田市大字腰越465-1 0268-43-8117 コンビニエンスストア
2098 東信 上田市 ローソン上田バイパス店 K-4466 上田市大字上田1832 0268-26-9800 コンビニエンスストア
2099 東信 上田市 上田温泉祥園　寿久庵 K-0087 上田市大手1-1-84 0268-22-2353 土産物店
2100 東信 上田市 上田市観光会館売店 K-0627 上田市大手二丁目8番4号 0268-25-4403 土産物店, 伝統工芸品等の販売店
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2101 東信 上田市 かっぱ寿司上田築地店 K-3849 上田市築地32 0268-28-6789 和食・寿司・天ぷら
2102 東信 上田市 上田プラザホテル K-0031 上田市中央1-1-18 0268-25-3000 HP その他グルメ
2103 東信 上田市 上田ぶたひつじ K-2924 上田市中央1-1-20和田源ビル1F 0268-75-7939 その他グルメ
2104 東信 上田市 駅前酒場真田坂の小助 K-2925 上田市中央1-1-20和田源ビル2F 0268-75-7933 居酒屋・創作料理
2105 東信 上田市 魚民　上田お城口店前 K-1779 上田市中央1-1-22桝林ビル1階 0268-23-9288 HP 居酒屋・創作料理
2106 東信 上田市 ローソン上田中央一丁目店 K-4338 上田市中央1-7-19 0268-71-7118 コンビニエンスストア
2107 東信 上田市 ジュエリー工房翔 K-5652 上田市中央2-13-7 0268225625 HP 工芸体験
2108 東信 上田市 ヘルシー焼肉sai菜 K-5076 上田市中央2-2-17 0268-71-7531 焼肉・ホルモン
2109 東信 上田市 栄屋工芸店 K-3461 上田市中央2-2-20 0268-22-0029 伝統工芸品等の販売店
2110 東信 上田市 hostel mog K-1011 上田市中央2-24-4 0268-71-0504 HP 土産物店 ダイニングバー・バル
2111 東信 上田市 焼肉ホルモンくろおび K-3618 上田市中央2-3-15 0268-23-3015 焼肉・ホルモン
2112 東信 上田市 セブン-イレブン上田城大手門 K-4385 上田市中央2-3-2 0268-25-4577 コンビニエンスストア
2113 東信 上田市 信州アップルパイ研究所Q K-5676 上田市中央2-4-12シェーナ・ウーノ101 0268-71-0666 HP カフェ・スイーツ
2114 東信 上田市 るり家 K-1898 上田市中央2-4-2 0268-21-7227 HP 焼鳥・串揚げ
2115 東信 上田市 写楽 K-2843 上田市中央2-6-13上田第一ホテル1階 0268-21-1500 居酒屋・創作料理
2116 東信 上田市 太陽マルシェ K-5672 上田市中央2-9-18 0268-75-0827 HP 土産物店, スーパーマーケット

2117 東信 上田市 桂旅館 K-2578 上田市中央2‐1‐5 0268-22-1940 イタリアン
2118 東信 上田市 JOYSOUND 上田店 K-5895 上田市中央2丁目10-15千曲錦ビル3F 0268-21-4400 HP その他
2119 東信 上田市 犀の角 K-0129 上田市中央2丁目11-20 0268-71-5221 HP カフェ・スイーツ
2120 東信 上田市 EMPIRE　 K-3619 上田市中央3-1-13 0268-23-9055 ダイニングバー・バル
2121 東信 上田市 めめ家 K-1899 上田市中央3-10-12 0268-23-2008 焼鳥・串揚げ
2122 東信 上田市 信州焼肉　南山亭　上田本店 K-3019 上田市中央3-3-17 0268-25-2377 HP 焼肉・ホルモン
2123 東信 上田市 にの屋 K-3561 上田市中央3-7-33 0268-75-0795 居酒屋・創作料理
2124 東信 上田市 手羽先番長　総本店 K-0625 上田市中央3-7-6 0268-26-1818 焼鳥・串揚げ
2125 東信 上田市 寝ずの甚八上田店 K-3620 上田市中央3-9-13 0268-28-1522 居酒屋・創作料理
2126 東信 上田市 Unity 0268 Shop(玉井フルーツ店) K-3000 上田市中央4-11-11 0268-22-0581 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

2127 東信 上田市 鶏鴨料理 かぶらや K-5246 上田市中央4-18-22 0268-25-0015 HP 和食・寿司・天ぷら
2128 東信 上田市 隠れ家　えん K-3129 上田市中央4-7-27 0268-75-6019 焼鳥・串揚げ
2129 東信 上田市 柳町屋 K-3130 上田市中央4-7-30 0268-75-8728 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
2130 東信 上田市 名取製餡　柳町店 K-3119 上田市中央4-8-11 0268-22-0164 HP 土産物店
2131 東信 上田市 スタジオケイナ K-3152 上田市中央4-8-4 0268-26-4525 その他土産物店
2132 東信 上田市 手打百藝おお西 K-1290 上田市中央4-9-8 0268-24-5381 HP そば・うどん
2133 東信 上田市 はすみふぁーむShop & Cafe＠上田柳町 K-4074 上田市中央4−7−34 0268−75−0450 HP その他土産物店 ダイニングバー・バル
2134 東信 上田市 菅平観光タクシー株式会社　上田営業所 K-0425 上田市中央5丁目13-41 0268-22-8484 タクシー
2135 東信 上田市 御菓子処花岡　上田中央店 K-0696 上田市中央6-40-10 0268-21-1354 HP その他土産物店 その他グルメ
2136 東信 上田市 みすゞ飴本舗 飯島商店　上田本店 K-0798 上田市中央一丁目1-21 0268-75-7620 HP 土産物店
2137 東信 上田市 ローソン上田二の丸店 K-4345 上田市中央西1丁目3-35 0268-27-8707 コンビニエンスストア
2138 東信 上田市 CoCo壱番屋上田中央東店 K-2864 上田市中央東2-10 0268-29-6700 ファミリーレストラン
2139 東信 上田市 クスリのアオキ上田中央店 K-5008 上田市中央二丁目18番26号 0268-28-0350 HP ドラッグストア
2140 東信 上田市 上田観光自動車株式会社 　本社営業所 K-1348 上田市中央北1-6-35 0268-22-0200 タクシー
2141 東信 上田市 セブン-イレブン上田中央北 K-4530 上田市中央北2-3559 0268-21-0771 コンビニエンスストア
2142 東信 上田市 菓樹工房　萠 K-2677 上田市中央北2-8-10 0268-25-2933 土産物店 カフェ・スイーツ
2143 東信 上田市 クスリのアオキ上田中央北店 K-5009 上田市中央北二丁目1番16号 0268-28-0270 HP ドラッグストア
2144 東信 上田市 ツルヤ上田中央店 K-5093 上田市中央六丁目40番10号 0268-23-8711 スーパーマーケット
2145 東信 上田市 ファミリーマート上田中丸子 K-5979 上田市中丸子1350-1 0268-41-1032 コンビニエンスストア
2146 東信 上田市 御菓子処花岡　丸子店 K-0668 上田市中丸子1647-7 0268-42-0668 HP その他土産物店 その他グルメ
2147 東信 上田市 ツルヤ丸子店 K-5090 上田市中丸子1647-7 0268-42-3211 スーパーマーケット
2148 東信 上田市 ケーヨーデイツー丸子店 K-4968 上田市中丸子1682-16 0268-43-8430 HP ホームセンター
2149 東信 上田市 ドラッグコスコ丸子店 K-5169 上田市中丸子六反田１３０２－７ 0268-43-3300 ドラッグストア
2150 東信 上田市 主婦とお家焼肉の味方！お肉スーパーの縁玉 K-4781 上田市中之条1268ー34利幸第三ビル101 0268-22-8668 HP スーパーマーケット
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2151 東信 上田市 黒毛和牛炭火焼肉と元祖信州冷麺 縁 K-4782 上田市中之条1268ー34利幸第三ビル102 0268-22-8668 HP 焼肉・ホルモン
2152 東信 上田市 セブン-イレブン上田中之条店 K-5950 上田市中之条767-1 0268-22-7573 コンビニエンスストア
2153 東信 上田市 ファミリーマート上田中之条店 K-5586 上田市中之条859-10 0268-28-7015 HP 料理体験 土産物店
2154 東信 上田市 セブン-イレブン上田千曲高校前店 K-5946 上田市中之条字宮方583-1 0268-22-4948 コンビニエンスストア
2155 東信 上田市 若林醸造 K-5828 上田市中野466 0268-38-2526 その他土産物店
2156 東信 上田市 デリシア丸子店 K-5433 上田市長瀬2843-4 0268-43-4105 HP スーパーマーケット
2157 東信 上田市 セブン-イレブン丸子長瀬店 K-4295 上田市長瀬2984-1 0268-36-1001 コンビニエンスストア
2158 東信 上田市 ファミリーマート上田長瀬店 K-5671 上田市長瀬3064-1 0268-43-8010 コンビニエンスストア
2159 東信 上田市 やきとり番長 K-0592 上田市天神1-1-1 0268-26-1818 居酒屋・創作料理
2160 東信 上田市 セブン-イレブンしなの鉄道上田駅店 K-4390 上田市天神1-1-1 0268-27-1865 コンビニエンスストア
2161 東信 上田市 しなの鉄道 上田駅 K-4414 上田市天神1-1-1 0268-22-1400 HP 鉄道
2162 東信 上田市 NewDaysミニ上田1号 K-4595 上田市天神1-1887 0268-22-4885 コンビニエンスストア
2163 東信 上田市 上田からあげセンター K-2096 上田市天神1-1887-17 0268-75-0229 HP 定食屋
2164 東信 上田市 上田特産品店　科の木 K-1724 上田市天神1-1887-3JR上田駅構内 その他土産物店
2165 東信 上田市 ローソン上田駅前店 K-4704 上田市天神1-2-1 0268-22-7273 コンビニエンスストア
2166 東信 上田市 飲み食い処幸村 K-0075 上田市天神1-2-1デルトラウムビルBF1 0268-27-0240 居酒屋・創作料理
2167 東信 上田市 手打ち蕎麦処　東都庵 K-0514 上田市天神1-2-1デルトラウムビル上田駅前ビル地下 0268-24-1666 そば・うどん
2168 東信 上田市 楽々居酒家のあ K-0089 上田市天神1-2-1デルトラウム駅前ビルB1F 0268-24-4116 居酒屋・創作料理
2169 東信 上田市 定食処　さらめし亭 K-0466 上田市天神1-2-1デルトラウム駅前ビルB1F 0268-29-1007 HP 定食屋
2170 東信 上田市 海鮮ダイニングまぐろやはなの夢上田駅前ロイヤル店 K-2161 上田市天神1-2-31 0268-29-8733 居酒屋・創作料理
2171 東信 上田市 酒場ここから K-5796 上田市天神1-2-33 0268-26-5008 焼鳥・串揚げ
2172 東信 上田市 上田ゴールデン酒場 K-3224 上田市天神1-2-36 0268-21-2070 HP 居酒屋・創作料理
2173 東信 上田市 千年の宴　上田お城口駅前店 K-2195 上田市天神1-2-37上村館1階2階 0268-26-5688 HP 居酒屋・創作料理
2174 東信 上田市 ダイニング&カフェ　アニバーサリー駅前本店 K-3830 上田市天神1-3-22小宮山ビル5階 0268-29-8280 HP 居酒屋・創作料理
2175 東信 上田市 ファミリーマート上田天神 K-5936 上田市天神1-4-10 0268-28-1005 コンビニエンスストア
2176 東信 上田市 美食居酒屋　美蔵　ホテルルートインGrand上田駅前 K-1878 上田市天神1-5-7 050-5847-7744 HP 居酒屋・創作料理
2177 東信 上田市 そば処 よろづや K-2872 上田市天神1-6-15 0268-22-1426 そば・うどん
2178 東信 上田市 竹風堂　上田店 K-1123 上田市天神1-6-1若菜館ビル1階 0268-75-7031 HP 土産物店
2179 東信 上田市 おみやげ処　北村 K-3948 上田市天神1-8-1上田駅前ビルパレオ1階 0268-22-2369 HP 土産物店
2180 東信 上田市 くいもの屋わん上田店 K-3808 上田市天神1-8-1上田駅前ビルパレオ2F 026-828-6015 居酒屋・創作料理
2181 東信 上田市 日産レンタカー長野㈱ K-5850 上田市天神1-8-37 0268-27-4123 レンタカー
2182 東信 上田市 千曲川の味とロマン　鯉西本店　1F売店 K-5342 上田市天神1-9-19 0268-22-5124 HP 土産物店
2183 東信 上田市 千曲川の味とロマン　鯉西本店　2Fお食事処 K-5343 上田市天神1-9-19 0268-22-5124 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
2184 東信 上田市 目利きの銀次　上田お城口駅前店 K-2174 上田市天神1-9-3ASANOビル2階 0268-21-4488 HP 居酒屋・創作料理
2185 東信 上田市 駅レンタカー上田営業所 K-1671 上田市天神1丁目1-1 0268-24-1717 HP レンタカー
2186 東信 上田市 甘味処雪屋Conco K-5863 上田市天神1丁目3-3 090-8843-8898 HP その他 その他土産物店 カフェ・スイーツ
2187 東信 上田市 だんまや水産　上田店 K-5789 上田市天神1丁目8-1上田駅前ビルパレオ2階 0268-25-0413 HP 居酒屋・創作料理
2188 東信 上田市 りんせん穀 K-5398 上田市天神1丁目8-2フレッサイン長野上田駅前店内 0268-22-0070 居酒屋・創作料理
2189 東信 上田市 タリーズコーヒー上田駅店 K-1252 上田市天神1丁目JR東日本上田駅構内 0268-28-0660 HP ファーストフード
2190 東信 上田市 浅間石油（ガソリンスタンド・レンタカー） K-3832 上田市天神2-4-51 0268-25-1272 HP レンタカー
2191 東信 上田市 ことぶき商店 K-5463 上田市天神2丁目4-60ヒロミツビル1F1A 0268-75-5927 その他グルメ
2192 東信 上田市 ＪＴＢ上田アリオ店 K-0939 上田市天神3-5-1アリオ上田1階 0268-28-1671 HP 土産物店
2193 東信 上田市 小木曽製粉所　アリオ上田店 K-2579 上田市天神3-5-1アリオ上田2Fフードコート 0268-71-7678 HP そば・うどん
2194 東信 上田市 上田東急ＲＥＩホテル内　お食事処　さなだ庵 K-0022 上田市天神4-24-1 0268-24-0109 HP 和食・寿司・天ぷら
2195 東信 上田市 上田東急ＲＥＩホテル内　レストラン　Sakura K-0037 上田市天神4-24-1 0268-24-0109 HP 洋食
2196 東信 上田市 上田電鉄　上田駅 K-4407 上田市天神一丁目1番1号 0268-22-3612 HP 鉄道
2197 東信 上田市 サンクゼール・久世福商店アリオ上田店 K-2459 上田市天神三丁目5番1号アリオモール区画1-29-1 0268-71-5139 HP 土産物店
2198 東信 上田市 セブン-イレブン丸子和子店 K-4306 上田市東内2049-2 0268-43-0253 コンビニエンスストア
2199 東信 上田市 上田丸子グランヴィリオゴルフ俱楽部 K-5819 上田市藤原田1038-1 0268-42-4141 HP レジャー施設
2200 東信 上田市 セブン-イレブン上田踏入二丁目店 K-4283 上田市踏入二丁目18-42 0268-21-2717 コンビニエンスストア
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https://www.ogiso-seifunjo.com/
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2201 東信 上田市 ファミリーマート上田踏入二丁目店 K-5375 上田市踏入二丁目665−2 0268-28-6061 コンビニエンスストア
2202 東信 上田市 そば処 倉乃 K-5325 上田市八木沢268-3 0268-38-1347 HP そば・うどん
2203 東信 上田市 ノリ薬局たけし K-4780 上田市武石沖162 0268-85-3518 ドラッグストア
2204 東信 上田市 ツーリスト美乃和 K-0199 上田市武石沖565-2 0268-85-2539 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 その他グルメ
2205 東信 上田市 岳の湯温泉雲渓荘 K-1016 上田市武石小沢根578 0268-85-2263 HP 土産物店
2206 東信 上田市 道の駅　美ヶ原高原 K-1051 上田市武石上本入2085 0268-86-2331 HP 道の駅 そば・うどん
2207 東信 上田市 美ヶ原高原美術館 K-0558 上田市武石上本入2085-70 0268-86-2331 HP 博物館等
2208 東信 上田市 巣栗渓谷緑の広場　武石観光センター K-0979 上田市武石上本入2384-65 0268-86-2003 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店 そば・うどん
2209 東信 上田市 リカーランド現金屋 K-0228 上田市福田32-7 0268-22-5025 HP その他土産物店
2210 東信 上田市 クスリのアオキ川西店 K-5032 上田市福田39番地1 0268-22-8510 HP ドラッグストア
2211 東信 上田市 浅間観光タクシー K-2675 上田市福田43-5 0268-26-2211 タクシー
2212 東信 上田市 地酒こめや K-2054 上田市別所温泉149 0268-38-2003 HP 土産物店, その他土産物店
2213 東信 上田市 焼匠正宗 K-3713 上田市別所温泉160-1 0268-75-0909 居酒屋・創作料理
2214 東信 上田市 七草の湯 K-1184 上田市別所温泉1621 0268-38-2323 その他土産物店
2215 東信 上田市 酒 栄屋 別所店 K-0459 上田市別所温泉1624-2 070-8945-3511 土産物店, その他土産物店
2216 東信 上田市 hidamari K-3118 上田市別所温泉1624(2F) 0268-38-2323 リゾートテレワーク体験
2217 東信 上田市 旅館中松屋　売店 K-0411 上田市別所温泉1627 0268-38-3123 レジャー施設 土産物店
2218 東信 上田市 旅宿　上松や K-0522 上田市別所温泉1628 0268-38-2300 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
2219 東信 上田市 かしわや本店　売店 K-0819 上田市別所温泉1654 0268-38-3011 HP 土産物店
2220 東信 上田市 諏訪商店 K-2660 上田市別所温泉1659-2 0268-38-2111 土産物店,伝統工芸品等の販売店

2221 東信 上田市 ハレterrace お多福 K-1115 上田市別所温泉1660 070-4334-2924 HP カフェ・スイーツ
2222 東信 上田市 柏原商店 K-2656 上田市別所温泉1660 0268-38-3166 土産物店
2223 東信 上田市 ギャラリー作る屋 K-2659 上田市別所温泉1661 0268-39-2968 その他 伝統工芸品等の販売店
2224 東信 上田市 手塚屋製菓舗 K-5838 上田市別所温泉1663 0268-38-2041 土産物店
2225 東信 上田市 手打ちそば処　だるま家 K-3231 上田市別所温泉1665-1 0268-38-3735 そば・うどん
2226 東信 上田市 旅館桂荘 K-1157 上田市別所温泉1671 0268-38-2047 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
2227 東信 上田市 四季のあじわい松籟亭 K-3748 上田市別所温泉1674-1 0268-39-8080 HP 和食・寿司・天ぷら
2228 東信 上田市 島屋菓子舗 K-2710 上田市別所温泉1683-6 0268-38-2136 土産物店
2229 東信 上田市 旅館花屋 K-0333 上田市別所温泉169 0268-38-3131 HP 土産物店
2230 東信 上田市 花結び K-1545 上田市別所温泉169 0268-38-3131 居酒屋・創作料理
2231 東信 上田市 長谷川豆腐店 K-2905 上田市別所温泉1719-1 0268-38-2137 その他土産物店
2232 東信 上田市 とのむらざこ煮店 K-3795 上田市別所温泉1720-4 0268-38-3536 HP 土産物店
2233 東信 上田市 アースワークスギャラリー K-2724 上田市別所温泉1725 0268-38-0304 HP 伝統工芸品等の販売店
2234 東信 上田市 有限会社二幸 K-4023 上田市別所温泉176 0268-38-2045 土産物店
2235 東信 上田市 そば久 K-2887 上田市別所温泉1801-2 0268-38-4524 そば・うどん
2236 東信 上田市 鎌原まんぢゅう K-3193 上田市別所温泉181-2 0268-55-3469 土産物店 カフェ・スイーツ
2237 東信 上田市 信州観光バス別所温泉営業所 K-0602 上田市別所温泉1884-4 0268-39-7080 HP バス
2238 東信 上田市 南條旅館 K-0423 上田市別所温泉212番地 0268-38-2800 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
2239 東信 上田市 旅館つるや K-0208 上田市別所温泉216-1 0268-38-3008 HP 土産物店
2240 東信 上田市 玉屋旅館　土産処七久里 K-2361 上田市別所温泉227番地 0268-38-3015 HP 土産物店
2241 東信 上田市 上田市相染閣　あいそめの湯 K-2995 上田市別所温泉58 0268-38-2100 HP 日帰り温泉施設
2242 東信 上田市 お食事処比蘭樹 K-2998 上田市別所温泉58(あいそめの湯内) 0268-38-2100 HP 定食屋
2243 東信 上田市 石窯焼きピッツァ　カピトリーノ K-2389 上田市別所温泉68-4 0268-38-3140 HP イタリアン
2244 東信 上田市 ファミリーマート上田保野店 K-6018 上田市保野191-1 0268-39-7822 コンビニエンスストア
2245 東信 上田市 ツルヤ塩田店 K-5101 上田市保野751-2 0268-37-1711 スーパーマーケット
2246 東信 上田市 ユーパレットサンライン上田店 K-5685 上田市芳田1513-1 0268-34-6741 HP スーパーマーケット
2247 東信 上田市 ローソン上田芳田新町店 K-4644 上田市芳田1661-1 0268-35-0906 コンビニエンスストア
2248 東信 上田市 セブン-イレブン上田芳田店 K-4400 上田市芳田1799-10 0268-36-1172 コンビニエンスストア
2249 東信 上田市 株式会社藤森タクシー K-1777 上田市芳田1873-1 0268-35-0050 HP タクシー
2250 東信 上田市 ケーヨーデイツー上田緑が丘店 K-4972 上田市緑が丘1-1-13 0268-28-8010 HP ホームセンター
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2251 東信 上田市 セブン-イレブン信州上田医療センター K-4529 上田市緑が丘1-27-21 0268-26-0076 コンビニエンスストア
2252 東信 坂城町 ベイシア薬品坂城店 K-5640 埴科郡坂城町大字南条640 0268-82-9777 スーパーマーケット
2253 東信 佐久市 牡蠣酒場海運亭 K-5960 中込2-21-13明月園ビル1階 050-5211-8418 居酒屋・創作料理
2254 東信 佐久市 ツルハドラッグ佐久岩村田店 K-4547 長野県佐久市岩村田2103番 0267-66-0268 HP ドラッグストア
2255 東信 佐久市 マツモトキヨシ野沢南店 K-4126 長野県佐久市野沢170-1 0267-64-5320 HP ドラッグストア
2256 東信 長和町 セブン-イレブン信州長門バイパス K-4668 長野県小県郡長和町古町23－1 0268-68-4109 コンビニエンスストア 飲食以外
2257 東信 長和町 セブン-イレブン長和町 K-4661 長野県小県郡長和町長久保2446－3 0268-68-3320 コンビニエンスストア 飲食以外
2258 東信 長和町 セブン-イレブン長和町和田 K-4660 長野県小県郡長和町和田字町東側2878－１ 0268-88-3305 コンビニエンスストア 飲食以外
2259 東信 小諸市 ツルハドラッグ小諸御影店 K-4551 長野県小諸市大字御影新田1850（ユー・パレット内） 0267-26-5268 HP ドラッグストア
2260 東信 上田市 セブン-イレブン上田下丸子店 K-4666 長野県上田市下丸子字東川２９７番１ 0268-43-0089 コンビニエンスストア 飲食以外
2261 東信 上田市 マツモトキヨシ塩田店 K-4109 長野県上田市小島168-4 0268-39-8511 HP ドラッグストア
2262 東信 上田市 ツルハドラッグ上田原店　　　　　　　　　　　　　　 K-4556 長野県上田市上田原1390番地 0268-71-0851 HP ドラッグストア
2263 東信 上田市 ファミリーマート上田常田1丁目 K-5182 長野県上田市常田1丁目1699-1 0268-29-5023 コンビニエンスストア イタリアン
2264 東信 上田市 はらどけい K-4800 長野県上田市常磐城1-8-26 0268-21-6288 定食屋
2265 東信 上田市 ツルハドラッグ上田真田店 K-4560 長野県上田市真田町長6117－1 070-7404-4192 HP ドラッグストア
2266 東信 上田市 ファミリーマート上田神畑店 K-5190 長野県上田市神畑248-1 0268-29-1024 コンビニエンスストア 飲食以外
2267 東信 上田市 無国籍居酒屋ワルンジュン K-3880 長野県上田市菅平高原1223-6373 0268-74-0035 HP アウトドア・スポーツ体験 居酒屋・創作料理
2268 東信 上田市 マツモトキヨシユーメイト上田中央店 K-4137 長野県上田市中央5丁目13-31 0268-71-2270 HP ドラッグストア
2269 東信 上田市 マツモトキヨシ丸子ベルプラザ店 K-4124 長野県上田市中丸子1647-7 0268-43-8331 HP ドラッグストア
2270 東信 上田市 セブン-イレブン上田中丸子店 K-4667 長野県上田市中丸子1742－3 0268-41-1710 コンビニエンスストア 飲食以外
2271 東信 上田市 A・コープ　コアしおだ店 K-5260 長野県上田市中野64-1 0268-38-3828 HP スーパーマーケット
2272 東信 上田市 カラオケ　ビッグエコー上田駅前店 K-5217 長野県上田市天神1-2-37　上村館ビル3F 0268-75-5505 HP 飲食以外
2273 東信 上田市 ツルハドラッグ上田武石店 K-4557 長野県上田市武石沖214番地 0268-71-5549 HP ドラッグストア
2274 東信 上田市 ファミリーマート上田塩田店 K-5189 長野県上田市本郷635番 0260-39-7018 コンビニエンスストア 飲食以外
2275 東信 東御市 マツモトキヨシしげの店 K-4111 長野県東御市滋野乙2480-1 0268-64-8751 HP ドラッグストア
2276 東信 東御市 セブン-イレブン信州北御牧村店 K-4664 長野県東御市島川原655－1 0268-67-3305 コンビニエンスストア 飲食以外
2277 東信 小海町 ツルハドラッグ小海店 K-4561 長野県南佐久郡小海町大字豊里1855 0267-78-5250 HP ドラッグストア
2278 東信 軽井沢町 GREEN GRASS K-5185 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢旧道753 0267-42-6824 HP 土産物店 飲食以外
2279 東信 軽井沢町 ツルハドラッグ軽井沢店 K-4550 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉１７１４－１ 0267-44-3268 HP ドラッグストア
2280 東信 軽井沢町 ノリフラワー　ガーデンテラス K-5148 長野県北佐久郡軽井沢町長倉3460-7 0267-44-3987 HP 土産物店, その他土産物店 飲食以外
2281 東信 軽井沢町 旬彩　伍合 K-5144 長野県北佐久郡軽井沢町長倉3671-13 0267-31-0595 HP 居酒屋・創作料理
2282 東信 佐久市 くつろぎ居酒家　わがや K-3909 長野佐久市中込2-11-4 0267-63-8224 居酒屋・創作料理
2283 東信 長和町 和田峠茶屋 K-2861 長和町和田5101-1 0268-86-2260 HP 土産物店 そば・うどん
2284 東信 長和町 美ヶ原高原ホテル山本小屋 K-2863 長和町和田5101-1 0268-86-2011 HP その他土産物店
2285 東信 東御市 セブン-イレブン信州鞍掛店 K-4388 東御市鞍掛385-1 0268-64-4832 コンビニエンスストア
2286 東信 東御市 ファミリーマート東部湯の丸インター K-5866 東御市鞍掛上河原67 0268-64-7002 コンビニエンスストア
2287 東信 東御市 セブン-イレブン東部加沢店 K-4343 東御市加沢1167-1 0268-63-4100 コンビニエンスストア
2288 東信 東御市 イタリア料理ノンナジーニャ K-0748 東御市加沢682-2 0268-62-6780 HP イタリアン
2289 東信 東御市 セブン-イレブン東部田中店 K-4387 東御市県137-7 0268-64-3299 コンビニエンスストア
2290 東信 東御市 パンと日用品の店　わざわざ K-5752 東御市御牧原2887-1 0268-67-3135 HP
2291 東信 東御市 セブン－イレブン東部滋野店 K-4339 東御市滋野乙2286-2 0268-64-0012 コンビニエンスストア
2292 東信 東御市 道の駅雷電くるみの里 K-1764 東御市滋野乙4524番地1 0268-63-0963 HP 道の駅
2293 東信 東御市 しげのマツバタクシー K-0921 東御市滋野乙977番地 0268-62-0422 タクシー
2294 東信 東御市 ロッジ花紋 K-5055 東御市新張1270番地 0268-64-3377 HP 土産物店 その他グルメ
2295 東信 東御市 アトリエ・ド・フロマージュ本店（ショップ） K-5405 東御市新張504-6 0268-64-2767 HP 土産物店
2296 東信 東御市 湯の丸高原ホテル K-2765 東御市新張湯の丸1270 0268-62-0376 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 日帰り温泉施設 土産物店 ファミリーレストラン
2297 東信 東御市 ローソン東部別府店 K-4634 東御市大字滋野乙4613-1 0268-64-0277 コンビニエンスストア
2298 東信 東御市 ローソン東御井高店 K-4633 東御市大字和7388-1 0268-64-7124 コンビニエンスストア
2299 東信 東御市 御菓子処花岡　田中本店 K-0538 東御市田中179 0268-62-0236 HP その他土産物店 カフェ・スイーツ
2300 東信 東御市 ゆぅふるtanaka K-2208 東御市田中278-18 0268-63-3715 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
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2301 東信 東御市 東御市観光情報ステーション K-1395 東御市田中279 0268-62-7701 HP その他
2302 東信 東御市 ウエルシア東御田中店 K-4272 東御市田中586-1 0268-64-6152 HP ドラッグストア
2303 東信 東御市 (有)カクマハイヤー K-6001 東御市田中62-2 0268-62-0147 タクシー
2304 東信 東御市 TOMI WIINE CHAPEL K-0193 東御市田中63−4 0268-55-7511 HP イタリアン
2305 東信 東御市 デリシア東御店 K-5695 東御市田中城ノ前705-1 0268-64-5555 HP スーパーマーケット
2306 東信 東御市 和風とんこつらーめん武蓮　東御インター店 K-0546 東御市祢津1134-1 0268-64-8080 HP ラーメン・つけ麺
2307 東信 東御市 ㈱荻野屋東部湯の丸サービスエリア下り線 K-3815 東御市祢津1853-1 0268-62-6102 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
2308 東信 東御市 東部湯の丸サービスエリア上り線 アヴァンツァーレ K-0899 東御市祢津2075-5 0268-63-0230 その他グルメ
2309 東信 東御市 東部湯の丸サービスエリア上り線 レストラン K-0900 東御市祢津2075-5 0268-63-0230 ファミリーレストラン
2310 東信 東御市 東部湯の丸サービスエリア上り線 スナックコーナー K-0902 東御市祢津2075-5 0268-63-0230 その他グルメ
2311 東信 東御市 東部湯の丸サービスエリア上り線 売店 K-0905 東御市祢津2075-5 0268-63-0230 土産物店
2312 東信 東御市 リュードヴァン　ワイナリー＆レストラン K-1138 東御市祢津405 0268-71-5973 HP フレンチ
2313 東信 東御市 はすみふぁーむ&ワイナリー K-4072 東御市祢津413 0268-64-5550 HP その他土産物店
2314 東信 東御市 アートヴィレッジ明神館 K-1280 東御市八重原1806-1 0268-67-0001 HP 日帰り温泉施設,アウトドア・スポーツ体験 土産物店 和食・寿司・天ぷら
2315 東信 東御市 問 tou K-5753 東御市八重原1807-1芸術むら公園内憩の家 0268-75-7488 HP カフェ・スイーツ
2316 東信 東御市 温泉コミュニティセンター御牧乃湯 K-2946 東御市布下35-4 0268-67-3467 日帰り温泉施設 土産物店, 道の駅
2317 東信 東御市 Ｃａｆé　みまき苑 K-4802 東御市布下35-4 0268-67-2988 HP カフェ・スイーツ
2318 東信 東御市 布引観音温泉 K-3510 東御市布下498-1 0268-67-3434 HP 日帰り温泉施設
2319 東信 東御市 クプーソワ K-5056 東御市本海野字遠川原24-2 080-1168-1338 HP レジャー施設
2320 東信 東御市 ファミリーマート東御和店 K-5673 東御市和1536-3 0268-64-6048 コンビニエンスストア
2321 東信 東御市 セブン-イレブン東御和店 K-4386 東御市和2507 0268-63-5025 コンビニエンスストア
2322 東信 東御市 ウエルシア東御かのう店 K-4273 東御市和3178 0268-64-5118 HP ドラッグストア
2323 東信 東御市 ツルヤかのう店 K-5102 東御市和3178番地 0268-64-9511 スーパーマーケット
2324 東信 東御市 湯楽里館 K-2097 東御市和3875番地 0268-63-4126 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
2325 東信 東御市 ヴィラデストワイナリー K-3041 東御市和6027 0268-63-7373 HP フレンチ
2326 東信 東御市 アルカンヴィーニュ K-0366 東御市和6667 0268-71-7082 HP その他 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
2327 東信 東御市 大田区休養村とうぶ K-0501 東御市和6733-1 0268-63-0261 その他 土産物店
2328 東信 佐久穂町 焼肉竜 K-3307 南佐久群佐久穂町高野町511-1 0267-88-7569 焼肉・ホルモン
2329 東信 佐久穂町 ツルヤ佐久穂店 K-5096 南佐久郡佐久穂町高野町716 0267-86-5411 スーパーマーケット
2330 東信 佐久穂町 マツモトキヨシ佐久穂店 K-4539 南佐久郡佐久穂町宿岩91-6 0267-86-5572 ドラッグストア
2331 東信 佐久穂町 八千穂高原スキー場 K-5487 南佐久郡佐久穂町千代里2093-15 0267-88-3866 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

2332 東信 佐久穂町 GURURITO K-5482 南佐久郡佐久穂町大字高野町2908 050-1203-3009 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店
2333 東信 佐久穂町 カインズ佐久町店 K-5313 南佐久郡佐久穂町大字宿岩435 0267-81-2222 ホームセンター
2334 東信 佐久穂町 ユーパレット南佐久店 K-5692 南佐久郡佐久穂町大字畑3808-1 0267-81-3000 HP スーパーマーケット
2335 東信 佐久穂町 青苔荘 K-1347 南佐久郡佐久穂町畑3220-46 090-1423₋2725 その他 土産物店 その他グルメ
2336 東信 佐久穂町 セブン-イレブン佐久穂町店 K-5734 南佐久郡佐久穂町畑3658-1 0267-88-0087 コンビニエンスストア
2337 東信 佐久穂町 府中市民保養所やちほ K-3677 南佐久郡佐久穂町八郡2049-150 0267-88-3905 HP 土産物店
2338 東信 佐久穂町 黒澤酒造　酒蔵SHOP＆ギャラリーくろさわ K-0540 南佐久郡佐久穂町穂積1400 0267-88-3714 HP 土産物店
2339 東信 小海町 セブン-イレブン小海店 K-4758 南佐久郡小海町千代里2935-1 0267-92-4488 コンビニエンスストア
2340 東信 小海町 レストハウスふるさと K-1281 南佐久郡小海町大字千代里2088 0267-93-2004 HP 土産物店
2341 東信 小海町 ローソン小海店 K-4374 南佐久郡小海町大字千代里2540 0267-92-2156 コンビニエンスストア
2342 東信 小海町 セブン-イレブン小海豊里店 K-4818 南佐久郡小海町大字豊里1934-1 0267-92-2152 コンビニエンスストア
2343 東信 小海町 農林産物直売所木花ぼっか K-3098 南佐久郡小海町豊里1880-1 0267-92-4224 HP その他土産物店
2344 東信 小海町 ドライブイン松原湖 K-4077 南佐久郡小海町豊里2512-1 0267-92-3222 土産物店
2345 東信 小海町 (有)中島観光バス K-0306 南佐久郡小海町豊里2520 0267-92-3188 バス
2346 東信 小海町 たかちゃん・ふぁーむ Shop & Cafe K-3275 南佐久郡小海町豊里3040-1 0267-78-3708 その他 その他土産物店 カフェ・スイーツ
2347 東信 小海町 リゾートイン立花屋 K-3194 南佐久郡小海町豊里4253-1 0267-93-2201 HP 定食屋
2348 東信 小海町 シャトレーゼリゾート八ヶ岳　小海リエックス・ホテル K-1942 南佐久郡小海町豊里5907 0267-93-2211 HP 土産物店 その他グルメ
2349 東信 川上村 シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳　２階カフェテリア K-3630 南佐久郡川上村,御所平1841-5 0267-91-1001 HP その他グルメ
2350 東信 川上村 シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳　１階麺コーナー K-3631 南佐久郡川上村,御所平1841-5 0267-91-1001 HP ラーメン・つけ麺
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2351 東信 川上村 シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 K-3633 南佐久郡川上村,御所平1841-5 0267-91-1001 HP アウトドア・スポーツ体験 その他グルメ
2352 東信 川上村 シャトレーゼ　八ヶ岳本館 K-3632 南佐久郡川上村御所平1841-5 0267-91-1001 HP カフェ・スイーツ
2353 東信 川上村 ホテル野辺山 K-5047 南佐久郡川上村御所平1841-5 0267-91-1200 HP 土産物店 鉄板・ステーキ
2354 東信 川上村 五光牧場オートキャンプ場 K-0006 南佐久郡川上村樋沢1417 090-3817-6110 HP 土産物店, その他土産物店
2355 東信 南牧村 take out cafe カントリー K-3979 南佐久郡南牧村693 0267-98-2670 HP ファーストフード
2356 東信 南牧村 レストランストローハット K-3699 南佐久郡南牧村海ノ口1086-2 0267-96-2445 HP ファミリーレストラン
2357 東信 南牧村 レストラン１４１ K-1844 南佐久郡南牧村海ノ口2057 0267-98-2813 HP 焼肉・ホルモン
2358 東信 南牧村 八ヶ岳高原ロッジ K-1038 南佐久郡南牧村海ノ口2244-1 0267-98-2131 HP 工芸体験 土産物店 洋食
2359 東信 南牧村 しんたく山荘 K-2406 南佐久郡南牧村大字平沢192番地 0551-48-2155 土産物店 その他グルメ
2360 東信 南牧村 ローソン野辺山店 K-4344 南佐久郡南牧村板橋880-5 0267-98-5320 その他 コンビニエンスストア
2361 東信 南牧村 ペンションドライブ気分 K-0316 南佐久郡南牧村板橋949-237 0267-98-3225 HP その他土産物店
2362 東信 南牧村 料理の美味しい宿　さんかくじょうぎ K-5369 南佐久郡南牧村板橋949-239 0267-98-2795 HP フレンチ
2363 東信 南牧村 陶芸体験たわん K-1567 南佐久郡南牧村板橋949-250 0267-98-2882 HP 工芸体験
2364 東信 南牧村 はるき屋 K-2284 南佐久郡南牧村野辺山126-13 0267-98-4575 ラーメン・つけ麺
2365 東信 南牧村 古民家ごはんとおやつ ふるさと K-1914 南佐久郡南牧村野辺山183-5 0267-98-3118 そば・うどん
2366 東信 南牧村 八ヶ岳グレイスホテル K-0785 南佐久郡南牧村野辺山217-1 0267-91-9515 HP 乗り物体験, 果物狩り・観光農園, その他

2367 東信 南牧村 滝沢牧場 K-2747 南佐久郡南牧村野辺山23-1 0267-98-2222 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 果物狩り・観光農園, その他 土産物店 その他グルメ
2368 東信 南牧村 カナディアンロッキー K-3290 南佐久郡南牧村野辺山467 0267-88-8898 HP その他グルメ
2369 東信 南牧村 高原旅館　野辺山荘 K-3895 南佐久郡南牧村野辺山693 0267-98-2027 HP 土産物店 ダイニングバー・バル
2370 東信 南牧村 ホワイトラビット K-0392 南佐久郡南牧村野辺山693-160 0267-98-3114 土産物店
2371 東信 軽井沢町 ＤＯＧ　ＤＥＰＴ　ＧＡＲＤＥＮ　軽井沢 K-2256 北軽井沢軽井沢町南軽井沢1398-99 0267-48-3910 HP 土産物店 洋食
2372 東信 軽井沢町 レストラン　BENSON K-5651 北佐久群軽井沢町軽井沢199-3 0267-42-7829 洋食
2373 東信 軽井沢町 どんぐり共和国　軽井沢店 K-3304 北佐久郡軽井沢町,軽井沢(大字)611 0267-42-4336 土産物店
2374 東信 軽井沢町 エクシブ軽井沢 K-2737 北佐久郡軽井沢町,追分東かじか沢23-1 0267-46-3331 HP 土産物店 洋食
2375 東信 軽井沢町 荻野屋　軽井沢駅売店 K-5334 北佐久郡軽井沢町1178 0267-42-8048 HP 土産物店 定食屋
2376 東信 軽井沢町 ロティスリー・ピレネー K-3976 北佐久郡軽井沢町1181-8 0267-41-3339 HP フレンチ
2377 東信 軽井沢町 軽井沢そばひょうろく K-4938 北佐久郡軽井沢町5530 0267-45-2399 HP 料理体験 そば・うどん
2378 東信 軽井沢町 よいと K-0415 北佐久郡軽井沢町601-1チャーチストリート軽井沢事務局 0267-41-4112 HP 土産物店
2379 東信 軽井沢町 HANAYA K-2150 北佐久郡軽井沢町654 0267-42-7665 HP その他土産物店
2380 東信 軽井沢町 中山のジャム K-3953 北佐久郡軽井沢町750-1 0267-42-7825 土産物店
2381 東信 軽井沢町 STELLA軽井沢店 K-5057 北佐久郡軽井沢町旧軽井沢554-2 080-4154-6555 土産物店, その他土産物店
2382 東信 軽井沢町 日本料理 からまつ（軽井沢プリンスホテル　ウエスト内） K-1681 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-1111 HP 和食・寿司・天ぷら
2383 東信 軽井沢町 オールデイダイニング　プリムローズ（軽井沢プリンスホテル　ウエスト内） K-1682 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-1111 HP 各国料理
2384 東信 軽井沢町 中国料理　桃李（軽井沢プリンスホテル　ウエスト内） K-1683 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-1111 HP 中華・台湾
2385 東信 軽井沢町 ダイニングルーム ボーセジュール（ザ・プリンス軽井沢内） K-1684 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-1111 HP 洋食
2386 東信 軽井沢町 ライブラリーカフェ りんどう（ザ・プリンス軽井沢内） K-1685 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-1111 HP その他グルメ
2387 東信 軽井沢町 バー ウインザー（ザ・プリンス軽井沢内） K-1686 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-1111 HP ダイニングバー・バル
2388 東信 軽井沢町 All Day Dining Karuizawa Grill（軽井沢プリンスホテル　イースト内） K-1687 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-1111 HP 各国料理
2389 東信 軽井沢町 すき焼 しゃぶしゃぶ 鉄板焼 爽風（軽井沢プリンスホテル　イースト内） K-1688 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-1111 HP 和食・寿司・天ぷら
2390 東信 軽井沢町 鉄板焼　森（すき焼 しゃぶしゃぶ 鉄板焼 爽風 内）（軽井沢プリンスホテル　イースト内） K-1689 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-1111 HP 鉄板・ステーキ
2391 東信 軽井沢町 レストラン ポルト（軽井沢プリンスホテル　イースト内） K-1690 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-1111 HP 各国料理
2392 東信 軽井沢町 イーストスーベニアショップ（軽井沢プリンスホテル　イースト内） K-1691 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-1111 その他土産物店,土産物店
2393 東信 軽井沢町 イースト売店（コテージ）（軽井沢プリンスホテル　イースト内） K-1692 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-1111 その他土産物店,土産物店
2394 東信 軽井沢町 ザ・プリンス軽井沢売店（ザ・プリンス軽井沢内） K-1694 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-1111 土産物店,その他土産物店
2395 東信 軽井沢町 スパ ザ フォレスト プリンス（軽井沢プリンスホテル　イースト内） K-1695 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-1111 HP その他
2396 東信 軽井沢町 軽井沢プリンスホテルゴルフコース K-1696 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-8811 HP アウトドア・スポーツ体験
2397 東信 軽井沢町 晴山ゴルフ場 K-1697 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-8611 HP アウトドア・スポーツ体験
2398 東信 軽井沢町 ピザーラエクスプレス 軽井沢店 K-1700 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-8611 HP イタリアン
2399 東信 軽井沢町 とんかつ今井 K-1701 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-8611 HP 和食・寿司・天ぷら
2400 東信 軽井沢町 カフェオンブラージュ K-1702 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-8811 HP カフェ・スイーツ
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2401 東信 軽井沢町 軽井沢プリンスホテルスキー場 K-1717 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-5588 HP アウトドア・スポーツ体験
2402 東信 軽井沢町 軽井沢フラットブレッズ K-2144 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-41-2400 HP ファーストフード
2403 東信 軽井沢町 らーめん福栄 K-2147 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-41-2101 HP ラーメン・つけ麺
2404 東信 軽井沢町 クア・アイナ K-2152 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-41-1881 HP ファーストフード
2405 東信 軽井沢町 軽井沢プリンスホテル コワーキングスルーム by H1T（軽井沢プリンスホテルウエスト内） K-2734 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-42-1111 HP リゾートテレワーク体験
2406 東信 軽井沢町 ハレterrace 軽井沢プリンスショッピングプラザ店 K-2817 北佐久郡軽井沢町軽井沢 HP カフェ・スイーツ
2407 東信 軽井沢町 名産品店　ラリクス K-1726 北佐久郡軽井沢町軽井沢 JR軽井沢駅改札内側 その他土産物店
2408 東信 軽井沢町 特産品店　プリムローズ K-1725 北佐久郡軽井沢町軽井沢 JR軽井沢北口構内 その他土産物店
2409 東信 軽井沢町 横浜中華街　王鼎記　軽井沢プリンスSP店 K-1838 北佐久郡軽井沢町軽井沢(大字)軽井沢プリンスショッピングプラザC棟6 0267-41-6857 中華・台湾
2410 東信 軽井沢町 サイクルメイト旧軽店 K-4065 北佐久郡軽井沢町軽井沢1-12 0267-42-2365 HP 乗り物体験
2411 東信 軽井沢町 バーテンダーズジェネラルストア K-5649 北佐久郡軽井沢町軽井沢1-12 0267-41-0939 その他土産物店
2412 東信 軽井沢町 カクテルワークス軽井沢 K-5650 北佐久郡軽井沢町軽井沢1-12 0267-41-0503 ダイニングバー・バル
2413 東信 軽井沢町 リボーン K-3436 北佐久郡軽井沢町軽井沢1-2 0267-42-0027 HP その他土産物店
2414 東信 軽井沢町 軽井沢 mille mele K-5849 北佐久郡軽井沢町軽井沢1-2 0267-41-0210 HP 土産物店
2415 東信 軽井沢町 coriss K-1149 北佐久郡軽井沢町軽井沢10-2 0267-46-8425 HP 土産物店, その他土産物店
2416 東信 軽井沢町 ブライダルサロンオリオン K-5352 北佐久郡軽井沢町軽井沢1060-39 0267-42-6788 HP その他
2417 東信 軽井沢町 ELOISE's Cafe' K-3363 北佐久郡軽井沢町軽井沢1067-9ハーモニーハウス 0267-42-7997 HP カフェ・スイーツ
2418 東信 軽井沢町 ピザーラエクスプレス軽井沢 K-2288 北佐久郡軽井沢町軽井沢1074-5 0267-41-2270 HP ファーストフード
2419 東信 軽井沢町 和ビストロGOKAN K-2644 北佐久郡軽井沢町軽井沢1146-1ベルジューレ1F 0264-46-8913 和食・寿司・天ぷら
2420 東信 軽井沢町 ペンションジャックと豆の木 K-2977 北佐久郡軽井沢町軽井沢1148-37 0267-42-8161 HP 土産物店
2421 東信 軽井沢町 TWIN-LINE HOTEL KARUIZAWA JAPAN K-1379 北佐久郡軽井沢町軽井沢1151-11 0267-42-2121 HP その他グルメ
2422 東信 軽井沢町 ブラッスリー　シュエット K-3928 北佐久郡軽井沢町軽井沢1151ー14シャトレー第二軽井沢 0267-42-0642 HP フレンチ
2423 東信 軽井沢町 丸山珈琲軽井沢本店 K-3267 北佐久郡軽井沢町軽井沢1154-10 0267-42-7655 HP カフェ・スイーツ
2424 東信 軽井沢町 ホテルマロウド軽井沢　レストラン「ルミエール」 K-0457 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178 0267-42-8444 HP フレンチ
2425 東信 軽井沢町 八幡屋礒五郎 軽井沢店 K-1447 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178 0267-31-6863 HP 土産物店
2426 東信 軽井沢町 駅レンタカー軽井沢営業所 K-1669 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178 0267-42-6454 HP レンタカー
2427 東信 軽井沢町 信州ハム　軽井沢工房 ステーションショップ K-2395 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178 0267-42-8613 HP 土産物店
2428 東信 軽井沢町 NewDaysミニ軽井沢 K-4592 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178 0267-42-0192 コンビニエンスストア
2429 東信 軽井沢町 カフェ＆ダイニングフェルマータ K-0878 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-1174さわやかハット3F 0267-42-0860 HP カフェ・スイーツ
2430 東信 軽井沢町 プリモ フィト 軽井沢駅舎店 K-4002 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-1246しなの鉄道軽井沢駅旧駅舎口 0267-46-8440 HP イタリアン
2431 東信 軽井沢町 軽井沢プリンスボウル（軽井沢・プリンスショッピングプラザニューウエスト内） K-1698 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-161 0267-42-1133 HP アウトドア・スポーツ体験
2432 東信 軽井沢町 明治亭 軽井沢店 K-0951 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-161軽井沢ショッピングプラザ味の街 0267-41-1112 HP 和食・寿司・天ぷら
2433 東信 軽井沢町 信州そば処　やまへい軽井沢店 K-1661 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-161軽井沢プリンスショッピングプラザニューウエスト41 0267-41-3131 HP そば・うどん
2434 東信 軽井沢町 熟成和牛焼肉エイジング・ビーフ軽井沢 K-2343 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-161軽井沢プリンスショッピングプラザ味の街 0267-46-8581 HP 焼肉・ホルモン
2435 東信 軽井沢町 軽井沢旬粋 K-1592 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-232-4軽井沢プリンスショッピングプラザスーベニアコート内 0267-41-1114 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
2436 東信 軽井沢町 軽井沢ハートメモリー店 K-1595 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-232-4軽井沢プリンスショッピングプラザスーベニアコート内 0267-42-8159 HP 土産物店
2437 東信 軽井沢町 すみや K-3386 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-232軽井沢プリンスショッピングプラザウエスト内 0267-42-8441 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

2438 東信 軽井沢町 ホテルハーヴェスト旧軽井沢 K-2119 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-493 0267-41-3005 HP 土産物店 フレンチ
2439 東信 軽井沢町 PAGES （ペイジズ）軽井沢店 K-5748 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-798軽井沢・プリンスショッピングプラザツリーモールTM-14 0267-31-5340 その他土産物店
2440 東信 軽井沢町 軽井沢こだわりステーション K-1600 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178軽井沢・プリンスショッピングプラザイースト内 0267-41-0088 土産物店
2441 東信 軽井沢町 軽井沢りぞーとまーけっと K-1598 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178軽井沢・プリンスショッピングプラザスーベニアコート内 0267-41-2211 土産物店
2442 東信 軽井沢町 旨味工房　ＷＡＹＯ K-1603 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178軽井沢・プリンスショッピングプラザスーベニアコート内 0267-41-0165 土産物店
2443 東信 軽井沢町 軽井沢ファーマーズギフト K-1594 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178軽井沢・プリンスショッピングプラザニューウエスト内 0267-41-1147 土産物店
2444 東信 軽井沢町 信州ぐるめ農場 K-1609 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178軽井沢・プリンスショッピングプラザフードコート内 0267-41-6641 定食屋
2445 東信 軽井沢町 旬粋カレー工房 K-1596 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178軽井沢プリンスショッピングプラザニューウエスト内 0267-42-5530 HP 洋食
2446 東信 軽井沢町 沢屋軽井沢駅店 K-0489 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178軽井沢駅3Fしなの屋KARUIZAWA内 0267-48-6022 HP 土産物店
2447 東信 軽井沢町 信州のお味噌屋さん K-3940 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178軽井沢駅構内しなの屋内 0267-42-0525 土産物店
2448 東信 軽井沢町 雲場亭 K-5364 北佐久郡軽井沢町軽井沢1181−4 0267-42-0810 HP 各国料理
2449 東信 軽井沢町 APPLE PIE lab 軽井沢 K-5566 北佐久郡軽井沢町軽井沢12-14 0267-46-9139 HP カフェ・スイーツ
2450 東信 軽井沢町 軽井沢キッチン ロータリー店 K-5901 北佐久郡軽井沢町軽井沢12-20 0000-00-0000 HP カフェ・スイーツ
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2451 東信 軽井沢町 軽井沢堂(みやげ品小売) K-3809 北佐久郡軽井沢町軽井沢12-3 0267-42-2968 土産物店
2452 東信 軽井沢町 Restaurant Hamy’ｓ 軽井沢 K-2333 北佐久郡軽井沢町軽井沢1263-5 0267-46-8383 HP 洋食
2453 東信 軽井沢町 オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ K-4019 北佐久郡軽井沢町軽井沢1278-11 0267-42-0095 HP フレンチ
2454 東信 軽井沢町 旧軽井沢ホテル　レストラン東雲 K-0650 北佐久郡軽井沢町軽井沢1278-16 0267-41-3577 HP 洋食
2455 東信 軽井沢町 レジーナリゾート旧軽井沢 K-0499 北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-510 0267-31-5586 HP その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
2456 東信 軽井沢町 軽井沢チョコレートファクトリー K-3796 北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-80 0267-31-6630 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
2457 東信 軽井沢町 レストラン桂姫 K-1431 北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-980 0267-42-7711 HP フレンチ
2458 東信 軽井沢町 炭火串焼 音羽亭 K-1432 北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-980 0267-42-7711 HP 焼鳥・串揚げ
2459 東信 軽井沢町 旧軽井沢ホテル音羽ノ森 オトワショップ K-1434 北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-980 0267-42-7711 HP 土産物店
2460 東信 軽井沢町 A-WOTO（アウォート） K-1438 北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-980 0267-42-7711 カフェ・スイーツ
2461 東信 軽井沢町 ホテル鹿島ノ森 K-3787 北佐久郡軽井沢町軽井沢1373-6 0267-42-3535 HP その他 土産物店 フレンチ
2462 東信 軽井沢町 軽井沢葡萄房 K-5971 北佐久郡軽井沢町軽井沢199-22階 0267-31-5997 HP イタリアン
2463 東信 軽井沢町 アトリエ・ド・フロマージュ旧軽井沢店 K-5403 北佐久郡軽井沢町軽井沢2-1 0267-41-4033 土産物店
2464 東信 軽井沢町 コーユー俱楽部軽井沢サロン K-3810 北佐久郡軽井沢町軽井沢2-3 0267-42-1311 HP 伝統工芸品等の販売店 洋食
2465 東信 軽井沢町 わかどり軽井沢 K-5842 北佐久郡軽井沢町軽井沢3-4 0267-42-4520 焼鳥・串揚げ
2466 東信 軽井沢町 トラットリア プリモ 本店（trattoria primo） K-4001 北佐久郡軽井沢町軽井沢330-8 0267-42-1129 HP イタリアン
2467 東信 軽井沢町 第一交通軽井沢営業所 K-2676 北佐久郡軽井沢町軽井沢354-13 0267-42-2334 HP タクシー
2468 東信 軽井沢町 軽井沢ＡＲＴＢＯＸ K-0615 北佐久郡軽井沢町軽井沢467-21 0267-42-0381 HP その他土産物店
2469 東信 軽井沢町 デリカテッセン　キッツビュール K-2412 北佐久郡軽井沢町軽井沢473-1 0267-42-5488 HP 土産物店 ファーストフード
2470 東信 軽井沢町 旧軽井沢KIKYO キュリオコレクションbyヒルトン K-0686 北佐久郡軽井沢町軽井沢491-5 0267-41-6990 HP 洋食
2471 東信 軽井沢町 腸詰屋 軽井沢銀座店 K-4091 北佐久郡軽井沢町軽井沢552-5 0267-42-8085 HP 土産物店
2472 東信 軽井沢町 はちひげおじさんの店旧軽井沢店 K-1144 北佐久郡軽井沢町軽井沢558-4 0267-31-5688 HP 土産物店
2473 東信 軽井沢町 牛魔王 K-3941 北佐久郡軽井沢町軽井沢558−4 080-5089-9666 カフェ・スイーツ
2474 東信 軽井沢町 みっふぃー森のきっちん軽井沢 K-4363 北佐久郡軽井沢町軽井沢559番地 0267-31-0628 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

2475 東信 軽井沢町 寺子屋本舗　軽井沢店 K-4364 北佐久郡軽井沢町軽井沢570 0267-42-1131 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店 その他グルメ
2476 東信 軽井沢町 杉養蜂園　軽井沢2号店 K-3105 北佐久郡軽井沢町軽井沢580 0267-41-1038 HP その他土産物店 カフェ・スイーツ
2477 東信 軽井沢町 そば処にし川 K-3942 北佐久郡軽井沢町軽井沢580-1 0267-42-3458 そば・うどん
2478 東信 軽井沢町 軽井沢紅茶館サンビーム K-2700 北佐久郡軽井沢町軽井沢586 0267-42-2263 HP 土産物店
2479 東信 軽井沢町 フェアウインドコレクション K-3866 北佐久郡軽井沢町軽井沢591 0267-42-3126 その他 その他土産物店
2480 東信 軽井沢町 大坂屋家具店　下の店 K-0529 北佐久郡軽井沢町軽井沢593 0267-42-5139 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

2481 東信 軽井沢町 レストラン・カフェ　キッツビュール K-2411 北佐久郡軽井沢町軽井沢6-1 0267-42-1288 HP 各国料理
2482 東信 軽井沢町 田七屋　軽井沢店 K-5759 北佐久郡軽井沢町軽井沢6-6 0267-42-3073 土産物店, その他土産物店
2483 東信 軽井沢町 HOTEL KARUIZAWA CROSS K-0841 北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1 0267-41-6108 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 その他グルメ
2484 東信 軽井沢町 クレープリー・アンジェリーナ K-0386 北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1チャーチストリート114 0267-42-7502 HP カフェ・スイーツ
2485 東信 軽井沢町 軽井沢チョコレートファクトリー K-4895 北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1チャーチストリート1F 0267-31-0674 HP その他 土産物店 カフェ・スイーツ
2486 東信 軽井沢町 軽井沢ベランダ K-2538 北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1チャーチストリート1階 0267-41-1201 カフェ・スイーツ
2487 東信 軽井沢町 モンテ・クッチーナ K-0410 北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1チャーチストリート軽井沢事務局 0267-41-2501 HP 土産物店 イタリアン
2488 東信 軽井沢町 旧軽アトリエ K-0418 北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1チャーチストリート軽井沢事務局 0267-31-6979 HP 土産物店
2489 東信 軽井沢町 COWBOYS&INDIANS K-4825 北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1チャーチストリート軽井沢内cowboys&indians 0267-42-6924 HP 土産物店
2490 東信 軽井沢町 フランスベーカリー K-5569 北佐久郡軽井沢町軽井沢618 0267-42-2155 HP その他グルメ
2491 東信 軽井沢町 ダブルオー K-3957 北佐久郡軽井沢町軽井沢623 0267-42-2165 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

2492 東信 軽井沢町 軽井沢芳光　本店 K-1623 北佐久郡軽井沢町軽井沢628 0267-42-1424 土産物店
2493 東信 軽井沢町 大坂屋家具店　本店 K-0525 北佐久郡軽井沢町軽井沢629-5 0267-42-2550 HP その他 伝統工芸品等の販売店
2494 東信 軽井沢町 杉養蜂園　軽井沢1号店 K-3126 北佐久郡軽井沢町軽井沢634 0267-42-6389 HP その他土産物店 カフェ・スイーツ
2495 東信 軽井沢町 レストラン　スプーン K-5851 北佐久郡軽井沢町軽井沢634しむらビル2階 0267-42-7315 洋食
2496 東信 軽井沢町 わじま龍作 K-5966 北佐久郡軽井沢町軽井沢639 0267-46-9320 HP 伝統工芸品等の販売店
2497 東信 軽井沢町 ケイ・エム・カンパニ K-4032 北佐久郡軽井沢町軽井沢648 090-8865-4684 その他 土産物店
2498 東信 軽井沢町 旧軽アウトレットライジングタイド K-5856 北佐久郡軽井沢町軽井沢653 0267-42-7165 土産物店
2499 東信 軽井沢町 ライジングタイド K-5958 北佐久郡軽井沢町軽井沢653 0267-42-7165 土産物店
2500 東信 軽井沢町 かるいざわ・ガラスの森 K-1204 北佐久郡軽井沢町軽井沢654番地2 0267-42-1044 HP その他土産物店
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信州割SPECIAL観光クーポン対象施設一覧
2022/10/18現在

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設 土産物店 飲食店 交通事業者

利用対象期間：宿泊期間（チェックイン日～チェックアウト日まで）

「信州割SPECIAL」観光クーポン券　令和3年6月18日（金）～令和4年12月21日（水）（予定）

TEL ホームページ
業種

No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

2501 東信 軽井沢町 ちもと総本店 K-2756 北佐久郡軽井沢町軽井沢691-4 0267-42-2860 カフェ・スイーツ
2502 東信 軽井沢町 マーガレット　ミイ K-2142 北佐久郡軽井沢町軽井沢704 0267-46-8815 HP その他土産物店
2503 東信 軽井沢町 三笠珈琲 旧道店 K-5903 北佐久郡軽井沢町軽井沢707 0000-00-0000 HP カフェ・スイーツ
2504 東信 軽井沢町 ベルナール軽井沢Ⅲ K-3980 北佐久郡軽井沢町軽井沢709 0267-42-2088 その他土産物店
2505 東信 軽井沢町 クチュール軽井沢 K-4034 北佐久郡軽井沢町軽井沢709 0267-27-1473 HP その他 その他土産物店
2506 東信 軽井沢町 テレージア K-4226 北佐久郡軽井沢町軽井沢726 0267-42-7800 その他土産物店
2507 東信 軽井沢町 YOUYOU K-3929 北佐久郡軽井沢町軽井沢731-1 0267-32-9339 土産物店
2508 東信 軽井沢町 La bitz 軽井沢 K-3930 北佐久郡軽井沢町軽井沢739ｰ1 0267-42-3308 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

2509 東信 軽井沢町 沢屋旧軽井沢店 K-0479 北佐久郡軽井沢町軽井沢746-1 0267-42-8411 HP 土産物店
2510 東信 軽井沢町 沢屋旧軽井沢店/喫茶サロン K-0516 北佐久郡軽井沢町軽井沢746-1 0267-42-8411 HP カフェ・スイーツ
2511 東信 軽井沢町 TAYRONA K-5626 北佐久郡軽井沢町軽井沢748 0267-42-1525 土産物店, その他土産物店
2512 東信 軽井沢町 旧軽井沢　小林酒店 K-3989 北佐久郡軽井沢町軽井沢758 0267-42-3555 HP 土産物店
2513 東信 軽井沢町 軽井沢革工房 K-5048 北佐久郡軽井沢町軽井沢761 0267-42-2075 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

2514 東信 軽井沢町 一彫堂　軽井沢彫家具工房 K-2062 北佐久郡軽井沢町軽井沢775 0267-42-2557 HP 伝統工芸品等の販売店
2515 東信 軽井沢町 軽井沢芳光　旧道店 K-1637 北佐久郡軽井沢町軽井沢780 0267-41-0884 土産物店
2516 東信 軽井沢町 凸凹堂軽井沢 K-3888 北佐久郡軽井沢町軽井沢788-1 0267-46-8371 HP 土産物店
2517 東信 軽井沢町 軽井沢デニムストリート K-4035 北佐久郡軽井沢町軽井沢794-1 0267-42-8328 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

2518 東信 軽井沢町 軽井沢スヌーピーヴィレッジ K-4354 北佐久郡軽井沢町軽井沢800番地 0267-48-6000 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

2519 東信 軽井沢町 軽井沢フードギャラリー K-1639 北佐久郡軽井沢町軽井沢806 0267-42-0689 土産物店
2520 東信 軽井沢町 カフェぱおむ K-5897 北佐久郡軽井沢町軽井沢806-1 0267-42-8061 HP カフェ・スイーツ
2521 東信 軽井沢町 沢屋旧軽ロータリー店 K-0483 北佐久郡軽井沢町軽井沢811-2 0267-42-0050 HP 土産物店
2522 東信 軽井沢町 タリーズコーヒー軽井沢・プリンスショッピングプラザ店 K-1806 北佐久郡軽井沢町軽井沢PSPTM-G-5 0267-42-5211 カフェ・スイーツ
2523 東信 軽井沢町 軽井沢ショッピングプラザ　たち吉 K-2731 北佐久郡軽井沢町軽井沢ショッピングプラザニューウェストⅡNW26 0267-41-3519 その他 その他土産物店
2524 東信 軽井沢町 トライスクル バイ ヌーヴ・エイ K-2766 北佐久郡軽井沢町軽井沢プリンスショッピングプラザツリーモール内 0267-41-1658 その他土産物店
2525 東信 軽井沢町 味蔵ウエスト店 K-0023 北佐久郡軽井沢町軽井沢プリンスショッピングプラザ内 0267-42-8520 HP 土産物店
2526 東信 軽井沢町 クアアイナ軽井沢店 K-2023 北佐久郡軽井沢町軽井沢プリンスショッピングプラザ内イースト 0267-41-1881 その他グルメ
2527 東信 軽井沢町 トゥモローランド 軽井沢 プリンスショッピングプラザ店 K-3865 北佐久郡軽井沢町軽井沢駅プリンスショッピングプラザニューイーストガーデンモールGM-21 0267-41-2040 その他 その他土産物店
2528 東信 軽井沢町 AtelierNotebooks K-5803 北佐久郡軽井沢町軽井沢旧軽井沢612-11ヒガシ 08054313609 HP その他土産物店
2529 東信 軽井沢町 つるとんたん UDON Noodle Brasserie KARUIZAWA JAPAN K-3272 北佐久郡軽井沢町軽井沢旧軽井沢813-10 0267-42-0026 HP そば・うどん
2530 東信 軽井沢町 らくやき陶画堂 K-3314 北佐久郡軽井沢町軽井沢旧道812 0267-42-5628 工芸体験 飲食以外
2531 東信 軽井沢町 門前洋食 藤屋 軽井沢店 K-0066 北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢・ショッピングプラザ味の街 0267-41-1800 HP 洋食
2532 東信 軽井沢町 沢屋プリンスショッピングプラザ店 K-0487 北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢・プリンスショッピングプラザスーベニアコート内 0267-41-0074 HP 土産物店
2533 東信 軽井沢町 G-SHOCK OUTLET　軽井沢店 K-5603 北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢・プリンスショッピングプラザニューウエスト 0267-42-4270 その他土産物店
2534 東信 軽井沢町 築地ハレの日　 K-6011 北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢ショッピングプラザ味の街内 0267-41-1775 和食・寿司・天ぷら
2535 東信 軽井沢町 軽井沢プリンスショッピングプラザペットパラダイス店 K-5358 北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢プリンスSPツリーモールⅠ-2区画ペットパラダイス 0267-41-6812 HP レジャー施設
2536 東信 軽井沢町 DOG DEPT+CAFE　軽井沢プリンス店 K-2073 北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢プリンスショッピングプラザ 0267-31-6610 その他土産物店 カフェ・スイーツ
2537 東信 軽井沢町 サクレフルール 軽井沢 K-1196 北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢プリンスショッピングプラザNE06 0267-31-6030 HP 鉄板・ステーキ
2538 東信 軽井沢町 しらかば　軽井沢プリンスショッピングプラザウエストスーベニア棟店 K-1981 北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢プリンスショッピングプラザスーベニア棟しらかば 0267-42-6911 HP 土産物店
2539 東信 軽井沢町 パフューマジック軽井沢店 K-5802 北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢プリンスショッピングプラザニューウエスト内 0267-42-9770 HP その他土産物店
2540 東信 軽井沢町 Broil軽井沢ﾌﾟﾘﾝｽｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ K-2082 北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢ﾌﾟﾘﾝｽｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 0267-48-6466 HP 韓国料理
2541 東信 軽井沢町 御曹司 きよやす庵 K-2350 北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢プリンスショッピングプラザ味の街AJ-16 0267-31-0048 HP 和食・寿司・天ぷら
2542 東信 軽井沢町 クールマイヨール K-1858 北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢プリンスショッピングプラザ味の街内 0267-41-6311 イタリアン
2543 東信 軽井沢町 遊膳　軽井沢店 K-4357 北佐久郡軽井沢町軽井沢字屋敷西側下581 0267-42-2444 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

2544 東信 軽井沢町 かんてんぱぱショップ　軽井沢店 K-1651 北佐久郡軽井沢町軽井沢中谷地1178-232-4軽井沢プリンスショッピングプラザウエストスーベニアコート 0267-41-6834 HP 土産物店
2545 東信 軽井沢町 魚吉 K-6000 北佐久郡軽井沢町軽井沢東10-19 0267-42-2211 居酒屋・創作料理
2546 東信 軽井沢町 竹風堂　軽井沢駅前店 K-1124 北佐久郡軽井沢町軽井沢東11-17 0267-46-8844 HP 土産物店
2547 東信 軽井沢町 市村輪店 K-1010 北佐久郡軽井沢町軽井沢東11-4 0267-42-2484 HP アウトドア・スポーツ体験
2548 東信 軽井沢町 リープリング K-5800 北佐久郡軽井沢町軽井沢東12-6-B 0267-42-5188 HP 土産物店
2549 東信 軽井沢町 ローソン軽井沢東店 K-4746 北佐久郡軽井沢町軽井沢東155 0267-42-0832 コンビニエンスストア
2550 東信 軽井沢町 草軽交通株式会社 K-1607 北佐久郡軽井沢町軽井沢東16-1 0267-42-2441 HP バス
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2551 東信 軽井沢町 白樺堂　駅前通り店 K-1987 北佐久郡軽井沢町軽井沢東16-7 0267-42-2305 HP 土産物店
2552 東信 軽井沢町 ホテルグランヴェール旧軽井沢 K-1931 北佐久郡軽井沢町軽井沢東167 0267-31-6644 HP 乗り物体験, その他 その他土産物店
2553 東信 軽井沢町 白糸の滝売店（草軽交通） K-1322 北佐久郡軽井沢町軽井沢東16番地1本社(管理) 0267-46-1337 HP 土産物店 その他グルメ バス
2554 東信 軽井沢町 RAMENたけり K-3679 北佐久郡軽井沢町軽井沢東18-13 070-8539-6174 HP ラーメン・つけ麺
2555 東信 軽井沢町 サイクルメイト新軽店 K-4063 北佐久郡軽井沢町軽井沢東18-14 0267-42-3315 HP 乗り物体験
2556 東信 軽井沢町 アトリエ・ド・フロマージュ軽井沢チーズ熟成所・売店 K-5404 北佐久郡軽井沢町軽井沢東18-9 0267-42-7394 土産物店
2557 東信 軽井沢町 軽井沢ベジビエ K-5488 北佐久郡軽井沢町軽井沢東184-1 0267-41-6939 HP 洋食
2558 東信 軽井沢町 軽井沢草花館 K-2064 北佐久郡軽井沢町軽井沢東19-40 0267-42-0716 HP 博物館等
2559 東信 軽井沢町 手作りジュエリー金の日辻 K-5631 北佐久郡軽井沢町軽井沢東23-11 0267410066 HP 工芸体験
2560 東信 軽井沢町 信州ハム　軽井沢工房 K-2394 北佐久郡軽井沢町軽井沢東236 0267-41-1186 HP 土産物店
2561 東信 軽井沢町 KARUIZAWA RideTown. K-0561 北佐久郡軽井沢町軽井沢東246 090-7207-6681 HP 乗り物体験
2562 東信 軽井沢町 ホテルサイプレス軽井沢 K-2083 北佐久郡軽井沢町軽井沢東287-1 0267-42-0011 HP 土産物店
2563 東信 軽井沢町 ザ　グラン　リゾート　エレガンテ軽井沢 K-3439 北佐久郡軽井沢町軽井沢東288番地 0267-42-8300 その他 土産物店,その他土産物店 その他グルメ
2564 東信 軽井沢町 Barman K-3985 北佐久郡軽井沢町軽井沢東3-3 0267-31-6214 ダイニングバー・バル
2565 東信 軽井沢町 日産レンタカー長野（株）軽井沢駅前店 K-5740 北佐久郡軽井沢町軽井沢東4-4 0267-41-1223 レンタカー
2566 東信 軽井沢町 サイクルメイト駅前店 K-4064 北佐久郡軽井沢町軽井沢東7-1 0267-42-8985 HP 乗り物体験
2567 東信 軽井沢町 （有）山屋商店 K-5479 北佐久郡軽井沢町軽井沢東7-2 0267-42-2019 土産物店
2568 東信 軽井沢町 のみくい処　いなせ K-5058 北佐久郡軽井沢町軽井沢東7-7 0267-42-6533 HP 居酒屋・創作料理
2569 東信 軽井沢町 そば処　高美亭 K-4587 北佐久郡軽井沢町軽井沢東8-2 0267-42-2481 HP そば・うどん
2570 東信 軽井沢町 星のや軽井沢 K-3113 北佐久郡軽井沢町星野 0267-45-6000 HP 土産物店
2571 東信 軽井沢町 我蘭瞳 K-2216 北佐久郡軽井沢町星野ハルニレテラスG-2 0267-31-0036 HP その他土産物店
2572 東信 軽井沢町 軽井沢千ヶ滝温泉 K-1699 北佐久郡軽井沢町千ヶ滝温泉 0267-46-1111 HP 日帰り温泉施設
2573 東信 軽井沢町 ドーミー倶楽部軽井沢 K-0726 北佐久郡軽井沢町千ヶ滝中区482 0267-44-3411 HP 土産物店 フレンチ
2574 東信 軽井沢町 ギャラリー樹環 K-1625 北佐久郡軽井沢町大字2145-5星野リゾートハルニレテラスB-1 0267-31-0023 工芸体験 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

2575 東信 軽井沢町 ステーキにこにこ牛 K-3774 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1070-40 0267-42-0808 洋食
2576 東信 軽井沢町 キャンディタフト K-3743 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1143-10 0267-41-1350 HP 洋食
2577 東信 軽井沢町 Del Tiramisu K-5665 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1151-30-1 080-9421-4749 HP カフェ・スイーツ
2578 東信 軽井沢町 木の花屋 軽井沢店 K-0527 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1178 0267-48-6007 HP 土産物店, その他土産物店
2579 東信 軽井沢町 しなの鉄道 軽井沢駅（３階改札口） K-4415 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1178 0267-42-6257 HP 鉄道
2580 東信 軽井沢町 デリフランス軽井沢店 K-2436 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1178-232軽井沢ョッピングプラザニューウエスト 0267-42-0995 カフェ・スイーツ
2581 東信 軽井沢町 ミカド珈琲　軽井沢・プリンスショッピングプラザ店 K-1922 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1178-798 0267-42-0549 HP カフェ・スイーツ
2582 東信 軽井沢町 ルシアン旧軽井沢 K-5608 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-111 0267-41-3666 HP その他 その他土産物店 洋食
2583 東信 軽井沢町 シュガースポットコーヒー K-0422 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-1465 0267-41-0044 HP カフェ・スイーツ
2584 東信 軽井沢町 軽井沢ホテル ロンギングハウス K-5778 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-522 0267-42-7355 HP 洋食
2585 東信 軽井沢町 出汁と信州ごはん　佐久屋本店 K-1971 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢178プリンスショッピングプラザGM12 0267-31-6446 HP レジャー施設 和食・寿司・天ぷら
2586 東信 軽井沢町 濃熟鶏白湯らーめん錦 K-1967 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢178プリンスショッピングプラザフードコート内 0267-41-6954 HP レジャー施設 ラーメン・つけ麺
2587 東信 軽井沢町 焼きそば・鉄板焼き　喰多呂 K-2715 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢194 0267-42-5440 HP 鉄板・ステーキ
2588 東信 軽井沢町 Syu-Syuly 軽井沢 K-5915 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢467-27 389-0102 HP 土産物店
2589 東信 軽井沢町 ルグラン旧軽井沢　レストラン　アルペジオ K-3864 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢469-4 0267-41-2030 HP 土産物屋 フレンチ,その他グルメ
2590 東信 軽井沢町 ドルチェビータ軽井沢 K-3587 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢601-1チャーチストリート軽井沢1階104号 0267-31-6268 土産物店 イタリアン
2591 東信 軽井沢町 白樺堂　旧軽銀座本店 K-1989 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢605 0267-42-3900 HP 土産物店
2592 東信 軽井沢町 栗庵風味堂軽井沢店　CAFE SAKU G K-4315 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢606-3小坂プラザ1階 0267-46-8310 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
2593 東信 軽井沢町 グロッサリーコートセルフィユ軽井沢銀座店 K-5677 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢606-4 0267-41-3228 HP 土産物店
2594 東信 軽井沢町 ポケットパーク632 K-5385 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢632 0267-42-5122 土産物店
2595 東信 軽井沢町 軽井沢写真館 K-5419 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢641番地 0267-42-8309 HP その他
2596 東信 軽井沢町 きくわん舎　軽井沢店 K-5912 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢648 0267-42-3583 HP 土産物店, その他土産物店
2597 東信 軽井沢町 手工藝　佐や K-5916 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢649-1 0267-41-0083 HP 伝統工芸品等の販売店
2598 東信 軽井沢町 軽井沢デリカテッセン K-5725 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢660-3 0267-42-6427 HP その他土産物店
2599 東信 軽井沢町 北欧倶楽部 K-2297 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢667-1 0267-41-0078 HP その他土産物店
2600 東信 軽井沢町 つるや旅館 K-0873 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢678 0267-42-5555 HP 土産物店
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2601 東信 軽井沢町 ジャムこばやし K-3100 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢710 0267-42-2622 HP 土産物店
2602 東信 軽井沢町 リカーショップ　つちや K-3993 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢726 0267-42-2147 土産物店
2603 東信 軽井沢町 ハニーシヨップ軽井沢 K-5760 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢733 0267-42-0583 HP 土産物店
2604 東信 軽井沢町 ブランジェ浅野屋 K-3775 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢738 0267-42-2149 HP その他グルメ
2605 東信 軽井沢町 アンジェリカ軽井沢 K-5721 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢742-10 0267-42-4121 その他 その他土産物店
2606 東信 軽井沢町 軽井沢彫シバザキ K-3604 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢751−2 0267-42-2468 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

2607 東信 軽井沢町 軽井沢のおやつアトリエ店 K-5669 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢778 0267-41-6852 土産物店
2608 東信 軽井沢町 ミカド珈琲　軽井沢旧道店 K-1919 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢786-2 0267-42-2453 HP カフェ・スイーツ
2609 東信 軽井沢町 浅間高原農場 K-3867 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢801 0267-42-2255 HP 土産物店
2610 東信 軽井沢町 万平ホテル K-2623 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 0267-42-1234 HP 土産物店 フレンチ
2611 東信 軽井沢町 万平ホテル　カフェテラス K-2798 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 0267-42-1234 カフェ・スイーツ
2612 東信 軽井沢町 万平ホテル　売店 K-2799 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 0267-42-1234 土産物店
2613 東信 軽井沢町 万平ホテル　中国料理満山楼 K-2800 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 0267-42-1234 中華・台湾
2614 東信 軽井沢町 万平ホテル　バー K-2801 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 0267-42-1234 ダイニングバー・バル
2615 東信 軽井沢町 万平ホテル　日本料理たん熊 K-2802 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 0267-42-1234 和食・寿司・天ぷら
2616 東信 軽井沢町 万平ホテル　メインダイニング K-2803 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 0267-42-1234 その他グルメ
2617 東信 軽井沢町 Wineboutique Soir K-1102 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字屋敷西側中601番地1120区画 080-2277-7040 土産物店, その他土産物店
2618 東信 軽井沢町 クレソンリバーサイドストーリー旧軽井沢 K-5896 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字木戸根680番1 0267-46-8037 洋食
2619 東信 軽井沢町 軽井沢プリンスショッピングプラザ K-5951 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢中谷地1178-798軽井沢プリンスショッピングプラザフードコート内ステーキ炭 0267-41-6802 HP 鉄板・ステーキ
2620 東信 軽井沢町 デリシア軽井沢店 K-5426 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢野沢原1323-1002 0267-42-0505 HP スーパーマーケット
2621 東信 軽井沢町 Karuizawa Vagetable ココペリ K-2156 北佐久郡軽井沢町大字星野2145-5 0267-46-4355 HP その他土産物店
2622 東信 軽井沢町 レストラン＆ペンションホットドッグ K-2666 北佐久郡軽井沢町大字長倉1546-1 0267-31-6874 HP 洋食
2623 東信 軽井沢町 カワチ薬品　軽井沢店 K-4743 北佐久郡軽井沢町大字長倉1560 0267-45-0550 HP ドラッグストア
2624 東信 軽井沢町 軽井沢絵本の森美術館 K-0661 北佐久郡軽井沢町大字長倉182(ムーゼの森) 0267-48-3340 HP 博物館等, その他
2625 東信 軽井沢町 木のおもちゃのお店 K-0671 北佐久郡軽井沢町大字長倉193-3(ムーゼの森) 0267-48-3340 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

2626 東信 軽井沢町 絵本のお店 K-0803 北佐久郡軽井沢町大字長倉193-3(ムーゼの森) 0267-48-3340 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

2627 東信 軽井沢町 カフェ「ルーエ」 K-0811 北佐久郡軽井沢町大字長倉193-3(ムーゼの森) 0267-48-3340 HP カフェ・スイーツ
2628 東信 軽井沢町 エルツおもちゃ博物館・軽井沢 K-0667 北佐久郡軽井沢町大字長倉193(ムーゼの森) 0267-48-3340 HP 博物館等, その他
2629 東信 軽井沢町 セブン-イレブン軽井沢長倉店 K-4291 北佐久郡軽井沢町大字長倉2014-1 0267-42-5808 コンビニエンスストア
2630 東信 軽井沢町 有限会社軽井沢観光 K-1514 北佐久郡軽井沢町大字長倉2146 0267-45-5408 HP バス, タクシー
2631 東信 軽井沢町 レストラン・ル・ヴァンベール K-0869 北佐久郡軽井沢町大字長倉2147 0267-45-8200 HP フレンチ
2632 東信 軽井沢町 軽井沢タリアセン K-0566 北佐久郡軽井沢町大字長倉217 0267-46-6161 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 博物館等 土産物店 洋食
2633 東信 軽井沢町 L I N I 　A T E L I E R　S H O P K-5706 北佐久郡軽井沢町大字長倉3038ー3 0267-41-6243 HP 工芸体験, 織物体験 土産物店
2634 東信 軽井沢町 くつかけステイ中軽井沢 K-2643 北佐久郡軽井沢町大字長倉3294-1 0267-46-8906 HP 和食・寿司・天ぷら
2635 東信 軽井沢町 セブン-イレブン中軽井沢店 K-4300 北佐久郡軽井沢町大字長倉3356-1 0267-45-3457 コンビニエンスストア
2636 東信 軽井沢町 セブン-イレブン軽井沢借宿店 K-4398 北佐久郡軽井沢町大字長倉4608-1 0267-45-1677 コンビニエンスストア
2637 東信 軽井沢町 軽井沢ガーデン K-1436 北佐久郡軽井沢町大字長倉4613-1 0267-45-7230 HP そば・うどん
2638 東信 軽井沢町 ローソン軽井沢借宿店 K-4747 北佐久郡軽井沢町大字長倉4625-1 0267-46-2841 コンビニエンスストア
2639 東信 軽井沢町 そばダイニング　塩沢庵 K-2831 北佐久郡軽井沢町大字長倉530SHIOZAWASANSO1階 0267-45-6270 HP 居酒屋・創作料理
2640 東信 軽井沢町 ローソン南軽井沢店 K-4705 北佐久郡軽井沢町大字長倉5番114 0267-31-0855 コンビニエンスストア
2641 東信 軽井沢町 和泉屋傳兵衛（でんべい）軽井沢店 K-1995 北佐久郡軽井沢町大字長倉横吹2145-5ハルニレテラス内 0267-31-0811 HP 土産物店
2642 東信 軽井沢町 ベーカリー&レストラン 沢村 軽井沢ハルニレテラス K-2259 北佐久郡軽井沢町大字長倉字横吹2145-5ハルニレテラスA棟 0267-31-0144 洋食
2643 東信 軽井沢町 せきれい橋 川上庵（前売割クーポン券のみ） K-2257 北佐久郡軽井沢町大字長倉字横吹2145-5ハルニレテラスH棟 0267-31-0266 そば・うどん
2644 東信 軽井沢町 ホテルインディゴ軽井沢 K-3776 北佐久郡軽井沢町大字長倉字屋敷添18番地39 0267-42-1100 HP その他 イタリアン
2645 東信 軽井沢町 セゾン現代美術館 K-5744 北佐久郡軽井沢町大字長倉字芹ケ沢2140 0267-46-2020 HP 博物館等
2646 東信 軽井沢町 ローソン軽井沢鳥井原店 K-4706 北佐久郡軽井沢町大字長倉字鳥井原脇1688-1 0267-44-4550 コンビニエンスストア
2647 東信 軽井沢町 ローソン軽井沢バイパス店 K-4767 北佐久郡軽井沢町大字長倉字飛鳥2670‐8 0267-45-8441 コンビニエンスストア
2648 東信 軽井沢町 エクシブ軽井沢 K-5387 北佐久郡軽井沢町大字追分字東かじか沢23-1 0267-46-3331 洋食
2649 東信 軽井沢町 エクシブ軽井沢 K-5388 北佐久郡軽井沢町大字追分字東かじか沢23-1 0267-46-3331 和食・寿司・天ぷら
2650 東信 軽井沢町 エクシブ軽井沢 K-5726 北佐久郡軽井沢町大字追分字東かじか沢23-1 0267-46-3331 中華・台湾
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信州割SPECIAL観光クーポン対象施設一覧
2022/10/18現在

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設 土産物店 飲食店 交通事業者

利用対象期間：宿泊期間（チェックイン日～チェックアウト日まで）

「信州割SPECIAL」観光クーポン券　令和3年6月18日（金）～令和4年12月21日（水）（予定）

TEL ホームページ
業種

No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

2651 東信 軽井沢町 HOTEL CORINTHE K-5240 北佐久郡軽井沢町大字発地348-40 0267-41-6010 HP 土産物店 洋食
2652 東信 軽井沢町 ルゼ・ヴィラ K-2914 北佐久郡軽井沢町大字発地字渡り道342 0267-48-1626 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
2653 東信 軽井沢町 軽井沢　佐藤肉店 K-6016 北佐久郡軽井沢町中軽井沢16-1 0267-45-5363 HP 土産物店, スーパーマーケット, その他土産物店

2654 東信 軽井沢町 居食庵えにしや K-5877 北佐久郡軽井沢町中軽井沢18-11 0267-31-0520 居酒屋・創作料理
2655 東信 軽井沢町 キリマン酒店 K-3457 北佐久郡軽井沢町中軽井沢4-1 0267-45-5327 HP 土産物店
2656 東信 軽井沢町 バターサンドラボ軽井沢 K-3782 北佐久郡軽井沢町中軽井沢5-19 080-7525-2814 HP 土産物店
2657 東信 軽井沢町 軽井沢Viittaあそび堂 K-5477 北佐久郡軽井沢町中軽井沢5−9 0267-45-6277 HP その他
2658 東信 軽井沢町 ローソン中軽井沢駅前店 K-4707 北佐久郡軽井沢町中軽井沢7番1 0267-44-4404 コンビニエンスストア
2659 東信 軽井沢町 軽井沢村ホテル K-4014 北佐久郡軽井沢町長倉10番地86 0267-42-8567 その他土産物店
2660 東信 軽井沢町 弥助鮨 K-5340 北佐久郡軽井沢町長倉13‐77 0267-42-7959 和食・寿司・天ぷら
2661 東信 軽井沢町 ケーヨーデイツー軽井沢店 K-4971 北佐久郡軽井沢町長倉1702 0267-44-1155 HP ホームセンター
2662 東信 軽井沢町 viiv（ヴィーヴ） K-3154 北佐久郡軽井沢町長倉1746-1 0267-42-2752 ファーストフード
2663 東信 軽井沢町 軽井沢ホテルパイプのけむり K-0364 北佐久郡軽井沢町長倉1876-2 0267-45-5555 HP その他
2664 東信 軽井沢町 無彩庵　池田 K-3954 北佐久郡軽井沢町長倉1891-50 0267-44-3930 HP フレンチ
2665 東信 軽井沢町 軽井沢現代美術館 K-1293 北佐久郡軽井沢町長倉2052-2 0267-31-5141 HP 博物館等
2666 東信 軽井沢町 アンシェントホテル 浅間　軽井沢 K-3434 北佐久郡軽井沢町長倉2126 0267-42-3611 その他 土産物店 和食・寿司・天ぷら
2667 東信 軽井沢町 ライジングフィールド軽井沢 K-0351 北佐久郡軽井沢町長倉2129(長倉山国有林) 0267-41-6891 HP アウトドア・スポーツ体験
2668 東信 軽井沢町 セルクル（CERCLE） K-2346 北佐久郡軽井沢町長倉214-5ハルニレテラス 0267-31-0361 HP フレンチ
2669 東信 軽井沢町 il sogno K-2577 北佐久郡軽井沢町長倉2145-3ハルニレテラスイルソーニョ 0267-31-0031 イタリアン
2670 東信 軽井沢町 TEAM7軽井沢 K-1746 北佐久郡軽井沢町長倉2145-5 0267-41-6057 HP その他土産物店
2671 東信 軽井沢町 常世 K-2001 北佐久郡軽井沢町長倉2145-5-F3 0267-31-0987 HP その他
2672 東信 軽井沢町 HARVEST NAGAIFARM 軽井沢店 K-2224 北佐久郡軽井沢町長倉2145-5ハルニレテラスE棟 0267-31-0082 HP カフェ・スイーツ
2673 東信 軽井沢町 Sajilo Cafe Linden K-2530 北佐久郡軽井沢町長倉2145-5ハルニレテラスG-1 0267-46-8191 各国料理
2674 東信 軽井沢町 モリアソビ K-2228 北佐久郡軽井沢町長倉2145ハルニレテラス内 0267-31-6998 HP フレンチ
2675 東信 軽井沢町 丸山珈琲ハルニレテラス店 K-2460 北佐久郡軽井沢町長倉2148 050-3537-3553 HP 日帰り温泉施設,その他 カフェ・スイーツ
2676 東信 軽井沢町 星野温泉 トンボの湯 K-1449 北佐久郡軽井沢町長倉2148-158Yオフィス 0267-44-3580 HP 日帰り温泉施設
2677 東信 軽井沢町 村民食堂 K-1454 北佐久郡軽井沢町長倉2148Yオフィス 0267-44-3571 HP 和食・寿司・天ぷら
2678 東信 軽井沢町 ピッキオ K-1455 北佐久郡軽井沢町長倉2148Yオフィス 0267-45-7777 HP その他
2679 東信 軽井沢町 希須林　軽井沢 K-2435 北佐久郡軽井沢町長倉2148星野ハルニレテラスE-1 0267-31-0411 中華・台湾
2680 東信 軽井沢町 塩壺温泉ホテル K-5736 北佐久郡軽井沢町長倉2148番地 0267-45-5441 HP 日帰り温泉施設 土産物店
2681 東信 軽井沢町 ベルキャビン　ゲストハウス K-2754 北佐久郡軽井沢町長倉2348-12 0267-45-1963 HP ファーストフード
2682 東信 軽井沢町 カインズ軽井沢店 K-5311 北佐久郡軽井沢町長倉2403-2 0267-46-6111 ホームセンター
2683 東信 軽井沢町 おらが製菓 K-0693 北佐久郡軽井沢町長倉2459-6 0267-45-6152 HP 土産物店
2684 東信 軽井沢町 マツモトキヨシ軽井沢店 K-4145 北佐久郡軽井沢町長倉2669-1 0267-44-3180 HP ドラッグストア
2685 東信 軽井沢町 ミカド珈琲　軽井沢ツルヤ店 K-1924 北佐久郡軽井沢町長倉2707 0267-46-1900 HP カフェ・スイーツ
2686 東信 軽井沢町 ツルヤ軽井沢店 K-5100 北佐久郡軽井沢町長倉2707 0267-46-1811 スーパーマーケット
2687 東信 軽井沢町 軽井沢ガイドサービス (KGS) K-2058 北佐久郡軽井沢町長倉2758-18 090-6958-3616 HP その他
2688 東信 軽井沢町 トラットリア　イル　プリモパッソ K-5999 北佐久郡軽井沢町長倉2874 0267461552 イタリアン
2689 東信 軽井沢町 ル・モンヴェール K-3741 北佐久郡軽井沢町長倉2894-1 0267-46-3601 HP 洋食
2690 東信 軽井沢町 ホテルハーヴェスト軽井沢　maison de forêt K-0328 北佐久郡軽井沢町長倉291-1 0267-46-8109 HP フレンチ
2691 東信 軽井沢町 ホテルハーヴェスト軽井沢　日本料理 新樹 K-0336 北佐久郡軽井沢町長倉291-1 0267-46-8109 HP 和食・寿司・天ぷら
2692 東信 軽井沢町 ホテルハーヴェスト軽井沢　asama dining K-0342 北佐久郡軽井沢町長倉291-1 0267-46-8109 HP 洋食
2693 東信 軽井沢町 ホテルハーヴェスト軽井沢　ラウンジ K-0355 北佐久郡軽井沢町長倉291-1 0267-46-8109 HP カフェ・スイーツ
2694 東信 軽井沢町 ホテルハーヴェスト軽井沢　SHOP K-2421 北佐久郡軽井沢町長倉291-1 0267-46-8109 HP 土産物店
2695 東信 軽井沢町 軽井沢焙煎所 K-3824 北佐久郡軽井沢町長倉2955-15 0267-31-0976 HP カフェ・スイーツ
2696 東信 軽井沢町 株式会社　ますや交通 K-1741 北佐久郡軽井沢町長倉3041 0267-45-5223 タクシー
2697 東信 軽井沢町 ア・ラ・ガール K-2690 北佐久郡軽井沢町長倉3041 0267-45-5187 HP 洋食
2698 東信 軽井沢町 ろぐ亭 K-0847 北佐久郡軽井沢町長倉3148-1 0267-45-2341 HP 焼肉・ホルモン
2699 東信 軽井沢町 シェプチラパン K-3458 北佐久郡軽井沢町長倉3353-20 050-1256-8395 工芸体験, リゾートテレワーク体験, その他 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

2700 東信 軽井沢町 旅館いこい山荘 K-0887 北佐久郡軽井沢町長倉3365-9 0267-45-5254 HP その他 その他土産物店
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No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

2701 東信 軽井沢町 いこいヴィラ K-0889 北佐久郡軽井沢町長倉3391-3 0267-31-5257 HP その他 その他土産物店
2702 東信 軽井沢町 いこいヴィラ（ワーケーション＠軽井沢） K-2702 北佐久郡軽井沢町長倉3391−3 0267-31-5257 HP リゾートテレワーク体験
2703 東信 軽井沢町 飯田マッサージ K-5420 北佐久郡軽井沢町長倉3671-1 0267-45-2135 HP その他
2704 東信 軽井沢町 セブン-イレブン軽井沢鳥井原店 K-4497 北佐久郡軽井沢町長倉3686−1 0267-46-3771 コンビニエンスストア
2705 東信 軽井沢町 コテージ＆ペンションラブサーティ K-3971 北佐久郡軽井沢町長倉3911 0267-45-3270 HP アウトドア・スポーツ体験
2706 東信 軽井沢町 Glill&Dining G K-1330 北佐久郡軽井沢町長倉4339 0267-46-6611 HP 洋食
2707 東信 軽井沢町 ゆうすげ温泉 K-3603 北佐久郡軽井沢町長倉4404 0267-45-6117 日帰り温泉施設 その他土産物店
2708 東信 軽井沢町 CARO FORESTA 軽井沢GIARDINO K-3444 北佐久郡軽井沢町長倉4614-3 0267-44-3270 HP その他 イタリアン
2709 東信 軽井沢町 軽井沢LogHOTEL塩沢の森 K-0836 北佐久郡軽井沢町長倉499 0267-45-0004 HP 乗り物体験, 料理体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 土産物店 その他グルメ
2710 東信 軽井沢町 スイーツランベルセ K-4683 北佐久郡軽井沢町長倉574-3 0267-46-8240 HP 土産物店
2711 東信 軽井沢町 音楽ロッヂ ゆうげん荘 K-0843 北佐久郡軽井沢町長倉5780 0267-45-6074 HP その他
2712 東信 軽井沢町 献立家　弥栄 K-5839 北佐久郡軽井沢町長倉746-13 0267-46-2559 定食屋
2713 東信 軽井沢町 レストラン　メリ・メロ K-1613 北佐久郡軽井沢町長倉747-12 0267-41-0345 HP フレンチ
2714 東信 軽井沢町 軽井沢焼肉迎賓館 欄燈（ランタン） K-5590 北佐久郡軽井沢町長倉748-1 0267-41-0294 HP 焼肉・ホルモン
2715 東信 軽井沢町 ブランジェ浅野屋千住博美術館店 K-3219 北佐久郡軽井沢町長倉815 0267-46-0211 HP その他グルメ
2716 東信 軽井沢町 軽井沢千住博美術館 K-3995 北佐久郡軽井沢町長倉815 0267-46-6565 HP 博物館等
2717 東信 軽井沢町 セブン-イレブン軽井沢プリンス通り K-4651 北佐久郡軽井沢町長倉9−130 0267-42-1706 コンビニエンスストア
2718 東信 軽井沢町 はうすか軽井沢 K-3562 北佐久郡軽井沢町長倉塩沢336-1 0267-44-6222 HP アウトドア・スポーツ体験
2719 東信 軽井沢町 沢屋軽井沢バイパス店 K-0475 北佐久郡軽井沢町長倉塩沢702 0267-46-2400 HP 土産物店
2720 東信 軽井沢町 森の中のレストランこどう K-0510 北佐久郡軽井沢町長倉塩沢702 0267-46-5510 HP イタリアン
2721 東信 軽井沢町 カフェこどうテラス K-0513 北佐久郡軽井沢町長倉塩沢702 0267-46-2405 HP カフェ・スイーツ
2722 東信 軽井沢町 NATUR Terrace K-1988 北佐久郡軽井沢町長倉星野ハルニレテラス 0267-31-0737 その他 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

2723 東信 軽井沢町 御菓子処花岡　軽井沢店 K-0710 北佐久郡軽井沢町長倉青柳2707 0267-46-1836 HP その他土産物店
2724 東信 軽井沢町 Villa Metsä KARUIZAWA K-2871 北佐久郡軽井沢町長倉大日向5595-1 0267-41-6407 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 土産物店, その他土産物店
2725 東信 軽井沢町 Villa Metsä KARUIZAWA K-3407 北佐久郡軽井沢町長倉大日向5595-1 0267-41-6407 HP その他 その他土産物店 その他グルメ
2726 東信 軽井沢町 軽井沢いぶる　軽井沢本店 K-5558 北佐久郡軽井沢町長倉中山628-9 0267-44-6700 HP 土産物店
2727 東信 軽井沢町 ミネルバ茶房 K-1744 北佐久郡軽井沢町長倉離山2009 0267-42-5981 HP イタリアン
2728 東信 軽井沢町 そば処　きこり K-3609 北佐久郡軽井沢町追分119-7 0267-45-1330 そば・うどん
2729 東信 軽井沢町 セブン-イレブン軽井沢浅間サンライン入口 K-4652 北佐久郡軽井沢町追分119−6 0267-46-5113 コンビニエンスストア
2730 東信 軽井沢町 RTea Room K-2759 北佐久郡軽井沢町追分1739-7 0267-41-0669 HP 土産物店, その他土産物店
2731 東信 軽井沢町 レジーナリゾート軽井沢御影用水 K-0356 北佐久郡軽井沢町追分49-2 0267-41-0411 HP フレンチ
2732 東信 軽井沢町 カフェ＆リゾート ディレタント K-0339 北佐久郡軽井沢町追分725-13 0267-41-0406 カフェ・スイーツ
2733 東信 軽井沢町 ＤＯＧ　ＤＥＰＴ　ＧＲＡＤＥＮ　ＨＯＴＥＬ K-2591 北佐久郡軽井沢町南軽井沢1398−99 0267-41-6070 HP 土産物店
2734 東信 軽井沢町 軽井沢アイスパーク（カーリング場） K-2696 北佐久郡軽井沢町発地1154-1 0267-48-5555 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

2735 東信 軽井沢町 Porter House Steak & Grill K-2699 北佐久郡軽井沢町発地1398-137 0267-48-3348 鉄板・ステーキ
2736 東信 軽井沢町 石臼挽き蕎麦　東間 K-5919 北佐久郡軽井沢町発地1398-58 0267-44-6566 HP そば・うどん
2737 東信 軽井沢町 沢屋ファクトリー K-0503 北佐久郡軽井沢町発地2785番地108 0267-45-0308 HP 土産物店
2738 東信 軽井沢町 ルグラン軽井沢　ホテル＆リゾート K-3851 北佐久郡軽井沢町発地864-4 0267-48-0099 HP 日帰り温泉施設 そば・うどん
2739 東信 軽井沢町 ルグラン軽井沢ホテル＆リゾート K-5382 北佐久郡軽井沢町発地864-4 0267-48-0099 HP 土産物店 フレンチ
2740 東信 軽井沢町 三井の森軽井沢カントリー倶楽部 K-3065 北佐久郡軽井沢町発地941 0267-48-3105 HP アウトドア・スポーツ体験
2741 東信 軽井沢町 ダイニング ブルーム（Dining Bloom）（軽井沢浅間プリンスホテル内） K-1703 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 0267-48-0001 HP 各国料理
2742 東信 軽井沢町 バー（軽井沢浅間プリンスホテル内） K-1704 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 0267-48-0001 HP ダイニングバー・バル
2743 東信 軽井沢町 コンビニエンスショップ（軽井沢浅間プリンスホテル内） K-1705 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 0267-48-0001 HP 土産物店,その他土産物店
2744 東信 軽井沢町 ブティック（軽井沢浅間プリンスホテル内） K-1706 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 0267-48-0001 HP その他土産物店
2745 東信 軽井沢町 アロマセラピーサロン PARTE（軽井沢浅間プリンスホテル内） K-1707 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 0267-48-0001 HP その他
2746 東信 軽井沢町 軽井沢浅間ゴルフコース K-1708 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 0267-48-0001 HP アウトドア・スポーツ体験
2747 東信 軽井沢町 軽井沢72ゴルフ　東コース K-1709 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 0267-48-0072 HP アウトドア・スポーツ体験
2748 東信 軽井沢町 軽井沢72ゴルフ　南コース K-1710 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 0267-48-0072 HP アウトドア・スポーツ体験
2749 東信 軽井沢町 軽井沢72ゴルフ　西コース K-1711 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 0267-48-0072 HP アウトドア・スポーツ体験
2750 東信 軽井沢町 軽井沢72ゴルフ　北コース K-1712 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 0267-48-0072 HP アウトドア・スポーツ体験

55

https://villa.ikoisanso.co.jp
https://villa.ikoisanso.co.jp/coworking/
https://www.iida-massage.com/
https://www.love-30.com
https://www.karuizawa-marriott.com/
https://caro-foresta.com/giardino/index.php
https://www.shiozawanomori.com/
http://renverser.net
http://www.yugenso.net
https://www.instagram.com/karuizawamelimelo
https://ameblo.jp/karuizawalantan/
https://b-asanoya.com/
https://www.senju-museum.jp/
http://hauska.karuisawa.jp/
https://www.sawaya-jam.com/
http://www.codow-karuizawa.com/
https://www.sawaya-jam.com/
http://info@okashi-hanaoka.jp
https://metsa-karuizawa.com/
https://metsa-karuizawa.com/
http://karuizawa-ibulu.jp/
https://minerubasabo.net
https://www.rtroom.co.jp/hpgen/HPB/entries/41.html
https://www.regina-resorts.com/mikage/
https://dogdepthotel.co.jp/
https://coubic.com/karuizawaicepark
https://instagram.com/karuizawa_tomasoba?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.sawaya-jam.com/
https://www.legrand-karuizawaresort.jp
https://www.legrand-karuizawaresort.jp/?gclid=CjwKCAjwwsmLBhACEiwANq-tXB3b5Em3kOUM6udiODyYpdsMU4JmVz_DUYpaVX0IMphDNxCh9u2p9hoCJFoQAvD_BwE
https://www.mitsuinomori.co.jp
https://www.princehotels.co.jp/asama/restaurant/dining/
https://www.princehotels.co.jp/asama/restaurant/bar/
https://www.princehotels.co.jp/asama/facility/convenience-shop/
https://www.princehotels.co.jp/asama/facility/boutique/
https://www.princehotels.co.jp/asama/facility/aromatherapy/
https://www.princehotels.co.jp/golf/asama/
https://www.princehotels.co.jp/golf/karu72/east/
https://www.princehotels.co.jp/golf/karu72/south/
https://www.princehotels.co.jp/golf/karu72/west/
https://www.princehotels.co.jp/golf/karu72/north/


信州割SPECIAL観光クーポン対象施設一覧
2022/10/18現在

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設 土産物店 飲食店 交通事業者

利用対象期間：宿泊期間（チェックイン日～チェックアウト日まで）

「信州割SPECIAL」観光クーポン券　令和3年6月18日（金）～令和4年12月21日（水）（予定）

TEL ホームページ
業種

No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

2751 東信 軽井沢町 軽井沢ゴルフ練習場 K-1713 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 0267-44-6672 HP アウトドア・スポーツ体験
2752 東信 軽井沢町 馬越ゴルフコース K-1714 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 0267-48-3470 HP アウトドア・スポーツ体験
2753 東信 軽井沢町 和美パー3ゴルフコース＆ゴルフ練習場 K-1715 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 0267-48-0072 HP アウトドア・スポーツ体験
2754 東信 軽井沢町 松葉タクシー軽井沢 K-3067 北佐久郡軽井沢町北佐久郡軽井沢東305 0267-42-2181 HP タクシー
2755 東信 軽井沢町 オーソルヴェール軽井沢俱楽部 K-3790 北佐久郡軽井沢町茂沢1-201 0267-45-0900 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
2756 東信 軽井沢町 カフェ＆バー 天空テラス K-4804 北佐久郡軽井沢町茂沢472-15天空ホテル&リゾート内 0267-46-9406 カフェ・スイーツ
2757 東信 軽井沢町 スタジオAQUA軽井沢店 K-5840 北佐久郡御代田町塩野1052 03-6712-5901 HP その他
2758 東信 御代田町 ローソン御代田塩野 K-4783 北佐久郡御代田町塩野3289-1 0267-31-3081 コンビニエンスストア
2759 東信 御代田町 フィーカの森 K-4686 北佐久郡御代田町塩野375-315 090-1869-9379 HP アウトドア・スポーツ体験
2760 東信 御代田町 ペースアラウンド K-5592 北佐久郡御代田町塩野400-158 0267-32-7007 HP カフェ・スイーツ
2761 東信 御代田町 軽井沢森のいえ　晴れたらいいね K-2621 北佐久郡御代田町塩野4312 0267-32-5563 HP 料理体験 土産物店
2762 東信 御代田町 ホテルルートインコート軽井沢 K-1880 北佐久郡御代田町御代田2037-1 0267-32-1011 HP その他 その他土産物店
2763 東信 御代田町 明治屋旅館 K-2825 北佐久郡御代田町御代田2450 0267-32-2028 HP 和食・寿司・天ぷら
2764 東信 御代田町 カフェ　グルマン K-5470 北佐久郡御代田町御代田4108-1902 0267-31-6554 HP フレンチ
2765 東信 御代田町 「THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田」売店 K-5761 北佐久郡御代田町大字塩野375番地723 0267-31-5680 HP 土産物店
2766 東信 御代田町 La Lumière Claire（ラ・ルミエール・クレール） K-5763 北佐久郡御代田町大字塩野375番地723 0267-31-5680 HP フレンチ
2767 東信 御代田町 THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田 K-5764 北佐久郡御代田町大字塩野375番地723 0267-31-5680 HP 土産物店 フレンチ
2768 東信 御代田町 四季の味処 旬香 K-4066 北佐久郡御代田町大字御代田2215-1 0267-32-8833 居酒屋・創作料理
2769 東信 御代田町 松葉タクシー御代田 K-1852 北佐久郡御代田町大字御代田2422-23 0267-32-3311 HP タクシー
2770 東信 御代田町 ファミリーマート御代田ミネベアミツミ前店 K-6014 北佐久郡御代田町大字御代田4106-6 0267-31-4019 コンビニエンスストア
2771 東信 御代田町 マツモトキヨシ御代田店 K-4132 北佐久郡御代田町大字馬瀬口1850 0267-31-2010 HP ドラッグストア
2772 東信 御代田町 セブン-イレブン御代田旭町店 K-4726 北佐久郡御代田町大字馬瀬口1855-7 0267-32-0233 コンビニエンスストア
2773 東信 御代田町 寿司処　ひょうたん K-3391 北佐久郡御代田町大字馬瀬口2085 0267-32-2391 HP 和食・寿司・天ぷら
2774 東信 御代田町 セブン-イレブン西軽井沢 K-4653 北佐久郡御代田町馬瀬口1671−1 0267-32-2238 コンビニエンスストア
2775 東信 御代田町 ツルヤ御代田店 K-5099 北佐久郡御代田町馬瀬口1743-1 0267-32-7811 スーパーマーケット
2776 東信 御代田町 STEAK HOUSE Feu K-5255 北佐久郡御代田町馬瀬口1794−1MMoP 0267-31-5164 鉄板・ステーキ
2777 東信 御代田町 CERCLE plus K-5256 北佐久郡御代田町馬瀬口1794−1MMoP 0267-31-5161 その他グルメ
2778 東信 御代田町 辨慶 K-3402 北佐久郡御代田町馬瀬口2085 0267-32-6559 居酒屋・創作料理
2779 東信 御代田町 西軽井沢物産株式会社 K-2005 北佐久郡御代田町馬瀬口2090 0267-32-2233 HP 土産物店
2780 東信 御代田町 天狗の茶屋 K-2952 北佐久郡御代田町馬瀬口2091-70 0267-32-2142 定食屋
2781 東信 御代田町 ローソン西軽井沢中央店 K-4708 北佐久郡御代田町馬瀬口字大道添1670-2 0267-32-0141 コンビニエンスストア
2782 東信 御代田町 ドッグランカフェ＆アメリカン・ダイナー　ジェニー K-2589 北佐久郡御代田町馬瀬口清万1581-33 0267-41-0451 HP 洋食
2783 東信 御代田町 Dining Restaurant THOMAS K-2490 北佐久郡御代田町鉢久保2338-2 0267-32-7805 HP 洋食
2784 東信 御代田町 グランディ軽井沢ゴルフクラブ K-3903 北佐久郡御代田町豊昇1454 0267-32-0001 レジャー施設 土産物店 その他グルメ
2785 東信 立科町 ツルヤ立科店 K-5097 北佐久郡立科町芦田1125-1 0267-56-3711 スーパーマーケット
2786 東信 立科町 みどりかわスポーツ K-5922 北佐久郡立科町芦田八ケ野1000-3 080-4466-8817 HP アウトドア・スポーツ体験
2787 東信 立科町 マーガレットリフレクパーク K-1146 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1010 0267-55-6942 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

2788 東信 立科町 立科白樺高原ユースホステル K-0440 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1020 0267-55-6601 HP その他
2789 東信 立科町 そば処　せんすい K-2409 北佐久郡立科町芦田八ケ野1025 0267-55-7575 HP そば・うどん
2790 東信 立科町 レンタルサイクル　MEGAチャリ K-1362 北佐久郡立科町芦田八ケ野1026 090-8728-9345 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験

2791 東信 立科町 Picnicbase&Hostel K-1450 北佐久郡立科町芦田八ケ野1026 0267-55-7892 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験 その他土産物店 カフェ・スイーツ
2792 東信 立科町 カフェレストラン女神湖駅 K-3248 北佐久郡立科町芦田八ケ野1027 0267-55-6940 HP カフェ・スイーツ
2793 東信 立科町 そば処水車茶屋 K-2246 北佐久郡立科町芦田八ケ野1033 0267-55-6602 そば・うどん
2794 東信 立科町 山木綿 K-1477 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1042 0267-55-6508 HP 焼肉・ホルモン
2795 東信 立科町 sora MESHI K-1448 北佐久郡立科町芦田八ケ野1043 0267-55-7890 HP アウトドア・スポーツ体験 居酒屋・創作料理
2796 東信 立科町 レストラン　ベル K-1778 北佐久郡立科町芦田八ケ野1044 0267-55-6200 HP 洋食
2797 東信 立科町 蓼科荘 K-1086 北佐久郡立科町芦田八ケ野1050 0267-55-6301 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
2798 東信 立科町 ブリーズカフェ K-1087 北佐久郡立科町芦田八ケ野1050 0267-55-6301 洋食
2799 東信 立科町 小梨の木の下 K-5360 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1064 0267-55-6716 そば・うどん
2800 東信 立科町 清瀬市　立科山荘 K-4094 北佐久郡立科町芦田八ケ野1068 0267-51-2300 HP その他 土産物店
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2801 東信 立科町 レンタルショップ雪うさぎ K-5924 北佐久郡立科町芦田八ケ野1160 090-8853-5432 HP アウトドア・スポーツ体験
2802 東信 立科町 ペンション　おやまのえんどう K-0301 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1388 0267-55-6722 HP 土産物店 ダイニングバー・バル
2803 東信 立科町 ペンション・ラクゥーン K-0264 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1389 0267-55-6606 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店 洋食
2804 東信 立科町 ペンションすもーくちーふ K-2609 北佐久郡立科町芦田八ケ野1392 0267-55-6377 その他
2805 東信 立科町 池の平ファミリーランド K-0359 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1526-1 0266-68-2100 HP レジャー施設 土産物店
2806 東信 立科町 （有）ミツワガラス館白樺湖店 K-1957 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1526-1 0267-55-7565 HP 工芸体験 その他土産物店
2807 東信 立科町 世界の影絵・きり絵・ガラス・オルゴール美術館 K-0381 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1571-1 0266-68-2100 HP 博物館等 土産物店
2808 東信 立科町 蓼科テディベア美術館 K-0400 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1571-1 0266-68-2100 HP 博物館等 土産物店
2809 東信 立科町 健康いきいき診断プログラム K-0441 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1575 0266-68-2100 HP アウトドア・スポーツ体験
2810 東信 立科町 レイクサイドプラザ K-0462 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1575 0267-55-6610 HP 乗り物体験, レジャー施設 土産物店 そば・うどん
2811 東信 立科町 アミューズグラススタジオ K-3354 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1585 0267-55-6681 HP 工芸体験
2812 東信 立科町 池の平ホテル　アミューズメント館 K-0416 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1596 0266-68-2100 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 日帰り温泉施設

2813 東信 立科町 ㈱池の平商事 K-0929 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1596 0266-68-2100 バス
2814 東信 立科町 お陽さまカフェ 池の平ファミリーランド内 K-1955 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1596 080-1140-6059 カフェ・スイーツ
2815 東信 立科町 池の平ファミリーランド　ポタ‘ｓキッチン K-2688 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1596 0266-78-9520 ファーストフード
2816 東信 立科町 白樺リゾート　池の平ホテル＆リゾーツ K-0914 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1596池の平ホテル&リゾーツ 0266-68-2100 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
2817 東信 立科町 カントリーイン・ザ・コロニアルハウス K-3411 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1665-1 0267-55-7638 洋食
2818 東信 立科町 体験学習館ルミエール K-0297 北佐久郡立科町芦田八ヶ野2030 0267-55-6246 HP 工芸体験, 乗り物体験, 料理体験, 博物館等 その他土産物店 そば・うどん
2819 東信 立科町 蓼科第二牧場鳴石売店牛乳専科もうもう K-2466 北佐久郡立科町芦田八ケ野40-1 0267-55-7557 HP カフェ・スイーツ
2820 東信 立科町 白峰山荘 K-3661 北佐久郡立科町芦田八ケ野407 0267-55-6122 HP カフェ・スイーツ
2821 東信 立科町 ホテル　コロシアム・イン・蓼科 K-0200 北佐久郡立科町芦田八ケ野410-1 0267-55-6341 HP その他土産物店 フレンチ
2822 東信 立科町 esola K-2050 北佐久郡立科町芦田八ヶ野410-15 0267-55-6588 HP その他グルメ
2823 東信 立科町 ブルーベルコテージ K-0028 北佐久郡立科町芦田八ヶ野410-17 0267-55-6755 HP その他グルメ
2824 東信 立科町 ワイルドフラワー K-0909 北佐久郡立科町芦田八ケ野410-3 080-8889-6342 HP その他土産物店
2825 東信 立科町 女神湖ゲストハウス＆カフェ「森の木びと」 K-0361 北佐久郡立科町芦田八ヶ野410−21 0267-55-7750 HP 工芸体験, 料理体験, アウトドア・スポーツ体験, 果物狩り・観光農園 土産物店, その他土産物店 カフェ・スイーツ
2826 東信 立科町 女神湖　アニーヒルズ Annie Hills K-0201 北佐久郡立科町芦田八ヶ野410−23 0267-55-7088 HP 土産物店 その他グルメ
2827 東信 立科町 オテル・ド・ミロワール K-0152 北佐久郡立科町芦田八ケ野421 0267-55-7007 フレンチ
2828 東信 立科町 ペンションるぐらん K-1745 北佐久郡立科町芦田八ケ野422 0267-55-6275 HP 料理体験 その他土産物店 フレンチ
2829 東信 立科町 ロッヂ・グランシャルモ K-0026 北佐久郡立科町芦田八ケ野428 0267-55-6255 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店 カフェ・スイーツ
2830 東信 立科町 アルペン シャトー K-2473 北佐久郡立科町芦田八ヶ野437-10 0267-55-7070 HP ファーストフード
2831 東信 立科町 四季の森ホテル K-4588 北佐久郡立科町芦田八ケ野438 0267-55-6339 その他グルメ
2832 東信 立科町 蓼科牧場ゴンドラリフト K-2611 北佐久郡立科町芦田八ケ野743 0267-55-6000 HP レジャー施設
2833 東信 立科町 楽しい食品館　蓼科店 K-2455 北佐久郡立科町芦田八ケ野750 0267-55-7400 土産物店
2834 東信 立科町 池の平白樺高原ホテル K-0235 北佐久郡立科町芦田八ヶ野750 0267-55-6204 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
2835 東信 立科町 ホテルアンビエント蓼科 K-0141 北佐久郡立科町芦田八ケ野975 0267-55-7711 HP 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
2836 東信 立科町 女神湖センター K-1153 北佐久郡立科町芦田八ヶ野987 0267-55-6210 HP 乗り物体験 土産物店 カフェ・スイーツ
2837 東信 立科町 楽しい食品館白樺湖店 K-2453 北佐久郡立科町芦田八ケ野ツインパーク21内 0267-55-6510 土産物店
2838 東信 立科町 ローソン立科山部 K-4774 北佐久郡立科町山部150 0267-56-2022 コンビニエンスストア
2839 東信 立科町 立科温泉権現の湯 K-2244 北佐久郡立科町山部363-2 0267-56-0606 HP 日帰り温泉施設
2840 東信 立科町 マツモトキヨシ立科店 K-4114 北佐久郡立科町大字芦田字西赤羽1867 0267-51-3033 HP ドラッグストア
2841 東信 立科町 セブン-イレブン立科町店 K-4663 北佐久郡立科町大字芦田字東大定1170-1 0267-56-3304 HP コンビニエンスストア 飲食以外
2842 東信 立科町 （一社）信州たてしな観光協会 K-0808 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1045 0267-55-6654 HP 乗り物体験
2843 東信 立科町 白樺湖ビューホテル K-0790 北佐久郡立科町大字芦田八ケ野1525 0267-55-6211 HP 土産物店
2844 東信 立科町 ローソン　ビーナスライン白樺湖店 K-4269 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1596-2 0267-55-7321 コンビニエンスストア
2845 東信 立科町 蓼科農ん喜村 K-2463 北佐久郡立科町茂田井2480 0267-51-4100 HP 道の駅 和食・寿司・天ぷら
2846 東信 立科町 蓼科牛いっとう K-1026 北佐久郡立科町茂田井2500-1 0267-56-3317 焼肉・ホルモン
2847 東信 立科町 カフェ＆ショップ　たてしなップル K-0276 北佐久郡立科町茂田井2564-1 0267-56-3555 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
2848 東信 立科町 池の平ファミリーランド K-2499 立科町芦田八ヶ野1596 0266-68-2100 工芸体験
2849 中信 安曇野市 やおはち K-5393 安曇野市三郷温5895-1 0263-50-8083 HP 土産物店
2850 中信 安曇野市 かんてんぱぱショップ安曇野店 K-1522 安曇野市三郷温5911-1HAMAフラワーパーク内 0263-76-5140 HP その他土産物店
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2851 中信 安曇野市 ハマフラワーパーク安曇野 K-4097 安曇野市三郷温5919 0263-77-8300 HP 土産物店
2852 中信 安曇野市 安曇野地球宿 K-0117 安曇野市三郷小倉4028-1 080-5486-6111 HP 果物狩り・観光農園 その他土産物店
2853 中信 安曇野市 ファインビュー室山 K-0597 安曇野市三郷小倉6524-1 0263-77-7711 HP 日帰り温泉施設 土産物店
2854 中信 安曇野市 安曇野ワイナリー K-1384 安曇野市三郷小倉6687-5 0263-77-7700 HP その他土産物店
2855 中信 安曇野市 ローソン安曇野三郷店 K-4527 安曇野市三郷明盛1661-1 0263-77-9855 コンビニエンスストア
2856 中信 安曇野市 ままそば K-0383 安曇野市穂高10024フロンティ内 0263-87-5255 そば・うどん
2857 中信 安曇野市 スシロー安曇野穂高店 K-3703 安曇野市穂高1360-1 0263-81-0188 HP 和食・寿司・天ぷら
2858 中信 安曇野市 アルペン穂高店 K-5535 安曇野市穂高1382-1 0263-82-1072 HP その他土産物店
2859 中信 安曇野市 和日庵　喜治 K-5395 安曇野市穂高1707-3 0263-88-3923 HP 和食・寿司・天ぷら
2860 中信 安曇野市 すし処　泰　穂高店 K-3281 安曇野市穂高1796 0263-82-2247 和食・寿司・天ぷら
2861 中信 安曇野市 KIIIYA cafe&hostel K-3914 安曇野市穂高1835−2 0263-75-2784 HP カフェ・スイーツ
2862 中信 安曇野市 ケーヨーデイツー穂高店 K-4956 安曇野市穂高2357 0263-82-8266 HP ホームセンター
2863 中信 安曇野市 ツルヤ穂高店 K-5109 安曇野市穂高2415番 0263-50-4211 スーパーマーケット
2864 中信 安曇野市 100時間カレー穂高店 K-5773 安曇野市穂高2474ー1 0263-88-6629 HP 居酒屋・創作料理
2865 中信 安曇野市 だんまや水産穂高店 K-5776 安曇野市穂高2474ー1 0263-82-1225 HP 居酒屋・創作料理
2866 中信 安曇野市 民宿・そば処　ごほーでん K-0387 安曇野市穂高3580-1 0263-82-6820 そば・うどん
2867 中信 安曇野市 大王わさび農場【レストランオアシス】 K-1217 安曇野市穂高3640 0263-82-2118 HP 洋食
2868 中信 安曇野市 大王わさび農場【湧水飯釜大王庵】 K-1257 安曇野市穂高3640 0263-82-2118 HP 和食・寿司・天ぷら
2869 中信 安曇野市 大王わさび農場【DAIO’S CAFE】 K-1258 安曇野市穂高3640 0263-82-2118 カフェ・スイーツ
2870 中信 安曇野市 大王わさび農場 K-1263 安曇野市穂高3640 0263-82-2118 果物狩り・観光農園 土産物店 ファーストフード
2871 中信 安曇野市 大王わさび農場　安曇野がった工房 K-4220 安曇野市穂高3640 090-4442-6025 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

2872 中信 安曇野市 あづみ野遊印 K-3189 安曇野市穂高3640大王わさび農場内 090-9831-3962 HP 工芸体験 土産物店
2873 中信 安曇野市 あづみ野バザール若松屋 K-3263 安曇野市穂高4337-2 090-9008-6986 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店 カフェ・スイーツ
2874 中信 安曇野市 あづみ野バザール穂高神社店 K-3264 安曇野市穂高4337-2 090-9008-6986 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店 カフェ・スイーツ
2875 中信 安曇野市 安曇観光タクシー株式会社 K-1906 安曇野市穂高450番地 0263-82-3113 HP バス, タクシー
2876 中信 安曇野市 俵屋麴店 K-5397 安曇野市穂高456 0263-82-2209 HP 土産物店
2877 中信 安曇野市 テンホウ穂高店 K-4436 安曇野市穂高456-1 0263-82-1940 HP ラーメン・つけ麺
2878 中信 安曇野市 カワチ薬品　穂高店 K-4727 安曇野市穂高5577-1 0263-84-0703 HP ドラッグストア
2879 中信 安曇野市 佐野養蜂園 K-5846 安曇野市穂高5628-5 0263-82-2065 HP その他土産物店
2880 中信 安曇野市 君ノ珈琲 K-4042 安曇野市穂高5655-7 0263-75-2000 土産物店 定食屋
2881 中信 安曇野市 安曇野ひつじ屋 K-1435 安曇野市穂高5951-1 0263-82-3888 アウトドア・スポーツ体験 土産物店 カフェ・スイーツ
2882 中信 安曇野市 安曇野市観光情報センター K-1105 安曇野市穂高5952-3 0263-82-9363 HP 土産物店 バス
2883 中信 安曇野市 食彩　かなで庵 K-5794 安曇野市穂高6079 0263-82-6352 居酒屋・創作料理
2884 中信 安曇野市 キッチンはるつげ & 宿 春告鳥 K-0083 安曇野市穂高6764−19 0263-88-8267 HP カフェ・スイーツ
2885 中信 安曇野市 モスバーガーあづみ野穂高店 K-1235 安曇野市穂高801-1 0263-82-0171 HP ファーストフード
2886 中信 安曇野市 デリシア穂高店 K-5449 安曇野市穂高801-1 0263-82-8400 HP スーパーマーケット
2887 中信 安曇野市 安曇野气船 K-5473 安曇野市穂高8207-2 0263-87-9828 HP アウトドア・スポーツ体験
2888 中信 安曇野市 ファミリーマート穂高矢原店 K-5068 安曇野市穂高831-1 0263-81-4403 コンビニエンスストア
2889 中信 安曇野市 ピザーラ穂高店 K-5984 安曇野市穂高996-1 0263-82-0077 HP
2890 中信 安曇野市 あづみ野菓子工房　彩香 安曇野本店 K-1491 安曇野市穂高柏原4524-4 0120-049-719 カフェ・スイーツ
2891 中信 安曇野市 セブン-イレブン安曇野北穂高店 K-4699 安曇野市穂高北穂高2807-1 0263-82-0998 コンビニエンスストア
2892 中信 安曇野市 ライフ井上穂高店 K-5323 安曇野市穂高北穂高2996-1 0263-82-8211 その他土産物店
2893 中信 安曇野市 安曇野穂高ビューホテル K-0730 安曇野市穂高牧2200-3 0263-83-6200 HP 土産物店 フレンチ
2894 中信 安曇野市 ホテルアンビエント安曇野 K-0659 安曇野市穂高牧2230 0263-83-5550 HP 土産物店, その他土産物店 フレンチ
2895 中信 安曇野市 azumino ペンションウイング K-2408 安曇野市穂高牧2351-5 0263-83-5171 HP 土産物店
2896 中信 安曇野市 リゾートハウスクラーレット K-1336 安曇野市穂高牧2354-1 0263-83-5515 HP レジャー施設
2897 中信 安曇野市 エムトラベル K-0816 安曇野市穂高有明10320-1 0263-81-5035 HP バス
2898 中信 安曇野市 綿半ホームエイド穂高店 K-5605 安曇野市穂高有明10360-1 0263-84-6363 HP ホームセンター
2899 中信 安曇野市 桜の咲く頃に K-4228 安曇野市穂高有明1638-4 070-8314-0503 その他グルメ
2900 中信 安曇野市 江戸川区立穂高荘 K-0732 安曇野市穂高有明2105-22 0263-83-3041 HP 土産物店
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2901 中信 安曇野市 豪商の宿　日本料理　穂高城 K-1758 安曇野市穂高有明2177-23 0263-84-5100 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
2902 中信 安曇野市 豪商の宿　日本料理　穂高城 K-3545 安曇野市穂高有明2177-27 0263-84-5100 日帰り温泉施設, その他 土産物店, その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
2903 中信 安曇野市 湯の宿常念坊 K-2821 安曇野市穂高有明2186-201 0263-83-2963 HP 日帰り温泉施設
2904 中信 安曇野市 絵本美術館＆コテージ　森のおうち K-0337 安曇野市穂高有明2215-9 0263-83-5670 HP 博物館等 その他土産物店 カフェ・スイーツ
2905 中信 安曇野市 きこり亭 K-3438 安曇野市穂高有明3613ー45 0263-83-5770 定食屋
2906 中信 安曇野市 安曇野市天蚕センター K-0549 安曇野市穂高有明3618-24 0263-83-3835 HP 織物体験, 博物館等 伝統工芸品等の販売店
2907 中信 安曇野市 お宿　なごみ野 K-1582 安曇野市穂高有明3618-44 0263-81-5566 HP 土産物店
2908 中信 安曇野市 ファミリーマート穂高有明店 K-4911 安曇野市穂高有明3番地1 0263-81-5002 コンビニエンスストア
2909 中信 安曇野市 安曇野ジャンセン美術館 K-2485 安曇野市穂高有明4018-6 0263-83-6584 HP 博物館等 カフェ・スイーツ
2910 中信 安曇野市 中房温泉　招仙閣・ロッヂ K-1103 安曇野市穂高有明7226 0263-77-1488 HP 日帰り温泉施設, その他
2911 中信 安曇野市 穂高養生園 K-1286 安曇野市穂高有明7258-20 0263-83-5260 その他 その他土産物店
2912 中信 安曇野市 outdoor guides kiboco K-0772 安曇野市穂高有明7265-22 0263-75-9414 HP アウトドア・スポーツ体験
2913 中信 安曇野市 割烹旅館　山彦 K-1467 安曇野市穂高有明7319-11 0263-83-3885 その他 土産物店
2914 中信 安曇野市 ダイヤモンドあずみ野温泉ホテル K-1074 安曇野市穂高有明7326-5 0263-83-2231 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
2915 中信 安曇野市 ニギハヤヒ ゲストハウスアンドテント K-3739 安曇野市穂高有明7348-1 080-4867-2653 HP アウトドア・スポーツ体験 居酒屋・創作料理
2916 中信 安曇野市 カフェ七ヶ月 K-3330 安曇野市穂高有明7348-16 0263-84-5520 HP カフェ・スイーツ
2917 中信 安曇野市 ろっぢ安曇野遊人 K-0496 安曇野市穂高有明7352-32 0263-83-5412 HP その他土産物店 その他グルメ
2918 中信 安曇野市 GuestRoomガーデンあずみ野 K-1302 安曇野市穂高有明7572-1 0263-87-0197 HP その他土産物店
2919 中信 安曇野市 休暇村リトリート安曇野ホテル K-1532 安曇野市穂高有明7682-4 0263-31-0874 HP その他土産物店
2920 中信 安曇野市 檜湯の宿 松伯 K-0124 安曇野市穂高有明7713-2 0263-83-3822 HP 日帰り温泉施設
2921 中信 安曇野市 ペンション花ことば K-0154 安曇野市穂高有明7716-2 0263-83-5380 HP その他土産物店
2922 中信 安曇野市 安曇野しゃくなげの湯 K-2347 安曇野市穂高有明7726-4 0263-88-4126 HP 日帰り温泉施設
2923 中信 安曇野市 Vif穂高 K-2635 安曇野市穂高有明7751-1 0263-81-5656 HP 料理体験 土産物店 そば・うどん
2924 中信 安曇野市 ペンションあるかす K-0185 安曇野市穂高有明7878-1 0263-83-5663 HP 土産物店
2925 中信 安曇野市 ガラス体験 遊び心 K-0515 安曇野市穂高有明7999-6 090-2467-8722 HP 工芸体験
2926 中信 安曇野市 The Art Studio８ K-5219 安曇野市穂高有明8038-7 0263-55-8742 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店
2927 中信 安曇野市 アップルアンドローゼス K-5409 安曇野市穂高有明8161-1 0263-31-0655 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
2928 中信 安曇野市 北アルプス牧場直売店 K-2266 安曇野市穂高有明8208-5 0263-83-7571 HP その他 その他土産物店 その他グルメ
2929 中信 安曇野市 安曇野パストラルユースホステル K-3861 安曇野市穂高有明8508-1 0263-83-6170 その他 ダイニングバー・バル
2930 中信 安曇野市 旅館　山のたこ平 K-0844 安曇野市穂高有明8969番地 0263-83-2802 HP 日帰り温泉施設 土産物店,その他土産物店
2931 中信 安曇野市 安曇野ペンションハーヴェスト K-1225 安曇野市穂高有明9146-2 0263-83-4317 HP イタリアン
2932 中信 安曇野市 歓びのプレリュード K-3230 安曇野市穂高有明9435 0263-31-0098 HP その他グルメ
2933 中信 安曇野市 やきにく食堂ふーさん K-5423 安曇野市穂高有明9688 0263-83-8066 HP 焼肉・ホルモン
2934 中信 安曇野市 セブン-イレブン穂高富田店 K-4309 安曇野市穂高有明9997番地1 0263-83-4884 コンビニエンスストア
2935 中信 安曇野市 燕山荘 K-0995 安曇野市穂高有明中房 090-1420-0008 土産物店
2936 中信 安曇野市 有明荘 K-1004 安曇野市穂高有明中房 0263-84-6511 土産物店
2937 中信 安曇野市 大天荘 K-1007 安曇野市穂高有明中房 090-9003-1253 土産物店
2938 中信 安曇野市 合戦小屋 K-1009 安曇野市穂高有明中房 090-1420-0008 土産物店
2939 中信 安曇野市 すたみな太郎安曇野インター店 K-4052 安曇野市豊科104-6 0263-73-5250 HP 焼肉・ホルモン
2940 中信 安曇野市 そば処一葉 K-4813 安曇野市豊科2647 0263-72-4950 そば・うどん
2941 中信 安曇野市 しき美 本店 K-3139 安曇野市豊科2648-7 0263-72-0968 HP 和食・寿司・天ぷら
2942 中信 安曇野市 ファミリーマート安曇野吉野 K-4916 安曇野市豊科4204-1 0263-71-5021 コンビニエンスストア
2943 中信 安曇野市 ツーリストツアー　イオン豊科営業所 K-2471 安曇野市豊科4272-10イオン豊科1F 0263-72-8631 その他土産物店
2944 中信 安曇野市 (有)大黒屋 K-3140 安曇野市豊科4313 0263-72-2002 HP その他グルメ
2945 中信 安曇野市 トリデンラーメン K-5594 安曇野市豊科4319 0263-72-2157 ラーメン・つけ麺
2946 中信 安曇野市 パーラーつばめ K-5917 安曇野市豊科4345−9 0263-55-0273 洋食
2947 中信 安曇野市 割烹　勇屋会館 K-4059 安曇野市豊科4480-12 0263-72-2020 HP 和食・寿司・天ぷら
2948 中信 安曇野市 デリシア豊科店 K-5455 安曇野市豊科4488-1 0263-72-7571 HP スーパーマーケット
2949 中信 安曇野市 ホテルルートイン安曇野豊科駅南 K-2968 安曇野市豊科4677-1 0263-73-0011 居酒屋・創作料理
2950 中信 安曇野市 旬彩ダイニングばんび K-4776 安曇野市豊科4707-9 0263-88-8155 イタリアン
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2951 中信 安曇野市 炭火焼肉TAKIBI K-3904 安曇野市豊科4710-5 0263-50-6367 焼肉・ホルモン
2952 中信 安曇野市 スナックWA K-0652 安曇野市豊科4907-3 0263-88-6247 ダイニングバー・バル
2953 中信 安曇野市 美魔女club　MA K-0656 安曇野市豊科4907-3 0263-88-6249 その他グルメ
2954 中信 安曇野市 綿半スーパーセンター豊科店 K-5628 安曇野市豊科500-1 0263-71-6363 スーパーマーケット, ホームセンター

2955 中信 安曇野市 Dog Cafe WITH K-3892 安曇野市豊科5188-8 0263-71-1330 HP カフェ・スイーツ
2956 中信 安曇野市 Epic Japan K-3532 安曇野市豊科5261−8−101 090-8235-0339 HP アウトドア・スポーツ体験
2957 中信 安曇野市 ウエルシア安曇野豊科店 K-4196 安曇野市豊科5453 0263-71-6780 HP ドラッグストア
2958 中信 安曇野市 王滝ケータリングサービス安曇野店 K-5211 安曇野市豊科5567-1 0263-31-6401 HP 飲食以外
2959 中信 安曇野市 リラックス＆エステティックSUMIRE K-3640 安曇野市豊科5637-17 0263-75-6788 HP その他
2960 中信 安曇野市 ローソン安曇野警察署前店 K-4764 安曇野市豊科5709-1 0263-73-4442 コンビニエンスストア
2961 中信 安曇野市 南安タクシー(有) K-1833 安曇野市豊科5951 0263-72-2855 HP バス, タクシー
2962 中信 安曇野市 ファミリーマート安曇野下鳥羽店 K-4917 安曇野市豊科877-2 0263-71-3137 コンビニエンスストア
2963 中信 安曇野市 「酔園」蔵元　ＥＨ酒造 K-0469 安曇野市豊科高家1090-1 0263-72-3011 HP その他 その他土産物店
2964 中信 安曇野市 ファミリーマートあづみ野産業団地店 K-4833 安曇野市豊科高家2287-7 0263-71-4338 コンビニエンスストア
2965 中信 安曇野市 ファミリーマート安曇野真々部 K-4921 安曇野市豊科高家5584 0263-71-5576 コンビニエンスストア
2966 中信 安曇野市 ファミリーマート安曇野立石店 K-4848 安曇野市豊科高家6495番34 0263-71-4369 コンビニエンスストア
2967 中信 安曇野市 梓川サービスエリア上り線　RESTAURANT Azusagawa K-2102 安曇野市豊科高家972-5 0263-72-8816 HP ファミリーレストラン
2968 中信 安曇野市 梓川サービスエリア上り線　売店 K-2103 安曇野市豊科高家972-5 0263-72-8816 HP 土産物店
2969 中信 安曇野市 梓川サービスエリア上り線　神戸屋 K-2116 安曇野市豊科高家972-5 0263-72-8816 HP カフェ・スイーツ
2970 中信 安曇野市 梓川サービスエリア上り線　azucafe K-2118 安曇野市豊科高家972-5 0263-72-8816 HP ファーストフード
2971 中信 安曇野市 御料理万る山　 K-4058 安曇野市豊科高家飯田604 0263-72-0551 HP 和食・寿司・天ぷら
2972 中信 安曇野市 ファミリーマート梓川SA上り K-5870 安曇野市豊科高家飯田961-1 0263-71-2591 HP コンビニエンスストア
2973 中信 安曇野市 かつ時　豊科インター店 K-3427 安曇野市豊科字南穂高111-1 0263-73-0087 HP 和食・寿司・天ぷら
2974 中信 安曇野市 てしごとダイニング　えんや K-5880 安曇野市豊科成相4896 0263-73-4107 HP 居酒屋・創作料理
2975 中信 安曇野市 ウエルシア安曇野インター店 K-4197 安曇野市豊科田沢6959-10 0263-71-1512 HP ドラッグストア
2976 中信 安曇野市 ロイヤルホスト安曇野インター店 K-5925 安曇野市豊科南穂高1102-2 0263-72-9012 HP ファミリーレストラン
2977 中信 安曇野市 あづみ堂 K-0528 安曇野市豊科南穂高1115 0263-71-1400 HP その他 土産物店
2978 中信 安曇野市 王滝　安曇野店 K-1821 安曇野市豊科南穂高1115 0263-31-3140 HP 和食・寿司・天ぷら
2979 中信 安曇野市 四川乃華安曇野店 K-3938 安曇野市豊科南穂高1115 0263-71-1411 中華・台湾
2980 中信 安曇野市 ファミリーマート安曇野インター K-4926 安曇野市豊科南穂高111番地23 0263-71-3021 コンビニエンスストア
2981 中信 安曇野市 あっちゃん　安曇野インター店 K-1827 安曇野市豊科南穂高131-1 0263-71-3220 HP 和食・寿司・天ぷら
2982 中信 安曇野市 小木曽製粉所　安曇野店 K-1864 安曇野市豊科南穂高133-1 0263-71-2288 HP そば・うどん
2983 中信 安曇野市 ココス安曇野インター店 K-3477 安曇野市豊科南穂高140-1 0263-71-2381 HP その他 その他土産物店 ファミリーレストラン
2984 中信 安曇野市 カレーハウスCoCo壱番屋　安曇野インター店 K-1391 安曇野市豊科南穂高140-1スワンガーデン安曇野内 0263-73-7791 HP 洋食
2985 中信 安曇野市 竹風堂　あづみ野店 K-1122 安曇野市豊科南穂高148-8 0263-73-0211 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
2986 中信 安曇野市 セブン-イレブン安曇野インター北店 K-4260 安曇野市豊科南穂高1622-1 0263-72-7011 コンビニエンスストア
2987 中信 安曇野市 あづみ野F-1PARK K-2780 安曇野市豊科南穂高1622-2 0263-72-6801 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験

2988 中信 安曇野市 まちの駅安曇野ベース K-3141 安曇野市豊科南穂高5089ー1 0263-88-9177 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

2989 中信 安曇野市 あづみのるベーカリー K-5295 安曇野市豊科南穂高5373-1 0263-75-3707 HP その他 その他土産物店 その他グルメ
2990 中信 安曇野市 安曇野スイス村 K-3907 安曇野市豊科南穂高5555-1 0263-72-7878 HP 土産物店
2991 中信 安曇野市 かっぱ寿司豊科店 K-3855 安曇野市豊科南穂高576-1 0263-72-9896 和食・寿司・天ぷら
2992 中信 安曇野市 ステーキ宮　豊科店 K-3422 安曇野市豊科南穂高599-4 0263-73-2765 HP 鉄板・ステーキ
2993 中信 安曇野市 腸詰屋 安曇野店 K-4093 安曇野市豊科南穂高6226-1 0263-88-3963 HP 土産物店
2994 中信 安曇野市 ファミリーマート安曇野オリンピックロード店 K-5067 安曇野市豊科南穂高6351-1 0263-71-5023 コンビニエンスストア
2995 中信 安曇野市 アルプスラインクルーズ K-0709 安曇野市豊科南穂高6431-3 0263-50-6756 HP アウトドア・スポーツ体験
2996 中信 安曇野市 ビレッジ安曇野 K-2555 安曇野市豊科南穂高6780 0263-72-8568 HP 工芸体験 土産物店 和食・寿司・天ぷら
2997 中信 安曇野市 『安曇野リバークルージング』　　わんだぁえっぐ K-2376 安曇野市豊科南穂高6815-4わんだぁえっぐ 0263-71-6073 HP アウトドア・スポーツ体験
2998 中信 安曇野市 カルビ大将　豊科店 K-3418 安曇野市豊科南穂高6826-1 0263-73-0545 HP 焼肉・ホルモン
2999 中信 安曇野市 テンホウカインズ豊科店 K-4446 安曇野市豊科南穂高771-1 0263-50-4104 HP ラーメン・つけ麺
3000 中信 安曇野市 カインズ豊科店 K-5312 安曇野市豊科南穂高771-1 0263-71-1000 ホームセンター
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3001 中信 安曇野市 ほりでーゆ～四季の郷 K-0183 安曇野市堀金烏川11-1 0263-73-8500 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 土産物店 ファミリーレストラン
3002 中信 安曇野市 割烹よしだ K-3886 安曇野市堀金烏川2147-1 0263-72-2276 和食・寿司・天ぷら
3003 中信 安曇野市 かあさんのおむすびの店 K-5836 安曇野市堀金烏川2696 0263-73-7002 HP そば・うどん
3004 中信 安曇野市 道の駅アルプス安曇野ほりがねの里 K-5837 安曇野市堀金烏川2696 0263-73-7002 HP 土産物店,道の駅
3005 中信 安曇野市 ファミリーマートJAあづみ烏川 K-4885 安曇野市堀金烏川2764-1 0263-71-5011 コンビニエンスストア
3006 中信 安曇野市 ナポリピッツァ　TASUKU K-3142 安曇野市堀金烏川3132-1 0263-87-7729 HP イタリアン
3007 中信 安曇野市 テンホウ堀金店 K-4447 安曇野市堀金烏川4214-1 0263-88-8142 HP ラーメン・つけ麺
3008 中信 安曇野市 そば乃庵はや田 K-5394 安曇野市堀金三田270 0263-71-2354 そば・うどん
3009 中信 安曇野市 坂本屋 K-5318 安曇野市明科七貴10775-1 0263-75-9477 HP 和食・寿司・天ぷら
3010 中信 安曇野市 セブン-イレブン明科七貴店 K-4235 安曇野市明科七貴8830-39 0263-62-2037 コンビニエンスストア
3011 中信 安曇野市 長峰荘 K-1466 安曇野市明科中川手14-2 0263-62-2195 その他 土産物店
3012 中信 安曇野市 安曇野清流川下り　あめんぼう K-1177 安曇野市明科東川手13363 090-4602-8702 HP アウトドア・スポーツ体験
3013 中信 塩尻市 クスリのアオキ桔梗ヶ原店 K-5030 塩尻市塩尻駅北土地区画整理事業区域内21街区19画地 0263-50-7612 HP ドラッグストア
3014 中信 塩尻市 長野自動車道みどり湖パーキングエリア上り（小木曽屋玄治郎） K-3794 塩尻市柿沢651番地3 0263-56-2051 HP その他土産物店 定食屋
3015 中信 塩尻市 ショップ＆レストラン　ボッテガ（ワイン販売） K-3075 塩尻市柿沢永井坂942-1 0263-51-8711 HP その他土産物店
3016 中信 塩尻市 ショップ＆レストラン　ボッテガ（土産物販売） K-3076 塩尻市柿沢永井坂942-1 0263-51-8711 土産物店
3017 中信 塩尻市 La Bottega della Pizza Napoletana K-5186 塩尻市柿沢永井坂９４２－１ 0263-56-2688 HP イタリアン
3018 中信 塩尻市 長野自動車道みどり湖パーキングエリア（下り）（小木曽屋玄治郎） K-1877 塩尻市柿沢字永井坂921-1 0263-52-3581 HP 土産物店 そば・うどん
3019 中信 塩尻市 東山食堂 K-1338 塩尻市旧塩尻1054-5 0263-56-2733 焼肉・ホルモン
3020 中信 塩尻市 GLAMPING BASE enCamp & K-1642 塩尻市金井811 070-4000-2585 HP 料理体験, アウトドア・スポーツ体験 その他土産物店 カフェ・スイーツ
3021 中信 塩尻市 焼肉カルビ屋三夢　塩尻店 K-3791 塩尻市広丘吉田1087 0263-86-6441 HP 焼肉・ホルモン
3022 中信 塩尻市 スシロー塩尻店 K-3708 塩尻市広丘吉田1131-1 0263-85-3395 HP 和食・寿司・天ぷら
3023 中信 塩尻市 デリシア吉田原店 K-5445 塩尻市広丘吉田3018 0263-85-0330 HP スーパーマーケット
3024 中信 塩尻市 信州健康ランド K-0078 塩尻市広丘吉田366-1 0263-57-8111 HP レジャー施設, 日帰り温泉施設 土産物店
3025 中信 塩尻市 牛角　塩尻店 K-3395 塩尻市広丘吉田字道西642-2 0263-87-4129 HP 焼肉・ホルモン
3026 中信 塩尻市 ファミリーマート塩尻郷原店 K-5064 塩尻市広丘郷原1096 0263-51-9525 コンビニエンスストア
3027 中信 塩尻市 アルプスショット・ゴルフ練習場 K-0096 塩尻市広丘郷原1571-1 0263-54-3100 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

3028 中信 塩尻市 ツルヤ広丘店 K-5105 塩尻市広丘堅石2145-180 0263-51-5811 スーパーマーケット
3029 中信 塩尻市 塩尻餃子食堂 K-5237 塩尻市広丘堅石2145-426 0263-31-3750 中華・台湾
3030 中信 塩尻市 セブン-イレブン広丘駅前 K-4401 塩尻市広丘原新田215-20 0263-52-1504 コンビニエンスストア
3031 中信 塩尻市 ファミリーマート塩尻原新田店 K-5066 塩尻市広丘原新田234-3 0263-54-9443 コンビニエンスストア
3032 中信 塩尻市 かっぱ寿司　塩尻店 K-3845 塩尻市広丘原新田575-1 0263-51-0322 和食・寿司・天ぷら
3033 中信 塩尻市 ファミリーマート塩尻広丘 K-5869 塩尻市広丘原新田91-5 0263-85-4019 HP コンビニエンスストア
3034 中信 塩尻市 シナノ精肉直営　焼肉楽園　塩尻店 K-5739 塩尻市広丘高高出2179-1 0263-52-6821 HP 焼肉・ホルモン
3035 中信 塩尻市 カインズ塩尻店 K-5309 塩尻市広丘高出1575 0263-51-1888 ホームセンター
3036 中信 塩尻市 大戸屋　カインズ塩尻店 K-5365 塩尻市広丘高出1579-8 0263-54-2281 定食屋
3037 中信 塩尻市 モスバーガーカインズ塩尻店 K-3501 塩尻市広丘高出1628-2 0263-54-8617 HP ファーストフード
3038 中信 塩尻市 ファミリーマート塩尻高出店 K-5065 塩尻市広丘高出1661 0263-51-5570 コンビニエンスストア
3039 中信 塩尻市 ザ・ビッグ塩尻広丘店 K-6026 塩尻市広丘高出1783-1 0263-54-8030 その他
3040 中信 塩尻市 ココス塩尻広丘店 K-3482 塩尻市広丘高出1784 0263-51-6771 HP その他 その他土産物店 ファミリーレストラン
3041 中信 塩尻市 セブン-イレブン塩尻高出店 K-4506 塩尻市広丘高出2199-4 0263-53-2265 コンビニエンスストア
3042 中信 塩尻市 ローソン塩尻桔梗ヶ原店 K-4603 塩尻市広丘高出2225-1 0263-52-3201 コンビニエンスストア
3043 中信 塩尻市 Verde Pizza Factory Shiojiri K-2567 塩尻市広丘高出2228-4 0263-87-2570 HP イタリアン
3044 中信 塩尻市 ファミリーマート塩尻緑ヶ丘南店 K-4887 塩尻市広丘高出西村1835-9 0263-51-0214 コンビニエンスストア
3045 中信 塩尻市 焼肉しゃぶしゃぶ　ぶう K-1352 塩尻市広丘野村1468-2 0263-52-8929 HP 焼肉・ホルモン
3046 中信 塩尻市 綿半スーパーセンター塩尻店 K-5625 塩尻市広丘野村1503-4 0263-51-0303 HP スーパーマーケット, ホームセンター

3047 中信 塩尻市 朝日観光自動車株式会社 K-0299 塩尻市広丘野村1610-4 0263-54-1099 HP バス
3048 中信 塩尻市 炭火や串坊 K-1239 塩尻市広丘野村1644-4 0263-88-5915 HP 居酒屋・創作料理
3049 中信 塩尻市 秋吉塩尻広丘店 K-5969 塩尻市広丘野村1645-9 0263-52-6666 焼鳥・串揚げ
3050 中信 塩尻市 サーティワンアイスクリームギャザ塩尻店 K-0653 塩尻市広丘野村1688-1ｺﾐｭﾆﾃｨﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽｷﾞｬｻﾞ1F 0263-31-5086 カフェ・スイーツ
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3051 中信 塩尻市 唐揚げのやまざき　塩尻広丘店 K-2328 塩尻市広丘野村1702-1 0263-88-2529 HP 定食屋
3052 中信 塩尻市 クライミングジム　HANDJAM K-2032 塩尻市広丘野村1787-78 0263-87-3874 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

3053 中信 塩尻市 ローソン塩尻広丘野村店 K-4455 塩尻市広丘野村1787ｰ14 コンビニエンスストア
3054 中信 塩尻市 Hawaiian cafe Hulala2 K-5709 塩尻市広丘野村1793-1 0263-87-2219 HP その他グルメ
3055 中信 塩尻市 ハルピンラーメン　塩尻広丘駅前店 K-2316 塩尻市広丘野村2055-4 0263-88-6988 HP ラーメン・つけ麺
3056 中信 塩尻市 ファミリーマート塩尻金塚店 K-4836 塩尻市広丘野村金塚1026-1 0263-51-5241 コンビニエンスストア
3057 中信 塩尻市 ローソン塩尻桟敷店 K-4488 塩尻市桟敷294-1 0263-53-7285 コンビニエンスストア
3058 中信 塩尻市 バロー塩尻店 K-5492 塩尻市桟敷300-1 0263-51-5411 スーパーマーケット
3059 中信 塩尻市 ベリービーズワイナリー K-2767 塩尻市宗賀2327-1 0263-87-0570 HP その他土産物店
3060 中信 塩尻市 ローソン塩尻宗賀店 K-4297 塩尻市宗賀2446-1 0263-53-6500 コンビニエンスストア ファーストフード
3061 中信 塩尻市 原遊覧園・原農園 K-5815 塩尻市宗賀桔梗ヶ原71-52 0263-52-2958 HP 果物狩り・観光農園 その他土産物店
3062 中信 塩尻市 ファミリーマート塩尻宗賀店 K-4835 塩尻市宗賀桔梗ヶ原73-148 0263-51-0143 コンビニエンスストア
3063 中信 塩尻市 セブン-イレブン塩尻牧野 K-4330 塩尻市宗賀本山5271-3 0263‐53‐6344 コンビニエンスストア
3064 中信 塩尻市 長野自動車道みどり湖パーキングエリア（上り）（小木曽屋玄治郎） K-5732 塩尻市大字柿沢651番地3 0263-56-2051 HP 土産物店 そば・うどん
3065 中信 塩尻市 悠山窯「高ボッチ陶芸俱楽部」 K-5712 塩尻市大字旧塩尻1449-6 0263-56-2416 HP 工芸体験
3066 中信 塩尻市 ファミリーマート塩尻吉田 K-4915 塩尻市大字広丘吉田1087 0263-85-3113 コンビニエンスストア
3067 中信 塩尻市 カルビ大将　塩尻店 K-3429 塩尻市大字広丘吉田字道東1053-1 0263-58-1126 HP 焼肉・ホルモン
3068 中信 塩尻市 デリシア広丘店 K-5448 塩尻市大字広丘野村1688-1 0263-53-2345 HP スーパーマーケット
3069 中信 塩尻市 ビッグボーイ塩尻店 K-3494 塩尻市大字広丘野村2050-13 0263-51-0712 HP ファミリーレストラン
3070 中信 塩尻市 デリシア塩尻東店 K-5436 塩尻市大字高出1537番地2 0263-52-3700 HP スーパーマーケット
3071 中信 塩尻市 土田園 K-4837 塩尻市大字宗賀1299番地156 0263-52-1923 HP 果物狩り・観光農園 土産物店
3072 中信 塩尻市 信濃ワイン売店 K-5750 塩尻市大字洗馬783 0263-52-2581 HP 土産物店
3073 中信 塩尻市 ファミリーマート松本空港前店 K-4850 塩尻市大字洗馬字岩垂原8874番地2 0263-85-4057 コンビニエンスストア
3074 中信 塩尻市 セブン-イレブン塩尻洗馬店 K-4483 塩尻市大字洗馬太田280-3 0263-54-3750 コンビニエンスストア
3075 中信 塩尻市 嵓 kura K-3869 塩尻市大字奈良井551 0264-34-3001 HP その他グルメ
3076 中信 塩尻市 BYAKU Narai K-3870 塩尻市大字奈良井551 0264-34-3001 HP その他土産物店
3077 中信 塩尻市 食事処与志田 K-5517 塩尻市大字木曽平沢2272番地7 0264-34-1000 HP そば・うどん
3078 中信 塩尻市 アルピコタクシー株式会社 塩尻営業所 K-0308 塩尻市大小屋102-1 0263-52-3171 タクシー
3079 中信 塩尻市 デリシア塩尻店 K-5446 塩尻市大門1-7-1 0263-52-1377 HP スーパーマーケット
3080 中信 塩尻市 ドラッグコスコ塩尻店 K-5164 塩尻市大門７－１６－８ 0263-54-6711 ドラッグストア
3081 中信 塩尻市 駅レンタカー塩尻営業所 K-5554 塩尻市大門7番町11-3 026-226-7035 HP レンタカー
3082 中信 塩尻市 あさひ館 K-0818 塩尻市大門8番町2-1 0263-52-0005 HP 和食・寿司・天ぷら
3083 中信 塩尻市 美勢タクシー株式会社 K-0138 塩尻市大門一番町3番3号 0263-52-1280 HP バス, タクシー
3084 中信 塩尻市 目利きの銀次　塩尻大門一番町店 K-2177 塩尻市大門一番町6-5ノザワビル1階2階 0263-54-7488 HP 居酒屋・創作料理
3085 中信 塩尻市 TOM'ｓ　Ｃａｆｅ K-4020 塩尻市大門一番町7-1ウィングロードビル1F 0263-88-2863 HP カフェ・スイーツ
3086 中信 塩尻市 サンドラッグ塩尻店 K-4252 塩尻市大門一番町7-2 0263-51-6377 HP ドラッグストア
3087 中信 塩尻市 中信会館　龍胆 K-3409 塩尻市大門一番町8-17 0263-52-2340 HP 中華・台湾
3088 中信 塩尻市 ファミリーマート塩尻桔梗町店 K-4888 塩尻市大門桔梗町6-22 0263-51-5233 コンビニエンスストア
3089 中信 塩尻市 日産レンタカー塩尻駅前店 K-5811 塩尻市大門七番町11-3 0263-51-1523 レンタカー
3090 中信 塩尻市 塩尻しなの K-1730 塩尻市大門八番町 その他土産物店
3091 中信 塩尻市 塩尻市観光センター（売店） K-0106 塩尻市大門八番町13-10 0263-88-8722 アウトドア・スポーツ体験, その他 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

3092 中信 塩尻市 Pesca Pazzo 美食研究所-Bishoku LABO- K-5822 塩尻市大門八番町2-10 08081470048 HP 和食・寿司・天ぷら
3093 中信 塩尻市 塩尻呑食堂Tetsu K-4021 塩尻市大門八番町3-25 0263-52-0588 HP 居酒屋・創作料理
3094 中信 塩尻市 野田屋 K-2963 塩尻市大門八番町9-1 0263-53-8204 HP 土産物店
3095 中信 塩尻市 NewDaysKIOSK塩尻 K-4570 塩尻市大門八番町9-1 0263-51-0523 コンビニエンスストア
3096 中信 塩尻市 アイマニSHIOJIRI K-4689 塩尻市大門八番町9-1 090-7408-8474 ダイニングバー・バル
3097 中信 塩尻市 お弁当のカワカミ K-2043 塩尻市大門八番町9-36 0263-52-1234 HP その他グルメ
3098 中信 塩尻市 カワチ薬品　塩尻店 K-4775 塩尻市大門並木町11-10 0263-52-6356 HP ドラッグストア
3099 中信 塩尻市 あみもと K-5835 塩尻市大門並木町11-15 0263-53-6300 和食・寿司・天ぷら
3100 中信 塩尻市 セブン-イレブン塩尻並木町店 K-4365 塩尻市大門並木町11-4 0263-53-0896 コンビニエンスストア
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3101 中信 塩尻市 テンホウ塩尻店 K-4424 塩尻市大門並木町6-2 0263-54-3331 HP ラーメン・つけ麺
3102 中信 塩尻市 カレーハウスCoCo壱番屋塩尻大門並木町店 K-0720 塩尻市大門並木町700-8 0263-51-6755 HP 洋食
3103 中信 塩尻市 手打ち蕎麦処　楽々亭 K-3915 塩尻市奈良井1127 0264-34-3199 そば・うどん
3104 中信 塩尻市 そば処　山なか K-2651 塩尻市奈良井289 0264-34-2230 そば・うどん
3105 中信 塩尻市 竹仙堂 K-2657 塩尻市奈良井293 0264-34-3518 土産物店
3106 中信 塩尻市 才田屋 K-2816 塩尻市奈良井298 0264-34-2294 土産物店,伝統工芸品等の販売店

3107 中信 塩尻市 そば処　かぎの手 K-2653 塩尻市奈良井340 0264-34-3646 そば・うどん
3108 中信 塩尻市 cafe風花 K-2944 塩尻市奈良井375 0264-34-3939 カフェ・スイーツ
3109 中信 塩尻市 笹屋酒店 K-2481 塩尻市奈良井381 0264-34-3020 土産物店
3110 中信 塩尻市 御宿伊勢屋 K-0032 塩尻市奈良井388 0264-34-3051 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

3111 中信 塩尻市 食事処松波 K-5992 塩尻市奈良井397-1 0264-34-3750 定食屋
3112 中信 塩尻市 奈良井宿お土産市場 K-1615 塩尻市奈良井447 0264-34-3034 土産物店, その他土産物店 ファーストフード
3113 中信 塩尻市 食事処かなめや K-2502 塩尻市奈良井482 0264-34-3329 和食・寿司・天ぷら
3114 中信 塩尻市 日野百草本舗　奈良井店 K-0952 塩尻市奈良井492 0264-34-3221 HP 土産物店
3115 中信 塩尻市 ゑちごや旅館 K-5861 塩尻市奈良井493 0264-34-3011 HP 土産物店
3116 中信 塩尻市 奈良井宿観光案内所 K-1792 塩尻市奈良井497-3 0264-34-3160 工芸体験 土産物店
3117 中信 塩尻市 奈良井宿民芸会館 K-3396 塩尻市奈良井507 0264-34-2685 土産物店
3118 中信 塩尻市 斉藤漆器店 K-0065 塩尻市奈良井554 0264-34-2367 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

3119 中信 塩尻市 お食事処　いなかや K-2203 塩尻市奈良井580 0264-34-3300 そば・うどん
3120 中信 塩尻市 松屋茶房 K-1047 塩尻市奈良井583 0264-34-3105 HP カフェ・スイーツ
3121 中信 塩尻市 さわや漆器店 K-3375 塩尻市奈良井596 0264-34-3228 土産物店
3122 中信 塩尻市 民宿しまだ K-2418 塩尻市奈良井600 0264-34-2678 HP 居酒屋・創作料理
3123 中信 塩尻市 カフェ コナヤ K-3546 塩尻市奈良井613 080-9687-5706 土産物店 その他グルメ
3124 中信 塩尻市 越後屋食堂 K-2941 塩尻市奈良井666-1 0264-34-3048 HP そば・うどん
3125 中信 塩尻市 アトリエ深雪 K-1375 塩尻市奈良井722 090-5195-2649 HP 土産物店
3126 中信 塩尻市 湖月堂 K-2858 塩尻市奈良井724 0264-34-3073 HP その他土産物店
3127 中信 塩尻市 立喰麺屋ひろ K-2981 塩尻市奈良井728 ラーメン・つけ麺
3128 中信 塩尻市 カフェ深山 K-1527 塩尻市奈良井837-101 0264-34-2500 HP カフェ・スイーツ
3129 中信 塩尻市 奈良井宿市場 K-1525 塩尻市奈良井837-252 0264-34-3305 HP 土産物店
3130 中信 塩尻市 高ボッチ高原　でいだらボッチ館 K-2214 塩尻市片丘9215-1382 0263-54-2001 料理体験,アウトドア・スポーツ体験 土産物店
3131 中信 塩尻市 笹良漆器店 K-3547 塩尻市木曽平沢1530 0264-34-2129 伝統工芸品等の販売店
3132 中信 塩尻市 伊藤寛司商店 K-3135 塩尻市木曽平沢1607 0264-34-2034 伝統工芸品等の販売店
3133 中信 塩尻市 ちきりや手塚万右衛門漆器店 K-0594 塩尻市木曽平沢1736-1 0264-34-2002 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店
3134 中信 塩尻市 まる又漆器店 K-2413 塩尻市木曽平沢1800 0264-34-2115 HP その他 伝統工芸品等の販売店
3135 中信 塩尻市 漆器協同卸売センター K-3070 塩尻市木曽平沢1905-13 0264-34-3335 伝統工芸品等の販売店
3136 中信 塩尻市 手打ちそば　ていしゃば K-2655 塩尻市木曽平沢2077-264 0264-34-3366 そば・うどん
3137 中信 塩尻市 うるし工芸館 本山漆器店 K-3337 塩尻市木曽平沢2195 0264-34-2511 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

3138 中信 塩尻市 道の駅　木曽ならかわ K-1233 塩尻市木曽平沢2272番地7 0264-34-3888 HP 工芸体験 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, 道の駅

3139 中信 塩尻市 セブン-イレブン塩尻木曽平沢 K-4329 塩尻市木曽平沢2289-5 0264‐34‐3503 コンビニエンスストア
3140 中信 塩尻市 木曽路民芸館 K-3397 塩尻市贄川2070 0264-34-2105 土産物店
3141 中信 塩尻市 そば処ながせ K-2349 塩尻市贄川2393-3 0264-34-3317 そば・うどん
3142 中信 塩尻市 龍門堂　本店 K-3453 塩尻市贄川2400 0264-34-3211 HP 伝統工芸品等の販売店
3143 中信 松川村 大受 K-5727 下伊那郡松川町元大島2072-21 0265-36-6228 HP 和食・寿司・天ぷら
3144 中信 茅野市 長寿寒天館 K-5627 茅野市宮川1280 0266-72-4121 HP 土産物店
3145 中信 茅野市 プチホテルまほろば K-5953 茅野市北山3419 0266-68-2128
3146 中信 小谷村 お土産Yショップ栂池MoMo K-2525 小谷村千国乙12840−1 0261-71-5201 土産物店
3147 中信 小谷村 ホテルセルリアンアルペン K-3035 小谷村大字千国乙516 0261-83-2325 HP その他土産物店
3148 中信 松本市 そば居酒屋　蔵のむこう K-1256 松本市1-2-21 0263-36-7880 HP 居酒屋・創作料理
3149 中信 松本市 さすらいのカンテキ松本店 K-4038 松本市1-4-3夢一ビル1F 0263-50-6322 HP 焼肉・ホルモン
3150 中信 松本市 OLDIES B GOODIES K-5232 松本市旭1-1-20 0263-30-8455 洋食
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3151 中信 松本市 セブン-イレブン松本旭1丁目店 K-4697 松本市旭1-1014 0263-36-0107 コンビニエンスストア
3152 中信 松本市 テンホウ梓川店 K-4440 松本市梓川559-1 0263-78-1040 HP ラーメン・つけ麺
3153 中信 松本市 就労継続支援A型事業所　チェリーバーチ K-4087 松本市梓川倭2068-1 0263-88-3883 土産物店
3154 中信 松本市 松本市梓川地場産品直売センター K-4078 松本市梓川倭2102-1 0263-78-5725 その他土産物店
3155 中信 松本市 ファミリーマート松本梓川 K-4910 松本市梓川倭2106-2 0263-76-1045 コンビニエンスストア
3156 中信 松本市 カインズ梓川店 K-5408 松本市梓川倭2168 0263-78-6111 HP その他 ホームセンター
3157 中信 松本市 梓水苑 K-0070 松本市梓川倭4262-1 0263-78-5550 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店 定食屋
3158 中信 松本市 デリシア梓川店 K-5454 松本市梓川倭535-2 0263-78-4855 HP スーパーマーケット
3159 中信 松本市 小木曽製粉所　梓川店 K-1869 松本市梓川倭913-2 0263-31-5521 HP そば・うどん
3160 中信 松本市 かつらの湯　丸永旅館 K-2853 松本市安曇(白骨)4185-2 0263-93-2067 HP 日帰り温泉施設 土産物店
3161 中信 松本市 小木曽屋玄治郎　アルプスの郷店 K-1875 松本市安曇209-1 0263-94-2286 HP そば・うどん
3162 中信 松本市 道の駅　風穴の里 K-2551 松本市安曇3528-1 0263-94-2200 HP 織物体験 道の駅 その他グルメ
3163 中信 松本市 Cafe & Bar Spring Bank K-1385 松本市安曇3929-5 0263-93-3013 HP カフェ・スイーツ
3164 中信 松本市 ロッヂふもと K-1090 松本市安曇3948-1 0263-93-2615 HP その他グルメ
3165 中信 松本市 青葉荘 K-4453 松本市安曇3952-2 0263-93-2750 HP 料理体験, 日帰り温泉施設 土産物店 カフェ・スイーツ
3166 中信 松本市 MADONNAペットとキャンプ K-1361 松本市安曇3971 0263-93-2768 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

3167 中信 松本市 乗鞍BASE　いがやレクリエーションランド K-0327 松本市安曇3994-21 0263-88-0300 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験 土産物店 カフェ・スイーツ
3168 中信 松本市 ペットと泊まる　陽だまり K-1248 松本市安曇4008-8 0263-93-3325 HP その他 その他土産物店
3169 中信 松本市 そば処合掌 K-2875 松本市安曇4025-2 0263-93-2612 HP そば・うどん
3170 中信 松本市 あったか温泉宿美鈴荘 K-1288 松本市安曇4085-49 0263-93-2330 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
3171 中信 松本市 佐の屋 K-3320 松本市安曇4085-56 0263-93-3306 HP 料理体験, アウトドア・スポーツ体験 和食・寿司・天ぷら
3172 中信 松本市 ペンションMr,チャーリーブラウン K-3951 松本市安曇4085-85 0263-93-2345 HP 土産物店
3173 中信 松本市 乗鞍高原の宿irodori / cafe irodori K-4212 松本市安曇4085−36 0263-93-2215 定食屋
3174 中信 松本市 グレンパークさわんど K-0861 松本市安曇4144-17 0263-93-1810 HP 土産物店 丼もの
3175 中信 松本市 アルピコ交通株式会社さわんど大橋 K-5977 松本市安曇4160-2 0263-92-2511 HP バス
3176 中信 松本市 渓流荘しおり絵 K-4029 松本市安曇4170-4 0263-93-2642 HP 土産物店
3177 中信 松本市 上高地ホテル K-0254 松本市安曇4171 0263-93-2910 HP 土産物店
3178 中信 松本市 白骨温泉　湯元齋藤旅館 K-3001 松本市安曇4195 0263-93-2311 HP 土産物店
3179 中信 松本市 お休み処球道 K-3916 松本市安曇4197-16球道 0263-93-2444 日帰り温泉施設 和食・寿司・天ぷら
3180 中信 松本市 白骨温泉公共野天風呂 K-3917 松本市安曇4197-4 0263-93-3121 HP 日帰り温泉施設
3181 中信 松本市 煤香庵 K-1189 松本市安曇4200-1 0263-93-2917 HP 日帰り温泉施設 そば・うどん
3182 中信 松本市 白船荘新宅旅館 K-0116 松本市安曇4201 0263-93-2201 HP 土産物店
3183 中信 松本市 お宿つるや K-3950 松本市安曇4202-6 0263-93-2331 HP その他土産物店
3184 中信 松本市 白船グランドホテル K-0373 松本市安曇4203 0263-93-3333 HP その他土産物店
3185 中信 松本市 白骨ゑびすや K-0388 松本市安曇4206-2 0263-93-2031 HP その他土産物店
3186 中信 松本市 アルパイン ミズシロ K-4095 松本市安曇4232-6 0263-93-2261 HP
3187 中信 松本市 ペンション　ポエティカル K-2908 松本市安曇4251 0253-93-2743 HP その他土産物店 その他グルメ
3188 中信 松本市 雀の宿　やぐら K-1083 松本市安曇4267-1 0263-93-2323 HP その他グルメ
3189 中信 松本市 ペンショングリンデルワルト K-2604 松本市安曇4269-10 0263-93-2316 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店 洋食
3190 中信 松本市 カムス K-2425 松本市安曇4294-2 0263-93-2080 ダイニングバー・バル
3191 中信 松本市 Mt.乗鞍スノーリゾート K-3651 松本市安曇4294-3 0263-93-2645 レジャー施設
3192 中信 松本市 温泉の宿　ゲストハウス雷鳥 K-0230 松本市安曇4306 0263-93-2746 HP 工芸体験, 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設

3193 中信 松本市 GiFT NORiKURA Gelato & Cafe K-0269 松本市安曇4306 0263-93-2746 HP カフェ・スイーツ
3194 中信 松本市 エコー乗鞍 K-1018 松本市安曇4306 0263-93-2526 土産物店
3195 中信 松本市 プチホテルアルム K-2046 松本市安曇4306-1 0263-93-2951 HP 洋食
3196 中信 松本市 ノーススター　アウトドア　アドベンチャー K-0394 松本市安曇4306-4 0263-93-1688 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験 その他土産物店
3197 中信 松本市 乗鞍高原　湯けむり館 K-2593 松本市安曇4306-4 0263-93-2589 日帰り温泉施設
3198 中信 松本市 アルピコ交通株式会社乗鞍高原シャトルバス券売所 K-2131 松本市安曇4306-5 0263-92-2511 HP バス
3199 中信 松本市 乗鞍観光センター　売店 K-2592 松本市安曇4306-6 0263-93-2326 土産物店
3200 中信 松本市 リトルピークス K-0663 松本市安曇4306-7観光センター内 0263-93-1243 HP アウトドア・スポーツ体験
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3201 中信 松本市 バウムクーヘン工房ヤムヤムツリー K-0399 松本市安曇4306-8 0263-93-2360 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
3202 中信 松本市 休暇村　乗鞍高原 K-1021 松本市安曇4307 0263-93-2304 HP レジャー施設, 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
3203 中信 松本市 坂巻温泉旅館 K-5865 松本市安曇4466 0263-95-2453 HP 日帰り温泉施設 土産物店
3204 中信 松本市 中の湯温泉旅館 K-1020 松本市安曇4467 0263-95-2407 HP 土産物店
3205 中信 松本市 ショップ白樺 K-0877 松本市安曇4468 0263-95-2131 HP その他 土産物店 カフェ・スイーツ
3206 中信 松本市 大正池ホテル K-2909 松本市安曇4468 0263-95-2301 HP 土産物店 その他グルメ
3207 中信 松本市 上高地ビジターセンター K-4039 松本市安曇4468 0263-95-2606 HP 博物館等 土産物店
3208 中信 松本市 上高地インフォメーションセンター K-4040 松本市安曇4468 0263-95-2433 HP 博物館等 土産物店
3209 中信 松本市 五千尺キッチン K-0213 松本市安曇4468番地 0263-95-2111 HP 土産物店, その他土産物店 洋食
3210 中信 松本市 上高地のおみやげや K-0219 松本市安曇4468番地 0263-95-2119 HP 土産物店, その他土産物店
3211 中信 松本市 スイーツカフェ＆バー　LOUNGE K-0221 松本市安曇4468番地 0263-95-2111 HP カフェ・スイーツ
3212 中信 松本市 THE PARKLODGE 上高地 K-0225 松本市安曇4468番地 0263-95-2221 HP 洋食
3213 中信 松本市 THE PARKLODGE上高地　トワサンク K-1055 松本市安曇4468番地 0263-95-2221 HP カフェ・スイーツ
3214 中信 松本市 上高地ルミエスタホテル　La Riviere K-0628 松本市安曇4469番地1 0263-95-2121 HP 洋食
3215 中信 松本市 上高地ルミエスタホテル　売店 K-0633 松本市安曇4469番地1 0263-95-2121 HP 土産物店
3216 中信 松本市 徳沢ロッヂ K-2874 松本市安曇4470 0263-95-2526 HP 土産物店
3217 中信 松本市 ペンションのりくら K-1951 松本市安曇4855-95 0263-93-2633 HP その他グルメ
3218 中信 松本市 酒商　中島屋 K-3595 松本市安曇706-1 0263-94-2007 HP 土産物店
3219 中信 松本市 アルピコ交通株式会社上高地営業所 K-2138 松本市安曇上高地4468 0263-95-2103 HP バス
3220 中信 松本市 おみやげ処ピッケル K-2617 松本市安曇上高地4468 0263-95-2401 その他 土産物店
3221 中信 松本市 上高地森のリゾート小梨 K-2618 松本市安曇上高地4468小梨平キャンプ場 0263-95-2321 HP その他 その他土産物店
3222 中信 松本市 五千尺ホテル上高地 K-2383 松本市安曇上高地4468番地 0263-95-2111 HP その他土産物店
3223 中信 松本市 上高地食堂 K-2594 松本市安曇上高地4468番地 0263-95-2039 HP 土産物店 そば・うどん
3224 中信 松本市 上高地　明神カフェ K-3049 松本市安曇上高地4468明神明神館 0263-95-2036 HP 土産物店 定食屋
3225 中信 松本市 上高地温泉ホテル K-0056 松本市安曇上高地4469-1 0263-95-2311 HP 土産物店 その他グルメ
3226 中信 松本市 上高地西糸屋山荘 K-0176 松本市安曇上高地4469-1 0263-95-2206 HP その他 土産物店 定食屋
3227 中信 松本市 上高地バスターミナル　売店 K-0639 松本市安曇上高地4469-1 0263-95-2121 土産物店 その他グルメ
3228 中信 松本市 上高地アルペンホテル　売店 K-2732 松本市安曇上高地4469-1 0263-95-2231 HP その他土産物店
3229 中信 松本市 ヒュッテ大槍 K-1015 松本市安曇上高地国有林槍ヶ岳 080-8728-8805 土産物店
3230 中信 松本市 アルピコ交通株式会社さわんどバスターミナル K-2127 松本市安曇沢渡4466-52 0263-88-7388 HP バス
3231 中信 松本市 泡の湯旅館 K-1428 松本市安曇白骨4181 0263-93-2101 HP 日帰り温泉施設 土産物店
3232 中信 松本市 セブン-イレブン松本中条橋店 K-4604 松本市井川城1-5-32 0263-28-2411 その他 コンビニエンスストア
3233 中信 松本市 セブン-イレブン松本井川城店 K-4263 松本市井川城2丁目11-15 0263-28-1773 コンビニエンスストア
3234 中信 松本市 えん家 K-5239 松本市井川城3-6-29 0263-55-5170 居酒屋・創作料理
3235 中信 松本市 ローソン松本井川城店 K-4487 松本市井川城3丁目6-20 0263-26-3950 コンビニエンスストア
3236 中信 松本市 セブン-イレブン松本洞店 K-4264 松本市稲倉10202-3 0263-46-3222 コンビニエンスストア
3237 中信 松本市 食事珈房　はしら K-2358 松本市岡田松岡116-3 0263-46-4272 HP 洋食
3238 中信 松本市 ファミリーマート松本岡田店 K-4839 松本市岡田松岡140-1 0263-45-1158 コンビニエンスストア
3239 中信 松本市 信州城下そばと天ぷら　やまとう K-1032 松本市開智1-1-27 0263-32-3733 HP そば・うどん
3240 中信 松本市 竹風堂　松本開智店 K-1120 松本市開智1-1-28 0263-36-0769 HP 土産物店
3241 中信 松本市 そば処 もとき K-3549 松本市開智2-2-32 0263-36-3410 そば・うどん
3242 中信 松本市 セブン-イレブン四賀錦部 K-4701 松本市刈谷原町933-1 0263-64-3905 コンビニエンスストア
3243 中信 松本市 ファミリーマート松本城前店 K-4841 松本市丸の内1-3 0263-39-7661 コンビニエンスストア
3244 中信 松本市 割烹　松本館 K-3385 松本市丸の内7-39 0263-32-8000 HP 和食・寿司・天ぷら
3245 中信 松本市 ローソン松本蟻ケ崎店 K-4526 松本市蟻ケ崎1-1-52 0263-34-8495 コンビニエンスストア
3246 中信 松本市 セブン-イレブン松本蟻ヶ崎５丁目店 K-4249 松本市蟻ヶ崎5-1422-1 0263-33-5889 コンビニエンスストア
3247 中信 松本市 牛鮮厨房　代官山 K-5765 松本市蟻ケ崎5丁目1-28 0263-36-6368 HP 鉄板・ステーキ
3248 中信 松本市 焼肉ハウス大将軍 K-2934 松本市宮田1-16 0263-50-4127 HP 焼肉・ホルモン
3249 中信 松本市 デリシア宮渕店 K-5451 松本市宮渕1-2-8 0263-35-1155 HP スーパーマーケット
3250 中信 松本市 セブン-イレブン松本宮渕店 K-4370 松本市宮渕1-3-3 0263-35-5557 コンビニエンスストア
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3251 中信 松本市 ファミリーマート松本桐店 K-4918 松本市桐1-2-1 0263-37-1007 コンビニエンスストア
3252 中信 松本市 テンホウ追分店 K-4426 松本市桐2-2-21 0263-36-3734 HP ラーメン・つけ麺
3253 中信 松本市 スポカフェ&イタリアンバル GREEN BASE. K-1483 松本市桐2丁目2−27 0263-36-2082 イタリアン
3254 中信 松本市 ドラッグコスコ桐店 K-5162 松本市桐３－２－４２ 0263-34-5320 ドラッグストア
3255 中信 松本市 大人のてっぺん K-3145 松本市桐3-3-30 0263-42-0053 #VALUE! 居酒屋・創作料理
3256 中信 松本市 デリシア桐店 K-5453 松本市桐3-3-39 0263-32-3411 HP スーパーマーケット
3257 中信 松本市 ファミリーマート松本駅アルプス口店 K-4890 松本市巾上10-13 0263-31-8022 コンビニエンスストア
3258 中信 松本市 レストランぎんが K-0069 松本市巾上3番2号 0263-39-7707 中華・台湾
3259 中信 松本市 トラットリア　ジラソーレ K-5653 松本市巾上4-32 0263-32-2900 HP イタリアン
3260 中信 松本市 BACCAブルーイング K-3050 松本市巾上4-33 0263-30-8230 HP その他グルメ
3261 中信 松本市 井上エアポート店 K-5322 松本市空港東8909 0263-57-5784 その他土産物店
3262 中信 松本市 Jネットレンタカーまつもと空港カウンター K-5884 松本市空港東8909 0263-35-0154 HP レンタカー
3263 中信 松本市 松茸山荘　別館東山館 K-0326 松本市穴沢756 0263-64-2102 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
3264 中信 松本市 マンマミーア K-3644 松本市県1-16-5 0263-32-1085 HP イタリアン
3265 中信 松本市 旭鮨 K-3965 松本市県1-5-6 0263-35-5314 居酒屋・創作料理
3266 中信 松本市 あおい観光バス K-2907 松本市県2-7-22 0263-33-1002 HP タクシー
3267 中信 松本市 ケーヨーデイツー松本元町店 K-4970 松本市元町1-2-1 0263-38-0675 HP ホームセンター
3268 中信 松本市 山崎精一商店 K-5250 松本市元町1-8-17 0263-32-0020 HP 土産物店, その他土産物店
3269 中信 松本市 モスバーガー松本横田店 K-1244 松本市元町2丁目1-16 0263-32-0077 HP ファーストフード
3270 中信 松本市 ファミリーマート松本元町 K-4847 松本市元町2丁目1-25 0263-37-5049 コンビニエンスストア
3271 中信 松本市 デリシア元町店 K-5434 松本市元町3-6-1 0263-35-6333 HP スーパーマーケット
3272 中信 松本市 浅間園 K-2518 松本市原16-1 0263-46-4254 果物狩り・観光農園
3273 中信 松本市 ファミリーマート松本高宮店 K-5233 松本市高宮西2-20 0263-24-4041 コンビニエンスストア
3274 中信 松本市 ウエルシア松本高宮西店 K-4184 松本市高宮西3-1 0263-24-0005 HP ドラッグストア
3275 中信 松本市 パステルイタリアーナ南松本店 K-5663 松本市高宮中1-20 0263-27-6760 HP イタリアン
3276 中信 松本市 サンドラッグ南松本イトーヨーカドー店 K-4268 松本市高宮中1-20イトーヨーカ堂松本店店内1F 0263-24-1105 HP ドラッグストア
3277 中信 松本市 牛角　高宮店 K-3398 松本市高宮東1-37 0263-28-4129 焼肉・ホルモン
3278 中信 松本市 セブン-イレブン松本今井店 K-4484 松本市今井1274-2 0263-50-3677 コンビニエンスストア
3279 中信 松本市 セブン-イレブン松本下小俣店 K-4788 松本市笹賀2007-4 0263-86-9115 コンビニエンスストア
3280 中信 松本市 ローソン松本菅野店 K-4602 松本市笹賀3479-1 0263-86-0700 コンビニエンスストア
3281 中信 松本市 吉志久市場店 K-5511 松本市笹賀7600-41公設地方卸市場内 0263-88-8870 和食・寿司・天ぷら
3282 中信 松本市 王滝ケータリングサービス K-2042 松本市笹賀7600-51 0263-85-0141 HP その他グルメ
3283 中信 松本市 ドラッグコスコ笹部店 K-5161 松本市笹部２－３－１ 0263-28-5630 ドラッグストア
3284 中信 松本市 ローソン松本笹部店 K-4540 松本市笹部3-18-10 0263-27-8412 コンビニエンスストア
3285 中信 松本市 バロー笹部店 K-5493 松本市笹部二丁目12番13号 0263-24-3677 スーパーマーケット
3286 中信 松本市 麺屋かとむら 本店 K-3321 松本市市場4-8 0263-27-6868 ラーメン・つけ麺
3287 中信 松本市 さくら医薬品 K-4789 松本市寿小赤1072-14 0263-58-2331 HP ドラッグストア
3288 中信 松本市 ローソン松本寿小赤店 K-4456 松本市寿小赤2574ｰ1 0263ｰ88ｰ7926 コンビニエンスストア
3289 中信 松本市 セブン-イレブン寿店 K-4482 松本市寿中1-37-1 0263-58-3684 コンビニエンスストア
3290 中信 松本市 ファミリーマートコスコ寿店 K-5172 松本市寿中１－８－２５ 0263-57-2812 コンビニエンスストア
3291 中信 松本市 キャナリィ・ロウ松本店 K-4817 松本市寿中1-9-31 0263-57-9929 イタリアン
3292 中信 松本市 ケーヨーデイツー松本寿店 K-4945 松本市寿中1丁目34番1号 0263-85-0019 HP ホームセンター
3293 中信 松本市 ファミリーマート寿小赤 K-4861 松本市寿南1丁目37-18 0263-85-1017 コンビニエンスストア
3294 中信 松本市 ローソン松本寿白瀬渕店 K-4538 松本市寿白瀬渕大畑2125-10 0263-57-5333 コンビニエンスストア 鉄板・ステーキ
3295 中信 松本市 淵庵村 K-2122 松本市寿北6-11-1 0263-55-3130 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

3296 中信 松本市 ドマノマ K-2433 松本市寿北6-11-1 0263-85-7337 HP イタリアン
3297 中信 松本市 ローソン松本寿北八丁目 K-4532 松本市寿北8-22-15 0263-57-2662 コンビニエンスストア
3298 中信 松本市 株式会社　綿半ホームエイド庄内店 K-5621 松本市出川1-1-1 0263-24-3636 ホームセンター
3299 中信 松本市 松本餃子食堂 K-5252 松本市出川1-12-12 0263-55-6462 中華・台湾
3300 中信 松本市 モスバーガー松本庄内店 K-1247 松本市出川1丁目1-2COMOSHONAI内 0263-24-3380 HP ファーストフード
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3301 中信 松本市 ユーパレット松本店 K-5683 松本市出川2-107-1 0263-24-1351 HP スーパーマーケット
3302 中信 松本市 Asian Station出川店 K-4761 松本市出川2-3-1 090-1732-8848 アジア・エスニック
3303 中信 松本市 デリシア庄内店 K-5437 松本市出川一丁目1番2号 0263-28-2222 HP スーパーマーケット
3304 中信 松本市 魚民　南松本駅前店 K-1802 松本市出川町1-1-21階 0263-26-6288 HP 居酒屋・創作料理
3305 中信 松本市 豚さん食堂 K-2091 松本市渚1-7-1なぎさライフサイト内 0263-24-0129 HP 定食屋
3306 中信 松本市 湯の華銭湯瑞祥 松本館 K-2527 松本市渚1-7-1なぎさライフサイト内 0263-29-2686 HP 日帰り温泉施設
3307 中信 松本市 くら寿司松本渚店 K-3753 松本市渚1-7-1なぎさライフサイト内 0263-24-0610 HP 和食・寿司・天ぷら
3308 中信 松本市 ウエルシア松本渚店 K-4183 松本市渚1-7-1なぎさライフサイト内 0263-24-1508 HP ドラッグストア
3309 中信 松本市 テンホウ渚店 K-4425 松本市渚2-268-6 0263-25-4222 HP ラーメン・つけ麺
3310 中信 松本市 第一交通株式会社 K-1855 松本市渚2丁目269-1 0263-26-9333 HP タクシー
3311 中信 松本市 ロイヤルホスト松本渚店 K-5892 松本市渚3-1-1 0263-27-3675 ファミリーレストラン
3312 中信 松本市 赤から松本渚店 K-0157 松本市渚3-10-6 0263-88-2917 焼肉・ホルモン
3313 中信 松本市 ツルヤなぎさ店 K-5103 松本市渚一丁目7-1 0263-29-4611 スーパーマーケット
3314 中信 松本市 ビッグボーイ松本女鳥羽店 K-3495 松本市女鳥羽430-2 0263-38-1248 HP ファミリーレストラン
3315 中信 松本市 セブン-イレブン松本女鳥羽一丁目 K-4676 松本市女鳥羽一丁目7-30 0263-32-1404 コンビニエンスストア
3316 中信 松本市 ローソン松本庄内店 K-4245 松本市庄内3-5-7 0263-28-4651 コンビニエンスストア
3317 中信 松本市 徳澤園みちくさ喫茶 K-2792 松本市上高地4468 0263-95-2508 HP カフェ・スイーツ
3318 中信 松本市 徳澤園 みちくさショップ K-2793 松本市上高地4468 0263-95-2508 HP 土産物店
3319 中信 松本市 松本ゲストハウス　tabi-shiro K-0746 松本市城西1-3-6 0263-88-3453 その他 その他グルメ
3320 中信 松本市 かつ玄　仕出 K-2966 松本市城西1-5-9 0263-32-2911 HP その他グルメ
3321 中信 松本市 Hostel みんか松本 K-3338 松本市城西2-2-10 090-9669-1871 HP 土産物店, その他土産物店
3322 中信 松本市 そば庄松本城店 K-3190 松本市城西2-3-11 0263-36-3003 HP そば・うどん
3323 中信 松本市 Thank you Hippopotamus Hostel K-2826 松本市城西2-5-18 070-1560-2223 HP 土産物店
3324 中信 松本市 信州味噌蔵　萬年屋本店 K-1273 松本市城東2-1-22 0263-32-1044 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

3325 中信 松本市 新橋屋飴店 K-1786 松本市新橋3-21 0263-32-1029 HP 土産物店
3326 中信 松本市 山のひだや K-1861 松本市新橋3-5 0263-95-2211 HP カフェ・スイーツ
3327 中信 松本市 セブン-イレブン松本新村店 K-4645 松本市新村2369-1 0263-47-2021 コンビニエンスストア
3328 中信 松本市 ローソン松本新村店 K-4568 松本市新村521 0263-47-9292 コンビニエンスストア
3329 中信 松本市 小木曽製粉所　松本駅前店 K-1863 松本市深志1-1-1 0263-33-5551 HP そば・うどん
3330 中信 松本市 鎌倉麺業　直売店 K-2363 松本市深志1-1-1 0263-36-2711 HP 土産物店
3331 中信 松本市 NewDays松本銘品館 K-4573 松本市深志1-1-1 0263-39-1481 コンビニエンスストア
3332 中信 松本市 NewDaysミニ松本1ホーム K-4572 松本市深志1-1-1(0・1番線ホーム) 0263-38-0279 コンビニエンスストア
3333 中信 松本市 NewDaysミニ松本2ホーム K-4571 松本市深志1-1-1(2・3番線ホーム) 0263-38-0004 コンビニエンスストア
3334 中信 松本市 信州地場産の館ふるた K-1900 松本市深志1-1-1MIDORI松本 0263-32-7729 土産物店
3335 中信 松本市 榑木野松本駅舎店 K-2400 松本市深志1-1-1MIDORI松本1F 0263-38-0803 HP そば・うどん
3336 中信 松本市 松本のおみやげや　MIDORI松本 K-1539 松本市深志1-1-1MIDORI松本1階 0263-37-7200 土産物店, その他土産物店
3337 中信 松本市 信州アルプス市場 K-2077 松本市深志1-1-1MIDORI松本1階 0263-39-7188 HP 土産物店
3338 中信 松本市 目利きの銀次　松本東口駅店 K-2194 松本市深志1-1-1MIDORI松本1階 0263-36-3588 HP 居酒屋・創作料理
3339 中信 松本市 信州ショコラトリーGAKU K-1492 松本市深志1-1-1MIDORI松本2階 0263-88-3339 カフェ・スイーツ
3340 中信 松本市 5HORN MIDORI松本 K-1535 松本市深志1-1-1MIDORI松本3階 0263-38-1800 土産物店, その他土産物店 カフェ・スイーツ
3341 中信 松本市 菓舗小林 K-1976 松本市深志1-1-1MIDORI松本4F 0263-36-2514 HP 土産物店
3342 中信 松本市 松本からあげセンター K-2086 松本市深志1-1-1MIDORI松本4階 0263-87-2229 HP 定食屋
3343 中信 松本市 からあげセンター駅前営業所 K-2087 松本市深志1-1-1ヴェルデ 0263-32-0129 HP 定食屋
3344 中信 松本市 ホットサンドグリーン K-2088 松本市深志1-1-1ヴェルデ 0263-34-1007 HP その他グルメ
3345 中信 松本市 駅弁あずさ K-1728 松本市深志1-1-1松本駅 その他土産物店
3346 中信 松本市 売店しなの K-1729 松本市深志1-1-1松本駅 その他土産物店
3347 中信 松本市 カンポ ディ ジラソーレ K-1472 松本市深志1-1-1松本駅ビルMIDORI4階 0263-50-5854 イタリアン
3348 中信 松本市 特産品店　レガロス K-1727 松本市深志1-1-1松本駅ビル改札内 その他土産物店
3349 中信 松本市 Satoyama villa 本陣 K-0313 松本市深志1-2-18コスモビル3階 0263-88-3266 HP 和食・寿司・天ぷら
3350 中信 松本市 すきやき　しゃぶしゃぶ　池国 K-2868 松本市深志1-2-18コスモビル4F 0263-32-1451 HP 焼肉・ホルモン
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3351 中信 松本市 アルピコ交通株式会社松本バスターミナル K-2135 松本市深志1-2-30 0263-32-0910 HP バス
3352 中信 松本市 デリシア松本駅前店 K-5704 松本市深志1-2-30B1F 0263-88-1035 HP スーパーマーケット
3353 中信 松本市 信州砂場 K-5466 松本市深志1-2-30アルピコプラザ 0263-36-2338 そば・うどん
3354 中信 松本市 カフェ・ド・クリエ　松本駅前店 K-1484 松本市深志1-2-30アルピコプラザ1F 0263-87-3381 カフェ・スイーツ
3355 中信 松本市 松本のおみやげや　ALPICO PLAZA K-1538 松本市深志1-2-30アルピコプラザB1階 0263-88-0101 土産物店, その他土産物店
3356 中信 松本市 プレミアホテル-CABIN-松本 K-2416 松本市深志1-2-31 0263-38-0123 HP 土産物店 その他グルメ
3357 中信 松本市 ファミリーマート松本駅東口店 K-4865 松本市深志1-2-31 0263-37-1006 コンビニエンスストア
3358 中信 松本市 丹波黒どり農場　松本東口駅前店 K-1801 松本市深志1-2-31スピカビル2階 0263-36-7688 HP 居酒屋・創作料理
3359 中信 松本市 千年の宴　松本東口駅前店 K-2196 松本市深志1-2-31スピカビル2階 0263-36-7288 HP 居酒屋・創作料理
3360 中信 松本市 キタノイチバ　松本東口駅前店 K-2170 松本市深志1-2-33IMビル1階 0263-35-3288 HP 居酒屋・創作料理
3361 中信 松本市 鳥臣 K-5910 松本市深志1-2-5上條医院ビル1F 0263-36-9741 焼鳥・串揚げ
3362 中信 松本市 珈琲美学アベ K-0390 松本市深志1-2-8 0263−32−0174 HP カフェ・スイーツ
3363 中信 松本市 駅レンタカー松本営業所 K-1670 松本市深志1-261-11 0263-32-4690 HP レンタカー
3364 中信 松本市 Cafe&Sweets Quattro Cuore K-1487 松本市深志1-3-11コングロM1F(丸善書店1F) 0263-88-3480 カフェ・スイーツ
3365 中信 松本市 アルピコプラザホテル　オールデイダイニング　NAGOMIZA K-0585 松本市深志1-3-21 0263-36-5055 HP ファミリーレストラン
3366 中信 松本市 やきとり番長　松本つなぐ横丁店 K-2371 松本市深志1-3-21 080-1603-5943 焼鳥・串揚げ
3367 中信 松本市 松本メーヤウ駅前店 K-5547 松本市深志1-4-10竹内サンボックスビル1階 0263-31-0419 その他グルメ
3368 中信 松本市 pizza&pasta BEANS K-2727 松本市深志1-4-11 2F 0263-34-9765 イタリアン
3369 中信 松本市 SO　BAR　保科 K-5881 松本市深志1-4-11窪田ビル2階 0263-34-8488 HP そば・うどん
3370 中信 松本市 たびのホテルlit松本 K-5887 松本市深志1-4-5 0263-39-5050 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店
3371 中信 松本市 ローソン松本深志一丁目店 K-4246 松本市深志1-4-7 0263-34-4649 コンビニエンスストア
3372 中信 松本市 カフェ＆レスト　潮騒 K-3170 松本市深志1-4-9岩波ビル1階 0263-35-2471 HP 洋食
3373 中信 松本市 Climb☆Climb K-5710 松本市深志1-4-9岩波ビル2階 0263-39-5532 HP 居酒屋・創作料理
3374 中信 松本市 ヴィ・ド・フランス松本 K-4728 松本市深志1丁目1−1ステーションビルミドリ1階 0263-36-0267 カフェ・スイーツ
3375 中信 松本市 ファミリーマート松本深志 K-4909 松本市深志1丁目2-11昭和ビル1F 0263-38-4003 コンビニエンスストア
3376 中信 松本市 歩成　松本つなぐ横丁店 K-2099 松本市深志1丁目3-21 0263-87-1444 HP 居酒屋・創作料理
3377 中信 松本市 博多鉄八　松本つなぐ横丁店 K-2108 松本市深志1丁目3-21 0263-87-1444 HP 居酒屋・創作料理
3378 中信 松本市 櫻道場　松本つなぐ横丁店 K-2126 松本市深志1丁目3-21 0263-87-1444 HP 居酒屋・創作料理
3379 中信 松本市 タコとハイボール　松本つなぐ横丁店 K-2128 松本市深志1丁目3-21 0263-87-1444 HP 居酒屋・創作料理
3380 中信 松本市 シハチ水産北海道酒場　松本つなぐ横丁店 K-2132 松本市深志1丁目3-21 0263-87-1444 HP 居酒屋・創作料理
3381 中信 松本市 天晴れ　松本つなぐ横丁店 K-2426 松本市深志1丁目3-21 0263-87-1444 HP 居酒屋・創作料理
3382 中信 松本市 ミート&ワイン　松本つなぐ横丁店 K-2427 松本市深志1丁目3-21 0263-87-1444 HP 居酒屋・創作料理
3383 中信 松本市 横丁のてっぺん　松本つなぐ横丁店 K-2428 松本市深志1丁目3-21 0263-87-1444 HP 居酒屋・創作料理
3384 中信 松本市 串かつ夢屋　松本つなぐ横丁店 K-2429 松本市深志1丁目3-21 0263-87-1444 HP 居酒屋・創作料理
3385 中信 松本市 魅惑の酒屋mikami K-1370 松本市深志2-1-4 0263-50-5091 HP 居酒屋・創作料理
3386 中信 松本市 Beer Hall season K-3769 松本市深志2-2-101F 0263-87-2133 ダイニングバー・バル
3387 中信 松本市 仙岳　松本店 K-2712 松本市深志2-2-15ノーサンビル1F 0263-35-7849 HP 和食・寿司・天ぷら
3388 中信 松本市 海鮮丼どん八松本駅前本店 K-3171 松本市深志2-3-25 0263-36-3311 HP 丼もの
3389 中信 松本市 養老乃瀧松本店 K-5793 松本市深志2-3-7 0263-36-8150 HP 居酒屋・創作料理
3390 中信 松本市 手づくり食堂　ぱんぷきん K-1313 松本市深志2-4-24 0263-33-9000 HP 定食屋
3391 中信 松本市 おおつき酒店 K-5769 松本市深志2-6-17 0263-31-0474 HP 居酒屋・創作料理
3392 中信 松本市 ショコラ・デュ・ボヌール　松本店 K-3058 松本市深志2ー1ー14 0263-50-5253 その他土産物店
3393 中信 松本市 信州焼肉　南山亭　松本駅前店 K-3021 松本市深志2丁目2-22深志パーキングビル1F 0263-39-6339 HP 焼肉・ホルモン
3394 中信 松本市 井上百貨店本店 K-5329 松本市深志2丁目3-1 0263-33-1150 HP その他土産物店
3395 中信 松本市 碇屋漆器店 K-2200 松本市深志3-1 0263-33-3635 HP 伝統工芸品等の販売店
3396 中信 松本市 Kirsikka K-5909 松本市深志3-1-4 0263-88-8208 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

3397 中信 松本市 そば処ものぐさ K-3497 松本市深志3-5-23 0263-36-4705 HP そば・うどん
3398 中信 松本市 レストラン　ル・ブラン K-2750 松本市深志3丁目10-5ル・ブランビル 0263-34-5534 HP 洋食
3399 中信 松本市 ビストロサンチーム K-3536 松本市深志3丁目2-5清沢ビル1階 0263-87-6631 HP フレンチ
3400 中信 松本市 レストラン（有）ベル・リヴィエール K-1797 松本市神田1-19-22 0263-26-1126 HP 洋食
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3401 中信 松本市 ファミリーマート松本神田店 K-4853 松本市神田二丁目1番2号 0263-24-2029 コンビニエンスストア
3402 中信 松本市 松本山雅FC K-3331 松本市神林5300 0263-88-5490 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 その他土産物店 カフェ・スイーツ
3403 中信 松本市 ファミリーマート松本水汲 K-4908 松本市水汲200-1 0263-45-9556 コンビニエンスストア
3404 中信 松本市 ローソン松本征矢野一丁目店 K-4454 松本市征矢野1-6-1 0263-27-6280 コンビニエンスストア
3405 中信 松本市 セブン-イレブン松本清水店 K-4620 松本市清水2丁目8-30 0263-35-5624 コンビニエンスストア
3406 中信 松本市 デリシア石芝店 K-5459 松本市石芝3-1-7 0263-27-1881 HP スーパーマーケット
3407 中信 松本市 林檎の湯屋　おぶ～ K-0607 松本市石芝3-9-44 0263-24-2602 HP 日帰り温泉施設 その他グルメ
3408 中信 松本市 いろり庵 K-0409 松本市石芝3丁目2-5 0263-25-6000 HP 和食・寿司・天ぷら
3409 中信 松本市 ローソン石芝店 K-4462 松本市石芝4-12 0263-27-9323 コンビニエンスストア
3410 中信 松本市 尾上の湯旅館 K-3695 松本市浅間温泉 0263-46-0567 HP 和食・寿司・天ぷら
3411 中信 松本市 セブン-イレブン松本浅間温泉1丁目 K-4528 松本市浅間温泉1-12-20 0263-46-5666 コンビニエンスストア
3412 中信 松本市 ローソン松本総合体育館前店 K-4630 松本市浅間温泉1-16-40 0263-88-4087 コンビニエンスストア
3413 中信 松本市 満月や浅間店 K-1063 松本市浅間温泉1-16-5 0263-45-1010 和食・寿司・天ぷら
3414 中信 松本市 ホテル玉之湯 K-0187 松本市浅間温泉1-28-16 0263-46-0573 HP 土産物店　その他土産物店
3415 中信 松本市 帰郷亭ゆもとや K-2454 松本市浅間温泉1-29-15 0263-46-0250 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
3416 中信 松本市 物産えんの屋 K-0191 松本市浅間温泉1-29-17 080-6933-0489 HP 果物狩り・観光農園 土産物店
3417 中信 松本市 菊之湯 K-0605 松本市浅間温泉1-29-7 0263-46-2300 HP 土産物店 その他グルメ
3418 中信 松本市 和泉荘　お土産処城下 K-0099 松本市浅間温泉1-29-9 0263-46-2323 HP 土産物店
3419 中信 松本市 星野リゾート　界 松本 K-1039 松本市浅間温泉1-31-1 0570-073-011 その他土産物店
3420 中信 松本市 界松本 K-3768 松本市浅間温泉1-31-1 0263-46-1195 その他 その他土産物店
3421 中信 松本市 宮島商店 K-0980 松本市浅間温泉1-31-20 0263-46-1658 土産物店
3422 中信 松本市 DOLCE/かつ富 K-3862 松本市浅間温泉1-4-11 0263-45-5177 定食屋
3423 中信 松本市 ローソン浅間温泉店 K-4514 松本市浅間温泉2-4-18 0263-46-8888 コンビニエンスストア
3424 中信 松本市 別亭一花 K-3616 松本市浅間温泉2-4-9,-別亭一花 0263-46-2070 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
3425 中信 松本市 メトバタクシー㈱ K-1928 松本市浅間温泉2-7-21 0263-46-2862 タクシー
3426 中信 松本市 松本十帖 K-0695 松本市浅間温泉3-13-1 0263-46-0500 HP 土産物店 その他グルメ
3427 中信 松本市 onsen hotel OMOTO K-0641 松本市浅間温泉3-13-10 0263-46-2385 HP 土産物店
3428 中信 松本市 富士乃湯 K-0035 松本市浅間温泉3-13-5 0263-46-1516 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
3429 中信 松本市 新三よし　浅間温泉いろりかこむ店 K-1470 松本市浅間温泉3-14-19 0263-46-0366 居酒屋・創作料理
3430 中信 松本市 スナックサルビア K-6032 松本市浅間温泉3-14-3 0263-46-1333
3431 中信 松本市 錦の湯地本屋 K-1169 松本市浅間温泉3-14-6 0263-46-2332 HP その他 その他土産物店
3432 中信 松本市 ホットプラザ浅間 K-2531 松本市浅間温泉3-16-3 0263-46-6278 HP 日帰り温泉施設
3433 中信 松本市 宮田名産店 K-2405 松本市浅間温泉3-2-1 0263-46-2528 その他 土産物店
3434 中信 松本市 みやま荘 K-1630 松本市浅間温泉3-28-6 0263-46-1547 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
3435 中信 松本市 露天風呂と料理の宿　山映閣 K-2310 松本市浅間温泉3-33-10 0263-46-8222 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
3436 中信 松本市 香蘭荘 K-5564 松本市浅間温泉3-4-15 0263-46-1014 HP 和食・寿司・天ぷら
3437 中信 松本市 梅の湯 K-0275 松本市浅間温泉3-4-16 0263-46-0345 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
3438 中信 松本市 伊東園ホテル浅間の湯 K-0725 松本市浅間温泉3-4-9 0263-46-1411 HP その他 その他土産物店
3439 中信 松本市 かけ流し温泉の宿　栄の湯旅館 K-2362 松本市浅間温泉3−4−12 0263-46-1031 HP 和食・寿司・天ぷら
3440 中信 松本市 かっぱ寿司南松本店 K-3853 松本市双葉18-22 0263-24-2071 和食・寿司・天ぷら
3441 中信 松本市 セブン-イレブン松本双葉店 K-4516 松本市双葉2811-1 0263‐27‐9570 コンビニエンスストア
3442 中信 松本市 小木曽製粉所 イオン南松本店 K-2276 松本市双葉5-20 0263-87-0281 HP そば・うどん
3443 中信 松本市 四川乃華　南松本店 K-4655 松本市双葉7-23 0263-25-2390 中華・台湾
3444 中信 松本市 テンホウ南松本店 K-4422 松本市双葉町18-22 0263-26-0506 HP ラーメン・つけ麺
3445 中信 松本市 炭火焼肉くらた K-5355 松本市惣社500-7 0263-36-6529 焼肉・ホルモン
3446 中信 松本市 ローソン松本流通団地南店 K-4247 松本市村井町西2-2-29 0263-86-6314 コンビニエンスストア
3447 中信 松本市 小木曽製粉所　村井店 K-1866 松本市村井町南1-28-8 0263-50-6616 HP そば・うどん
3448 中信 松本市 ローソン松本芳川小屋店 K-4611 松本市村井町南1-6-16 0263-58-8021 コンビニエンスストア
3449 中信 松本市 あっちゃん　村井本店 K-1825 松本市村井町南1-7-4 0263-86-0360 HP 和食・寿司・天ぷら
3450 中信 松本市 ファミリーマート松本芳川村井店 K-4831 松本市村井町南2-1-32 0263-85-4798 コンビニエンスストア
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3451 中信 松本市 ザ・ビッグ松本村井店 K-5995 松本市村井町南2丁目21番60号 0263-85-0011 スーパーマーケット
3452 中信 松本市 ファミリーマート松本村井 K-4857 松本市村井町南3丁目1-8 0263-85-3010 コンビニエンスストア
3453 中信 松本市 Jネットレンタカー松本南店 K-5885 松本市村井町北1-9-66 0263-85-4543 HP レンタカー
3454 中信 松本市 CoCo壱番屋　松本村井店 K-0685 松本市村井町北1-9-81 0263-85-6127 洋食
3455 中信 松本市 サンドラッグ南松本店 K-4267 松本市村井町北2-14-57 0263-85-3157 HP ドラッグストア
3456 中信 松本市 バロー南松本店 K-5503 松本市村井町北2丁目14番57号 0263-85-7822 スーパーマーケット
3457 中信 松本市 味蔵まつもと空港店 K-0064 松本市大字空港東松本空港ターミナルビル2F 0263-86-3233 HP 土産物店
3458 中信 松本市 セブン-イレブン松本原橋店 K-4233 松本市大字原68-1 0263-46-3378 コンビニエンスストア
3459 中信 松本市 ちゃあしゅう屋松本南店 K-1061 松本市大字笹賀4655-1 0263-59-7833 ラーメン・つけ麺
3460 中信 松本市 ファミリーマート松本二子橋店 K-4912 松本市大字笹賀5845-5 0263-24-2418 コンビニエンスストア
3461 中信 松本市 ファミリーマート松本神戸橋 K-4864 松本市大字笹賀7226番1 0263-85-4076 コンビニエンスストア
3462 中信 松本市 ファミリーマート松本大久保団地店 K-4852 松本市大字笹賀7871番地 0263-24-2047 コンビニエンスストア
3463 中信 松本市 デリシア寿豊丘店 K-5444 松本市大字寿豊丘1183-1 0263-85-0222 HP スーパーマーケット
3464 中信 松本市 デリシア寿店 K-5460 松本市大字松原42-13 0263-58-8783 HP スーパーマーケット
3465 中信 松本市 デリシア神林店 K-5457 松本市大字神林5094-11 0263-86-3221 HP スーパーマーケット
3466 中信 松本市 デリシア惣社店 K-5461 松本市大字惣社469-1 0263-35-6464 HP スーパーマーケット
3467 中信 松本市 カラオケBabBan松本島内店 K-5510 松本市大字島内3441-29 050-3134-0613 その他グルメ
3468 中信 松本市 カレーハウスCoCo壱番屋　松本合庁前店 K-1889 松本市大字島立1054-2 0263-47-3364 洋食
3469 中信 松本市 ファミリーマート松本堀米店 K-4913 松本市大字島立宇道端190 0263-40-0034 コンビニエンスストア
3470 中信 松本市 ファミリーマート松本合庁前店 K-4914 松本市大字島立宇北原1057-7 0263-40-4029 コンビニエンスストア
3471 中信 松本市 ホテルルートインコート松本インター K-0519 松本市大字島立堀米834-1 050-5847-7700 HP 居酒屋・創作料理
3472 中信 松本市 セブン-イレブン松本白姫 K-4491 松本市大字白瀬渕2167-3 0263‐86‐5580 コンビニエンスストア
3473 中信 松本市 御宿　石川 K-2546 松本市大字里山辺269-1 0263-32-4599 HP その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
3474 中信 松本市 ホテルニューことぶき K-0091 松本市大字里山辺484番地1 0263-36-0517 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
3475 中信 松本市 美ヶ原温泉　翔峰 K-0664 松本市大字里山辺527 0263-38-7711 HP 土産物店
3476 中信 松本市 美ヶ原温泉　翔峰　喜八 K-0666 松本市大字里山辺527 0263-38-7711 HP 居酒屋・創作料理
3477 中信 松本市 美ヶ原温泉　翔峰　旬菜ダイニング「信州」 K-0716 松本市大字里山辺527 0263-38-7711 HP 和食・寿司・天ぷら
3478 中信 松本市 ファミリーマート松本和田東沖店 K-5051 松本市大字和田字東沖1854番地3 0263-40-1012 コンビニエンスストア
3479 中信 松本市 the BOX SHOP K-3143 松本市大手1-3-28神山ビル2F 0263-88-7706 HP その他土産物店
3480 中信 松本市 松本市個人タクシー事業協同組合 K-2377 松本市大手1丁目7-12 0263-36-1800 HP タクシー
3481 中信 松本市 山屋御飴所　飴作り体験 K-1377 松本市大手2-1-5 0263-32-4848 HP 料理体験
3482 中信 松本市 Gelee Blanche K-2777 松本市大手2-10-2 0263-33-2252 HP その他土産物店 洋食
3483 中信 松本市 有限会社　天国 K-4068 松本市大手2-4-1 0263-32-0809 中華・台湾
3484 中信 松本市 和紙の専門店 紙舘島勇 K-5407 松本市大手2-4-25 0263-35-1000 HP 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

3485 中信 松本市 和紙の専門店 紙舘島勇 K-5678 松本市大手2-4-25 0263-35-1000 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

3486 中信 松本市 葦笛 K-6009 松本市大手2-6-20 0263-32-9328 HP 居酒屋・創作料理
3487 中信 松本市 ワインカフェ　サルト K-5908 松本市大手2-6-22 0263-36-9333 HP ダイニングバー・バル
3488 中信 松本市 TRATTORIA　MINORI K-3806 松本市大手2-7-2 0263-88-5332 HP イタリアン
3489 中信 松本市 そば処かまくらや K-4384 松本市大手2丁目3番10号 0263-50-4120 HP そば・うどん
3490 中信 松本市 旬彩そば処　縁 K-3725 松本市大手2丁目6番16号 0263-39-1928 HP そば・うどん
3491 中信 松本市 セブン-イレブン松本松栄町店 K-4658 松本市大手2丁目9番10号 0263-34-1770 コンビニエンスストア
3492 中信 松本市 雷神堂ナワテ通り店 K-5990 松本市大手3-3 0263-35-0333 土産物店
3493 中信 松本市 こばやし　本店 K-4045 松本市大手3-3-20 0263-32-1298 HP そば・うどん
3494 中信 松本市 La Maison de Jo K-5680 松本市大手3-4-22 0263321855 HP その他グルメ
3495 中信 松本市 たかぎ K-3094 松本市大手3-5-12 0263-32-5337 HP 工芸体験, 料理体験 土産物店 そば・うどん
3496 中信 松本市 信州味噌蔵　萬年屋　大名町店 K-1275 松本市大手3-5-13 0263-36-2512 HP その他 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

3497 中信 松本市 WABI×SABI　青翰堂店 K-3399 松本市大手3-5-13青翰堂 080-2368-9495 HP 土産物店
3498 中信 松本市 松本丸の内ホテル K-0063 松本市大手3-5-15 0263-35-4500 HP 土産物店
3499 中信 松本市 アルモニービアン K-2588 松本市大手3-5-15 0263-38-1155 HP カフェ・スイーツ
3500 中信 松本市 コーヒーラウンジ紫陽花 K-2519 松本市大手3-8-11 0263-35-5533 HP カフェ・スイーツ
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3501 中信 松本市 季節料理　手打ちそば　川船 K-3029 松本市大手3-9-18 0263-33-7107 そば・うどん
3502 中信 松本市 信州SOBA農房かまくらや K-4382 松本市大手3丁目2-17 0263-50-7751 HP 土産物店
3503 中信 松本市 越中屋 K-5297 松本市大手4-1-12 0263-32-0680 HP その他土産物店
3504 中信 松本市 WABI×SABI　松本縄手店 K-3400 松本市大手4-1-3リヴァージュ松本縄手内 0263-50-8923 HP 土産物店
3505 中信 松本市 いかるがの里 K-3144 松本市大手4-1-8 0263-35-8526 HP お好み焼き・もんじゃ
3506 中信 松本市 居酒屋一歩 K-3322 松本市大手4-10-17 0263-36-8484 HP 居酒屋・創作料理
3507 中信 松本市 Thai Inter Terrace K-5249 松本市大手4-10-6 0263-88-3909 HP アジア・エスニック
3508 中信 松本市 松本人力車の会 K-3994 松本市大手4-11-1 0263-32-6677 HP 乗り物体験
3509 中信 松本市 水城漬物工房 K-5129 松本市大手4-12-16 0263-33-2310 HP 土産物店
3510 中信 松本市 和のセレクトショップ　和来 K-5406 松本市大手4-1なわて通り内 0263-50-5065 HP 土産物店
3511 中信 松本市 バーデン・バーデン K-2431 松本市大手4-2-12 0263-36-5541 HP 洋食
3512 中信 松本市 Asian Station K-4760 松本市大手4-3-20 0263-55-0644 アジア・エスニック
3513 中信 松本市 明月館 K-5585 松本市大手4-3-21 0263-32-7663 焼肉・ホルモン
3514 中信 松本市 Pino Libroピノリブロ K-3392 松本市大手4-3ナワテ通り内 0263-41-0234 HP 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

3515 中信 松本市 穂高クラフト K-3376 松本市大手4-3縄手通リ3丁目 0263-39-2163 HP 土産物店
3516 中信 松本市 DOON食堂　印度山 K-2605 松本市大手4-6-18はしご横丁 0263-34-3103 アジア・エスニック
3517 中信 松本市 エミリ K-5238 松本市大手4-6-3イーストタウン1D 090-9314-6532 カフェ・スイーツ
3518 中信 松本市 ヒカリヤ　ヒガシ K-0975 松本市大手4-7-14 0263-38-0068 HP 和食・寿司・天ぷら
3519 中信 松本市 ヒカリヤ　ニシ K-0978 松本市大手4-7-14 0263-38-0186 HP フレンチ
3520 中信 松本市 Pizza Verde Matsumoto K-2566 松本市大手4-8-22 0263-87-1617 HP イタリアン
3521 中信 松本市 松本ホテル花月 K-0005 松本市大手4-8-9 0263-32-0114 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店 フレンチ
3522 中信 松本市 うなぎ割烹桜家 K-3312 松本市大手４－９－１ 0263-33-2660 HP 和食・寿司・天ぷら
3523 中信 松本市 三代澤酒店 K-2109 松本市大手4-9-11 0263-32-1525 HP 土産物店
3524 中信 松本市 かつ玄　本店 K-2967 松本市大手4-9-7 0263-32-2430 HP 定食屋
3525 中信 松本市 ixcalli K-5234 松本市大手4−6−3柳澤ビル1F1F 070−4438−3630 アジア・エスニック
3526 中信 松本市 しづか K-0580 松本市大手4丁目10-8 0263-32-0547 HP 居酒屋・創作料理
3527 中信 松本市 東もん　磯村 K-1784 松本市大手4丁目10番16号 0263-32-2932 土産物店
3528 中信 松本市 和装いろは K-1826 松本市大手4丁目1ナワテ通り商店街四柱神社前 0263-39-1500 HP その他
3529 中信 松本市 おみやげ処　いろは K-1828 松本市大手4丁目1ナワテ通り商店街四柱神社前 0263-39-1500 土産物店
3530 中信 松本市 えんenn K-2015 松本市大手4丁目1番3号リヴァージュ松本縄手102 0263-39-5630 土産物店
3531 中信 松本市 焼鳥　鳥富 K-3726 松本市大手4丁目1番縄手通り 0263-88-8910 HP 焼鳥・串揚げ
3532 中信 松本市 レストラン鯛萬 K-3975 松本市大手4丁目2番4号 0263-32-0882 HP フレンチ
3533 中信 松本市 Storyhouse Cafe & Bar K-1822 松本市大手4丁目3−19−1 080-4355-6283 HP カフェ・スイーツ
3534 中信 松本市 藤林屋 K-1823 松本市大手4丁目6-10 0263-32-0359 HP 土産物店
3535 中信 松本市 酒と雪 K-0612 松本市大手4丁目6-18 0263-31-3699 HP 居酒屋・創作料理
3536 中信 松本市 木曽屋 K-3605 松本市大手4丁目6-26 0263-32-0528 和食・寿司・天ぷら
3537 中信 松本市 NPO法人信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ K-2738 松本市大村1082-4 0263-34-1543 HP アウトドア・スポーツ体験, その他

3538 中信 松本市 割烹旅館桃山 K-3770 松本市大村142 0263-46-1088 HP 日帰り温泉施設 土産物店
3539 中信 松本市 ファミリーマート松本沢村店 K-4936 松本市沢村3-1-6 0263-31-8163 コンビニエンスストア
3540 中信 松本市 セブン-イレブン松本西筑摩店 K-4524 松本市筑摩1-11-20 0263-25-4457 コンビニエンスストア
3541 中信 松本市 レストラン　シアトル K-2741 松本市筑摩1-18-7 0263-31-6102 HP 洋食
3542 中信 松本市 ファミリーマート松本つかま K-4929 松本市筑摩1丁目21-1 0263-24-0027 コンビニエンスストア
3543 中信 松本市 小木曽製粉所　筑摩店 K-2251 松本市筑摩2-19-9 0263-26-5789 HP そば・うどん
3544 中信 松本市 スシロー松本筑摩店 K-3704 松本市筑摩3-29-3 0263-24-3066 HP 和食・寿司・天ぷら
3545 中信 松本市 かんてんぱぱショップ松本店 K-1526 松本市筑摩3丁目27-1 0263-25-1741 HP その他土産物店
3546 中信 松本市 相互第一交通株式会社 K-5247 松本市筑摩4-12-6 0263-26-0005 タクシー
3547 中信 松本市 味庵木葉 K-0534 松本市中央1-1-11 0263-35-3850 HP その他土産物店 居酒屋・創作料理
3548 中信 松本市 そばきり みよ田　松本パルコ店 K-1862 松本市中央1-10-30カワショウスクエア1F 0263-38-2166 HP そば・うどん
3549 中信 松本市 5HORN Dining パルコ松本 K-1486 松本市中央1-10-30松本パルコ1階 0263-38-2140 HP イタリアン
3550 中信 松本市 好日山荘松本パルコ店 K-6003 松本市中央1-10-30松本パルコ3階 0263-31-0580 土産物店, その他土産物店
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3551 中信 松本市 ムラサキスポーツ松本パルコ店 K-5787 松本市中央1-10-30松本パルコ4階 0263-38-2230 HP その他土産物店
3552 中信 松本市 リッチモンドホテル松本 K-3871 松本市中央1-10-7 0263-37-5000 HP その他
3553 中信 松本市 炉ばた庄屋 K-2813 松本市中央1-11-1 0263-37-1000 居酒屋・創作料理
3554 中信 松本市 LA  CHIAVE K-3274 松本市中央1-11-11-1B 0263-55-6838 HP イタリアン
3555 中信 松本市 あさひ堂 K-3990 松本市中央1-11-15 0263-88-9665 HP 居酒屋・創作料理
3556 中信 松本市 大阪王将松本駅前店 K-3746 松本市中央1-12-9マツミビル1F 0263-31-3376 中華・台湾
3557 中信 松本市 魚民　松本東口駅前店 K-1805 松本市中央1-13-2神澤ビル1階 0263-36-9688 HP 居酒屋・創作料理
3558 中信 松本市 焼肉晩餐館 K-3900 松本市中央1-14-22タカナワビル一階 0263-36-9077 焼肉・ホルモン
3559 中信 松本市 CHILL HOUSE K-3767 松本市中央1-15-1末広ビル2階 0263-39-5621 居酒屋・創作料理
3560 中信 松本市 信州ビストロ懐石　Ｇｉｎｊｏ K-0323 松本市中央1-17-19 0263-88-4848 居酒屋・創作料理
3561 中信 松本市 韓国料理　とんと K-5465 松本市中央1-2-12二木ビル1F 0263-39-3207 韓国料理
3562 中信 松本市 お食事処　髙橋 K-3390 松本市中央1-2-16 0263-32-4205 定食屋
3563 中信 松本市 カレーハウスCoCo壱番屋　松本駅前店 K-1079 松本市中央1-2-19今井ビル1階 0263-34-8095 HP 洋食
3564 中信 松本市 伊勢屋商店 K-5875 松本市中央1-2-20 0263-32-1181 その他土産物店
3565 中信 松本市 駅前酒場　番輝 K-3738 松本市中央1-2-24 0263-35-3908 居酒屋・創作料理
3566 中信 松本市 日本海庄や　松本本家店 K-5762 松本市中央1-2-24 0263-39-4451 居酒屋・創作料理
3567 中信 松本市 イタリアン酒場　アルカド K-5467 松本市中央1-2-24安藤ビル一階 080-2254-5674 HP イタリアン
3568 中信 松本市 セブン-イレブン松本駅前 K-5864 松本市中央1-2-25 0263-36-7700 コンビニエンスストア
3569 中信 松本市 ホテル飯田屋 K-0237 松本市中央1-2-3 0263-32-0027 HP その他グルメ
3570 中信 松本市 イイダヤ軒　（弁当） K-1279 松本市中央1-2-3 0263-32-2319 HP その他グルメ
3571 中信 松本市 信州松本手打そば　いいだや K-1284 松本市中央1-2-3 0263-32-2319 HP そば・うどん
3572 中信 松本市 信州松本駅そばイイダヤ軒松本駅前店 K-1300 松本市中央1-2-3 0263-32-2319 HP そば・うどん
3573 中信 松本市 信州松本駅そばイイダヤ軒南松本駅前店 K-1304 松本市中央1-2-3 0263-32-2319 HP そば・うどん
3574 中信 松本市 和食ごりあて K-3191 松本市中央1-20-12階 0263-35-5660 HP 和食・寿司・天ぷら
3575 中信 松本市 Thank you Hippopotamus 2 KURA/NIKAI K-2827 松本市中央1-26-6 070-1560-2223 HP 土産物店
3576 中信 松本市 信州おみやげ処 門 K-1793 松本市中央1-3-1 0263-32-1403 土産物店
3577 中信 松本市 風林火山　松本店 K-2889 松本市中央1-3-1 0263-35-7872 HP 居酒屋・創作料理
3578 中信 松本市 大漁 K-2600 松本市中央1-3-10 0263-32-1386 HP 居酒屋・創作料理
3579 中信 松本市 元祖スタミナやきとり K-2806 松本市中央1-3-12第二セントラルビル1階 080-7054-1765 HP 焼鳥・串揚げ
3580 中信 松本市 ばんざい家 K-2890 松本市中央1-3-18カナエビル2階 0263-35-3008 HP 居酒屋・創作料理
3581 中信 松本市 百式 K-3819 松本市中央1-3-2 0263-39-1685 HP 居酒屋・創作料理
3582 中信 松本市 松本藩酒場　酒楽 K-1260 松本市中央1-3-3 0263-39-3447 HP 居酒屋・創作料理
3583 中信 松本市 松本ハイボールバー K-5468 松本市中央1-3-4ちくま工芸ビル1階 0263-50-7784 HP ダイニングバー・バル
3584 中信 松本市 お肉とワイン。フィガロ K-0295 松本市中央1-4-12竹内ビル1F 0263-36-2815 居酒屋・創作料理
3585 中信 松本市 個室ダイニング　Ｒｉｃｏｔｔａ K-0304 松本市中央1-4-12竹内ビル2F 0263-50-8828 居酒屋・創作料理
3586 中信 松本市 信州酒場　山里 K-1259 松本市中央1-4-2 0263-88-8645 HP 居酒屋・創作料理
3587 中信 松本市 信州酒場　雷電 K-1262 松本市中央1-4-2 0263-88-8644 HP 居酒屋・創作料理
3588 中信 松本市 ㈱近畿日本ツーリスト関東　松本営業所 K-0467 松本市中央1-4-20日本生命松本駅前ビル3F 0263-35-0386 その他土産物店
3589 中信 松本市 炭火ひもの食堂　塩之屋 K-0309 松本市中央1-4-3 0263-35-6434 居酒屋・創作料理
3590 中信 松本市 G-CODE松本店 K-3970 松本市中央1-4-3夢一ビル1F 0263-31-0300 HP ダイニングバー・バル
3591 中信 松本市 レストラン　どんぐり K-2979 松本市中央1-4-5 0263-35-9505 洋食
3592 中信 松本市 手前ざる 俊 K-2302 松本市中央1-4-6 0263-36-3936 そば・うどん
3593 中信 松本市 築地市場食堂　松本駅前店 K-1830 松本市中央1-4-6上條器械店ﾋﾞﾙ1F 0263-33-8887 HP 居酒屋・創作料理
3594 中信 松本市 食彩酒房　ぼんさんて K-3095 松本市中央1-4-7中澤ビル2F 0263-35-1068 HP 居酒屋・創作料理
3595 中信 松本市 Irish Pub CELTS　松本駅前店 K-2953 松本市中央1-5-1 0263-31-8055 HP ダイニングバー・バル
3596 中信 松本市 楽蔵うたげ　松本駅前店 K-2954 松本市中央1-5-1 0263-38-0155 HP 居酒屋・創作料理
3597 中信 松本市 小羊楼 K-3747 松本市中央1-5-17 0263-32-2727 HP 焼肉・ホルモン
3598 中信 松本市 Bar Yobanashi K-1832 松本市中央1-5-18ｼｬｲﾆ-ﾋﾞﾙﾀﾅｶ1F 0263-33-4874 HP ダイニングバー・バル
3599 中信 松本市 バードレス K-3192 松本市中央1-5-18シャイニービルタナカ1階 0263-33-3150 ダイニングバー・バル
3600 中信 松本市 馬肉専門店　彩華 K-1264 松本市中央1-5-2 0263-88-5747 HP 居酒屋・創作料理
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3601 中信 松本市 タツミ亭 K-4008 松本市中央1-5-3 0263-32-0941 HP ファミリーレストラン
3602 中信 松本市 創作居酒屋いざなみ K-5886 松本市中央1-5-4 0263-87-1969 居酒屋・創作料理
3603 中信 松本市 入西 K-3062 松本市中央1-5-6 0263-35-5984 和食・寿司・天ぷら
3604 中信 松本市 馬肉バル　新三よし K-1473 松本市中央1-7-17毛利ビル1F・2F 0263-39-0141 居酒屋・創作料理
3605 中信 松本市 アジアの台所　小吃　松本駅前店 K-4625 松本市中央1-8-20五幸ビル1F 0263-36-7741 HP 居酒屋・創作料理
3606 中信 松本市 はちみつ専門店　信州蜂蜜本舗 K-5478 松本市中央1-8-6 0263-32-2608 HP その他 土産物店
3607 中信 松本市 みつぶ　野菜巻き串 K-3777 松本市中央1−6−1東洋ビル 0263-31-5855 居酒屋・創作料理
3608 中信 松本市 ファミリーマート松本伊勢町 K-5874 松本市中央1丁目10番12号 0263-38-4419 HP コンビニエンスストア
3609 中信 松本市 マツモトマウントバル K-5674 松本市中央1丁目19-15 0263-31-0636 ダイニングバー・バル
3610 中信 松本市 ブリジェラ松本店 K-3518 松本市中央1丁目20-14KRDﾋﾞﾙ1F 0263-87-3488 HP カフェ・スイーツ
3611 中信 松本市 じぶんどき松本駅前店 K-5540 松本市中央1丁目3-4ちくま工芸ビル2階3階 0263-50-4366 HP 居酒屋・創作料理
3612 中信 松本市 九十九 松本駅前店 K-5635 松本市中央1丁目3−1田中屋ビル1.2階 050-8883-8832 HP 居酒屋・創作料理
3613 中信 松本市 ファミリーマート松本駅前店 K-4891 松本市中央1丁目4-20日本生命松本駅前ビル 0263-39-7160 コンビニエンスストア
3614 中信 松本市 おばんざい 天火 K-6008 松本市中央1丁目5-11コーポ田中1階 0263-35-0019 居酒屋・創作料理
3615 中信 松本市 しき美松本駅前店 K-5756 松本市中央1丁目5-5 0263-36-7716 HP 和食・寿司・天ぷら
3616 中信 松本市 松本ゴールデン酒場 K-3225 松本市中央1丁目5-6 0236-34-7734 HP 居酒屋・創作料理
3617 中信 松本市 味ごころ　やっちゃん K-3172 松本市中央1丁目5ー4 0263-35-9088 居酒屋・創作料理
3618 中信 松本市 沖縄料理カリユシ K-3228 松本市中央1丁目7-13 0263-33-2633 HP 沖縄料理
3619 中信 松本市 信州ゴールデン新館 K-3229 松本市中央1丁目7-13 0263-87-5525 HP 居酒屋・創作料理
3620 中信 松本市 そばきり みよ田　松本店 K-1860 松本市中央2-1-24五幸本町ﾋﾞﾙ1F 0263-37-1434 HP そば・うどん
3621 中信 松本市 小料理　いとう家 K-3807 松本市中央2-10-16 0263-32-3826 居酒屋・創作料理
3622 中信 松本市 伊原漆器専門店 K-4009 松本市中央2-10-16 0263-32-0449 土産物店
3623 中信 松本市 MARKT LABORATORIO K-1854 松本市中央2-20-2信毎メディアガーデン1F 0263-88-1191 HP 土産物店
3624 中信 松本市 POMGE cidre&bonbon K-0853 松本市中央2-20-2信毎メディアガーデン2F 0263-31-0333 HP 土産物店
3625 中信 松本市 松本ブルワリータップルーム本町店 K-1301 松本市中央2-20-2信毎メディアガーデン3階 0263-88-1560 HP ダイニングバー・バル
3626 中信 松本市 丸山珈琲松本コーヒースタンド K-2461 松本市中央2-20-2信毎メディアガーデン内1階 0263-88-0015 HP カフェ・スイーツ
3627 中信 松本市 エゾバルバンバン　松本店 K-1476 松本市中央2-3-13サードミレニアムゲート1F 0263-88-4077 イタリアン
3628 中信 松本市 パブリックビアハウス　オールドロック K-0043 松本市中央2-3-20トドリキビル1F 0263-38-0069 HP ダイニングバー・バル
3629 中信 松本市 Bar 5cm/sec K-5955 松本市中央2-3-26ベルバロンビル2F 0263-88-8264 ダイニングバー・バル
3630 中信 松本市 本町あるかど K-2434 松本市中央2-4-1 0263-36-8787 HP 居酒屋・創作料理
3631 中信 松本市 壱の蔵松本店 K-5299 松本市中央2-4-13 0263-31-3316 土産物店
3632 中信 松本市 日産レンタカー松本駅前店 K-5809 松本市中央2-48-6 0263-39-4123 レンタカー
3633 中信 松本市 器と工芸　なかつか K-5662 松本市中央2-5-11ナカツカビル3F 0263-32-4168 伝統工芸品等の販売店
3634 中信 松本市 燻製工房 燻丸-KUNMARU- K-3413 松本市中央2-5-15クリヴィーレ増田1階 0263-35-8387 HP カフェ・スイーツ
3635 中信 松本市 串カツ田中　松本店 K-1475 松本市中央2-5-2 0263-31-6900 焼鳥・串揚げ
3636 中信 松本市 しなののてっぺん松本本店 K-3146 松本市中央2-5-2 0263-35-2177 #VALUE! 居酒屋・創作料理
3637 中信 松本市 村山人形店 K-2760 松本市中央2-5-32 0263-32-1770 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店
3638 中信 松本市 モイモイ-ハイファイ K-6015 松本市中央2-6-7 0263-35-8558 居酒屋・創作料理
3639 中信 松本市 ファミリーマート 松本中央二丁目店 K-4845 松本市中央2-7-1 0263-37-5214 コンビニエンスストア
3640 中信 松本市 Cafe SENRI 松本中町 K-2420 松本市中央2-9-11 0263-33-5868 HP カフェ・スイーツ
3641 中信 松本市 プリン専門店春夏秋冬　　中町店 K-1934 松本市中央2-9-13 0263-87-3402 HP カフェ・スイーツ
3642 中信 松本市 そば処まつした K-5670 松本市中央2-9-14生金ビル1F 0263-33-4844 そば・うどん
3643 中信 松本市 御菓子処藤むら K-2009 松本市中央2-9-19 0263-32-1421 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
3644 中信 松本市 信州松本バウムクーヘン工房てまりや K-3222 松本市中央2−4−15 0263-39-5858 HP 土産物店
3645 中信 松本市 ホルモン屋 海州 K-3740 松本市中央2丁目1-8石塚ビル1F 0263-87-2929 HP 焼肉・ホルモン
3646 中信 松本市 おいも日和松本中町店 K-3523 松本市中央2丁目10-17 0263-88-3996 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
3647 中信 松本市 和ダイニングくらすわ K-1667 松本市中央2丁目20-2信毎メディアガーデン3F 0263-87-0098 HP 和食・寿司・天ぷら
3648 中信 松本市 Also OKINAWA K-5550 松本市中央2丁目3-26ベルバロンビル1階 0263-88-5341 沖縄料理
3649 中信 松本市 メインバーコート K-0020 松本市中央2丁目3-5ミワビル2F 0263-34-7133 HP その他グルメ
3650 中信 松本市 信州プリン工房 K-3820 松本市中央2丁目4-18吉川ビル1F 0263-38-0141 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
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3651 中信 松本市 セブン-イレブン松本中央2丁目店 K-4460 松本市中央2丁目4-3 0263-32-4824 コンビニエンスストア
3652 中信 松本市 とろり天使のわらびもち　松本店 K-5792 松本市中央2丁目5-11中塚ビル1階 080-4734-1015 カフェ・スイーツ
3653 中信 松本市 ココス松本源池店 K-3489 松本市中央3-13-3 0263-39-6376 HP ファミリーレストラン
3654 中信 松本市 中央民芸ショールーム K-1763 松本市中央3-2-12 0263-33-5760 HP 伝統工芸品等の販売店
3655 中信 松本市 cafechiiann K-5317 松本市中央3-2-13 0263-35-7553 HP カフェ・スイーツ
3656 中信 松本市 工芸マエストロ K-3410 松本市中央3-2-15 0263-33-7895 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

3657 中信 松本市 彩食美酒　ふじ美蔵 K-3005 松本市中央3-3-19 0263-87-7232 和食・寿司・天ぷら
3658 中信 松本市 蔵の花 K-5191 松本市中央3-3-2 0263-34-5250 そば・うどん
3659 中信 松本市 竹風堂　松本中町店 K-1119 松本市中央3-4-20 0263-36-1102 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
3660 中信 松本市 トキシラズ K-6010 松本市中央3-4-20 0263-36-7559 HP 和食・寿司・天ぷら
3661 中信 松本市 松本ブルワリータップルーム中町店 K-1292 松本市中央3-4-21 0263-31-0081 HP ダイニングバー・バル
3662 中信 松本市 女鳥羽そば K-2355 松本市中央3-4-8 0263-35-8502 HP そば・うどん
3663 中信 松本市 凸凹堂松本 K-3894 松本市中央3-5-8 0263-38-0552 HP 土産物店
3664 中信 松本市 鍋屋商店 K-3992 松本市中央3-5-8 0263-35-0544 HP 土産物店
3665 中信 松本市 ベラミ人形店 K-1006 松本市中央3-7-23 0263-33-1314 工芸体験, 博物館等 伝統工芸品等の販売店
3666 中信 松本市 鳥乃子　松本中町店 K-5587 松本市中央3丁目2-11 0263-50-6636 土産物店,伝統工芸品等の販売店

3667 中信 松本市 手打そば　山がた K-0751 松本市中央4-4-37 0263-33-7688 そば・うどん
3668 中信 松本市 小木曽製粉所　イオンモール松本店 K-2041 松本市中央4-9-51 0263-88-6255 HP そば・うどん
3669 中信 松本市 き久好　イオンモール松本店 K-3533 松本市中央4-9-511階レストランB1003-B区画 0263-88-3160 和食・寿司・天ぷら
3670 中信 松本市 ビストロ　ヒカリヤ K-0989 松本市中央4-9-51イオンモ-ル松本晴庭1F 0263-88-7373 HP 洋食
3671 中信 松本市 富金豚　イオンモール松本 K-2573 松本市中央4-9-51イオンモール松本1F 0263-87-3886 HP 和食・寿司・天ぷら
3672 中信 松本市 5HORN イオンモール松本 K-1490 松本市中央4-9-51イオンモール松本空庭1F 0263-50-4553 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
3673 中信 松本市 ドトールコーヒーショップ　イオンモール松本店 K-5361 松本市中央4-9-51イオンモール松本晴庭3階 0263-31-3112 カフェ・スイーツ
3674 中信 松本市 富寿し　松本店 K-2571 松本市中央4-9-51イオンモール松本風庭1F 0263-50-7771 HP 和食・寿司・天ぷら
3675 中信 松本市 越後海鮮丼富寿し　松本店 K-2572 松本市中央4-9-51イオンモール松本風庭1F 0263-50-7771 HP 和食・寿司・天ぷら
3676 中信 松本市 カフェ・ド・クリエ　リーブル　イオンモール松本店 K-1485 松本市中央4丁目9番51号イオンモール松本空庭1階 0263-87-3370 カフェ・スイーツ
3677 中信 松本市 ビアードパパ　イオンモール松本店 K-1488 松本市中央4丁目9番51号イオンモール松本晴庭1F 0263-87-3988 カフェ・スイーツ
3678 中信 松本市 四川乃華ICHI K-3082 松本市中央4丁目9番51号イオンモール松本風庭1階 0263-87-7151 HP 中華・台湾
3679 中信 松本市 クワトロクオーレ　イオンモール松本店 K-1489 松本市中央4丁目9番51号イオンモール松本風庭3Fフードコート内 0263-87-4077 カフェ・スイーツ
3680 中信 松本市 ＪＴＢイオンモール松本店 K-0971 松本市中央4丁目9番地51号イオンモール松本店晴庭2階 0263-50-4360 HP 土産物店
3681 中信 松本市 やまへい K-0906 松本市中央三丁目2-15 0263-32-2305 土産物店, その他土産物店
3682 中信 松本市 Nagano Luxury Taxi K-3641 松本市島内1687-18 080-3007-4084 HP タクシー
3683 中信 松本市 山屋酒店 K-2957 松本市島内2359-7 0263-47-3314 土産物店, その他土産物店
3684 中信 松本市 セブン-イレブン松本島内青島店 K-4742 松本市島内4368-5 0263-48-6118 コンビニエンスストア
3685 中信 松本市 麓庵　かつ玄 K-2964 松本市島内7717 0263-33-1129 HP 定食屋
3686 中信 松本市 梓川SA（下り線）お土産品売場 K-1148 松本市島内西河原6931-5 0263-47-8855 HP 土産物店
3687 中信 松本市 梓川SA（下り線）レストランあずみ野 K-1150 松本市島内西河原6931-5 0263-47-8855 HP ファミリーレストラン
3688 中信 松本市 梓川SA（下り線）ドトールコーヒーショップ梓川店 K-1151 松本市島内西河原6931-5梓川SA 0263-47-8855 HP カフェ・スイーツ
3689 中信 松本市 あずさ堂小林 K-1979 松本市島内島高松1858龍上館ハイツ1F 0263-48-2532 HP 土産物店
3690 中信 松本市 窯焼きピッツァと料理のお店　KO’S K-3291 松本市島立1087-6 0263-47-0522 HP イタリアン
3691 中信 松本市 日本浮世絵博物館 K-5779 松本市島立2206-1 0263-47-4440 HP 博物館等
3692 中信 松本市 セブン-イレブン松本島立店 K-4326 松本市島立304-4 0263-47-4677 コンビニエンスストア
3693 中信 松本市 榑木野別館 食楽酒楽 K-2374 松本市島立855 0263-88-3561 HP そば・うどん
3694 中信 松本市 榑木野本店 K-2402 松本市島立859 0263-47-4741 HP そば・うどん
3695 中信 松本市 逸品舎 K-1206 松本市島立屋敷添863-1 0263-47-8550 HP 土産物店, その他土産物店
3696 中信 松本市 かっぱ寿司北松本店 K-3858 松本市島立荒井323-1 0263-47-9832 和食・寿司・天ぷら
3697 中信 松本市 旅館　仙洛 K-2673 松本市奈川1044-124 0263-79-2277 日帰り温泉施設 土産物店 そば・うどん
3698 中信 松本市 旅の宿大石屋 K-1882 松本市奈川1044-189 0263-79-2078 HP 土産物店
3699 中信 松本市 野麦峠スキー場 K-3550 松本市奈川1173-13 0263-79-2246 HP レジャー施設 その他グルメ
3700 中信 松本市 そばの里奈川 K-2866 松本市奈川1173-14 0263-79-2906 土産物店
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3701 中信 松本市 ながわ山彩館 K-2833 松本市奈川2120-1 0263-79-2815 土産物店, 道の駅
3702 中信 松本市 川仙旅館 K-2674 松本市奈川2556 0263-79-2411 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
3703 中信 松本市 薬師平 茜宿 K-2419 松本市内田3405 0263-58-2141 HP 土産物店
3704 中信 松本市 セブン-イレブン松本牛伏寺下店 K-4366 松本市内田743-10 0263-58-5070 コンビニエンスストア
3705 中信 松本市 平成交通（有） K-0801 松本市内田竹原3396-1 0263-57-0505 バス, タクシー
3706 中信 松本市 (有)あずさ交通 K-5251 松本市南原1-15-13 0263-50-6038 タクシー
3707 中信 松本市 アルピコタクシー松本営業所 K-0290 松本市南松本1-1-25 0263-27-0324 タクシー
3708 中信 松本市 焼肉海州 K-3755 松本市南松本1-3-10 0263-29-3939 HP 焼肉・ホルモン
3709 中信 松本市 大戸屋　ホリデイタウン松本店 K-5366 松本市南松本2-5-30 0263-27-9692 定食屋
3710 中信 松本市 焼肉カルビ屋三夢　南松本店 K-3792 松本市南松本2-5-31 0263-87-6836 HP 焼肉・ホルモン
3711 中信 松本市 らぁめん鶏支那屋 K-5648 松本市南松本2丁目15-11 0263-26-1683 ラーメン・つけ麺
3712 中信 松本市 スポーツデポ南松本店 K-5528 松本市南松本2丁目5番42号 0263-27-6971 HP その他土産物店
3713 中信 松本市 ゴルフ５南松本店 K-5536 松本市南松本2丁目5番42号 0263-27-7481 HP その他土産物店
3714 中信 松本市 麺屋かとむら浅間店 K-3323 松本市南浅間506-8メゾン小原1F 0263-88-3688 ラーメン・つけ麺
3715 中信 松本市 旅館　静風荘 K-2357 松本市南浅間634-5 0263-46-0639 HP その他土産物店
3716 中信 松本市 王ヶ頭ホテル K-0871 松本市入山辺8964 0263-31-2751 HP 土産物店
3717 中信 松本市 扉温泉　明神館 K-0190 松本市入山辺8967 0263-31-2301 HP その他 土産物店 その他グルメ
3718 中信 松本市 桜清水茶屋 K-2117 松本市入山辺石切場8961 0263-31-2020 HP そば・うどん
3719 中信 松本市 桜清水コテージ K-2639 松本市入山辺石切場8961 0263-31-2314 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

3720 中信 松本市 ゲストハウスしましま K-2717 松本市波田,3008,ゲストハウスしましま 0263-75-7233 HP その他 土産物店
3721 中信 松本市 旬鮮厨房　だいなモ K-3939 松本市波田10113-2 0263-92-5508 居酒屋・創作料理
3722 中信 松本市 ファミリーマート松本波田三溝店 K-4849 松本市波田1623番地1 0263-91-1040 コンビニエンスストア
3723 中信 松本市 さざなみ寿し K-4070 松本市波田1909 0263-92-2422 HP 和食・寿司・天ぷら
3724 中信 松本市 セブン-イレブン波田赤松店 K-4534 松本市波田2998-1 0263-92-7200 コンビニエンスストア
3725 中信 松本市 アルピコ交通株式会社新島々駅 K-2157 松本市波田3027-2 0263-87-3166 HP その他土産物店 バス
3726 中信 松本市 信州名産品センターこばやし K-2818 松本市波田3047-3 0263-92-5132 土産物店
3727 中信 松本市 デリシア波田駅前店 K-5456 松本市波田4417-28 0263-92-5545 HP スーパーマーケット
3728 中信 松本市 サ飯食堂やぎや K-4312 松本市波田9834−2 080-5109-7440 その他グルメ
3729 中信 松本市 ファミリーマート松本波田店 K-5125 松本市波田9889番4 0263-91-2228 コンビニエンスストア
3730 中信 松本市 信州名産品センターこばやし新島々駅前本店 K-2819 松本市波田上赤松3007-1 0263-92-5132 土産物店
3731 中信 松本市 信州名産センターこばやし赤松店 K-2820 松本市波田赤松2999-1 0263-92-5132 土産物店
3732 中信 松本市 ファミリーマート北松本店 K-4935 松本市白板2-1-9 0263-38-0165 コンビニエンスストア
3733 中信 松本市 おおたき　総本店 K-1819 松本市白板2-3-35 0263-39-4649 HP 和食・寿司・天ぷら
3734 中信 松本市 寄ってけや福寿草 K-3678 松本市反町26-1 0263-64-2944 ファミリーレストラン
3735 中信 松本市 ホームバザー南松本店 K-4510 松本市平田東1丁目29-16ビンガムシティ内 0263-85-4802 HP その他 その他土産物店
3736 中信 松本市 モスバーガー松本平田店 K-1241 松本市平田東1丁目30-1 0263-86-8639 HP ファーストフード
3737 中信 松本市 ツルヤ平田店 K-5104 松本市平田東2-21-1 0263-59-6811 スーパーマーケット
3738 中信 松本市 からあげセンター松本平田店 K-2094 松本市平田東2丁目10-11 0263-88-0077 HP 定食屋
3739 中信 松本市 くら寿司松本平田店 K-3751 松本市平田東3丁目15番6号 0263-85-1610 HP 和食・寿司・天ぷら
3740 中信 松本市 民芸旅館深志荘 K-0227 松本市並柳2-11-21 0263-28-6500 HP そば・うどん
3741 中信 松本市 cafe&stay CASTANA K-2791 松本市並柳2-3-2 0263-27-0308 HP カフェ・スイーツ
3742 中信 松本市 ツルヤ並柳店 K-5106 松本市並柳2-411-1 0263-88-6411 スーパーマーケット
3743 中信 松本市 蕎　友月 K-2511 松本市並柳2-8-28 0263-28-8889 HP そば・うどん
3744 中信 松本市 ハルピンラーメン　松本並柳店 K-2315 松本市並柳2-9-23 0263-75-8260 HP ラーメン・つけ麺
3745 中信 松本市 テンホウ並柳店 K-4445 松本市並柳3-10-1 0263-88-8240 HP ラーメン・つけ麺
3746 中信 松本市 麺屋絆 K-3473 松本市並柳3-12-5 080-4473-0721 ラーメン・つけ麺
3747 中信 松本市 ローソン松本並柳店 K-4533 松本市並柳4-1-36 0263-28-9355 コンビニエンスストア
3748 中信 松本市 クスリのアオキ松本芳野店 K-5036 松本市芳野17番21号 0263-50-5731 HP ドラッグストア
3749 中信 松本市 またたび K-3872 松本市北深志1-4-5 090-9996-5123 HP ダイニングバー・バル
3750 中信 松本市 セブン-イレブン松本北深志店 K-4677 松本市北深志1丁目126-2号 0263-33-7717 コンビニエンスストア
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3751 中信 松本市 Jネットレンタカー松本駅前店 K-5883 松本市本庄1-1-12ハチマル本庄ビル1F 0263-35-0154 HP レンタカー
3752 中信 松本市 かじゅある割烹しーずん K-3771 松本市本庄1-1-151F 0263-32-3113 居酒屋・創作料理
3753 中信 松本市 信州徳家 K-2857 松本市本庄1-1-17本庄プラザビル1階 0263-33-8439 和食・寿司・天ぷら
3754 中信 松本市 焼肉　牡丹園 K-5542 松本市本庄1-14-10 0263-75-8881 HP 焼肉・ホルモン
3755 中信 松本市 ホテルブエナビスタ　ソルプレーサ K-0589 松本市本庄1-2-1ホテルブエナビスタ内 0263-37-0111 HP フレンチ
3756 中信 松本市 ホテルブエナビスタ　聖紫花 K-0593 松本市本庄1-2-1ホテルブエナビスタ内 0263-37-0111 HP 各国料理
3757 中信 松本市 ホテルブエナビスタ　深志楼 K-0603 松本市本庄1-2-1ホテルブエナビスタ内 0263-37-0111 HP 和食・寿司・天ぷら
3758 中信 松本市 ホテルブエナビスタ　ラ　カフェテラサ K-0608 松本市本庄1-2-1ホテルブエナビスタ内 0263-37-0111 HP ファミリーレストラン
3759 中信 松本市 ホテルブエナビスタ　パセオ K-0610 松本市本庄1-2-1ホテルブエナビスタ内 0263-37-0111 HP 土産物店
3760 中信 松本市 セブン-イレブン松本本庄１丁目店 K-5867 松本市本庄1-3-12 0263-32-3855 コンビニエンスストア
3761 中信 松本市 ローソン松本本庄 K-4498 松本市本庄二丁目4-1 0263-33-0868 その他 土産物店
3762 中信 松本市 石井味噌 K-1578 松本市埋橋1丁目8番1号 0263-32-0534 HP 土産物店, 土産物店 和食・寿司・天ぷら
3763 中信 松本市 ファミリーマート松本埋橋店 K-4856 松本市埋橋一丁目9番11号 0263-38-0063 コンビニエンスストア
3764 中信 松本市 珈琲ノンノン K-0396 松本市野溝西1-6-27 0263-28-7732 HP カフェ・スイーツ
3765 中信 松本市 サーティワンアイスクリーム南松本店 K-0646 松本市野溝西1-6-27 0263-28-8900 カフェ・スイーツ
3766 中信 松本市 株式会社　綿半スーパーセンター松本芳川店 K-5591 松本市野溝西3-7-1 0263-58-6363 スーパーマーケット, ホームセンター

3767 中信 松本市 すし処　泰　松本店 K-3280 松本市野溝東1-16-6 0263-24-2883 和食・寿司・天ぷら
3768 中信 松本市 吉志久野溝店 K-5514 松本市野溝東1丁目1-37 0263-88-3398 和食・寿司・天ぷら
3769 中信 松本市 ウエルシア松本野溝木工店 K-4182 松本市野溝木工1-10-15 0263-29-3715 HP ドラッグストア
3770 中信 松本市 ファミリーマート松本平田西店 K-4904 松本市野溝木工1丁目16番8号 0263-29-4113 コンビニエンスストア
3771 中信 松本市 セブン-イレブン松本木工町店 K-4265 松本市野溝木工2丁目7-51 0263-27-0577 コンビニエンスストア
3772 中信 松本市 追分屋旅館 K-1291 松本市里山辺1145 0263-33-3378 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
3773 中信 松本市 セブン-イレブン松本里山辺 K-4500 松本市里山辺1421-1 0263-36-3585 コンビニエンスストア
3774 中信 松本市 瓦屋GRAPES K-5230 松本市里山辺2589-1 090-8262-9810 HP その他
3775 中信 松本市 湯宿　和泉屋善兵衛 K-0178 松本市里山辺451 0263-32-2043 HP 日帰り温泉施設 土産物店
3776 中信 松本市 富田屋別館 K-0252 松本市里山辺489-3 0263-33-8700 HP 日帰り温泉施設, その他 その他土産物店 その他グルメ
3777 中信 松本市 旬彩月の静香 K-0086 松本市里山辺湯の原101 0263-35-6200 HP 日帰り温泉施設 土産物店 ダイニングバー・バル
3778 中信 松本市 カモシカスポーツ松本店 K-5231 松本市和田4478-1 0263-48-2424 HP アウトドア・スポーツ体験 その他土産物店
3779 中信 松本市 ファミリーマート松本和田店 K-4903 松本市和田67-4 0263-40-0015 コンビニエンスストア
3780 中信 松本市 セブン-イレブン松本南和田店 K-4503 松本市和田中西原4468-2 0263-40-0711 コンビニエンスストア
3781 中信 下諏訪町 (有)植松ハイヤー K-5679 諏訪郡下諏訪町東赤砂10615-32 0266-28-6555 タクシー
3782 中信 富士見町 すずの音カフェ K-6029 諏訪郡富士見町富士見6666-46 0266-75-1587 HP カフェ・スイーツ
3783 中信 諏訪市 綿半スーパーセンター諏訪店 K-5593 諏訪市上川3-2391 0266-54-6363 スーパーマーケット, ホームセンター

3784 中信 大町市 セブン-イレブン大町アルペンライン店 K-4723 大町市1968-1 0261-23-3717 コンビニエンスストア
3785 中信 大町市 森のみち草 K-2876 大町市社1370-3 0261-85-5205 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
3786 中信 大町市 やきにく　SOUL K-3470 大町市常盤3559 0261-22-0703 HP 焼肉・ホルモン
3787 中信 大町市 ファミリーマートJA大北大町運動公園店 K-4868 大町市常盤5625-18 0261-21-1005 コンビニエンスストア
3788 中信 大町市 アルペンブルー K-1101 大町市常盤5740-10 0261-85-4661 その他グルメ
3789 中信 大町市 Cafe & Bar Gina K-5412 大町市常盤5868-94 0261-85-4290 HP その他グルメ
3790 中信 大町市 レストランカフェHidamari K-5855 大町市常盤5869-58 0261-85-0773 洋食
3791 中信 大町市 かっぱ寿司大町店 K-3856 大町市常盤5897-14 0261-26-5517 和食・寿司・天ぷら
3792 中信 大町市 ＪＡ大北農産物直売所「ええっこの里」 K-2985 大町市常盤6367-26 0261-85-2289 HP その他土産物店
3793 中信 大町市 小木曽製粉所　おふくろそば　大町店 K-1867 大町市常盤6367-29 0261-23-0296 HP そば・うどん
3794 中信 大町市 ファミリーマート大北ええっこの里 K-4886 大町市常盤6367番26 0261-21-3013 コンビニエンスストア
3795 中信 大町市 テンホウ大町店 K-4442 大町市常盤6906-101 0261-22-1041 HP ラーメン・つけ麺
3796 中信 大町市 カフェえんとつ K-5053 大町市常盤6935-12 0261-22-8866 HP カフェ・スイーツ
3797 中信 大町市 カインズ大町店 K-5308 大町市常盤字南松原4844-1 0261-21-2111 ホームセンター
3798 中信 大町市 ファミリーマート大町常盤店 K-5075 大町市大字常盤3560番地5 0261-21-2021 コンビニエンスストア
3799 中信 大町市 ファミリーマート大町合庁前店 K-4902 大町市大字大町1086番地2 0261ｰ21-2012 コンビニエンスストア
3800 中信 大町市 ときしらずの宿　織花 K-1462 大町市大字平2065-1 0261-23-2000 その他 土産物店
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https://www.j-netrentacar.co.jp/
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3801 中信 大町市 旅館叶家 K-0943 大町市大字平2870-4 0261-23-4500 HP 日帰り温泉施設
3802 中信 大町市 大町魚介類加工業協同組合 K-3257 大町市大町1119-6 0261-22-2891 和食・寿司・天ぷら
3803 中信 大町市 割烹だるま K-2736 大町市大町1125 0261-22-0067 和食・寿司・天ぷら
3804 中信 大町市 ドラッグコスコ大町店 K-5163 大町市大町１８９９－１ 0261-23-3534 ドラッグストア
3805 中信 大町市 (有)藤長菓子舗 K-3299 大町市大町2227-1 0261-22-0186 土産物店
3806 中信 大町市 ネパールレストラン　ヒマラヤン　シェルパ K-3608 大町市大町2532-4 0261-85-2432 アジア・エスニック
3807 中信 大町市 イタリアン酒場ウマニシカ K-1560 大町市大町2532-7 0261-85-4566 イタリアン
3808 中信 大町市 立田屋 K-3324 大町市大町2561-1 0261-22-0011 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
3809 中信 大町市 塩の道ちょうじや K-2650 大町市大町2572 0261-22-4018 HP 博物館等 土産物店
3810 中信 大町市 ドラッグコスコ大町南店 K-5171 大町市大町２９５２－１ 0261-85-0311 ドラッグストア
3811 中信 大町市 ココス北アルプス大町店 K-3487 大町市大町2974-1 0261-21-3522 HP その他 その他土産物店 ファミリーレストラン
3812 中信 大町市 旅館　七倉荘 K-1185 大町市大町3061 0261-22-1564 HP その他グルメ
3813 中信 大町市 焼肉モランボン K-3258 大町市大町3099 0261-22-6883 HP 焼肉・ホルモン
3814 中信 大町市 花梨 K-3610 大町市大町3110-4花梨ビル3F 0261-22-6860 居酒屋・創作料理
3815 中信 大町市 松葉鮨 K-3256 大町市大町3150-8 0261-22-8884 HP 和食・寿司・天ぷら
3816 中信 大町市 泉味 K-3873 大町市大町3150-9 0261-23-0828 居酒屋・創作料理
3817 中信 大町市 ホテルルートイン信濃大町駅前　和み K-0239 大町市大町3167-7 050-5576-7888 HP 居酒屋・創作料理
3818 中信 大町市 アルプス第一交通株式会社 K-3517 大町市大町3168 0261-22-2121 タクシー
3819 中信 大町市 アルプスロマン館 K-1652 大町市大町3190-2 0261-23-7808 HP 土産物店
3820 中信 大町市 大町市観光協会 K-0924 大町市大町3200 0261-22-0190 HP 乗り物体験 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

3821 中信 大町市 KIOSK信濃大町 K-4574 大町市大町3200 0261-26-3154 コンビニエンスストア
3822 中信 大町市 手打ちそば処こばやし K-3736 大町市大町3210 0261-22-1200 HP そば・うどん
3823 中信 大町市 食道園 K-4827 大町市大町3221-1 0261-22-1080 焼肉・ホルモン
3824 中信 大町市 割烹　桂 K-3823 大町市大町3224-8 0261-22-3625 居酒屋・創作料理
3825 中信 大町市 カラオケ ジャックと豆の木 K-5425 大町市大町3246-4 0261-21-1002 HP レジャー施設 その他グルメ
3826 中信 大町市 いーずら大町特産館 K-1674 大町市大町3300-1 0261-23-7511 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

3827 中信 大町市 ビストロカフェ ミルフィーユ K-1350 大町市大町3303 0261-22-6898 洋食
3828 中信 大町市 和家 K-1390 大町市大町3304-2 0261-85-4753 HP 居酒屋・創作料理
3829 中信 大町市 居酒屋夢の花 K-3266 大町市大町3305-1演芸館ビル2階 0261-23-5620 HP 居酒屋・創作料理
3830 中信 大町市 こまつうどん店 K-1500 大町市大町3306-14 0261-22-0646 そば・うどん
3831 中信 大町市 マルナカコーポレーション K-3887 大町市大町3311 0261-22-1360 その他土産物店
3832 中信 大町市 一品料理みつばち K-5824 大町市大町3311-1 08051099094 HP 居酒屋・創作料理
3833 中信 大町市 俵屋 K-2971 大町市大町3312 0261-22-0218 中華・台湾
3834 中信 大町市 欧風家庭料理 くんくん亭 K-3731 大町市大町3343-1 0261-85-4868 洋食
3835 中信 大町市 デリシア大町店 K-5428 大町市大町3500-7 0261-85-4388 HP スーパーマーケット
3836 中信 大町市 セブン-イレブン大町南原店 K-4724 大町市大町3706-1 0261-23-0711 コンビニエンスストア
3837 中信 大町市 おうちごはんホッと K-1271 大町市大町4082-1 0261-23-5959 HP 定食屋
3838 中信 大町市 創舎　わちがい K-1295 大町市大町4084 0261-23-7363 HP 和食・寿司・天ぷら
3839 中信 大町市 麻倉arts&crafts K-3306 大町市大町4095-13 0261-85-2139 HP 工芸体験, 織物体験 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

3840 中信 大町市 株式会社北アルプスブルワリー K-2010 大町市大町4134-1 0261-85-0780 HP ダイニングバー・バル
3841 中信 大町市 横川商店 K-4543 大町市大町4136番地 0261-22-0133 HP その他 その他土産物店
3842 中信 大町市 セブン-イレブン大町九日町店 K-4248 大町市大町4204-1 0261-22-1171 コンビニエンスストア
3843 中信 大町市 アルピコタクシー（株）大町支社 K-1152 大町市大町4306-1 0261-23-2323 タクシー
3844 中信 大町市 もるげんろーと K-3276 大町市大町8056-1大町市山岳博物館内 090-5996-5013 土産物店 カフェ・スイーツ
3845 中信 大町市 農園カフェ ラビット K-1084 大町市大町8295-48中山高原 0261-85-2120 HP その他グルメ
3846 中信 大町市 ホテル夢の湯 K-1465 大町市大町温泉郷2889-4 0261-22-2611 その他 土産物店
3847 中信 大町市 ファミリーマート大町大原店 K-4842 大町市大町大原町5926-1 0261-26-6120 コンビニエンスストア
3848 中信 大町市 信州金熊温泉　明日香荘 K-0298 大町市八坂1160 0261-26-2301 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
3849 中信 大町市 エコーハウス　たかがり K-1387 大町市八坂8583-2 0261-26-2556 HP そば・うどん
3850 中信 大町市 ぽかぽかランド美麻 K-0164 大町市美麻青具16784 0261-29-2030 HP 日帰り温泉施設 土産物店
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http://kanoya.info/
https://www.cowbell.ne.jp/
http://www.alps.or.jp/choujiya/
https://www.cocos-jpn.co.jp/
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3851 中信 大町市 コンディトライ・アン・マリーレ K-5879 大町市平1007-3 0261-85-0702 HP カフェ・スイーツ
3852 中信 大町市 大町トラフィック(株) K-2352 大町市平1040-1 0261-23-3331 HP レンタカー, その他 その他土産物店 バス
3853 中信 大町市 ねまるちゃテラス K-3260 大町市平10455-1 0261-85-4584 HP カフェ・スイーツ
3854 中信 大町市 信濃木崎アウトドアステーション K-3261 大町市平10731 090-8814-5918 HP アウトドア・スポーツ体験
3855 中信 大町市 Yショップニシ K-2671 大町市平12076 0261-23-1900 HP リゾートテレワーク体験 その他土産物店 そば・うどん
3856 中信 大町市 Kuni'sカントリーキッチン K-2085 大町市平180-17 0261-26-6602 洋食
3857 中信 大町市 関電トンネル　電気バス K-1309 大町市平2010-17 0261-22-0804 HP バス
3858 中信 大町市 黒部ダムレストハウス K-1775 大町市平2010-17 080-2105-4886 土産物店 その他グルメ
3859 中信 大町市 黒部湖遊覧船ガルべ K-1776 大町市平2010-17 080-1140-5641 その他
3860 中信 大町市 ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん K-0311 大町市平2020 0261-22-1530 HP その他 その他土産物店 その他グルメ
3861 中信 大町市 日向山高原ゴルフコース K-3301 大町市平2020 0261-22-5000 HP その他 その他土産物店
3862 中信 大町市 鹿島槍スポーツヴィレッジ K-0263 大町市平20490-4 0261-23-1231 HP 料理体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, その他 土産物店 その他グルメ
3863 中信 大町市 HAKUBAVALLEY鹿島槍スキー場 K-0278 大町市平20490-4 0261-23-1231 HP レジャー施設, 日帰り温泉施設 土産物店 洋食
3864 中信 大町市 マウンテンロッジWiz K-5381 大町市平20643 0261-23-1336 HP 土産物店
3865 中信 大町市 大町・青木湖アドベンチャークラブ K-1952 大町市平20780-1 0261-23-1021 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

3866 中信 大町市 温宿かじか　（オンジュクカジカ） K-2751 大町市平2106 0261-22-1311 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店 そば・うどん
3867 中信 大町市 扇沢レストハウス K-1772 大町市平2117 0261-22-3612 その他グルメ
3868 中信 大町市 扇沢売店 K-1796 大町市平2117 0261-22-3614 土産物店
3869 中信 大町市 APC BASE2 K-1002 大町市平22499 090-4180-1731 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

3870 中信 大町市 シロウマアウトドアカンパニー K-2504 大町市平23011-123 070-4284-4881 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験

3871 中信 大町市 カントリーインキャンプ K-3325 大町市平23112-9 0261-23-1445 HP 工芸体験 土産物店 その他グルメ
3872 中信 大町市 Club Kaunis Cafe猫の耳 K-4086 大町市平2661-6 090-9940-7369 HP カフェ・スイーツ
3873 中信 大町市 カフェひのき K-1210 大町市平2811-171F西店舗カフェひのき 080-2045-4630 その他 カフェ・スイーツ
3874 中信 大町市 湯けむり屋敷　薬師の湯 K-2865 大町市平2811-41 0261-23-2834 HP 博物館等, 日帰り温泉施設 土産物店 そば・うどん
3875 中信 大町市 黒部観光ホテル K-0812 大町市平2822 0261-22-1520 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
3876 中信 大町市 ゲストルームふる里村工芸館 K-3627 大町市平2860番地12 0261-85-2155 HP その他土産物店
3877 中信 大町市 アルペンルートホテル K-2580 大町市平2861-4 0261-85-2299 HP 土産物店 その他グルメ
3878 中信 大町市 立山プリンスホテル K-0431 大町市平2884-10 0261-22-5131 HP 土産物店 その他グルメ
3879 中信 大町市 緑翠亭　景水 K-0846 大町市平2884-13 0261-22-5501 HP 土産物店 その他グルメ
3880 中信 大町市 星野リゾート　界 アルプス K-1031 大町市平2884-26 0570-073-011 HP 土産物店
3881 中信 大町市 黒部サンバレーホテル K-0604 大町市平2884-7 0261-85-4037 HP 日帰り温泉施設
3882 中信 大町市 黒部ビューホテル K-0480 大町市平2891-2 0261-22-3515 HP 日帰り温泉施設 土産物店
3883 中信 大町市 マルハン爺が岳ロッヂ K-0305 大町市平4817 0261-22-8453 HP カフェ・スイーツ
3884 中信 大町市 爺ガ岳キャンプ場 K-1824 大町市平4819番地 0261-22-0551 HP アウトドア・スポーツ体験
3885 中信 大町市 和食織是 K-3243 大町市平6426-1 0261-85-2371 和食・寿司・天ぷら
3886 中信 大町市 レストラン花の木 K-3355 大町市平7418 0261-23-3656 洋食
3887 中信 大町市 七倉山荘 K-1025 大町市平高瀬入2118-37 0261-22-4006 HP 日帰り温泉施設 土産物店 カフェ・スイーツ
3888 中信 大町市 ライジングフィールド白馬 K-2528 大町市平青木湖畔27054-1 0261-85-2162 HP アウトドア・スポーツ体験
3889 中信 池田町 CANOA YOGA sutudio K-5422 池田町会染8420-1 0261-62-9106 その他
3890 中信 池田町 セブン-イレブン安曇総合病院前店 K-4332 池田町大字池田3097−1 0261-62-8244 コンビニエンスストア
3891 中信 筑北村 草湯温泉　冠着荘 K-3918 筑北村坂井6478 0263-67-2216 HP 日帰り温泉施設 定食屋
3892 中信 松本市 ファミリーマート松本笹賀店 K-4906 長野券松本市大字笹賀7037番地4 0263-85-1201 コンビニエンスストア
3893 中信 安曇野市 マツモトキヨシ穂高店 K-4166 長野県安曇野市穂高2792番地1 0263-31-3890 HP ドラッグストア
3894 中信 安曇野市 カラオケ　ビッグエコーあづみ野豊科店 K-5222 長野県安曇野市豊科4287-1 0263-73-9963 HP 飲食以外
3895 中信 安曇野市 マツモトキヨシあづみの堀金店 K-4131 長野県安曇野市堀金烏川5052-1 0263-71-2720 HP ドラッグストア
3896 中信 安曇野市 ファミリーマート安曇野明科店 K-5202 長野県安曇野市明科中川手3521番地1 0263-81-2004 コンビニエンスストア 飲食以外
3897 中信 塩尻市 マツモトキヨシ塩尻ギャザ店 K-4123 長野県塩尻市広丘野村1688-1 0263-51-6256 HP ドラッグストア
3898 中信 松本市 カラオケ　ビッグエコー美須々店 K-5225 長野県松本市桐3-2-51　清水産業ビル2F 0263-36-5001 HP 飲食以外
3899 中信 松本市 マツモトキヨシ南松本店 K-4121 長野県松本市高宮南1-26 0263-24-0331 HP ドラッグストア
3900 中信 松本市 カラオケ　ビッグエコー松本高宮店 K-5215 長野県松本市高宮北4-10 0263-24-9035 HP 飲食以外
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3901 中信 松本市 マツモトキヨシ寿店 K-4118 長野県松本市寿中1-14-7 0263-59-6319 HP ドラッグストア
3902 中信 松本市 マツモトキヨシMIDORI松本店 K-4142 長野県松本市深志1丁目1番1号 0263-36-3980 HP ドラッグストア
3903 中信 松本市 マツモトキヨシアルピコプラザ店 K-4149 長野県松本市深志1丁目2-30アルピコプラザ1階 0263-38-3170 HP ドラッグストア
3904 中信 松本市 信州ゴールデン酒場　松本つなぐ横丁店 K-2105 長野県松本市深志１丁目３-２１ 0263-87-1444 HP 居酒屋・創作料理
3905 中信 松本市 ファミリーマート松本征矢野店 K-5133 長野県松本市征矢野2-12-46 0263-24-3115 コンビニエンスストア 飲食以外
3906 中信 松本市 ファミリーマート塩尻北インター店 K-5181 長野県松本市村井町西2丁目17-22 0263-85-4854 コンビニエンスストア 飲食以外
3907 中信 松本市 マツモトキヨシそうざ店 K-4116 長野県松本市大字惣社514-11 0263-38-1482 HP ドラッグストア
3908 中信 松本市 ファミリーマート松本島高松店 K-5201 長野県松本市大字島内1858番地6 0263-40-1210 コンビニエンスストア 飲食以外
3909 中信 松本市 ツルハドラッグ松本島立店 K-4552 長野県松本市大字島立７７４－１ 0263-40-7268 HP ドラッグストア
3910 中信 松本市 セブン-イレブン松本女鳥羽橋 K-4669 長野県松本市大手１丁目2-22 0263-36-3115 コンビニエンスストア 飲食以外
3911 中信 松本市 マツモトキヨシつかま店 K-4120 長野県松本市筑摩3-28-3 0263-29-0831 HP ドラッグストア
3912 中信 松本市 カラオケ　ビッグエコー松本公園通り店 K-5224 長野県松本市中央1-3-6 0263-38-1577 HP 飲食以外
3913 中信 松本市 カラオケ　ビッグエコーフォルテ松本店 K-5223 長野県松本市中央1-5-1 0263-39-8331 HP 飲食以外
3914 中信 松本市 バー　ラ　シエスタ K-5200 長野県松本市中央1-5-6 0263-32-3812 ダイニングバー・バル
3915 中信 松本市 三代目鳥メロ松本駅前店 K-3879 長野県松本市中央1‐4‐7 0263-38-1214 HP 居酒屋・創作料理
3916 中信 松本市 ファミリーマート松本並柳店 K-5132 長野県松本市並柳1-5-19 0263-24-3304 コンビニエンスストア 飲食以外
3917 中信 松本市 ファミリーマート松本木工団地店 K-5204 長野県松本市野溝木工1丁目5-3 0263-24-3522 コンビニエンスストア 飲食以外
3918 中信 大町市 A・コープ　ファーマーズおおまち店 K-5270 長野県大町市常盤南松原4844-1 0261-85-4710 HP スーパーマーケット
3919 中信 大町市 マツモトキヨシフレスポ大町店 K-4144 長野県大町市大町3500-7 0261-21-2320 HP ドラッグストア
3920 中信 山形村 ツルハドラッグ信州山形店 K-4555 長野県東筑摩郡山形村字東原2024－1 0263-31-5910 HP ドラッグストア
3921 中信 麻績村 A・コープ　おみ店 K-5271 長野県東筑摩郡麻績村麻3885-イ 0263-67-2009 HP スーパーマーケット
3922 中信 小谷村 椛 Momiji K-5198 長野県北安曇郡小谷村千国乙１２８５６−６３ 0261-82-3213 HP 居酒屋・創作料理
3923 中信 小谷村 ペンション　シルバーファーン K-3174 長野県北安曇郡小谷村大字千国乙5484-1 0261-82-2717 HP レジャー施設 土産物店
3924 中信 白馬村 A・コープ　白馬店 K-5269 長野県北安曇郡白馬村北城6398-1 0261-72-6000 HP スーパーマーケット
3925 中信 南木曽町 ふくすけ K-5194 長野県木曽郡南木曽町読書3466-1 0264-57-2411 定食屋
3926 中信 木曽町 A・コープ　きそ店 K-5276 長野県木曽郡木曽町福島塩淵2872 0264-23-3271 HP スーパーマーケット
3927 中信 山形村 ファミリーマート信州山形店 K-4858 東筑摩郡山形村4260番地7 0263-97-1028 コンビニエンスストア
3928 中信 山形村 アイシティ２１内　シュンリーレストラン K-2229 東筑摩郡山形村7977 0263-97-3697 HP 中華・台湾
3929 中信 山形村 井上アイシティ21店 K-5327 東筑摩郡山形村7977 0263-98-4521 HP その他土産物店
3930 中信 山形村 5HORNアイシティ21 K-1482 東筑摩郡山形村7977アイシティ21 0263-88-7733 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
3931 中信 山形村 ファミリーマート新山形グリンロード K-4851 東筑摩郡山形村字大原1577番地1 0263-97-1047 コンビニエンスストア
3932 中信 山形村 ケーヨーデイツー信州山形店 K-4974 東筑摩郡山形村字大池原339-1 0263-97-3280 HP ホームセンター
3933 中信 山形村 セブン-イレブン信州山形 K-4531 東筑摩郡山形村字東原1721-1 0263-98-3045 コンビニエンスストア
3934 中信 山形村 スカイランドきよみず K-1468 東筑摩郡山形村清水高原7598-97 0263-98-2300 その他 土産物店
3935 中信 山形村 ツルヤ山形店 K-5107 東筑摩郡山形村北野尻8030 0263-98-4911 スーパーマーケット
3936 中信 生坂村 道の駅いくさかの郷　農産物直売所 K-1127 東筑摩郡生坂村5204番地1 0263-69-1930 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, 道の駅

3937 中信 生坂村 生坂村営福祉センターやまなみ荘 K-0139 東筑摩郡生坂村5804 0263-69-2032 HP 土産物店
3938 中信 筑北村 (有)聖高原バス K-2063 東筑摩郡筑北村坂北4769-1 0263-66-2082 バス, タクシー
3939 中信 筑北村 ウエルシア筑北聖南店 K-4185 東筑摩郡筑北村西条3412 0263-66-1567 HP ドラッグストア
3940 中信 筑北村 西条温泉とくら K-3446 東筑摩郡筑北村西条3443 0263-66-2114 HP 土産物店
3941 中信 朝日村 ファミリーマート信州朝日村 K-4866 東筑摩郡朝日村大字古見1555番地1 0263-99-1003 コンビニエンスストア
3942 中信 麻績村 シェーンガルテンおみ K-0783 東筑摩郡麻績村日3434 0263-67-2800 HP 日帰り温泉施設 定食屋
3943 中信 麻績村 聖高原リフト・スカイライダー K-1017 東筑摩郡麻績村麻5889-1 0263-67-2145 乗り物体験, レジャー施設
3944 中信 麻績村 聖湖遊覧ボート K-1024 東筑摩郡麻績村麻5889-1 0263-67-3746 乗り物体験, レジャー施設
3945 中信 麻績村 聖レイクサイド館 K-1504 東筑摩郡麻績村麻聖5889-1 0263-67-3511 その他グルメ
3946 中信 白馬村 ぱいんはうす K-3972 白馬村北城12867-222 0261-72-6850 HP 土産物店
3947 中信 白馬村 旅館FURUYA K-3733 白馬村北城5080 0261-72-2433 HP その他土産物店 飲食以外
3948 中信 白馬村 白馬観光タクシー K-5126 白馬村北城6334-1 0261-72-2144 タクシー
3949 中信 白馬村 Lucky Pete's Cafe and Bar K-2884 白馬村北城6350-3 0261-85-0912 その他グルメ
3950 中信 小谷村 ジャムスポーツレンタル鐘の鳴る丘店 K-5928 北安曇郡小谷村12840-1 0261715055 HP レジャー施設
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3951 中信 小谷村 焼肉ばんばん K-3537 北安曇郡小谷村千国乙ー516セルリアンロード2F 0261-83-2784 焼肉・ホルモン
3952 中信 小谷村 エスポワールみさわ K-0214 北安曇郡小谷村千国乙12840-1 0261-83-2644 HP 土産物店
3953 中信 小谷村 栂池高原ゲストハウス 　シャトレ・山彦 K-1374 北安曇郡小谷村千国乙12840-1 0261-83-2319 HP 織物体験, 料理体験, アウトドア・スポーツ体験 その他土産物店
3954 中信 小谷村 ロッヂつばき K-1427 北安曇郡小谷村千国乙12840-1 0261-83-2217 HP 土産物店, その他土産物店
3955 中信 小谷村 リゾートインマリオンシナノ売店 K-1994 北安曇郡小谷村千国乙12840-1 0261-83-2606 HP 土産物店
3956 中信 小谷村 ホテルサンプラザ栂池 K-2230 北安曇郡小谷村千国乙12840-1 0261-83-2423 その他 土産物店
3957 中信 小谷村 サンライズ　タンネ K-2417 北安曇郡小谷村千国乙12840-1 0261-83-2013 HP 定食屋
3958 中信 小谷村 ロッヂ　FREERUN K-2662 北安曇郡小谷村千国乙12840-1 0261-83-2311 HP アウトドア・スポーツ体験,その他 その他土産物店
3959 中信 小谷村 白馬栂池パーク K-3590 北安曇郡小谷村千国乙12840-1 0261-83-2112 その他グルメ
3960 中信 小谷村 やまきゅう荘 K-5541 北安曇郡小谷村千国乙12840-1 0261-83-2026 HP 土産物店 洋食
3961 中信 小谷村 カレーハウス K-5043 北安曇郡小谷村千国乙12840-1カントリージョー 0261-83-2224 洋食
3962 中信 小谷村 The Alps Craft Cafe K-0744 北安曇郡小谷村千国乙12840番地1 0261-83-2100 HP ダイニングバー・バル
3963 中信 小谷村 白馬アルプスホテル K-3132 北安曇郡小谷村千国乙12851 0261-82-2811 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
3964 中信 小谷村 kodama lodge K-2990 北安曇郡小谷村千国乙12852−16 080-8431-5833 HP 料理体験, アウトドア・スポーツ体験 土産物店 フレンチ
3965 中信 小谷村 ファミリーペンション　ドレミの森 K-0162 北安曇郡小谷村千国乙12856 0261-82-3076 HP その他土産物店 洋食
3966 中信 小谷村 Lodge＊Chamingo K-2423 北安曇郡小谷村千国乙12856-1 0261-82-3808 HP 洋食
3967 中信 小谷村 ペンションHUSKY K-3961 北安曇郡小谷村千国乙12856-113 0261-82-3890 HP 土産物店 その他グルメ
3968 中信 小谷村 プチホテル　バク K-3694 北安曇郡小谷村千国乙12856-94 0261-82-2744 HP 洋食
3969 中信 小谷村 ホテルグリーンプラザ白馬 K-0369 北安曇郡小谷村千国乙12860-1 0261-82-2236 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
3970 中信 小谷村 栂池ヒュッテ K-1269 北安曇郡小谷村千国乙12883-1 0261-83-3136 HP その他土産物店 その他グルメ
3971 中信 小谷村 栂池山荘 K-1506 北安曇郡小谷村千国乙12883-1 090-7708-6341 HP 土産物店 そば・うどん
3972 中信 小谷村 白馬大池山荘 K-1923 北安曇郡小谷村千国乙12883番地 0261-72-2002 HP その他土産物店 その他グルメ
3973 中信 小谷村 おみやげ屋スクリーン403 K-3759 北安曇郡小谷村千国乙227-3 0261-83-2324 土産物店
3974 中信 小谷村 石川商店 K-3086 北安曇郡小谷村千国乙4019-1 0261-82-2055 土産物店
3975 中信 小谷村 小谷アウトドアクラブ K-0721 北安曇郡小谷村千国乙4169 090-3312-1069 HP アウトドア・スポーツ体験
3976 中信 小谷村 ペンション星の家 K-3539 北安曇郡小谷村千国乙4169 0261-82-2566 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店
3977 中信 小谷村 丸山館 K-3350 北安曇郡小谷村千国乙4352-1 0261-82-2095 HP 土産物店
3978 中信 小谷村 信濃荘 K-2414 北安曇郡小谷村千国乙4360-1 0261-82-2140 HP その他グルメ
3979 中信 小谷村 自家製酵母パンの宿　プチホテルシャンツェ K-2474 北安曇郡小谷村千国乙470-2 0261-83-2421 HP 土産物店
3980 中信 小谷村 ロッヂ　招仙 K-0256 北安曇郡小谷村千国乙489 0261-83-2705 HP 土産物店
3981 中信 小谷村 ホテル雪倉 K-2779 北安曇郡小谷村千国乙496-2 0261-83-2231 HP 定食屋
3982 中信 小谷村 ホテルベルクールイノマタ K-1089 北安曇郡小谷村千国乙499 0261-83-2118 HP 洋食
3983 中信 小谷村 おみやげ　ろまん K-2365 北安曇郡小谷村千国乙514-4 0261-83-2283 土産物店
3984 中信 小谷村 モンモン栂池 K-3689 北安曇郡小谷村千国乙524 0261-83-2119 HP 土産物店 定食屋
3985 中信 小谷村 ホテル グランジャム栂池 K-3042 北安曇郡小谷村千国乙639-1 0261-85-4771 HP その他グルメ
3986 中信 小谷村 小谷ファットバイクセンター K-0321 北安曇郡小谷村千国乙640 090-6929-2586 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, その他

3987 中信 小谷村 おたり名産館 K-4085 北安曇郡小谷村千国乙6747 0261-82-2526 そば・うどん
3988 中信 小谷村 ペンション神戸っ子 K-2370 北安曇郡小谷村千国乙807-16 0261-83-2270 HP 中華・台湾
3989 中信 小谷村 ヴィレッジツガイケショップ K-2788 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1 0261-83-2255 土産物店
3990 中信 小谷村 つがいけロープウェイ K-2812 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1 0261-83-2255 HP レジャー施設
3991 中信 小谷村 Melt by UNPLAN K-3010 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1 0261-85-4845 カフェ・スイーツ
3992 中信 小谷村 ホテルベルハート K-3594 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1 0261-83-2332 HP その他 その他土産物店
3993 中信 小谷村 鷲の家 K-3612 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1 0261-83-2608 HP その他
3994 中信 小谷村 高嶺荘 K-3663 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1 0261-83-2022 HP スキー場リフト券
3995 中信 小谷村 エデン K-3727 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1 0261-83-2387 定食屋
3996 中信 小谷村 栂池レストハウス K-3728 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1 0261-83-2034 定食屋
3997 中信 小谷村 HAKUBA TSUGAIKE WOW! K-4024 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1 0261-83-2255 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

3998 中信 小谷村 おみやげ　ゆきんこ K-3874 北安曇郡小谷村大字千国乙12840‐1 0261-83-2425 土産物店
3999 中信 小谷村 栂池高原スキー場　チケットセンター K-3721 北安曇郡小谷村大字千国乙12840番地1 0261-83-2255 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

4000 中信 小谷村 栂池雪の広場　コナユキcafe K-3722 北安曇郡小谷村大字千国乙12840番地1 0261-83-2255 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 洋食
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4001 中信 小谷村 栂池雪の広場　イエティ K-3723 北安曇郡小谷村大字千国乙12840番地1 0261-83-2255 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 洋食
4002 中信 小谷村 バーガーキング　栂池雪の広場店 K-3724 北安曇郡小谷村大字千国乙12840番地1 0261-832-255 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 ファーストフード
4003 中信 小谷村 まほろば倶楽部 K-2683 北安曇郡小谷村大字千国乙12850-1 0261-82-2217 HP アウトドア・スポーツ体験
4004 中信 小谷村 ホテル　サニーバレー K-2581 北安曇郡小谷村大字千国乙254番地 0261-83-2109 HP 土産物店
4005 中信 小谷村 やまや K-4096 北安曇郡小谷村大字千国乙4352-1 090-5565-6345 そば・うどん
4006 中信 小谷村 ローソン小谷店 K-4463 北安曇郡小谷村大字中小谷丙7475-1 0261-82-3432 コンビニエンスストア
4007 中信 小谷村 雨飾荘 K-1160 北安曇郡小谷村大字中土18926-1 0261-85-1607 HP 土産物店 そば・うどん
4008 中信 小谷村 おたり自然学校 K-2898 北安曇郡小谷村大字中土7388 070-4284-4364 HP アウトドア・スポーツ体験
4009 中信 小谷村 サンテインおたり K-0509 北安曇郡小谷村中小谷丙2504-9 0261-82-2228 HP 日帰り温泉施設 土産物店 そば・うどん
4010 中信 小谷村 Cafe十三月 K-2385 北安曇郡小谷村中土11738 0261-85-1781 HP カフェ・スイーツ
4011 中信 小谷村 古民家noie梢乃雪 K-3964 北安曇郡小谷村中土12965−1 080-8019-4478 HP その他 その他土産物店
4012 中信 小谷村 小谷温泉　山田旅館 K-4950 北安曇郡小谷村中土18836 0261-85-1221 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4013 中信 小谷村 小谷温泉　外湯 K-4951 北安曇郡小谷村中土18836 0261-85-1221 HP 日帰り温泉施設 土産物店
4014 中信 小谷村 鎌池　ブナ林亭 K-5039 北安曇郡小谷村中土18836 0261-85-1474 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4015 中信 小谷村 味な宿　松ノ木亭 K-0524 北安曇郡小谷村栂池高原12840-1 0261-83-2613 HP 和食・寿司・天ぷら
4016 中信 小谷村 紡ぎ舎（つむぎや）｜日用品と暮らしの道具の店 K-3763 北安曇郡小谷村北小谷1814 050-3718-2301 HP 伝統工芸品等の販売店
4017 中信 小谷村 道の駅おたり K-2353 北安曇郡小谷村北小谷1861-1 0261-71-6000 HP 日帰り温泉施設 道の駅 定食屋
4018 中信 松川村 浅野農園 K-5245 北安曇郡松川村2490 0261-62-3648 HP 果物狩り・観光農園
4019 中信 松川村 かぼちゃやま農場 K-5546 北安曇郡松川村3363-80 0261-62-0187 果物狩り・観光農園 土産物店 カフェ・スイーツ
4020 中信 松川村 道の駅安曇野松川 K-1402 北安曇郡松川村5375-1 0261-61-1200 HP 土産物店, 道の駅
4021 中信 松川村 手打ちそば　　潮 K-3778 北安曇郡松川村5721-1628 0261-62-6969 そば・うどん
4022 中信 松川村 ファミリーマート安曇野松川店 K-4844 北安曇郡松川村5789-21 0261-61-6101 コンビニエンスストア
4023 中信 松川村 すずむし荘 K-1799 北安曇郡松川村松川村3363-1082 0261-62-8500 HP 日帰り温泉施設 土産物店 イタリアン
4024 中信 松川村 安曇野ちひろ美術館 K-1341 北安曇郡松川村西原3358-24 0261-62-0772 HP 博物館等
4025 中信 池田町 シャンティクティ K-2469 北安曇郡池田町会染552-1 0261-62-0638 HP 工芸体験, 料理体験, アウトドア・スポーツ体験 伝統工芸品等の販売店
4026 中信 池田町 カフェ野のかおり K-4005 北安曇郡池田町会染6330 0261-85-4226 カフェ・スイーツ
4027 中信 池田町 ストーブ＆クラフトショップ山風舎 K-4081 北安曇郡池田町会染9004-9 0261-85-2483 HP その他土産物店
4028 中信 池田町 カミツレの宿　八寿恵荘 K-2553 北安曇郡池田町広津4098 0261-62-9119 HP 土産物店
4029 中信 池田町 とんぼ玉体験工房グラスアートアトリエSHO K-0925 北安曇郡池田町大字会染4856-1 0261-61-5345 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店
4030 中信 池田町 ファミリーマートＪＡ大北会染店 K-4883 北安曇郡池田町大字会染5098ｰ1 0261ｰ61ｰ1345 コンビニエンスストア
4031 中信 池田町 ローソン北安曇池田店 K-4367 北安曇郡池田町大字会染6324 0261-62-2200 土産物店, コンビニエンスストア

4032 中信 池田町 オーベルジュ ラ ヴィ トランキーユ K-4041 北安曇郡池田町大字会染7964番地5 0261-29-6635 HP フレンチ
4033 中信 池田町 CANOA YOGA studio K-5386 北安曇郡池田町大字会染8420-1 0261-62-9106 HP その他
4034 中信 池田町 つきひほし K-5424 北安曇郡池田町大字会染8420-1 080-7530-0723 HP その他
4035 中信 池田町 CANOA YOGA K-5450 北安曇郡池田町大字会染8420-1 0261-62-9106 HP アウトドア・スポーツ体験
4036 中信 池田町 花紋大雪渓 K-0362 北安曇郡池田町大字会染9642-2 0261-62-3125 HP その他土産物店
4037 中信 池田町 ファミリーマートJA大北あづみ病院店 K-4949 北安曇郡池田町大字池田 0261-61-4493 コンビニエンスストア
4038 中信 池田町 ファミリーマート北安曇池田店 K-4927 北安曇郡池田町大字池田2521-1 0261-61-1219 コンビニエンスストア
4039 中信 池田町 ツルヤ池田店 K-5108 北安曇郡池田町大字池田2855 0261-85-8411 スーパーマーケット
4040 中信 池田町 マツモトキヨシ池田町店 K-4147 北安曇郡池田町大字池田2855番地 0261-61-6010 HP ドラッグストア
4041 中信 池田町 介護タクシーあずさ K-0128 北安曇郡池田町池田2149-4 070-8333-4492 HP タクシー
4042 中信 池田町 青稲舎 K-4940 北安曇郡池田町池田4390 080-5970-3497 その他 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

4043 中信 白馬村 ペンションアラスカンクラブハウス K-4790 北安曇郡白馬村 0261-72-4884 洋食
4044 中信 白馬村 ベアーズカフェ K-3025 北安曇郡白馬村,神城24192-12 0261-85-0650 HP カフェ・スイーツ
4045 中信 白馬村 グレイシャーホテル　レストラン K-3762 北安曇郡白馬村,北城10255 0261-72-3140 HP 洋食
4046 中信 白馬村 LUCE by ARISUE SPICE K-2958 北安曇郡白馬村,北城4313-1,mountainside1F 0261-85-5008 HP カフェ・スイーツ
4047 中信 白馬村 八方館 K-3117 北安曇郡白馬村,北城5196 0261-72-7311 HP その他土産物店 その他グルメ
4048 中信 白馬村 リゾート　イン　アコースティック K-2587 北安曇郡白馬村14920-79 0261-72-5108 HP ダイニングバー・バル
4049 中信 白馬村 炭火焼肉 まるかめ K-3538 北安曇郡白馬村3020-351 0261-72-3118 焼肉・ホルモン
4050 中信 白馬村 Penguin Cafe Hakuba K-0437 北安曇郡白馬村3020-961 080-8182-4246 HP カフェ・スイーツ
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4051 中信 白馬村 黒菱ライン K-2341 北安曇郡白馬村5713 0261-72-2715 HP アウトドア・スポーツ体験
4052 中信 白馬村 白馬八方温泉　八方の湯 K-2342 北安曇郡白馬村5713 0261-72-5705 HP 日帰り温泉施設
4053 中信 白馬村 白馬八方温泉　みみずくの湯 K-2344 北安曇郡白馬村5713 0261-72-6542 HP 日帰り温泉施設
4054 中信 白馬村 白馬八方温泉　おびなたの湯 K-2345 北安曇郡白馬村5713 0261-72-3745 HP 日帰り温泉施設
4055 中信 白馬村 Snow Peak FIELD SUITE HAKUBA KITAONEKOGEN K-3908 北安曇郡白馬村5713 090-2524-4555 HP アウトドア・スポーツ体験 イタリアン
4056 中信 白馬村 HAKUBA　COFFEE　STAND K-0449 北安曇郡白馬村6360-2 070-3928-5640 HP カフェ・スイーツ
4057 中信 白馬村 かね久 K-1229 北安曇郡白馬村神城1075 0261-75-3166 その他グルメ
4058 中信 白馬村 GARDEN＆CAFE  EST  A K-4638 北安曇郡白馬村神城20448 080-7154-6670 HP イタリアン
4059 中信 白馬村 ロッヂ五竜 K-2544 北安曇郡白馬村神城22133-50 0261-75-2453 HP その他土産物店 その他グルメ
4060 中信 白馬村 グリーングラス　白馬 K-2547 北安曇郡白馬村神城22183-72 0261-75-3103 HP 洋食
4061 中信 白馬村 白馬パラトピア五竜パラグライダースクール K-0417 北安曇郡白馬村神城22184-10 0261-75-3210 HP アウトドア・スポーツ体験
4062 中信 白馬村 白馬五竜スキースクール K-3583 北安曇郡白馬村神城22184-10 0261-75-2237 HP アウトドア・スポーツ体験
4063 中信 白馬村 白馬五竜テレキャビン K-0956 北安曇郡白馬村神城22184‐10 0261-75-2101 HP レジャー施設
4064 中信 白馬村 エスカルショップ K-0993 北安曇郡白馬村神城22184‐10 0261-75-2101 HP 土産物店
4065 中信 白馬村 緑の食卓　はる K-1008 北安曇郡白馬村神城22184‐10 0261-75-2101 HP そば・うどん
4066 中信 白馬村 レストランALPS360 K-1013 北安曇郡白馬村神城22184‐10 0261-75-2101 HP 洋食
4067 中信 白馬村 CANADIAN VILLAGE K-0821 北安曇郡白馬村神城22200−31 0261-75-2698 HP 鉄板・ステーキ
4068 中信 白馬村 ペンションウルル K-3215 北安曇郡白馬村神城22201-2 0261-75-2774 HP その他グルメ
4069 中信 白馬村 ペンションノンネル K-3665 北安曇郡白馬村神城22201-27 0261-75-2447 料理体験, その他
4070 中信 白馬村 ホテル　サンマルテ　館内レストラン K-4006 北安曇郡白馬村神城22201-33 0261-75-2133 HP リゾートテレワーク体験 その他グルメ
4071 中信 白馬村 ホテル　ステラベラ K-5978 北安曇郡白馬村神城22201-5 0261-75-2244 HP 土産物店 フレンチ
4072 中信 白馬村 COUNTRY SHOP　そらいろのたね K-5994 北安曇郡白馬村神城22203-125 0261-75-2074 HP 工芸体験 土産物店, その他土産物店
4073 中信 白馬村 クック K-1353 北安曇郡白馬村神城22203-178 0261-75-3035 HP 工芸体験 洋食
4074 中信 白馬村 Pals Inn 雷鳥 K-3551 北安曇郡白馬村神城22342-24 0261-75-2055 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 その他グルメ
4075 中信 白馬村 Concrete K-1632 北安曇郡白馬村神城22345-1 0261-75-3217 HP ダイニングバー・バル
4076 中信 白馬村 食堂R K-1635 北安曇郡白馬村神城22345-1 0261-75-3734 定食屋
4077 中信 白馬村 SUNNYSIDEHUT K-0990 北安曇郡白馬村神城22346-18 0261-75-2895 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店
4078 中信 白馬村 プチホテル　アッサム K-3235 北安曇郡白馬村神城22346-49 0261-75-2870 HP 土産物店
4079 中信 白馬村 ヤマノオト K-1056 北安曇郡白馬村神城22384 050-3701-2187 HP アウトドア・スポーツ体験
4080 中信 白馬村 ペンションくるみ K-4210 北安曇郡白馬村神城22385-3 0261-75-3600 HP ダイニングバー・バル
4081 中信 白馬村 pizzakaya country road K-2489 北安曇郡白馬村神城22404-1 0261-75-2889 HP 工芸体験 居酒屋・創作料理
4082 中信 白馬村 白馬五竜観光協会 K-3552 北安曇郡白馬村神城22548 0261-75-3131 HP その他
4083 中信 白馬村 食事処ユースビラ K-4763 北安曇郡白馬村神城22719 0261-75-2456 そば・うどん
4084 中信 白馬村 髙橋家 K-4270 北安曇郡白馬村神城23386−1 090-2165-8523 ラーメン・つけ麺
4085 中信 白馬村 まるに茶房 K-2969 北安曇郡白馬村神城23390 0261-75-2603 アジア・エスニック
4086 中信 白馬村 農かふぇ　白馬そだち K-0438 北安曇郡白馬村神城23603 0261-75-3202 HP 果物狩り・観光農園 土産物店 定食屋
4087 中信 白馬村 ジェラテリア農かふぇ K-0488 北安曇郡白馬村神城23603 0261-75-3202 HP カフェ・スイーツ
4088 中信 白馬村 田園詩 K-2392 北安曇郡白馬村神城24193-71 0261-75-3909 HP その他グルメ
4089 中信 白馬村 Ⅾenenshi Ｗill K-2393 北安曇郡白馬村神城24193-71 090-1829-3933 土産物店
4090 中信 白馬村 ローソン白馬神城店 K-4734 北安曇郡白馬村神城24194-35 0261-75-4100 コンビニエンスストア
4091 中信 白馬村 Sweet Shot K-1757 北安曇郡白馬村神城24196-36 0261-75-3547 HP カフェ・スイーツ
4092 中信 白馬村 Hakuba47ウィンタースポーツパーク K-2532 北安曇郡白馬村神城24196-47 0261-75-3533 HP アウトドア・スポーツ体験 その他土産物店
4093 中信 白馬村 虹屋丼丸白馬店 K-2805 北安曇郡白馬村神城24840 0261-75-3224 丼もの
4094 中信 白馬村 白馬かたくり温泉　十郎の湯 K-3059 北安曇郡白馬村神城25555 0261-71-8160 日帰り温泉施設
4095 中信 白馬村 近江スキーレンタル K-3653 北安曇郡白馬村神城25681 0261-75-2067 アウトドア・スポーツ体験
4096 中信 白馬村 白馬サンバレーホテルアネックス K-3779 北安曇郡白馬村神城26031 0261-85-4355 土産物店 中華・台湾
4097 中信 白馬村 エイブル白馬五竜IIMORI　ラーメン大学いいもり店 K-3506 北安曇郡白馬村神城26092 0261-75-2636 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 その他土産物店 ラーメン・つけ麺
4098 中信 白馬村 山麓館 K-4073 北安曇郡白馬村神城27721-680 0261-71-8108 HP イタリアン
4099 中信 白馬村 hakuba OP K-5981 北安曇郡白馬村神城27721-873 09010768100 HP アウトドア・スポーツ体験
4100 中信 白馬村 森のピラティス K-2057 北安曇郡白馬村神城463-6 090-8650-4153 HP その他
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信州割SPECIAL観光クーポン対象施設一覧
2022/10/18現在

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設 土産物店 飲食店 交通事業者

利用対象期間：宿泊期間（チェックイン日～チェックアウト日まで）

「信州割SPECIAL」観光クーポン券　令和3年6月18日（金）～令和4年12月21日（水）（予定）

TEL ホームページ
業種

No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

4101 中信 白馬村 旅館木塵 K-1905 北安曇郡白馬村大字神城11574-イ 0261-75-2375 HP 料理体験, その他 土産物店 その他グルメ
4102 中信 白馬村 道の駅 白馬 K-1542 北安曇郡白馬村大字神城21462-1 0261-75-3880 HP 道の駅
4103 中信 白馬村 セブン-イレブン白馬神城店 K-4536 北安曇郡白馬村大字神城21811番地1 0261-75-4170 コンビニエンスストア
4104 中信 白馬村 HakuBounce K-0838 北安曇郡白馬村大字神城22736番地　白馬中央体育館 080-4159-2020 HP アウトドア・スポーツ体験
4105 中信 白馬村 レンタルスキーふなる K-3622 北安曇郡白馬村大字神城25683 0261-75-3531 アウトドア・スポーツ体験
4106 中信 白馬村 飯森スキーセンター K-3717 北安曇郡白馬村大字神城26084ー1 0261-75-2591 和食・寿司・天ぷら
4107 中信 白馬村 RIKE HAKUBA MTB TOUR K-1904 北安曇郡白馬村大字神城26092 0261-75-2636 HP アウトドア・スポーツ体験
4108 中信 白馬村 エイブル白馬五竜IIMORI　レストランシャンドール K-3507 北安曇郡白馬村大字神城26092 0261-75-2636 HP その他 その他土産物店 その他グルメ
4109 中信 白馬村 エイブル白馬五竜IIMORI　BASE SHOP K-3521 北安曇郡白馬村大字神城26092 0261-75-2636 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店
4110 中信 白馬村 エイブル白馬五竜IIMORI K-3522 北安曇郡白馬村大字神城26092 0261-75-2636 HP アウトドア・スポーツ体験
4111 中信 白馬村 EN TO EN HAKUBA LODGE K-0852 北安曇郡白馬村大字北城11418 0261-72-2347 HP 洋食
4112 中信 白馬村 株式会社白馬EXアドベンチャー K-1426 北安曇郡白馬村大字北城12111 0261-72-7860 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

4113 中信 白馬村 白いテラス山野草市場　道の駅白馬店 K-1208 北安曇郡白馬村大字北城14718-104 0261-72-4438 HP 土産物店, 道の駅
4114 中信 白馬村 ペンション・セレナーデ K-0698 北安曇郡白馬村大字北城2936-13 0261-72-3757 HP その他グルメ
4115 中信 白馬村 Wax Hakuba K-3654 北安曇郡白馬村大字北城2937番地567 080-6931-3353 HP その他
4116 中信 白馬村 ペンショントマト K-0195 北安曇郡白馬村大字北城3020-1110 0261-72-4637 HP ダイニングバー・バル
4117 中信 白馬村 ヴィラれんが亭 K-0267 北安曇郡白馬村大字北城3020-1122 0261-72-6760 HP その他 その他土産物店
4118 中信 白馬村 鉄板Dining やまなみ K-1672 北安曇郡白馬村大字北城3020-30 0261-85-2941 HP 鉄板・ステーキ
4119 中信 白馬村 ダイニングバー　トマティート K-0189 北安曇郡白馬村大字北城3020-682 0261-72-2012 HP ダイニングバー・バル
4120 中信 白馬村 ホテル五龍館 K-3292 北安曇郡白馬村大字北城3353 0261-72-3939 日帰り温泉施設 その他グルメ
4121 中信 白馬村 白馬山のホテル K-2491 北安曇郡白馬村大字北城3477 0261-72-8311 HP 日帰り温泉施設 土産物店, その他土産物店 洋食
4122 中信 白馬村 白馬ピエモン　ヤマジュウ K-3553 北安曇郡白馬村大字北城3726 0261-72-2432 HP その他土産物店 その他グルメ
4123 中信 白馬村 リゾートホテル　ローゼンハイム白馬 K-0800 北安曇郡白馬村大字北城3750番地 0261-72-2073 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 土産物店 洋食
4124 中信 白馬村 プチホテル　ロンドール K-3606 北安曇郡白馬村大字北城4062 0261-72-2650 HP 洋食
4125 中信 白馬村 マリレンホテル K-1562 北安曇郡白馬村大字北城4077 0261-85-0198 HP その他グルメ
4126 中信 白馬村 アダムプラザ K-1916 北安曇郡白馬村大字北城4258 0261-72-3280 HP 土産物店
4127 中信 白馬村 白馬ホテルパイプのけむり K-0352 北安曇郡白馬村大字北城4403-2 0261-72-5555 HP その他
4128 中信 白馬村 ワイスホルン K-3666 北安曇郡白馬村大字北城4429番地1 0261-72-2278 HP その他グルメ
4129 中信 白馬村 白馬樅の木ホテル K-1216 北安曇郡白馬村大字北城4683-2 0261-72-5001 HP 日帰り温泉施設, その他 土産物店 その他グルメ
4130 中信 白馬村 The　Pub K-1221 北安曇郡白馬村大字北城4683-2 0261-72-5001 HP ダイニングバー・バル
4131 中信 白馬村 ビュッフェレストラン沙羅（レストランリネア） K-1835 北安曇郡白馬村大字北城4683-2 0261-72-5001 HP その他グルメ
4132 中信 白馬村 The Forest Glamping & Grill K-1845 北安曇郡白馬村大字北城4683‐2 0261-72-5001 HP その他グルメ
4133 中信 白馬村 レストラン　シャモニー K-0206 北安曇郡白馬村大字北城4688 0261-72-3001 HP 洋食
4134 中信 白馬村 日本料理　万葉 K-0207 北安曇郡白馬村大字北城4688 0261-72-3001 HP 和食・寿司・天ぷら
4135 中信 白馬村 ラウンジ＆バー　ザ・ロッジ K-0210 北安曇郡白馬村大字北城4688 0261-72-3001 HP ダイニングバー・バル
4136 中信 白馬村 ショップ　イル・ヴェント K-0215 北安曇郡白馬村大字北城4688 0261-72-3001 HP その他土産物店
4137 中信 白馬村 白馬東急ホテル　テニスコート K-2000 北安曇郡白馬村大字北城4688 0261-72-3001 HP レジャー施設
4138 中信 白馬村 白馬東急ホテル　アロマセラピートリートメント K-2002 北安曇郡白馬村大字北城4688 0261-72-3001 HP その他
4139 中信 白馬村 白馬東急ホテル　レンタルコーナー K-2003 北安曇郡白馬村大字北城4688 0261-72-3001 HP その他
4140 中信 白馬村 森のピッザ K-1960 北安曇郡白馬村大字北城4692-3 0261-85-9098 HP イタリアン
4141 中信 白馬村 白馬カナディアンロッジ K-1451 北安曇郡白馬村大字北城4715-4 0261-72-8822 HP アウトドア・スポーツ体験
4142 中信 白馬村 ホテルけやきの樹 K-3244 北安曇郡白馬村大字北城4721 0261-75-5155 その他グルメ
4143 中信 白馬村 あぜくら山荘 K-0265 北安曇郡白馬村大字北城4895番地 0261-72-5238 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店
4144 中信 白馬村 ベルクトール丸北 K-5077 北安曇郡白馬村大字北城4995 0261-72-2107 HP 土産物店
4145 中信 白馬村 The Clubhouse K-3982 北安曇郡白馬村大字北城5090-1 0261-75-5511 HP ダイニングバー・バル
4146 中信 白馬村 喫茶チロル K-4007 北安曇郡白馬村大字北城5111 0261-72-2624 カフェ・スイーツ
4147 中信 白馬村 広進堂 K-3638 北安曇郡白馬村大字北城5113 0261-72-2441 HP その他
4148 中信 白馬村 NEO"和"食堂一成 K-1577 北安曇郡白馬村大字北城5173 0261-85-6032 和食・寿司・天ぷら
4149 中信 白馬村 Kokoro Hotel Hakuba Paikaji K-1999 北安曇郡白馬村大字北城5246 0261-72-8811 HP 日帰り温泉施設 土産物店 居酒屋・創作料理
4150 中信 白馬村 リゾートイン静観 K-3037 北安曇郡白馬村大字北城5258 0261-72-2113 HP その他グルメ
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4151 中信 白馬村 あたらしや旅館 K-4013 北安曇郡白馬村大字北城5268 0261-72-2134 HP その他土産物店 その他グルメ
4152 中信 白馬村 創作料理　雪 K-3332 北安曇郡白馬村大字北城5277-5GRANDPHENIXHAKUBA1F 0261-85-2736 居酒屋・創作料理
4153 中信 白馬村 Snow Peak LAND STATION HAKUBA K-3356 北安曇郡白馬村大字北城5497 0261-75-1158 HP アウトドア・スポーツ体験 その他土産物店 イタリアン
4154 中信 白馬村 マツモトキヨシ白馬店 K-4154 北安曇郡白馬村大字北城5934-1 0261-71-1671 HP ドラッグストア
4155 中信 白馬村 温泉らーめん八方美人 K-2610 北安曇郡白馬村大字北城5969 0261-72-5377 ラーメン・つけ麺
4156 中信 白馬村 おじさんの店 K-2620 北安曇郡白馬村大字北城6140−1 0261-72-2129 土産物店
4157 中信 白馬村 白馬山麓ツアーズ K-1439 北安曇郡白馬村大字北城6329-1 0261-72-6900 HP 乗り物体験
4158 中信 白馬村 白馬ヤマトヤ K-0711 北安曇郡白馬村大字北城6350 0261-72-2200 HP その他土産物店
4159 中信 白馬村 白馬ホテル扇屋 K-1091 北安曇郡白馬村大字北城6680 0261-72-7500 HP 乗り物体験 土産物店 フレンチ
4160 中信 白馬村 デリシア白馬店 K-5452 北安曇郡白馬村大字北城8718 0261-72-6511 HP スーパーマーケット
4161 中信 白馬村 白馬アルパインホテル K-0203 北安曇郡白馬村大字北城八方5706 0261-72-7222 HP 果物狩り・観光農園 土産物店
4162 中信 白馬村 ドラゴンツアーズ K-3789 北安曇郡白馬村北城1-15 0261-85-2183 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, リゾートテレワーク体験

4163 中信 白馬村 まるしち　Gallery&Shop K-2045 北安曇郡白馬村北城10160 0261-72-2227 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

4164 中信 白馬村 グラスハウス K-3081 北安曇郡白馬村北城10195 0261-72-4746 HP 洋食
4165 中信 白馬村 花笑cafe K-3452 北安曇郡白馬村北城10284 0261-72-4133 HP 洋食
4166 中信 白馬村 インナービレッジミヤマ K-3805 北安曇郡白馬村北城10920 0261-72-2070 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
4167 中信 白馬村 旅籠丸八 K-0545 北安曇郡白馬村北城11032 0261-85-4442 HP レジャー施設, 日帰り温泉施設, その他

4168 中信 白馬村 Funny hours HAKUBA (haluta hakuba) K-0564 北安曇郡白馬村北城11032 0261-85-4442 HP レジャー施設, 日帰り温泉施設, その他

4169 中信 白馬村 庄屋丸八 K-3048 北安曇郡白馬村北城11032 0261-75-1008 HP 居酒屋・創作料理
4170 中信 白馬村 スコーレ白馬 K-2451 北安曇郡白馬村北城12024 0261-72-2145 その他グルメ
4171 中信 白馬村 岩岳マウンテンリゾート K-1417 北安曇郡白馬村北城12056 0261-72-2474 HP レジャー施設
4172 中信 白馬村 ゴンドラ山麓駅内総合ショップノア売店 K-1419 北安曇郡白馬村北城12056 0261-72-2474 HP レジャー施設 土産物店
4173 中信 白馬村 HAKUBA Deli K-1423 北安曇郡白馬村北城12056 0261-72-2474 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 洋食
4174 中信 白馬村 Skyark Deck Café K-1424 北安曇郡白馬村北城12056 0261-72-2474 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 洋食
4175 中信 白馬村 THE CITY BAKERY　白馬店 K-1425 北安曇郡白馬村北城12056 0261-72-2474 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 洋食
4176 中信 白馬村 白馬岩岳・切久保館＜kirikubokan＞ K-0363 北安曇郡白馬村北城12276 0261-72-2396 HP アウトドア・スポーツ体験 その他土産物店 各国料理
4177 中信 白馬村 高山館 K-1125 北安曇郡白馬村北城12285 0261-72-2395 土産物店
4178 中信 白馬村 ALPENBLICK IRIYAMATO K-3652 北安曇郡白馬村北城12304 0261-72-2391 HP その他グルメ
4179 中信 白馬村 居酒屋くいくい K-3657 北安曇郡白馬村北城12319 0261-72-5948 居酒屋・創作料理
4180 中信 白馬村 Mauka outdoor K-4691 北安曇郡白馬村北城12322 080-8410-6800 アウトドア・スポーツ体験
4181 中信 白馬村 白馬マウンテンシャレー K-2472 北安曇郡白馬村北城1278-111 090-4042-6100 アウトドア・スポーツ体験
4182 中信 白馬村 （株）藤森 K-1254 北安曇郡白馬村北城12867-289 0261-72-2018 その他土産物店
4183 中信 白馬村 スカイブルー八方尾根パラグライダースクール K-0134 北安曇郡白馬村北城14718-209 0261-72-7013 HP アウトドア・スポーツ体験
4184 中信 白馬村 ピュアモールミモザ K-0794 北安曇郡白馬村北城14718-209 0261-72-6085 HP 洋食
4185 中信 白馬村 食堂　幸 K-4051 北安曇郡白馬村北城14752 0261-85-2551 丼もの
4186 中信 白馬村 ホテルシェラリゾート白馬 K-0062 北安曇郡白馬村北城14863-6 0261-72-3250 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
4187 中信 白馬村 リゾートペンションきんこん館 K-0217 北安曇郡白馬村北城14920-373 0261-72-3302 HP 洋食
4188 中信 白馬村 りぞーとぺんしょん  ばるこにー K-3966 北安曇郡白馬村北城14920−363 0261-72-5395 HP その他土産物店 フレンチ
4189 中信 白馬村 ききょう屋 K-3772 北安曇郡白馬村北城1909-4 0261-72-3633 和食・寿司・天ぷら
4190 中信 白馬村 そば神　白馬店 K-2906 北安曇郡白馬村北城2126-2 0261-72-2055 そば・うどん
4191 中信 白馬村 白馬ハイランドホテル K-0609 北安曇郡白馬村北城21582 0261-72-3450 HP 乗り物体験, 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
4192 中信 白馬村 アルピコ交通株式会社白馬営業所 K-5560 北安曇郡白馬村北城2294 0261-72-3155 HP バス
4193 中信 白馬村 レストランかしわ K-1736 北安曇郡白馬村北城2305 0261-72-4808 HP ファミリーレストラン
4194 中信 白馬村 プチホテル　バ・ブロー K-2151 北安曇郡白馬村北城23935番地 0261-72-4646 HP 土産物店 その他グルメ
4195 中信 白馬村 和牛　こうべ家 K-1392 北安曇郡白馬村北城2443-1 0261-72-5382 HP 焼肉・ホルモン
4196 中信 白馬村 白馬カーサービスレンタカー K-1398 北安曇郡白馬村北城2443-1 0261-72-8484 HP レンタカー
4197 中信 白馬村 白馬飯店 K-3044 北安曇郡白馬村北城2446 0261-72-5258 中華・台湾
4198 中信 白馬村 プチホテルアンシャンテ K-0708 北安曇郡白馬村北城2455-3 0261-72-6277 HP フレンチ
4199 中信 白馬村 エターナルフレーム K-1972 北安曇郡白馬村北城2455−11 0261-85-5920 HP 洋食
4200 中信 白馬村 無国籍料理ようこさん家 K-1634 北安曇郡白馬村北城2458-333 0261-72-3720 洋食
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4201 中信 白馬村 ペンションおはよう K-1913 北安曇郡白馬村北城2458-5 0261-72-7368 HP フレンチ
4202 中信 白馬村 白馬SWEETS工房Ricca K-1814 北安曇郡白馬村北城2548-2 0261-85-0321 HP その他土産物店 カフェ・スイーツ
4203 中信 白馬村 アンドマウンテン K-2052 北安曇郡白馬村北城2709-1 050-1217-6946 HP カフェ・スイーツ
4204 中信 白馬村 kirakira glass. 体験工房 K-1253 北安曇郡白馬村北城2920-1 070-4317-6205 HP 工芸体験
4205 中信 白馬村 コートヤード・バイ・マリオット白馬 Dining&Bar LAVAROCK K-1549 北安曇郡白馬村北城2937 0261-72-3511 HP ダイニングバー・バル
4206 中信 白馬村 ハーブの宿　檪（Kunugi） K-0017 北安曇郡白馬村北城2937-685 0261-72-7260 HP その他土産物店 フレンチ
4207 中信 白馬村 ペンションショウ K-0068 北安曇郡白馬村北城2937-725 0261-72-8218 HP イタリアン
4208 中信 白馬村 Skala Inn K-0058 北安曇郡白馬村北城2940-19 0261-72-4325 HP 洋食
4209 中信 白馬村 ペンション＆コテージ植物誌 K-0314 北安曇郡白馬村北城2940-30 0261-75-1133 HP フレンチ
4210 中信 白馬村 白馬プチホテル「みそら野」 K-4826 北安曇郡白馬村北城2948 0261-72-4511 HP 洋食
4211 中信 白馬村 かじくら酒店 K-2748 北安曇郡白馬村北城3010 0261-72-4488 HP 土産物店, その他土産物店
4212 中信 白馬村 ハイジ・ホフ K-2709 北安曇郡白馬村北城3012 0261-72-5010 HP その他土産物店
4213 中信 白馬村 呑者屋 K-2238 北安曇郡白馬村北城3020-106 0261-72-5566 HP そば・うどん
4214 中信 白馬村 レンタルショップ　ナゲットハウス K-3578 北安曇郡白馬村北城3020-1111 090-8658-7813 HP アウトドア・スポーツ体験
4215 中信 白馬村 白馬ベースキャンプ K-2080 北安曇郡白馬村北城3020-121 0261-75-5360 土産物店
4216 中信 白馬村 別邸ねこ処　みなみ家 K-1911 北安曇郡白馬村北城3020-13 0261-72-8008 HP その他
4217 中信 白馬村 茉莉花 K-3007 北安曇郡白馬村北城3020-351 090-9689-4059 居酒屋・創作料理
4218 中信 白馬村 蕎麦酒房膳 K-1437 北安曇郡白馬村北城3020-49 0261-72-3637 HP そば・うどん
4219 中信 白馬村 ラントハウス　ダンクルネッツ K-0082 北安曇郡白馬村北城3020-516 0261-72-5055 HP 洋食
4220 中信 白馬村 白馬ガラス工房GAKU K-0845 北安曇郡白馬村北城3020-52 0261-72-5567 HP 工芸体験 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

4221 中信 白馬村 ペンション東山白馬 K-3911 北安曇郡白馬村北城3020-570 0261-85-0968 HP 定食屋
4222 中信 白馬村 ホテルそよ風 K-3101 北安曇郡白馬村北城3020-627ホテルそよ風 0261-85-5710 HP イタリアン
4223 中信 白馬村 ペンションマリオネット K-1100 北安曇郡白馬村北城3020-645 0261-72-4848 HP 洋食
4224 中信 白馬村 深山成吉思汗 K-5655 北安曇郡白馬村北城3020-694 0261-85-4633 HP お好み焼き・もんじゃ
4225 中信 白馬村 カフェダイニング　ツェルマット K-2304 北安曇郡白馬村北城3020-708 090-2732-3238 カフェ・スイーツ
4226 中信 白馬村 HINABE-火鍋- JADEラウンジ K-3544 北安曇郡白馬村北城3020-837 0261-85-9366 HP 中華・台湾
4227 中信 白馬村 居酒屋 稗 K-2554 北安曇郡白馬村北城3020-868 0261-72-8035 居酒屋・創作料理
4228 中信 白馬村 ＮＯＭＡＤ白馬 K-1289 北安曇郡白馬村北城3020-870 0261-85-2618 HP ダイニングバー・バル
4229 中信 白馬村 メキシカン☆食堂TacoTaco K-1393 北安曇郡白馬村北城3020-957 0261-72-4340 HP 各国料理
4230 中信 白馬村 ヤマザキショップ白馬ジャジャ店 K-1383 北安曇郡白馬村北城3020-962 0261-72-4610 土産物店
4231 中信 白馬村 ルポゼ白馬 K-0654 北安曇郡白馬村北城3030-1 0261-85-2822 料理体験, アウトドア・スポーツ体験 洋食
4232 中信 白馬村 手打蕎麦　和味亭 K-0827 北安曇郡白馬村北城3140 0261-72-7797 HP そば・うどん
4233 中信 白馬村 Hakuba Taproom K-1071 北安曇郡白馬村北城3322-1 0261-75-0075 洋食
4234 中信 白馬村 ホテルオークフォレスト K-4056 北安曇郡白馬村北城3549 0261-85-2135 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4235 中信 白馬村 ラッピー K-2209 北安曇郡白馬村北城397 0261-72-7550 土産物店,その他土産物店
4236 中信 白馬村 CENTRAL SNOWSPORTS K-3511 北安曇郡白馬村北城4256-2八方アパートメント1階 0261-85-0506 HP アウトドア・スポーツ体験, その他

4237 中信 白馬村 BLIZZARD K-4098 北安曇郡白馬村北城4257 0261-85-0017 HP イタリアン
4238 中信 白馬村 八方尾根ゴンドラリフト K-1983 北安曇郡白馬村北城4258 0261-72-3280 HP その他
4239 中信 白馬村 白馬八方尾根うさぎ平テラス(イエティ、ちゃちゃ、うさカフェ) K-3607 北安曇郡白馬村北城4258 0261-72-3280 HP 土産物店 その他グルメ
4240 中信 白馬村 軽井沢プリモ白馬店 K-3269 北安曇郡白馬村北城4258うさぎ平2F 0261-72-2311 イタリアン
4241 中信 白馬村 カフェド4260 K-1388 北安曇郡白馬村北城4260 0261-72-2563 ファミリーレストラン
4242 中信 白馬村 エヴァーグリーン・アウトドアーセンター K-2237 北安曇郡白馬村北城4377 0261-72-8070 HP アウトドア・スポーツ体験
4243 中信 白馬村 白馬メルヘンハウス K-2476 北安曇郡白馬村北城4383 0261-72-2622 HP その他グルメ
4244 中信 白馬村 プチホテル志鷹 K-3003 北安曇郡白馬村北城4402 0261-72-5550 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

4245 中信 白馬村 プチホテル志鷹 K-3069 北安曇郡白馬村北城4402 0261-72-5550 HP アウトドア・スポーツ体験
4246 中信 白馬村 Hakuba Mountain Beach K-1909 北安曇郡白馬村北城4487-12 0261-72-3280 HP アウトドア・スポーツ体験 その他グルメ
4247 中信 白馬村 RHYTHM HAKUBA K-5633 北安曇郡白馬村北城4683-2 0261-72-3288 HP その他 その他土産物店
4248 中信 白馬村 白馬リゾートホテル　ラ ネージュ東館 K-0789 北安曇郡白馬村北城4744 0261-72-7111 HP 土産物店 フレンチ
4249 中信 白馬村 白馬リゾートホテル　ラ ネージュ本館 K-0791 北安曇郡白馬村北城4748 0261-72-5211 HP フレンチ
4250 中信 白馬村 スノープラザ咲花 K-3626 北安曇郡白馬村北城4794 0261-72-4834 HP その他グルメ
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4251 中信 白馬村 咲花ロッヂ K-3656 北安曇郡白馬村北城4800 0261-72-3551 HP ファミリーレストラン
4252 中信 白馬村 PENKE PANKE LODGE K-2970 北安曇郡白馬村北城4836PenkePankeLodge 0261-85-8002 HP その他 その他グルメ
4253 中信 白馬村 PANKETO LODGE K-3052 北安曇郡白馬村北城4844 0261-85-2238 HP その他 その他土産物店
4254 中信 白馬村 山の郷ホテル白馬ひふみ K-0683 北安曇郡白馬村北城4998 0261-72-8411 HP その他土産物店
4255 中信 白馬村 とんかつ専門店 つむぎ K-2501 北安曇郡白馬村北城5002 0261-72-2500 HP その他グルメ
4256 中信 白馬村 信州白馬八方温泉しろうま荘 K-0288 北安曇郡白馬村北城5004 0261-72-2121 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店 その他グルメ
4257 中信 白馬村 白馬ホテル花乃郷 K-5507 北安曇郡白馬村北城5025 0261-72-2324 HP その他土産物店 その他グルメ
4258 中信 白馬村 白馬丸金旅館 K-3326 北安曇郡白馬村北城5039 0261-72-2114 HP 日帰り温泉施設 土産物店
4259 中信 白馬村 白馬八方温泉まるいし K-0738 北安曇郡白馬村北城5061 0261-72-2116 HP 和食・寿司・天ぷら
4260 中信 白馬村 居酒屋　飛鳥 K-3597 北安曇郡白馬村北城5078 0261-85-2202 HP 居酒屋・創作料理
4261 中信 白馬村 BOOT SOLUTIONS　白馬店 K-5728 北安曇郡白馬村北城5079 0261-85-0151 HP その他土産物店
4262 中信 白馬村 FURUYAマレットゴルフ場 K-1073 北安曇郡白馬村北城5080 0261-72-2433 レジャー施設
4263 中信 白馬村 おひょっくり K-2915 北安曇郡白馬村北城5081 0261-72-2661 その他グルメ
4264 中信 白馬村 RHYTHM SUMMIT K-5630 北安曇郡白馬村北城5090 0261-85-2399 HP その他 その他土産物店
4265 中信 白馬村 The Grill K-3983 北安曇郡白馬村北城5090-1 0261-75-5511 HP 洋食
4266 中信 白馬村 アンクルスティーブンス K-1556 北安曇郡白馬村北城5148-5 0261-72-7569 HP 各国料理
4267 中信 白馬村 Bar mercato K-1242 北安曇郡白馬村北城5157-1 0261-85-2963 イタリアン
4268 中信 白馬村 白馬グラードインえびすや K-3175 北安曇郡白馬村北城5164 0261-72-2074 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店
4269 中信 白馬村 白馬八方温泉　郷の湯 K-3601 北安曇郡白馬村北城5170 0261-72-6541 HP 日帰り温泉施設
4270 中信 白馬村 ほぐし処まことや K-5389 北安曇郡白馬村北城5227 090-2176-1088 HP その他
4271 中信 白馬村 マウント K-1415 北安曇郡白馬村北城5272 0261-72-3020 土産物店
4272 中信 白馬村 マークマツオカ　グリル＆カフェ　白馬マウント K-3655 北安曇郡白馬村北城5272 0261-85-0405 その他グルメ
4273 中信 白馬村 創作料理　雪 K-3188 北安曇郡白馬村北城5277−5 0261-85-2736 居酒屋・創作料理
4274 中信 白馬村 居酒屋　喜八 K-1337 北安曇郡白馬村北城5306-1 0261-72-3950 居酒屋・創作料理
4275 中信 白馬村 ホテル白馬 K-0072 北安曇郡白馬村北城5470-1 0261-72-4444 HP 土産物店
4276 中信 白馬村 白馬村観光局インフォメーション K-1276 北安曇郡白馬村北城5497番地 0261-85-4210 HP その他 その他土産物店
4277 中信 白馬村 きっちょんちょん K-4222 北安曇郡白馬村北城5515-4 0261-72-2833 居酒屋・創作料理
4278 中信 白馬村 FULLMARKS白馬店 K-3919 北安曇郡白馬村北城5595-11 0261-72-7344 土産物店, その他土産物店
4279 中信 白馬村 お食事処ちとせ K-2895 北安曇郡白馬村北城5597-1 0261-85-0803 定食屋
4280 中信 白馬村 焼肉深山 K-5660 北安曇郡白馬村北城5612-3ﾄﾆｰｽﾞﾌﾗｯﾄ1F 0261-72-6309 HP 焼肉・ホルモン
4281 中信 白馬村 ローソン信州白馬八方店 K-4346 北安曇郡白馬村北城5690-1 0261-72-4843 コンビニエンスストア
4282 中信 白馬村 サンテラスぱのらま K-3554 北安曇郡白馬村北城5713 0261-72-3733 HP イタリアン
4283 中信 白馬村 白馬マウンテンラウンジ K-5929 北安曇郡白馬村北城5734-1 0261-85-0521 HP レジャー施設
4284 中信 白馬村 白馬ライオンアドベンチャー K-0302 北安曇郡白馬村北城5746-3 0261-72-5061 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

4285 中信 白馬村 LION CAFE K-0324 北安曇郡白馬村北城5746-3 0261-72-3860 HP カフェ・スイーツ
4286 中信 白馬村 好日山荘　白馬店 K-5481 北安曇郡白馬村北城5960番地 0264-85-2560 HP その他土産物店
4287 中信 白馬村 白馬八方尾根スキー場 K-3555 北安曇郡白馬村北城6329-1 0261-72-3280 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

4288 中信 白馬村 バッカス K-1774 北安曇郡白馬村北城6334-7-1 0261-72-4589 カフェ・スイーツ
4289 中信 白馬村 白樺土産店 K-2279 北安曇郡白馬村北城6346-1 0261-72-2032 土産物店,伝統工芸品等の販売店

4290 中信 白馬村 藤屋食堂　土産品店 K-1996 北安曇郡白馬村北城6350 0261-72-2037 HP 土産物店 定食屋
4291 中信 白馬村 大衆酒場ニューフジヤ K-1997 北安曇郡白馬村北城6350 080-2213-1103 居酒屋・創作料理
4292 中信 白馬村 ふきのとう K-5410 北安曇郡白馬村北城6354新沢ビル2階 0261-72-6990 居酒屋・創作料理
4293 中信 白馬村 ラウンドアバウト K-4397 北安曇郡白馬村北城6370-3 0261-72-5077 HP その他土産物店
4294 中信 白馬村 絵夢 K-3268 北安曇郡白馬村北城6375 0261-72-4305 定食屋
4295 中信 白馬村 OTTO donuts hakuba K-3946 北安曇郡白馬村北城6428番地2 090-1794-1481 HP カフェ・スイーツ
4296 中信 白馬村 新民宿 東上館 K-5518 北安曇郡白馬村北城6681-1 0261-72-2462 HP 和食・寿司・天ぷら
4297 中信 白馬村 WADANO GATEWAY K-3051 北安曇郡白馬村北城6706-3 0261-85-4544 HP その他
4298 中信 白馬村 electrique K-4069 北安曇郡白馬村北城6706-3WadanoGateway内 050-7112-0801 HP フレンチ
4299 中信 白馬村 白馬マウンテンクロス K-2212 北安曇郡白馬村北城6974-2 080-4368-9871 HP アウトドア・スポーツ体験
4300 中信 白馬村 手打ちそば　双葉まるさ K-2885 北安曇郡白馬村北城7071-2 0261-75-0328 そば・うどん
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4301 中信 白馬村 古民家カフェ　かっぱ亭 K-1397 北安曇郡白馬村北城7194 080-3391-7718 HP カフェ・スイーツ
4302 中信 白馬村 SANFERMO PIZZA ET BBQ K-4392 北安曇郡白馬村北城827-100 0261-85-4201 イタリアン
4303 中信 白馬村 番亭　~bamboo tail~ K-4923 北安曇郡白馬村北城828-268 0261-72-2118 HP アウトドア・スポーツ体験 その他土産物店
4304 中信 白馬村 白馬風の子 K-2274 北安曇郡白馬村北城828-316 0261-72-6463 HP その他土産物店 カフェ・スイーツ
4305 中信 白馬村 バイクターミナル K-2542 北安曇郡白馬村北城828-334 0261-85-2183 アウトドア・スポーツ体験
4306 中信 白馬村 Ｂ＆Ｂ　えん K-1319 北安曇郡白馬村北城829-20 0261-85-4939 その他グルメ
4307 中信 白馬村 リラクゼーションサロン K-4224 北安曇郡白馬村北城829-85 090-9113-2920 その他
4308 中信 白馬村 NIKU雅（ニクマサ） K-1317 北安曇郡白馬村北城836-125 0261-85-2920 HP 鉄板・ステーキ
4309 中信 白馬村 レストラン&ホテル　トロイメライ K-4050 北安曇郡白馬村北城860-13 0261-72-5120 HP フレンチ
4310 中信 白馬村 ホテルさいとう白馬 K-1879 北安曇郡白馬村北城863 0261-72-2177 HP 洋食
4311 中信 白馬村 アルプス名産品店 K-2430 北安曇郡白馬村北城8857-11 0261-72-3565 土産物店
4312 中信 白馬村 SEASHA K-1378 北安曇郡白馬村北城9342-46 0261-85-8070 HP カフェ・スイーツ
4313 中信 白馬村 フォレストガーデンシーシャ K-3047 北安曇郡白馬村北城9342-46 0261-85-8070 HP カフェ・スイーツ
4314 中信 白馬村 ペンション＆コテージ クヌルプ K-0121 北安曇郡白馬村北城9343 0261-72-6778 HP 土産物店
4315 中信 白馬村 ペンションクヌルプ K-3617 北安曇郡白馬村北城9343 0261-72-6778 HP 土産物店 その他グルメ
4316 中信 白馬村 林ペンション K-4920 北安曇郡白馬村北城9464-13 0261-72-4724 HP その他グルメ
4317 中信 白馬村 ペンション馬鈴薯 K-2359 北安曇郡白馬村北城9464-21 0261-72-4717 その他グルメ
4318 中信 白馬村 CENTRAL SNOWSPORTS エコーランド店 K-3621 北安曇郡白馬村北城エコーランド3020-892 0261-85-0770 HP アウトドア・スポーツ体験, その他

4319 中信 白馬村 白馬三枝美術館 K-1496 北安曇郡白馬村北城みそら野2935 0261-72-4685 HP 博物館等
4320 中信 白馬村 白馬ミーティア「レッドバーン」 K-0268 北安曇郡白馬村北城みそら野2937-730 0261-72-5153 その他土産物店
4321 中信 白馬村 白馬ミーティア ダイニング「案山子」 K-0261 北安曇郡白馬村北城みそら野2937-730ミーティア 0261-72-5153 HP 各国料理
4322 中信 白馬村 ロンパードッグ　ラン&サイト K-2312 北安曇郡白馬村北城みそら野828-259 0261-72-5355 HP アウトドア・スポーツ体験
4323 中信 白馬村 アルピコタクシー㈱白馬営業所 K-5647 北安曇郡白馬村北城高島2125番地1 0261-72-2236 HP タクシー
4324 中信 白馬村 蕎麦処　りき K-2689 北安曇郡白馬村北城瑞穂3020-90 0261-85-4311 HP そば・うどん
4325 中信 白馬村 白馬山荘 K-1920 北安曇郡白馬村北城白馬山国有林625イ林小班 0261-72-2002 HP その他土産物店 その他グルメ
4326 中信 白馬村 ヴィレッジボックススポーツ K-3623 北安曇郡白馬村北城八方4259 0261-72-5035 その他
4327 中信 白馬村 カフェテリア黒菱 K-3625 北安曇郡白馬村北城八方4487-4 0261-72-4260 HP その他グルメ
4328 中信 白馬村 SPICY K-0465 北安曇郡白馬村北城和田野4672-3 0261-72-2857 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験 その他土産物店
4329 中信 白馬村 ペンション白いテラス K-3556 北安曇郡白馬村落倉14718 0261-72-4438 HP 日帰り温泉施設 土産物店
4330 中信 白馬村 SAMURAI KEBAB K-3584 北安曇郡北安曇郡白馬村北城3020-867B1F 0261-85-0872 HP アジア・エスニック
4331 中信 小谷村 ゲレンデサイド フォレスト栂池 K-3624 北安曇小谷村大字千国乙12840-1 0261-83-3144 HP 洋食
4332 中信 白馬村 ザ・ビッグ白馬店 K-5989 北安曇野郡白馬村北城1007 0261-72-5133 土産物店, スーパーマーケット

4333 中信 白馬村 KIOSK白馬 K-4575 北安曇野郡白馬村北城6359 090-6533-2615 コンビニエンスストア
4334 中信 白馬村 For-Tune K-3997 北安曇野白馬村北城4258八方尾根スキー場ゴンドラ乗り場B1 0261-72-5580 アウトドア・スポーツ体験, その他 その他土産物店
4335 中信 白馬村 フルマークス白馬店 K-5661 北安曇野白馬村北城5595-11 0261-72-7344 HP その他土産物店
4336 中信 軽井沢町 ビストロポモドーロ K-5600 北佐久郡軽井沢町軽井沢10−15 0267-42-7752 HP イタリアン
4337 中信 軽井沢町 スタジオセプト K-5659 北佐久郡軽井沢町軽井沢731-2 0267-41-0012 その他 その他土産物店
4338 中信 王滝村 日野百草本舗　王滝店 K-0941 木曽郡王滝村211-6 0264-46-3132 HP 土産物店 そば・うどん
4339 中信 王滝村 卯野薬房 K-2242 木曽郡王滝村2708-1 0264-48-2800 HP 土産物店
4340 中信 王滝村 王滝支部（おんたけ湖カヌーツアー） K-0986 木曽郡王滝村2758-3 0264-48-2257 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験

4341 中信 王滝村 ララカレーオンタケ K-2125 木曽郡王滝村3152 090-1503-1644 各国料理
4342 中信 王滝村 おんたけ休暇村 K-1461 木曽郡王滝村3159番地25 0264-48-2111 HP 料理体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 日帰り温泉施設, その他 土産物店 その他グルメ
4343 中信 王滝村 Ontake2240スキー場 K-1546 木曽郡王滝村3162 0264-48-2240 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店 ファミリーレストラン
4344 中信 王滝村 御嶽スキー場 K-3690 木曽郡王滝村3162 0264-48-2240 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店, その他土産物店
4345 中信 王滝村 ひめや K-3433 木曽郡王滝村3186-1 0264-48-2020 その他土産物店 カフェ・スイーツ
4346 中信 王滝村 くるみ沢旅館 K-0284 木曽郡王滝村3297-6 0264-48-2408 HP 土産物店
4347 中信 王滝村 松原スポーツ公園 K-1655 木曽郡王滝村4713-2 0264-24-0158 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験

4348 中信 王滝村 奥田商店 K-5041 木曽郡王滝村王滝村一円2758 0264-48-2016 その他土産物店
4349 中信 上松町 ねざめ亭 K-3302 木曽郡上松町小川2409 0264-24-0116 HP 土産物店 その他グルメ
4350 中信 上松町 上松物産共販会 K-3063 木曽郡上松町小川赤沢自然休養林内 0264-52-4811 土産物店
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4351 中信 上松町 百田商事 K-3557 木曽郡上松町大字小川2409 0264-52-3522 HP 土産物店 その他グルメ
4352 中信 上松町 せせらぎの里赤沢 K-1306 木曽郡上松町大字上松159-3 0264-52-1133 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4353 中信 上松町 赤沢森林鉄道 K-1311 木曽郡上松町大字上松159-3 0264-52-1133 HP 乗り物体験
4354 中信 上松町 ねざめホテル K-2391 木曽郡上松町大字上松1888 0264-52-2245 HP 土産物店 その他グルメ
4355 中信 大桑村 マルトシ生鮮食品館　木曽須原店 K-5853 木曽郡大桑村須原1101-1 0264-55-1006 HP 土産物店, スーパーマーケット

4356 中信 大桑村 みちくさ K-3905 木曽郡大桑村野尻160-16 090-4460-2341 土産物店
4357 中信 大桑村 グルメリアきらく K-6006 木曽郡大桑村野尻160-27 0264-55-3741 HP その他グルメ
4358 中信 大桑村 きそ木楽舎 K-6007 木曽郡大桑村野尻160-27 0264-55-4192 HP 土産物店, 道の駅
4359 中信 大桑村 手打ちそば　おんたけ K-3735 木曽郡大桑村野尻3081-277 0264-55-2205 HP そば・うどん
4360 中信 大桑村 おらが村の味処　いなほ K-2516 木曽郡大桑村野尻939-96 0264-55-3398 その他土産物店 そば・うどん
4361 中信 南木曽町 南木曽観光タクシー K-0945 木曽郡南木曽町吾妻-840-1 0264-57-3133 HP バス, タクシー
4362 中信 南木曽町 御食事処　音吉 K-2092 木曽郡南木曽町吾妻1223-1 0264-57-3600 HP 定食屋
4363 中信 南木曽町 おもて K-2929 木曽郡南木曽町吾妻1392 0264-57-2682 そば・うどん
4364 中信 南木曽町 つたむらや K-3245 木曽郡南木曽町吾妻1479-1 0264-57-3235 HP 土産物店
4365 中信 南木曽町 伊勢屋 K-3875 木曽郡南木曽町吾妻2164-1 0264-57-3112 土産物店
4366 中信 南木曽町 鈴屋 K-2493 木曽郡南木曽町吾妻2170-1 0264-57-3891 土産物店 その他グルメ
4367 中信 南木曽町 岩井屋 K-1678 木曽郡南木曽町吾妻2173-1 0264-57-3008 土産物店
4368 中信 南木曽町 茶房ゑびや K-1404 木曽郡南木曽町吾妻2176-1 0264-57-3054 その他グルメ
4369 中信 南木曽町 木ノ花屋 K-2396 木曽郡南木曽町吾妻2177 0264-57-3228 土産物店 カフェ・スイーツ
4370 中信 南木曽町 槌屋 K-3558 木曽郡南木曽町吾妻2179-1 0264-57-3175 土産物店
4371 中信 南木曽町 やまぎり K-4589 木曽郡南木曽町吾妻2179-1 0264-57-3134 そば・うどん
4372 中信 南木曽町 俵屋里久 K-4061 木曽郡南木曽町吾妻2181-1 0264-57-2522 HP そば・うどん
4373 中信 南木曽町 えのき坂満寿庵 K-2928 木曽郡南木曽町吾妻2184-3 0264-57-4111 HP その他土産物店 カフェ・スイーツ
4374 中信 南木曽町 永徳屋 K-1524 木曽郡南木曽町吾妻2189-1 0264-57-3010 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

4375 中信 南木曽町 （一社）南木曽町観光協会 K-0460 木曽郡南木曽町吾妻2196-1 0264-57-2727 HP 土産物店
4376 中信 南木曽町 道中おやき本舗　妻籠宿店　わちのや K-2029 木曽郡南木曽町吾妻2200-1 0264-57-2453 その他グルメ
4377 中信 南木曽町 色吉 K-5293 木曽郡南木曽町吾妻2205 0264-57-4510 土産物店
4378 中信 南木曽町 丸田屋 K-1809 木曽郡南木曽町吾妻2207 0264-57-3434 HP 土産物店
4379 中信 南木曽町 白木屋 K-5746 木曽郡南木曽町吾妻2208 050-5373-5379 HP カフェ・スイーツ
4380 中信 南木曽町 大江戸温泉物語　ホテル木曽路 K-1646 木曽郡南木曽町吾妻2278 0264-58-1236 HP 土産物店
4381 中信 南木曽町 cafe yew K-3408 木曽郡南木曽町吾妻2300 0264-24-0779 カフェ・スイーツ
4382 中信 南木曽町 志水木材産業 K-0130 木曽郡南木曽町吾妻4610 0264-58-2011 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

4383 中信 南木曽町 ホテル富貴の森 K-0142 木曽郡南木曽町吾妻4644-7 0264-58-2288 HP その他 土産物店, 伝統工芸品等の販売店 和食・寿司・天ぷら
4384 中信 南木曽町 木地屋やまと K-1998 木曽郡南木曽町吾妻4689-1 0264-58-2144 HP 伝統工芸品等の販売店
4385 中信 南木曽町 カネキン小椋製盆所 K-0432 木曽郡南木曽町吾妻4689-108 0264-58-2021 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店
4386 中信 南木曽町 木地師の里ヤマイチ K-1194 木曽郡南木曽町吾妻4689-239 0264-58-2041 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店
4387 中信 南木曽町 滝見温泉　　滝見の家 K-2410 木曽郡南木曽町吾妻4689-447 0264-58-2165 HP 和食・寿司・天ぷら
4388 中信 南木曽町 しんや K-5357 木曽郡南木曽町吾妻800-4 0264-57-3221 その他グルメ
4389 中信 南木曽町 郷原酒店 K-3499 木曽郡南木曽町吾妻802-1 0264-57-3021 土産物店
4390 中信 南木曽町 みはらや K-5294 木曽郡南木曽町吾妻805 0264-57-4053 土産物店
4391 中信 南木曽町 あぶらや K-1815 木曽郡南木曽町吾妻805-1 0264-57-3178 HP 土産物店
4392 中信 南木曽町 寺下の丁子屋 K-1945 木曽郡南木曽町吾妻805-1 0264-57-2327 土産物店
4393 中信 南木曽町 好日珈琲 K-2584 木曽郡南木曽町吾妻805イ-2 0264-24-0287 HP カフェ・スイーツ
4394 中信 南木曽町 藤乙旅館 K-2608 木曽郡南木曽町吾妻858-1 0264-57-3009 HP 和食・寿司・天ぷら
4395 中信 南木曽町 田丸屋 K-1339 木曽郡南木曽町吾妻866-23 0264-57-3275 土産物店
4396 中信 南木曽町 中華そば　三殿社中 K-5350 木曽郡南木曽町吾妻986-4 080-7838-3608 ラーメン・つけ麺
4397 中信 南木曽町 株式会社ヤマダイ大蔵 K-1418 木曽郡南木曽町吾妻保神4689−51 0264-58-2052 HP 工芸体験 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

4398 中信 南木曽町 □△〇 K-2422 木曽郡南木曽町田立222 090-3957-8394 HP その他グルメ
4399 中信 南木曽町 （有）丸正金沢屋 K-4606 木曽郡南木曽町読書3428-14 0264-57-2022 スーパーマーケット
4400 中信 南木曽町 郷土民芸　石川　 K-2324 木曽郡南木曽町読書3465-3 0264-57-2228 土産物店, その他土産物店
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4401 中信 南木曽町 サンショップイシカワ K-5615 木曽郡南木曽町読書3512 0264-57-2037 スーパーマーケット
4402 中信 南木曽町 有限会社　澤田屋 K-0955 木曽郡南木曽町読書3592-9 0264-57-2272 HP 土産物店
4403 中信 南木曽町 ホステル結い庵 K-1371 木曽郡南木曽町読書4828-1 0264-40-1001 HP 工芸体験
4404 中信 木曽町 aalto kitchen K-0926 木曽郡木曽町4800-1 0264-24-0322 HP 洋食
4405 中信 木曽町 中乗さん醸造元　中善酒造店 K-0474 木曽郡木曽町5990 0264-22-2112 HP その他土産物店
4406 中信 木曽町 そば處 中西屋 K-0445 木曽郡木曽町開田高原西野1-39 0264-42-3231 そば・うどん
4407 中信 木曽町 旅館やまかの湯 K-2306 木曽郡木曽町開田高原西野3109-1 0264-44-2010 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4408 中信 木曽町 開田高原　ペンション遊基地 K-1045 木曽郡木曽町開田高原西野5346-1 0264-44-1100 HP その他グルメ
4409 中信 木曽町 開田高原マイアスキー場 K-1569 木曽郡木曽町開田高原西野5346-1 0264-44-1111 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験 土産物店 ファミリーレストラン
4410 中信 木曽町 天空の宿  京こじま K-5780 木曽郡木曽町開田高原西野5346-1 0264-44-2780 HP 和食・寿司・天ぷら
4411 中信 木曽町 Pension J-HOUSE K-0729 木曽郡木曽町開田高原西野6322-218 0264-44-2219 HP その他グルメ
4412 中信 木曽町 Cafe　KaZe K-0506 木曽郡木曽町開田高原西野6322-245 0264-44-1007 HP カフェ・スイーツ
4413 中信 木曽町 ロッジ上天気 K-0253 木曽郡木曽町開田高原西野6322-419 0264-44-2131 HP 土産物店 洋食
4414 中信 木曽町 ペンションビューおんたけ K-0765 木曽郡木曽町開田高原西野949-1 0264-42-3134 HP 土産物店
4415 中信 木曽町 そば処信州霧しな K-2236 木曽郡木曽町開田高原末川1898-1 0264-42-3151 土産物店 そば・うどん
4416 中信 木曽町 木曽おんたけ健康ラボ K-1446 木曽郡木曽町開田高原末川1899‐4 0264-24-0870 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験

4417 中信 木曽町 カフェレストはーと K-1738 木曽郡木曽町開田高原末川2303-1 0264-42-3048 定食屋
4418 中信 木曽町 宿とそば処　ふもと屋 K-1376 木曽郡木曽町開田高原末川2819 0264-42-3012 HP そば・うどん
4419 中信 木曽町 そば処まつば K-0559 木曽郡木曽町開田高原末川3904-1 0264-42-3100 そば・うどん
4420 中信 木曽町 彩菜館・レストランあいばし亭 K-0960 木曽郡木曽町開田高原末川4119-2 0264-42-1360 HP 土産物店 洋食
4421 中信 木曽町 開田高原アイスクリーム工房 K-1249 木曽郡木曽町開田高原末川4411-9 0264-42-1133 HP その他土産物店
4422 中信 木曽町 おみやげお食事センター K-1314 木曽郡木曽町開田高原末川5552-8 0264-42-3225 HP 料理体験 土産物店 そば・うどん
4423 中信 木曽町 木曽馬乗馬センター K-5768 木曽郡木曽町開田高原末川5596-1 0264-42-3085 HP アウトドア・スポーツ体験
4424 中信 木曽町 つたや季の宿　風里 K-0338 木曽郡木曽町開田高原木曽馬の里入ル 0264-42-1188 HP その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
4425 中信 木曽町 釜沼温泉　大喜泉 K-0211 木曽郡木曽町三岳10869 0264-46-2155 HP 和食・寿司・天ぷら
4426 中信 木曽町 御岳ロープウェイ K-1564 木曽郡木曽町三岳1番地 0264-46-2525 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験 土産物店 ファミリーレストラン
4427 中信 木曽町 日野百草本舗　里宮店 K-0946 木曽郡木曽町三岳3791-3 0264-46-2823 HP 土産物店
4428 中信 木曽町 御岳ゴルフ＆リゾートホテル K-3217 木曽郡木曽町三岳8222 0264-46-2500 HP レジャー施設 土産物店
4429 中信 木曽町 ホテル木曽温泉黄金の湯　グランピングONTAKE K-4027 木曽郡木曽町三岳瀬戸ノ原9-57 0264-25-6688 HP その他
4430 中信 木曽町 木曽福島スキー場 K-0354 木曽郡木曽町新開10034 0264-27-6021 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 焼肉・ホルモン
4431 中信 木曽町 木曽福島スキー場 K-2786 木曽郡木曽町新開10034 0264-27-6021 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 その他土産物店 その他グルメ
4432 中信 木曽町 ペンションかおる K-3440 木曽郡木曽町新開10221-1 0264-27-6404 HP アウトドア・スポーツ体験 その他土産物店 ファミリーレストラン
4433 中信 木曽町 ゲストハウス　ヒルトップ K-0145 木曽郡木曽町新開130 0264-23-8031 HP 洋食
4434 中信 木曽町 代山温泉せせらぎの四季 K-1737 木曽郡木曽町新開3968-2 0264-24-2626 HP 日帰り温泉施設
4435 中信 木曽町 日義木曽駒高原道の駅レストランししこま K-2272 木曽郡木曽町新開3968-2 090-1720-1644 その他グルメ
4436 中信 木曽町 つけもの茶屋 K-3030 木曽郡木曽町新開黒川5086 0264-25-2121 HP 土産物店 その他グルメ
4437 中信 木曽町 くるまや国道店 K-0343 木曽郡木曽町新開福4950 0264-22-3183 HP そば・うどん
4438 中信 木曽町 道の駅　日義　木曽駒高原 K-2211 木曽郡木曽町日義4730-3 0264-23-3644 HP 道の駅
4439 中信 木曽町 木曽駒高原　森のホテル K-0584 木曽郡木曽町日義4898-8 0264-23-7331 HP 土産物店, その他土産物店
4440 中信 木曽町 森林公園バーベキューハウス K-2239 木曽郡木曽町日義正沢原 0264-23-8620 レジャー施設 その他グルメ
4441 中信 木曽町 居酒屋　ちから K-1155 木曽郡木曽町福島1788-11 0264-23-2869 HP 居酒屋・創作料理
4442 中信 木曽町 駅レンタカー木曽福島営業所 K-5553 木曽郡木曽町福島1950-12 0264-23-3060 HP レンタカー
4443 中信 木曽町 日産レンタカー木曽福島店 K-5860 木曽郡木曽町福島1950-12 0264-24-0323 レンタカー
4444 中信 木曽町 山みず季URARAつたや K-0167 木曽郡木曽町福島2012-4 0264-22-2145 HP その他 その他土産物店
4445 中信 木曽町 木曽おんたけ観光局　木曽福島駅前店 K-1605 木曽郡木曽町福島2012-5 0264-25-6000 HP その他 その他土産物店
4446 中信 木曽町 食事処かわい K-3442 木曽郡木曽町福島2012-8 0264-22-2311 HP そば・うどん
4447 中信 木曽町 かわい商店 K-3443 木曽郡木曽町福島2012-8 0264-22-2311 HP 土産物店
4448 中信 木曽町 居食茶屋　くらの屋 K-5195 木曽郡木曽町福島2012ー6 0264-22ー2113 ファミリーレストラン
4449 中信 木曽町 むつみ食堂 K-2145 木曽郡木曽町福島2289-1 0264-22-3257 HP 焼肉・ホルモン
4450 中信 木曽町 とちの屋 K-1561 木曽郡木曽町福島2831-3 0264-23-3161 そば・うどん
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4451 中信 木曽町 ナイトインマルガリータ K-2222 木曽郡木曽町福島3031-1 0264-23-3315 カフェ・スイーツ
4452 中信 木曽町 日野百草本舗　木曽市場店 K-0950 木曽郡木曽町福島4061-1 0264-21-1818 HP 土産物店
4453 中信 木曽町 道の駅木曽福島 K-2296 木曽郡木曽町福島4061-1 0264-21-1818 HP 土産物店, 道の駅 その他グルメ
4454 中信 木曽町 巴御前 K-4702 木曽郡木曽町福島4061-1 道の駅 その他グルメ
4455 中信 木曽町 駒の湯 K-3149 木曽郡木曽町福島47-2 0264-23-2288 日帰り温泉施設
4456 中信 木曽町 鳥鍵 K-2854 木曽郡木曽町福島5064 0264-22-2209 和食・寿司・天ぷら
4457 中信 木曽町 とうふ料理和幸家 K-4276 木曽郡木曽町福島5071-1 0264-22-2211 HP 和食・寿司・天ぷら
4458 中信 木曽町 ギャラリーカフェＳＯＭＡ K-4000 木曽郡木曽町福島5073-1 080-7136-1952 その他 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

4459 中信 木曽町 御菓子司　宝来屋 K-3246 木曽郡木曽町福島5076-6 0264-22-2372 HP 土産物店,その他土産物店
4460 中信 木曽町 広小路プラザ観光案内所・ほおまるや K-3333 木曽郡木曽町福島5084 0264-22-2766 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

4461 中信 木曽町 田中屋 K-3692 木曽郡木曽町福島5097-1 0264-22-2171 土産物店
4462 中信 木曽町 旬菜　たま菜 K-1226 木曽郡木曽町福島5115-6 0264-22-2633 HP 和食・寿司・天ぷら
4463 中信 木曽町 七笑酒造㈱ K-0692 木曽郡木曽町福島5135 0264-22-2073 HP 土産物店
4464 中信 木曽町 街道浪漫おん宿蔦屋 K-0368 木曽郡木曽町福島5162 0264-22-2010 HP その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
4465 中信 木曽町 木曽路の宿　いわや K-3958 木曽郡木曽町福島5169 0264-22-2015 HP 土産物店
4466 中信 木曽町 シェ・コイワイ K-3959 木曽郡木曽町福島5223-11 050-2006-2468 HP その他 その他土産物店 フレンチ
4467 中信 木曽町 和庵 肥田亭 K-2599 木曽郡木曽町福島5248 0264-24-2480 HP 伝統工芸品等の販売店 和食・寿司・天ぷら
4468 中信 木曽町 ㈱御菓子司田ぐち K-3150 木曽郡木曽町福島5283 0264-22-2023 HP 土産物店, その他土産物店
4469 中信 木曽町 漆器よし彦 K-0894 木曽郡木曽町福島5369 0264-22-2156 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

4470 中信 木曽町 海老屋うるしの器のお店 K-0382 木曽郡木曽町福島5371 0264-23-3565 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

4471 中信 木曽町 木曽交通株式会社 K-3372 木曽郡木曽町福島5811-1 0264-22-3666 タクシー
4472 中信 木曽町 ちゃんこ辰乃家 K-2663 木曽郡木曽町福島6057-1 0264-22-3113 和食・寿司・天ぷら
4473 中信 木曽町 おんたけタクシー株式会社 K-1145 木曽郡木曽町福島6168-7 0264-22-2436 バス, タクシー
4474 中信 木曽町 木曽路四季の彩幸川 K-5356 木曽郡木曽町福島6210-9 0264-24-0533 HP その他 その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
4475 中信 木曽町 白鷺 K-1733 木曽郡木曽町福島6212番地 0264-22-2266 居酒屋・創作料理
4476 中信 木曽町 en-shouten K-1405 木曽郡木曽町福島8101 0264-24-0875 HP その他土産物店
4477 中信 木曽町 ソシアルラウンジ倫仔屋 K-2221 木曽郡木曽町福島中平3031−1 0264-22-2181 居酒屋・創作料理
4478 中信 木祖村 こだまの森 K-5184 木曽郡木祖村小木曽2777 0264-36-2777 HP 乗り物体験, レジャー施設 土産物店 飲食以外
4479 中信 木祖村 焼肉権兵衛 K-2300 木曽郡木祖村菅524 0264-36-3739 HP 焼肉・ホルモン
4480 中信 木祖村 道の駅木曽川源流の里きそむら K-1407 木曽郡木祖村薮原163-1 0264-36-1050 HP 道の駅
4481 中信 木曽町 田口氷菓店 K-3148 木曽町福島5283 0264-22-2023 カフェ・スイーツ
4482 南信 伊那市 信州肉刺し自慢ジビエ焼肉宿平家の里 K-5982 396-0405 0265-98-2847 HP 焼肉・ホルモン
4483 南信 伊那市 旅館ますみ荘 K-3085 伊那市ますみヶ丘6975-24 0265-78-1414 和食・寿司・天ぷら
4484 南信 伊那市 ASOBINA K-1040 伊那市横山9300 0265-98-0048 HP 工芸体験, 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験 その他グルメ
4485 南信 伊那市 カルビ大将　伊那店 K-3428 伊那市下新田3082 0265-73-4558 HP 焼肉・ホルモン
4486 南信 伊那市 カワチ薬品　伊那境店 K-4753 伊那市境1361 0265-73-6931 HP ドラッグストア
4487 南信 伊那市 バロー伊那境店 K-5495 伊那市境8566番地 0265-71-5288 スーパーマーケット
4488 南信 伊那市 菓子庵石川 K-0766 伊那市荒井11 0265-72-2135 HP その他土産物店
4489 南信 伊那市 割烹海老屋 K-3524 伊那市荒井3383 0265-72-2158 HP 和食・寿司・天ぷら
4490 南信 伊那市 串カツじゃんじゃか K-3362 伊那市荒井3447-3 080-6932-1794 HP 居酒屋・創作料理
4491 南信 伊那市 魚民　伊那市駅前店 K-2171 伊那市荒井3461-121階 0265-74-6388 居酒屋・創作料理
4492 南信 伊那市 越後屋菓子店 K-3403 伊那市荒井3473 0265-72-2512 HP その他土産物店
4493 南信 伊那市 しゃぶしゃぶ温野菜伊那店 K-5619 伊那市荒井3500-1いなっせ1F 0265-71-6629 和食・寿司・天ぷら
4494 南信 伊那市 かんてんぱぱショップ駅前いなっせ店 K-1519 伊那市荒井3500-1いなっせビル1F 0265-77-1088 HP その他土産物店 カフェ・スイーツ
4495 南信 伊那市 ホテルWWJ K-0172 伊那市荒井3554 0265-96-0782 HP 土産物店
4496 南信 伊那市 ファミリーマート伊那富士塚 K-5483 伊那市荒井4557番地4 0265-74-0035 コンビニエンスストア
4497 南信 伊那市 高遠焼白山登窯 K-0571 伊那市高遠町勝間142-1 0265-94-2813 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店
4498 南信 伊那市 高遠さくらホテル K-0966 伊那市高遠町勝間217 0265-94-2200 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
4499 南信 伊那市 セブン-イレブン高遠小原店 K-4293 伊那市高遠町小原657-1 0215-94-2772 コンビニエンスストア
4500 南信 伊那市 あかはね K-5983 伊那市高遠町西高遠1 0265-94-2127 HP 土産物店
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4501 南信 伊那市 竹松旅館 K-2561 伊那市高遠町西高遠1691-1 0265-94-2113 HP その他グルメ
4502 南信 伊那市 竹松旅館 K-2625 伊那市高遠町西高遠1691-1 0265-94-2113 その他土産物店 その他グルメ
4503 南信 伊那市 壱刻 K-2860 伊那市高遠町西高遠1696 0265-94-2221 HP そば・うどん
4504 南信 伊那市 環屋 K-0371 伊那市高遠町西高遠184番地 0265-94-2251 HP 土産物店 そば・うどん
4505 南信 伊那市 ながせ K-5042 伊那市高遠町西高遠365 0265-94-2819 居酒屋・創作料理
4506 南信 伊那市 中国料理満月 K-4942 伊那市高遠町西高遠374-1 0265-94-2343 HP 中華・台湾
4507 南信 伊那市 高遠温泉さくらの湯 K-0940 伊那市高遠町西高遠928-2 0265-94-3118 HP 日帰り温泉施設
4508 南信 伊那市 農家民宿ふくがみ K-2475 伊那市高遠町藤澤2279-1 090-2318-6370 定食屋
4509 南信 伊那市 居酒家だもの K-3327 伊那市坂下3201-1 0265-98-7380 居酒屋・創作料理
4510 南信 伊那市 和菓子処　菊香堂 K-4043 伊那市坂下3300 0265-72-2751 HP 土産物店
4511 南信 伊那市 伊那タクシー株式会社 K-4740 伊那市坂下3309 0265-76-5111 HP タクシー
4512 南信 伊那市 三日月 K-2888 伊那市坂下3312-4 0265-73-6578 居酒屋・創作料理
4513 南信 伊那市 伊那まち　はしば K-1912 伊那市坂下3312−1 080-5827-5691 居酒屋・創作料理
4514 南信 伊那市 いろはにほへと　伊那店 K-3425 伊那市坂下3319番地5 0265-74-9026 HP 居酒屋・創作料理
4515 南信 伊那市 寧々家　伊那店 K-3424 伊那市坂下3340番-イ 0265-73-3516 HP 居酒屋・創作料理
4516 南信 伊那市 炭火焼肉　牛角伊那店 K-5623 伊那市坂下入舟町3330-1尾張屋ビル2F 0265-77-2955 焼肉・ホルモン
4517 南信 伊那市 ホテルルートインコート伊那　1階レストラン　花茶屋 K-1897 伊那市山寺1536-1 0265-73-1006 HP 居酒屋・創作料理
4518 南信 伊那市 有限会社白川タクシー K-4405 伊那市山寺1752-3 0265-72-2151 タクシー
4519 南信 伊那市 ローソン伊那北店 K-4650 伊那市山寺1765-1 0265-73-1760 コンビニエンスストア
4520 南信 伊那市 日産レンタカー長野伊那店 K-5602 伊那市山寺1836-5 0265-96-7023 レンタカー
4521 南信 伊那市 （有）角八 K-5414 伊那市山寺1918-1 0265-72-2601 そば・うどん
4522 南信 伊那市 焼肉ほうせん伊那店 K-3365 伊那市山寺1923 0265-72-0070 HP 焼肉・ホルモン
4523 南信 伊那市 養老乃瀧　伊那北駅前店 K-3393 伊那市山寺1934 0265-72-2610 HP 居酒屋・創作料理
4524 南信 伊那市 酒蔵まりん K-3361 伊那市山寺1950 0265-73-2574 HP 居酒屋・創作料理
4525 南信 伊那市 スシロー伊那店 K-3701 伊那市山寺261-1 0265-77-5670 HP 和食・寿司・天ぷら
4526 南信 伊那市 赤から伊那店 K-0166 伊那市山寺293-1 0265-98-2917 焼肉・ホルモン
4527 南信 伊那市 羅針盤 K-2774 伊那市山寺3189 0265-78-2245 HP 居酒屋・創作料理
4528 南信 伊那市 テンホウ伊那北店 K-4437 伊那市山寺水神町261-2 0265-72-8522 HP ラーメン・つけ麺
4529 南信 伊那市 ファミリーマート伊那上の原 K-5341 伊那市上の原8438-1 0265-74-2041 コンビニエンスストア
4530 南信 伊那市 ウエルシア伊那上新田店 K-4195 伊那市上新田2021 0265-71-6810 HP ドラッグストア
4531 南信 伊那市 カインズ伊那店 K-5292 伊那市上新田2386 0265-73-1222 ホームセンター
4532 南信 伊那市 かつ時　伊那店 K-3426 伊那市上新田2571番地 0265-76-1355 HP 和食・寿司・天ぷら
4533 南信 伊那市 かっぱ寿司　伊那店 K-3834 伊那市上新田2703 0265-71-5166 和食・寿司・天ぷら
4534 南信 伊那市 日本料理あすなろ K-4928 伊那市上牧6423-1 0265-78-3647 お好み焼き・もんじゃ
4535 南信 伊那市 ウエルシア伊那上牧店 K-4194 伊那市上牧6590 0265-71-5067 HP ドラッグストア
4536 南信 伊那市 セブン-イレブン伊那西春近店 K-4731 伊那市西春近3136-3 0265-74-7110 コンビニエンスストア
4537 南信 伊那市 かんてんぱぱ　健康パビリオン K-1511 伊那市西春近5074 0265-78-2552 HP その他 その他土産物店
4538 南信 伊那市 かんてんぱぱミュージアム　野村陽子植物細密画館 K-1512 伊那市西春近5074 0265-78-1925 HP 博物館等 その他土産物店
4539 南信 伊那市 かんてんぱぱホール　茶房　桂小場 K-1528 伊那市西春近5074 0265-78-5107 HP 博物館等 その他土産物店 カフェ・スイーツ
4540 南信 伊那市 そば処　栃の木 K-1530 伊那市西春近5074 0265-78-4630 HP その他土産物店 そば・うどん
4541 南信 伊那市 レストラン　ひまわり亭 K-1531 伊那市西春近5074 0265-76-7177 HP その他土産物店 洋食
4542 南信 伊那市 レストラン　さつき亭 K-1533 伊那市西春近5074 0265-74-5188 HP その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
4543 南信 伊那市 ファミリーマート伊那西春近店 K-4925 伊那市西春近5838-3 0265-74-2404 コンビニエンスストア
4544 南信 伊那市 ローソン伊那赤木店 K-4649 伊那市西春近8543-1 0265-98-0170 コンビニエンスストア
4545 南信 伊那市 モンテリイナ K-3811 伊那市西春近広域農道沿い 0265-77-2828 HP その他 土産物店,その他土産物店 その他グルメ
4546 南信 伊那市 小黒川パーキングエリア上り線　売店 K-2992 伊那市西町269 0265-73-1096 その他土産物店
4547 南信 伊那市 小黒川パーキングエリア上り線　フードコート K-2993 伊那市西町269 0265-73-1096 定食屋
4548 南信 伊那市 小黒川PA下り売店 K-2994 伊那市西町269-7 0265-72-8621 その他土産物店
4549 南信 伊那市 春日酒造㈱ K-0994 伊那市西町4875-1 0265-78-2223 HP その他 その他土産物店
4550 南信 伊那市 串正 K-2773 伊那市西町4882-2 0265-78-8719 HP 居酒屋・創作料理
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4551 南信 伊那市 セブン-イレブン伊那西町店 K-4292 伊那市西町5015-1 0265-74-6070 コンビニエンスストア
4552 南信 伊那市 ファミリーマート伊那西町店 K-4948 伊那市西町5088番地2 0265-74-1407 コンビニエンスストア
4553 南信 伊那市 株式会社　綿半ホームエイド　伊那店 K-5632 伊那市西町5245-1 0265-71-6363 スーパーマーケット, ホームセンター

4554 南信 伊那市 割烹いづみ K-5045 伊那市西町5597-7 0265-77-1221 HP 和食・寿司・天ぷら
4555 南信 伊那市 ガレットカフェ 伊那文化会館 K-3310 伊那市西町5776　2F 0265-96-0709 HP カフェ・スイーツ
4556 南信 伊那市 海鮮食堂さかなや 伊那店 K-4637 伊那市西町春日町第一4889 0265-71-5114 居酒屋・創作料理
4557 南信 伊那市 草の家 K-2243 伊那市西箕輪3415 0265-74-1837 織物体験,その他
4558 南信 伊那市 体験交流の家 やってみらっし K-1509 伊那市西箕輪3416-1 0265-74-1807 HP 工芸体験, 料理体験
4559 南信 伊那市 羽広温泉みはらしの湯 K-0948 伊那市西箕輪3480-1 0265-76-8760 HP 日帰り温泉施設 その他グルメ
4560 南信 伊那市 羽広荘西山亭 K-0953 伊那市西箕輪3822-30 0265-78-6155 HP 和食・寿司・天ぷら
4561 南信 伊那市 信州愛和の森ホテル K-1237 伊那市西箕輪3870-5 0265-71-8022 アウトドア・スポーツ体験, アウトドア・スポーツ体験

4562 南信 伊那市 C.A.B. TRAIL K-0444 伊那市西箕輪3900-103 0265-98-0242 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 土産物店
4563 南信 伊那市 美楽園 K-3563 伊那市西箕輪8000-2 0265-78-3420 焼肉・ホルモン
4564 南信 伊那市 とれたて市場 K-2654 伊那市西箕輪羽広3416-1 0265-74-1805 土産物店
4565 南信 伊那市 みはらしファーム観光農園 K-1742 伊那市西箕輪羽広3447-2 0265-74-1820 果物狩り・観光農園
4566 南信 伊那市 ココス信州伊那店 K-3474 伊那市大字伊那部4768-1 0265-77-0164 HP その他 その他土産物店 ファミリーレストラン
4567 南信 伊那市 ツルヤ伊那福島店 K-5120 伊那市大字福島178-1 0265-71-7811 スーパーマーケット
4568 南信 伊那市 ファミリーマート伊那ごんべい店 K-5561 伊那市中の原8228-315 0265-71-4010 コンビニエンスストア
4569 南信 伊那市 そば処こやぶ K-5904 伊那市中央4498-6 0265-72-0333 HP そば・うどん
4570 南信 伊那市 しらかば K-5392 伊那市中央4515-3 0265-72-4706 HP 和食・寿司・天ぷら
4571 南信 伊那市 和風レストラン鍋辰 K-3343 伊那市中央4819-30 0265-78-6565 和食・寿司・天ぷら
4572 南信 伊那市 小木曽製粉所伊那店 K-1068 伊那市中央5176-2 0265-98-8858 そば・うどん
4573 南信 伊那市 ピザーラ伊那店 K-6025 伊那市中央区4634-5 0265-76-7900 HP
4574 南信 伊那市 仙流荘 K-0935 伊那市長谷黒河内1847-2 0265-98-2312 HP 日帰り温泉施設 土産物店
4575 南信 伊那市 TRAIL CUTTER マウンテンバイクガイドツアー K-0404 伊那市長谷非持1185 0265-98-2882 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験

4576 南信 伊那市 南アルプスむらパンや K-3178 伊那市長谷非持1400 0265-98-2968 HP カフェ・スイーツ
4577 南信 伊那市 道の駅南アルプスむら長谷　農産物直売所ファームはせ K-2004 伊那市長谷非持1400番地 0265-98-2955 土産物店, 道の駅
4578 南信 伊那市 お食事処　すずな K-2006 伊那市長谷非持1400番地 0265-98-2888 定食屋
4579 南信 伊那市 赤石商店 K-3107 伊那市東春近22-5 0265-96-0370 HP その他グルメ
4580 南信 伊那市 セブン-イレブン伊那東春近車屋店 K-5729 伊那市東春近56-1 0265-73-9702 コンビニエンスストア
4581 南信 伊那市 かんてんぱぱショップ北丘本店 K-1518 伊那市東春近木裏原10695-1北丘売店 0265-78-2002 HP その他土産物店
4582 南信 伊那市 酒文化いたや/有限会社井田屋酒店 K-3352 伊那市日影171 0265-72-2331 HP 土産物店, その他土産物店
4583 南信 伊那市 信州伊那谷　西村酒店 K-2877 伊那市日影4704-5 0265-72-3072 HP 土産物店
4584 南信 伊那市 農家民宿　ふだん着 K-5954 伊那市富県1054 080-1360-1583 HP 織物体験, その他 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

4585 南信 伊那市 プチマルシェ K-5142 伊那市富県1777-557 0265-96-0657 HP 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店 飲食以外
4586 南信 伊那市 アルペン伊那福島店 K-5534 伊那市福島133 0265-74-6455 HP その他土産物店
4587 南信 岡谷市 岡谷蚕糸博物館内　宮坂製糸所 K-3797 岡谷市郷田1-4-8 0266-22-3116 HP 博物館等 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

4588 南信 岡谷市 うなぎあら川 K-5717 岡谷市湖畔1-25-18 0266-22-2455 乗り物体験 和食・寿司・天ぷら
4589 南信 岡谷市 サンドラッグ岡谷店 K-4266 岡谷市神明町3-1-3 0266-21-1335 HP ドラッグストア
4590 南信 岡谷市 デリシア岡谷店 K-5435 岡谷市神明町3-1-3 0266-22-6600 HP スーパーマーケット
4591 南信 岡谷市 ファミリーマート岡谷神明町 K-4859 岡谷市神明町4丁目51-1 0266-21-1304 コンビニエンスストア
4592 南信 岡谷市 ファミリーマート岡谷成田町店 K-4832 岡谷市成田町1-3219-1 0266-21-1046 コンビニエンスストア
4593 南信 岡谷市 ファミリーマート岡谷TPR前店 K-4922 岡谷市赤羽1-1-2 0266-21-1028 コンビニエンスストア
4594 南信 岡谷市 うなぎ　松川 K-3764 岡谷市川岸上1-20-3 0266-78-6191 和食・寿司・天ぷら
4595 南信 岡谷市 ローソン岡谷川岸店 K-4736 岡谷市川岸中2-22 0266-24-3963 コンビニエンスストア
4596 南信 岡谷市 蕎麦処　岸の花 K-3249 岡谷市川岸東3-15-33 0266-75-2498 そば・うどん
4597 南信 岡谷市 諏訪湖サービスエリア下り線　レストラン K-0908 岡谷市大字湊字方久保435 0266-53-2323 ファミリーレストラン
4598 南信 岡谷市 諏訪湖サービスエリア下り線　売店 K-0911 岡谷市大字湊字方久保435 0266-53-2323 土産物店
4599 南信 岡谷市 レストランよしの K-1294 岡谷市中央町1-1-1 0266-23-0333 定食屋
4600 南信 岡谷市 串おか屋 K-0714 岡谷市中央町1-10-14 0266-21-1707 HP 居酒屋・創作料理
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4601 南信 岡谷市 ヌーベル梅林堂　岡谷本店 K-2162 岡谷市中央町1-13-31 0266-22-4085 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
4602 南信 岡谷市 寶眞亭 K-5241 岡谷市中央町1-2-2 0266-23-8529 和食・寿司・天ぷら
4603 南信 岡谷市 ローソン岡谷中央一丁目店 K-4738 岡谷市中央町1-4-22 0266-22-3907 コンビニエンスストア
4604 南信 岡谷市 和食　天ぷら　太助 K-0397 岡谷市中央町1-6-11 0266-22-2951 HP 和食・寿司・天ぷら
4605 南信 岡谷市 村さ来岡谷店 K-3404 岡谷市中央町1-8-39 0266-22-3444 HP 居酒屋・創作料理
4606 南信 岡谷市 おかやっこ酒場ぶる K-0715 岡谷市中央町2-2-1 0266-24-0666 居酒屋・創作料理
4607 南信 岡谷市 居酒屋だるま亭 K-2910 岡谷市中央町2-2-1 0266-23-3740 HP 居酒屋・創作料理
4608 南信 岡谷市 モスバーガーイルフプラザ岡谷店 K-3500 岡谷市中央町2-2-1 0266-24-8110 HP ファーストフード
4609 南信 岡谷市 鳥かつ K-3294 岡谷市中央町3-1-8 0266-23-8526 居酒屋・創作料理
4610 南信 岡谷市 カレーハウスCoCo壱番屋　岡谷長地権現町店 K-1199 岡谷市長地権現町1-6-19共田ビル1階 0266-26-4033 HP 洋食
4611 南信 岡谷市 ウエルシア岡谷長地店 K-4193 岡谷市長地権現町1-7-32 0266-26-2510 HP ドラッグストア
4612 南信 岡谷市 ビッグボーイ岡谷店 K-3490 岡谷市長地権現町2-1-58 0266-26-2575 HP ファミリーレストラン
4613 南信 岡谷市 ファミリーマート岡谷権現町店 K-4889 岡谷市長地権現町2-2-2 0266-26-2688 コンビニエンスストア
4614 南信 岡谷市 ライフプラザマリオ K-4657 岡谷市長地権現町3-2-45 0266-28-8740 その他グルメ
4615 南信 岡谷市 ロマネット K-2523 岡谷市長地権現町4-1-24 0266-27-6080 HP 日帰り温泉施設
4616 南信 岡谷市 蕎麦あきしの K-1409 岡谷市長地柴宮1-9-1 0266-27-9000 HP そば・うどん
4617 南信 岡谷市 オギノ岡谷店 K-5243 岡谷市長地柴宮二丁目1-10 0266-26-3400 HP スーパーマーケット
4618 南信 岡谷市 ローソン岡谷小萩三丁目店 K-4692 岡谷市長地小萩3-2726 0266-27-2165 コンビニエンスストア
4619 南信 岡谷市 岡谷観光バス有限会社 K-1610 岡谷市長地小萩二丁目11番11号 0266-28-7831 バス
4620 南信 岡谷市 テンホウ岡谷長地店 K-4433 岡谷市長地梨久保1-6-21 0266-27-2972 HP ラーメン・つけ麺
4621 南信 岡谷市 ウエルシア岡谷長地北店 K-4192 岡谷市長地梨久保1-6-40 0266-26-0115 HP ドラッグストア
4622 南信 岡谷市 唐揚げのやまざき　岡谷店 K-2327 岡谷市塚間町2-1-21 0266-23-4129 HP 定食屋
4623 南信 岡谷市 ケーヨーデイツー岡谷店 K-4962 岡谷市塚間町2-1-7 0266-24-1023 HP ホームセンター
4624 南信 岡谷市 ファミリーマート岡谷塚間町 K-4863 岡谷市塚間町2丁目1-2 0266-21-1590 コンビニエンスストア
4625 南信 岡谷市 牛角岡谷店 K-1479 岡谷市塚間町2丁目1−17 0266-24-1129 焼肉・ホルモン
4626 南信 岡谷市 テンホウ丸山橋店 K-4444 岡谷市天竜町2-2-1 0266-22-1040 HP ラーメン・つけ麺
4627 南信 岡谷市 うなぎの館　天龍 K-5228 岡谷市天竜町3-22-11 0266-23-0669 HP 和食・寿司・天ぷら
4628 南信 岡谷市 やまびこスケートの森バス事業部 K-3121 岡谷市内山4769-14 0266-24-2494 HP バス
4629 南信 岡谷市 やまびこスケートの森アイスアリーナ K-3122 岡谷市内山4769-14 0266-24-2494 HP レジャー施設
4630 南信 岡谷市 テンホウ南宮店 K-4443 岡谷市南宮1-3-37 0266-23-8211 HP ラーメン・つけ麺
4631 南信 岡谷市 KIOSK岡谷 K-4566 岡谷市本町1-1-1 0266-23-3463 コンビニエンスストア
4632 南信 岡谷市 アルピコタクシー株式会社岡谷営業所 K-0300 岡谷市本町1-1-7 0266-24-8600 HP タクシー
4633 南信 岡谷市 魚民　岡谷本町３丁目店 K-1800 岡谷市本町3-1-3シロンビル1階 0266-24-8388 HP 居酒屋・創作料理
4634 南信 岡谷市 洋食とワイン つつじ亭 K-1296 岡谷市本町4-10-4 0266-78-6363 HP 洋食
4635 南信 岡谷市 ホテルオークニ K-5413 岡谷市本町4-10-8 0266-23-1111 その他土産物店
4636 南信 岡谷市 ローソン岡谷湊三丁目店 K-4477 岡谷市湊3丁目10-4 0266-75-0932 コンビニエンスストア
4637 南信 岡谷市 ファミリーマート岡谷湊湖畔店 K-4896 岡谷市湊5-1-7 0266-21-1057 コンビニエンスストア
4638 南信 岡谷市 民宿みなと K-1163 岡谷市湊5-14-7 0266-23-4423 アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 定食屋
4639 南信 岡谷市 タコライス専門店FULLTACO K-5131 岡谷市湊5-17-32F 0266-24-5979 沖縄料理
4640 南信 阿智村 お食事処きたせんと K-1207 下伊那郡阿智村1233 0265-43-2173 定食屋
4641 南信 阿智村 ㈲かとう K-1944 下伊那郡阿智村358-1 0265-43-2982 土産物店, その他土産物店
4642 南信 阿智村 ほっこり昼神　昼神温泉朝市 K-0202 下伊那郡阿智村駒場1143-1 090-5852-2962 土産物店
4643 南信 阿智村 昼神小獅子造形工房　昼神温泉朝市 K-0839 下伊那郡阿智村駒場1143-1 0265-43-2298 HP 土産物店
4644 南信 阿智村 アップルキャブ　南信州広域タクシー有限会社　阿智営業所 K-1325 下伊那郡阿智村駒場1167 0265-28-2800 HP タクシー
4645 南信 阿智村 ファミリーマート阿智PA下り K-5871 下伊那郡阿智村駒場121-2 0265-45-1044 HP コンビニエンスストア
4646 南信 阿智村 春木屋本店 K-1200 下伊那郡阿智村駒場243-1 0265-43-2878 HP 土産物店
4647 南信 阿智村 満蒙開拓平和記念館 K-1351 下伊那郡阿智村駒場711-10 0265-43-5580 HP 博物館等
4648 南信 阿智村 金子農園 K-0799 下伊那郡阿智村伍和1934-2 090-1470-6104 HP 伝統工芸品等の販売店
4649 南信 阿智村 ギャラリー彩り季節風ＧＯＫＡ K-1950 下伊那郡阿智村伍和5587-46 0265-48-6852 HP 博物館等, その他 その他土産物店 その他グルメ
4650 南信 阿智村 星空キッチンカー K-3449 下伊那郡阿智村春日2265−4 080−3242−3157 土産物店
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信州割SPECIAL観光クーポン対象施設一覧
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ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設 土産物店 飲食店 交通事業者
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4651 南信 阿智村 信州清内路峠のおつけもの K-2213 下伊那郡阿智村清内路1353 0265-46-2221 土産物店
4652 南信 阿智村 プチファーム・ヒロ K-3564 下伊那郡阿智村清内路1573-2 0265-46-2030 その他土産物店
4653 南信 阿智村 レンタルスペース昼神空間 K-3729 下伊那郡阿智村智里20-2 0265-43-3001 HP リゾートテレワーク体験
4654 南信 阿智村 おやき工房えんまん K-3032 下伊那郡阿智村智里259-1 0265-43-4564 土産物店
4655 南信 阿智村 古畑農産加工所 K-2204 下伊那郡阿智村智里2727-4 0265-48-6106 HP その他 土産物店
4656 南信 阿智村 お宿　山　翠 K-0255 下伊那郡阿智村智里290-1 0265-43-2811 HP 果物狩り・観光農園 土産物店 その他グルメ
4657 南信 阿智村 そば処　おにひら昼神店 K-2753 下伊那郡阿智村智里331-1 0265-43-3930 HP 土産物店 そば・うどん
4658 南信 阿智村 昼神グランドホテル天心 K-0171 下伊那郡阿智村智里331-5 0265-43-3434 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4659 南信 阿智村 保養センター尾張あさひ苑 K-0677 下伊那郡阿智村智里331-7 0265-43-3180 HP 土産物店
4660 南信 阿智村 昼神の棲 玄竹 K-3637 下伊那郡阿智村智里331-8 0265-43-5111 HP 土産物店
4661 南信 阿智村 石苔亭いしだ K-0057 下伊那郡阿智村智里332-3 0265-43-3300 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
4662 南信 阿智村 鶴巻荘 K-0102 下伊那郡阿智村智里332-4 0265-43-2320 HP 日帰り温泉施設, その他 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
4663 南信 阿智村 そば処　三日庵 K-1414 下伊那郡阿智村智里3366-8 0265-45-1188 そば・うどん
4664 南信 阿智村 癒楽の宿清風苑 K-0094 下伊那郡阿智村智里338-19 0265-43-4141 HP その他 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4665 南信 阿智村 ACHIBASE（Shop＆Rental） K-0997 下伊那郡阿智村智里338-25 0265-43-3001 HP アウトドア・スポーツ体験, 果物狩り・観光農園 土産物店
4666 南信 阿智村 ACHIBASE（Cafe） K-1000 下伊那郡阿智村智里338-25 0265-49-3177 HP 料理体験 カフェ・スイーツ
4667 南信 阿智村 株式会社中日本企画 K-5417 下伊那郡阿智村智里3409-6スキー宿舎 090-1090-0062 その他 その他土産物店
4668 南信 阿智村 喫茶とお食事 ひるがみ茶屋 K-2153 下伊那郡阿智村智里346-22 0265-43-4056 土産物店 カフェ・スイーツ
4669 南信 阿智村 昼神キヲスク K-0991 下伊那郡阿智村智里347-1 0265-49-0705 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
4670 南信 阿智村 東山道・園原ビジターセンターはゝき木館 K-0588 下伊那郡阿智村智里3604-1 0265-44-2011 HP カフェ・スイーツ
4671 南信 阿智村 門前屋 K-2652 下伊那郡阿智村智里3614 0265-44-2258 HP そば・うどん
4672 南信 阿智村 湯ったりーな昼神 K-1245 下伊那郡阿智村智里370-1 0265-43-4311 HP 日帰り温泉施設 土産物店 ファミリーレストラン
4673 南信 阿智村 富士見台高原ロープウェイ　ヘブンスそのはら K-0286 下伊那郡阿智村智里3731-4 0265-44-2311 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 土産物店 ファミリーレストラン
4674 南信 阿智村 横川自然農園　サンマルシェ K-2107 下伊那郡阿智村智里382-2 0265-48-6128 土産物店 その他グルメ
4675 南信 阿智村 ユルイの宿恵山 K-0962 下伊那郡阿智村智里407 0265-43-3188 土産物店
4676 南信 阿智村 野熊の庄　月川 K-0393 下伊那郡阿智村智里4092-7 0265-44-2321 HP 日帰り温泉施設, その他 土産物店 カフェ・スイーツ
4677 南信 阿智村 mökki ~STARDUST GLAMPING achi village~ K-5668 下伊那郡阿智村智里4152-67 0265-49-3016 HP 土産物店
4678 南信 阿智村 青木屋 K-1653 下伊那郡阿智村智里4224-1 0265-44-2208 HP その他グルメ
4679 南信 阿智村 日長庵 桂月 K-0332 下伊那郡阿智村智里425 0265-43-3500 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4680 南信 阿智村 ファミリーマート信州昼神店 K-4880 下伊那郡阿智村智里430-1 0265-45-0032 コンビニエンスストア
4681 南信 阿智村 万葉茶寮　みさか K-0055 下伊那郡阿智村智里461-1 0265-43-2656 HP 和食・寿司・天ぷら
4682 南信 阿智村 おとぎ亭光風 K-1173 下伊那郡阿智村智里490 0265-43-3211 HP その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
4683 南信 阿智村 農事組合法人　東山道 K-2564 下伊那郡阿智村智里499-4 0265-44-2008 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4684 南信 阿智村 星空食堂 K-2916 下伊那郡阿智村智里5-3 0265-49-3187 HP 定食屋
4685 南信 阿智村 湯元ホテル阿智川 K-1287 下伊那郡阿智村智里503-115 0265-43-2800 HP その他 土産物店
4686 南信 阿智村 懐石と炉ばたの宿　吉弥 K-0236 下伊那郡阿智村智里503-2 0265-43-2000 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4687 南信 阿智村 湯多利の里伊那華 K-0251 下伊那郡阿智村智里503-294 0265-43-2611 HP 果物狩り・観光農園 土産物店 その他グルメ
4688 南信 阿智村 阿智の里ひるがみ K-2935 下伊那郡阿智村智里503-378 0265-43-2255 HP 日帰り温泉施設 土産物店
4689 南信 阿智村 ホテルはなや K-0115 下伊那郡阿智村智里530-1 0265-43-2700 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4690 南信 阿智村 昼神温泉　ひるがみの森 K-0689 下伊那郡阿智村智里567番地10 0265-43-4321 HP 日帰り温泉施設, その他 土産物店
4691 南信 阿智村 小松加工所 K-2552 下伊那郡阿智村智里765 0265-43-2631 土産物店
4692 南信 阿智村 花屋(菱田)昼神温泉朝市 K-3923 下伊那郡阿智村智里昼神温泉朝市 土産物店
4693 南信 阿智村 せいなの風(昼神温泉朝市) K-3924 下伊那郡阿智村智里昼神温泉朝市 土産物店
4694 南信 阿智村 綾ちゃん家の餅 K-3931 下伊那郡阿智村智里昼神温泉朝市 土産物店
4695 南信 阿智村 しずこさんのおみせ K-3943 下伊那郡阿智村智里昼神温泉朝市 0265-43-5116 土産物店,その他土産物店
4696 南信 阿智村 佐藤農園 K-4820 下伊那郡阿智村智里昼神温泉朝市内 0265-43-2902 土産物店
4697 南信 阿智村 峠のパン屋 キッチンストーブ K-0933 下伊那郡阿智村浪合1192 0265-47-2143 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
4698 南信 阿智村 100万本のコスモスガーデン・ナイトガーデン K-1386 下伊那郡阿智村浪合1192 0265-47-1111 HP アウトドア・スポーツ体験
4699 南信 阿智村 浪合パーク K-1033 下伊那郡阿智村浪合1192-356 0265-48-8555 HP 博物館等, その他
4700 南信 阿智村 不動温泉華菱 K-2294 下伊那郡阿智村浪合254-1 0265-47-2321 HP 日帰り温泉施設 土産物店
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4701 南信 阿智村 shovelwood K-3696 下伊那郡阿智村浪合935-1 080-6937-8515 伝統工芸品等の販売店
4702 南信 阿南町 道の駅　信州新野千石平 K-4017 下伊那郡阿南町新野2700 0260-24-2339 道の駅
4703 南信 阿南町 ショッピングランドナピカ K-6031 下伊那郡阿南町西條710 0260-31-1212 HP スーパーマーケット
4704 南信 阿南町 ファミリーマート信州阿南店 K-6012 下伊那郡阿南町西條748-1 0260-31-1047 コンビニエンスストア
4705 南信 阿南町 南宮温泉 K-4046 下伊那郡阿南町北條2288 0260-31-0056 HP 定食屋
4706 南信 下條村 刈谷市民休暇村 K-5321 下伊那郡下條村睦沢2495-1 0260-27-3735 日帰り温泉施設 その他土産物店
4707 南信 下條村 うまいもの館 K-3925 下伊那郡下條村睦沢2514-7 0260-27-2911 土産物店, 道の駅
4708 南信 下條村 下條温泉　加賀美 K-3319 下伊那郡下條村睦沢4165番地 0260-27-2888 HP 土産物店
4709 南信 下條村 浪漫の館　月下美人 K-1041 下伊那郡下條村睦沢4286-1 0260-27-1008 HP 土産物店 その他グルメ
4710 南信 下條村 たかどやフーズ K-3591 下伊那郡下條村睦沢4331 0260-27-3522 土産物店,道の駅
4711 南信 下條村 （株）そばの城 K-2856 下伊那郡下條村睦沢4381番地5 0260-27-1151 HP その他 道の駅 そば・うどん
4712 南信 下條村 おおぐて湖畔しらさぎ荘 K-2976 下伊那郡下條村睦沢7144 0260-27-2265 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4713 南信 下條村 ファミリーマートJA下條店 K-4873 下伊那郡下條村睦沢8631-1 0260-27-1044 コンビニエンスストア
4714 南信 下條村 シズカタクシー本社 K-1791 下伊那郡下條村睦沢9286-1 0260-27-2321 タクシー
4715 南信 下條村 CAMP＆CHEERS KANEHSIGE K-3786 下伊那郡下條村陽皐5074 0260-27-2158 土産物店 カフェ・スイーツ
4716 南信 下條村 ファミリーマート下條ひさわ店 K-4878 下伊那郡下條村陽皐753-1 0260-27-1017 コンビニエンスストア
4717 南信 喬木村 ファミリーマート信州喬木店 K-5572 下伊那郡喬木村6595番3 0265-33-1034 コンビニエンスストア
4718 南信 喬木村 北部タクシー喬木営業所 K-1604 下伊那郡喬木村6714-1 0265-33-2077 HP タクシー
4719 南信 喬木村 ファミリーマート喬木阿島店 K-4870 下伊那郡喬木村944-1 0265-33-1103 コンビニエンスストア
4720 南信 高森町 ファミリーマート高森下市田店 K-4871 下伊那郡高森町678-1 0265-34-3422 コンビニエンスストア
4721 南信 高森町 ファミリーマート下市田郵便局前店 K-5480 下伊那郡高森町下市田1459番地1 0265-34-3715 コンビニエンスストア
4722 南信 高森町 北部タクシー K-1602 下伊那郡高森町下市田2937 0265-35-2062 HP タクシー
4723 南信 高森町 ファミリーマートJA高森フルーツライン店 K-4874 下伊那郡高森町牛牧132-1 0265-34-3112 コンビニエンスストア
4724 南信 高森町 らーめんじゃげな高森店 K-0779 下伊那郡高森町牛牧303-4 0265-35-9833 HP ラーメン・つけ麺
4725 南信 高森町 信州たかもり温泉　御大の館 K-5931 下伊那郡高森町牛牧832-1 0265-35-8270 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
4726 南信 高森町 カインズ高森店 K-5310 下伊那郡高森町山吹4080-1 0265-34-4777 ホームセンター
4727 南信 高森町 ローソン　高森町店 K-4318 下伊那郡高森町山吹4461-1 0265-35-7781 コンビニエンスストア
4728 南信 高森町 マツモトキヨシ高森町店 K-4115 下伊那郡高森町山吹4513 0265-34-3211 HP ドラッグストア
4729 南信 高森町 高森カントリークラブ K-3284 下伊那郡高森町山吹6955-23 0265-35-3355 HP アウトドア・スポーツ体験
4730 南信 高森町 トラットリア　アンジャーネ K-3196 下伊那郡高森町出原164-2 0265-35-6290 イタリアン
4731 南信 高森町 たかもり旬彩館 K-4784 下伊那郡高森町出原321-1 0265-34-2166 その他土産物店
4732 南信 高森町 南信州グランピングTENKU K-3956 下伊那郡高森町大島山167 080-8748-4649 その他
4733 南信 根羽村 住岡屋商店 K-3889 下伊那郡根羽村1625-1 0265-49-2307 HP その他土産物店
4734 南信 根羽村 ネバーランド K-1299 下伊那郡根羽村4918-1 0265-49-2880 HP 料理体験, その他 土産物店, その他土産物店 定食屋
4735 南信 根羽村 じねん亭 K-4221 下伊那郡根羽村5643 0265-49-1066 土産物店 そば・うどん
4736 南信 松川町 焼肉　雅山 K-3445 下伊那郡松川町元大島1319-1 0265-36-5541 HP 焼肉・ホルモン
4737 南信 松川町 天竜食堂 K-3881 下伊那郡松川町元大島1429-11 0265-36-2220 HP 焼肉・ホルモン
4738 南信 松川町 蕎麦打ち　にっぱち庵 K-1499 下伊那郡松川町元大島1447-13 0265-36-2457 そば・うどん
4739 南信 松川町 洋風居酒屋ペニーレーン K-3876 下伊那郡松川町元大島1560ー5 0265ｰ36ｰ7044 居酒屋・創作料理
4740 南信 松川町 マルモタクシー K-1356 下伊那郡松川町元大島1584-18 0265-36-3333 HP その他 タクシー
4741 南信 松川町 スナックくみ K-3667 下伊那郡松川町元大島1585 0265-36-5344 居酒屋・創作料理
4742 南信 松川町 Barワンエイティー K-3262 下伊那郡松川町元大島1591-1 0265-48-0465 HP ダイニングバー・バル
4743 南信 松川町 酒のメガテン松川店 K-5713 下伊那郡松川町元大島1803-1 0265-34-1135 HP 土産物店, スーパーマーケット, その他土産物店

4744 南信 松川町 美富久 K-3668 下伊那郡松川町元大島3138-8 0265-36-2226 和食・寿司・天ぷら
4745 南信 松川町 旬処　寿司　政 K-3877 下伊那郡松川町元大島3836-16 0265-36-2270 和食・寿司・天ぷら
4746 南信 松川町 居酒屋　徳八 K-3882 下伊那郡松川町元大島3839-5 0265-36-2387 居酒屋・創作料理
4747 南信 松川町 奥村農園 K-2503 下伊那郡松川町元大島4763-2 0265-36-2677 果物狩り・観光農園 土産物店
4748 南信 松川町 まるもと農園 K-5637 下伊那郡松川町元大島5066-4 070-4008-5672 HP 果物狩り・観光農園 土産物店 その他グルメ
4749 南信 松川町 わァ食キッチンEAT K-3798 下伊那郡松川町上片桐2193-1 0265-37-1170 HP 丼もの
4750 南信 松川町 ファミリーマートJA上片桐店 K-4875 下伊那郡松川町上片桐2271-1 0265-37-1093 コンビニエンスストア
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信州割SPECIAL観光クーポン対象施設一覧
2022/10/18現在

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設 土産物店 飲食店 交通事業者

利用対象期間：宿泊期間（チェックイン日～チェックアウト日まで）

「信州割SPECIAL」観光クーポン券　令和3年6月18日（金）～令和4年12月21日（水）（予定）

TEL ホームページ
業種

No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

4751 南信 松川町 恵比寿屋商店 K-0577 下伊那郡松川町上片桐3309 0265-37-2020 その他土産物店
4752 南信 松川町 いずぎん・寿司 K-3698 下伊那郡松川町上片桐3851 0265-37-2338 HP 和食・寿司・天ぷら
4753 南信 松川町 JAみなみ信州　松川インター直売所　もなりん K-1755 下伊那郡松川町大島2181-1 0265-34-1256 HP 土産物店,その他土産物店
4754 南信 松川町 マルダイ大場農園 K-3311 下伊那郡松川町大島2319-2 0265-36-3238 HP 果物狩り・観光農園 土産物店 その他グルメ
4755 南信 松川町 信州まつかわ温泉　清流苑 K-1505 下伊那郡松川町大島2784-1 0265-36-2000 HP 日帰り温泉施設 土産物店 ファミリーレストラン
4756 南信 松川町 フォレストアドベンチャー・松川 K-1507 下伊那郡松川町大島2784-1 080-6936-8632 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

4757 南信 松川町 室内温水プール K-1508 下伊那郡松川町大島2784-1 0265-36-5565 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

4758 南信 松川町 リフレッシュタウンまつかわの里スポーツ施設 K-1579 下伊那郡松川町大島2784-1 0265-36-5520 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

4759 南信 松川町 まつかわの里スポーツ施設 K-2384 下伊那郡松川町大島2784-1 0265-36-5520 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

4760 南信 松川町 だんだん好きになる旅まつかわ K-5799 下伊那郡松川町大島2788-1 0265-36-7155 HP その他 その他土産物店 フレンチ
4761 南信 松川町 さんさんファーム森の家 K-0802 下伊那郡松川町大島2995 0265-36-6608 HP 料理体験, 果物狩り・観光農園 土産物店 焼肉・ホルモン
4762 南信 松川町 信州まし野ワイン K-4792 下伊那郡松川町大島3272 0265-36-3013 HP その他土産物店
4763 南信 松川町 VinVieワイナリーショップ K-1675 下伊那郡松川町大島3307-7 0265-49-0801 HP その他 その他土産物店
4764 南信 松川町 フルーツガーデン北沢 K-1536 下伊那郡松川町大島3347 0265-36-2534 HP 果物狩り・観光農園
4765 南信 松川町 りんごの森 K-4897 下伊那郡松川町大島3587 0265-36-5777 HP 果物狩り・観光農園 土産物店 焼肉・ホルモン
4766 南信 松川町 粋な居酒屋よかよか K-1654 下伊那郡松川町大島476-1 0265-36-6639 居酒屋・創作料理
4767 南信 大鹿村 するぎ農園 K-2757 下伊那郡大鹿村鹿塩1208-7 0265-39-3008 HP そば・うどん
4768 南信 大鹿村 塩の里直売所 K-3197 下伊那郡大鹿村鹿塩364-1 0265-39-2282 果物狩り・観光農園 土産物店 ファーストフード
4769 南信 大鹿村 湯元山塩館 K-0552 下伊那郡大鹿村鹿塩631-2 0265-39-1010 HP その他 土産物店
4770 南信 大鹿村 道の駅「歌舞伎の里大鹿」 K-2403 下伊那郡大鹿村大河原390 0265-39-2844 HP 道の駅 ラーメン・つけ麺
4771 南信 大鹿村 道の駅歌舞伎の里大鹿　おい菜 K-2755 下伊那郡大鹿村大河原390 0265-39-2228 道の駅 ファミリーレストラン
4772 南信 天龍村 ふれあいステーション龍泉閣 K-2672 下伊那郡天龍村平岡1280-4 0260-32-1088 日帰り温泉施設 その他土産物店 その他グルメ
4773 南信 天龍村 小梅の会売店 K-3334 下伊那郡天龍村平岡1280-4 0260-32-2220 土産物店
4774 南信 天龍村 ゆずすけ K-2668 下伊那郡天龍村平岡961 0260-31-0580 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店
4775 南信 売木村 売木村自然休養村管理センターささゆり荘 K-2533 下伊那郡売木村1-92 0260-28-2316 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4776 南信 売木村 森の宿　遊星館 K-1203 下伊那郡売木村45-71 0260-28-2340 HP 日帰り温泉施設, その他 土産物店 その他グルメ
4777 南信 売木村 ペンション風の森 K-3765 下伊那郡売木村525-1 0260-28-2800 HP その他 その他土産物店 その他グルメ
4778 南信 売木村 道の駅南信州うるぎ K-3932 下伊那郡売木村543-1 0260-28-1051 HP その他 道の駅
4779 南信 売木村 食事処ありがとう K-5402 下伊那郡売木村545-4 0260-28-2256 HP 定食屋
4780 南信 平谷村 ひまわり市場 K-3825 下伊那郡平谷村252 0265-48-2911 土産物店, 道の駅
4781 南信 平谷村 まつのや K-5927 下伊那郡平谷村308-1 0265-48-1131 HP その他 土産物店
4782 南信 豊丘村 ファミリーマート信州豊丘店 K-5570 下伊那郡豊丘村9079-1 0265-34-3004 コンビニエンスストア
4783 南信 豊丘村 四季彩市場 K-1440 下伊那郡豊丘村神稲12410 0265-48-8061 HP 土産物店, 道の駅
4784 南信 豊丘村 kitchenそらら K-1441 下伊那郡豊丘村神稲12410 0265-48-8061 HP 洋食
4785 南信 豊丘村 Bread & Sweets きらら K-1443 下伊那郡豊丘村神稲12410 0265-48-8061 HP カフェ・スイーツ
4786 南信 豊丘村 パルム豊丘 K-4636 下伊那郡豊丘村神稲12410番地 0265-35-8885 スーパーマーケット
4787 南信 豊丘村 北部タクシー豊丘 K-1618 下伊那郡豊丘村神稲336 0265-35-2347 HP タクシー
4788 南信 豊丘村 カフェ＆ダイニングen K-5418 下伊那郡豊丘村神稲359−5 0265-48-0240 HP カフェ・スイーツ
4789 南信 松川町 パティスリーアンサンブル K-2891 下伊那松川町元大島1341-1 0265-34-0226 カフェ・スイーツ
4790 南信 松川町 松尾酒店 K-1946 下伊那松川町大島1677 0265-36-2030 その他 その他土産物店
4791 南信 下諏訪町 シナノ精肉直営　焼肉楽園　下諏訪店 K-5735 下諏訪町湖浜6142-5 0266-26-8200 HP 焼肉・ホルモン
4792 南信 下諏訪町 八島山荘 K-3155 下諏訪町字東俣10618(八島高原) 0266-58-5357 HP 土産物店 その他グルメ
4793 南信 茅野市 浜焼太郎茅野駅前店 K-2763 茅野市7005 0266-55-4116 HP 居酒屋・創作料理
4794 南信 茅野市 ミスタードーナツ　茅野ショップ K-5367 茅野市ちの2620-2 0266-82-2346 カフェ・スイーツ
4795 南信 茅野市 アクアランド茅野 K-3011 茅野市ちの263-4 0266-73-1890 HP 日帰り温泉施設
4796 南信 茅野市 ピザ＆パスタ　SPADA K-2782 茅野市ちの2669コモドクアルト1F 0266-73-0080 HP イタリアン
4797 南信 茅野市 モスバーガー茅野沖田店沖田店 K-3503 茅野市ちの267-5 0266-73-8689 HP ファーストフード
4798 南信 茅野市 ファミリーマートちの本田 K-4855 茅野市ちの2674 0266-82-9403 コンビニエンスストア
4799 南信 茅野市 セブン-イレブン茅野市ちの店 K-4323 茅野市ちの276 0266-72-7260 コンビニエンスストア
4800 南信 茅野市 山下清・放浪美術館 K-3234 茅野市ちの2764-3 0266-72-9908 HP 博物館等
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4801 南信 茅野市 古民家 fumoku K-2500 茅野市ちの3038-1 070-1490-7716 HP 居酒屋・創作料理
4802 南信 茅野市 日産レンタカー茅野店 K-5814 茅野市ちの3483-1矢崎ビル1F 0266-71-1123 レンタカー
4803 南信 茅野市 駅レンタカー茅野営業所 K-1664 茅野市ちの3502 0266-72-4160 HP レンタカー
4804 南信 茅野市 山のおみやげ店 K-1230 茅野市ちの3502-1 0266-72-7663 HP 土産物店
4805 南信 茅野市 アルピコ交通株式会社茅野駅前案内所 K-2140 茅野市ちの3502-1 0266-72-2151 HP バス
4806 南信 茅野市 ちの旅アクティビティ K-2247 茅野市ちの3506 0266-78-7631 HP アウトドア・スポーツ体験,料理体験,その他

4807 南信 茅野市 NewDaysKIOSK茅野 K-4569 茅野市ちの3506 0266-82-5079 コンビニエンスストア
4808 南信 茅野市 モン蓼科 K-0287 茅野市ちの3506モンエイト2階 0266-72-9100 HP 土産物店
4809 南信 茅野市 福福屋　茅野西口駅前店 K-2201 茅野市ちの3506番地茅野駅ビルモンエイト1階 0266-73-6288 HP 居酒屋・創作料理
4810 南信 茅野市 旬彩割烹ほり K-2726 茅野市ちの3556-1 0266-72-2525 HP 居酒屋・創作料理
4811 南信 茅野市 PLUM SHOP 諏訪店 K-1070 茅野市ちの617-1 0266-78-6466 HP その他土産物店
4812 南信 茅野市 アニバーサリーチロル K-3242 茅野市ちの7015 0266-72-2547 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
4813 南信 茅野市 更科そば K-1403 茅野市ちの7021 0266-72-2655 HP そば・うどん
4814 南信 茅野市 味彩房かなめ K-1406 茅野市ちの上原256-1 0266-82-5777 HP 和食・寿司・天ぷら
4815 南信 茅野市 牛角諏訪インター店 K-1848 茅野市ちの上原266-1 0266-82-1129 焼肉・ホルモン
4816 南信 茅野市 大衆割烹　御食事処　伊織 K-3960 茅野市ちの上原やすらぎ271-5 0266-73-0437 HP 和食・寿司・天ぷら
4817 南信 茅野市 テンホウ諏訪インター店 K-4428 茅野市ちの丁田2766-3 0266-82-1040 HP ラーメン・つけ麺
4818 南信 茅野市 柚子の香 K-3766 茅野市宮川11400-21 0266-75-2565 HP 和食・寿司・天ぷら
4819 南信 茅野市 ナフコ　茅野店 K-5804 茅野市宮川1202-1 0266-82-7851 ホームセンター
4820 南信 諏訪市 勝味庵　本店 K-5938 茅野市宮川1388-10 0266-71-1777 定食屋
4821 南信 茅野市 梅月　本店 K-3456 茅野市宮川4274 0266-72-2076 HP 土産物店
4822 南信 茅野市 デリシア宮川店 K-5432 茅野市宮川4449-1 0266-73-4211 HP スーパーマーケット
4823 南信 茅野市 ケーヨーデイツー茅野店 K-4953 茅野市宮川4449-1ﾒﾘｰﾊﾟｰｸ内 0266-73-5163 HP ホームセンター
4824 南信 茅野市 ローソン茅野宮川店 K-4640 茅野市宮川4450-1 0266-73-8016 コンビニエンスストア
4825 南信 茅野市 丸井発酵パーク K-3156 茅野市宮川4529 0266-72-2272 HP その他 土産物店
4826 南信 茅野市 セブン-イレブン茅野宮川店 K-4320 茅野市宮川5788-1 0266-72-4788 コンビニエンスストア
4827 南信 茅野市 古民家 日向家 K-2563 茅野市玉川10379-1 0266-78-7456 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, その他 その他グルメ
4828 南信 茅野市 ホームベーカリーベルグ K-0747 茅野市玉川11398-306 0266-78-3841 HP その他グルメ
4829 南信 茅野市 yatsugatake J&N K-5236 茅野市玉川11400-1418 0266-75-2289 HP イタリアン
4830 南信 茅野市 ファミリーマート茅野神之原西店舗 K-4881 茅野市玉川2296-6 0266-82-7122 コンビニエンスストア
4831 南信 茅野市 麺屋　蔵人 K-3138 茅野市玉川4147-1 0266-82-3335 HP ラーメン・つけ麺
4832 南信 茅野市 テンホウスポーツ公園店 K-4430 茅野市玉川4623-1 0266-82-0100 HP ラーメン・つけ麺
4833 南信 茅野市 デイリーヤマザキ茅野運動公園前店 K-4822 茅野市玉川4628-1 0266-82-8050 コンビニエンスストア
4834 南信 茅野市 セブン-イレブン茅野長峰店 K-4473 茅野市玉川4842-1 0266-73-7715 その他 コンビニエンスストア
4835 南信 茅野市 玉宮温泉　望岳の湯 K-3015 茅野市玉川6128-2 0266-82-8833 HP 日帰り温泉施設
4836 南信 茅野市 金沢温泉　金鶏の湯 K-3013 茅野市金沢2316-1 0266-82-1503 HP 日帰り温泉施設
4837 南信 茅野市 勝山そば店 K-4223 茅野市金沢2332 0266-82-3556 そば・うどん
4838 南信 茅野市 八ヶ岳名湯　唐沢鉱泉 K-3816 茅野市湖東1323 0266-76-2525 HP 日帰り温泉施設 土産物店 そば・うどん
4839 南信 茅野市 ニューヤマザキデイリーストア茅野湖東店 K-4821 茅野市湖東6105-1 0266-78-2715 コンビニエンスストア
4840 南信 茅野市 八ヶ岳サイクリング K-0855 茅野市湖東641-2 080-6934-0674 HP アウトドア・スポーツ体験
4841 南信 茅野市 ぴざ屋 K-5718 茅野市湖東6595-240 0266-78-2912 イタリアン
4842 南信 茅野市 栄町 K-3137 茅野市湖東6595-359 0266-77-3355 HP 和食・寿司・天ぷら
4843 南信 茅野市 そば処 登美 K-5719 茅野市湖東6595-386 0266-78-2717 そば・うどん
4844 南信 茅野市 信州漬物専門店　信濃坂 K-4082 茅野市湖東花蒔6595-235 0266-78-2054 土産物店, その他土産物店
4845 南信 茅野市 焼肉 東山食堂 茅野店 K-4830 茅野市湖東花蒔6595-475 0266-77-2989 HP 焼肉・ホルモン
4846 南信 茅野市 河原温泉　河原の湯 K-3012 茅野市泉野1616-2 0266-79-6162 HP 日帰り温泉施設
4847 南信 茅野市 アルペン諏訪インター店 K-5530 茅野市中沖11-2 0266-82-2112 HP その他土産物店
4848 南信 茅野市 カンデオホテルズ茅野 K-3788 茅野市中沖2−7 0266-71-1300 HP 土産物店 その他グルメ
4849 南信 茅野市 ヤマト開発㈱トラベル K-0372 茅野市中沖2023-1 0266-82-1188 その他
4850 南信 茅野市 レストラン　シェ岩波 K-2911 茅野市中沖5-10 0266-82-1755 HP フレンチ
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4851 南信 茅野市 ローソン茅野中沖店 K-4739 茅野市中沖6-10 0266-73-1723 コンビニエンスストア
4852 南信 茅野市 硫黄岳山荘 K-5331 茅野市中大塩13-73 090-3142-8465 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
4853 南信 茅野市 夏沢鉱泉 K-5335 茅野市中大塩13-73 090-4158-4545 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
4854 南信 茅野市 根石岳山荘 K-5336 茅野市中大塩13-73 090-3142-8465 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
4855 南信 茅野市 ととバルギョぎょGyo K-3297 茅野市仲町11-2 070-1057-3356 居酒屋・創作料理
4856 南信 茅野市 ゑびす一丁目 K-3298 茅野市仲町11-2 0266-55-9299 焼鳥・串揚げ
4857 南信 茅野市 炭焼酒場八咫烏 K-4048 茅野市仲町11-2 0266-75-0323 焼鳥・串揚げ
4858 南信 茅野市 すみかまど茅野店 K-0665 茅野市仲町15-16 0266-78-7244 HP 居酒屋・創作料理
4859 南信 茅野市 呉竹鮨 K-3344 茅野市仲町9-10 0266-72-2546 HP 和食・寿司・天ぷら
4860 南信 茅野市 唐揚げのやまざき　茅野本店 K-2323 茅野市塚原1-20-8 0266-82-4129 HP 定食屋
4861 南信 茅野市 オギノ茅野店 K-5244 茅野市塚原1丁目17-1 0266-71-2500 HP スーパーマーケット
4862 南信 茅野市 ファミリーマート茅野塚原二丁目店 K-4834 茅野市塚原2-11-33 0266-71-1003 コンビニエンスストア
4863 南信 茅野市 CAVE福寿屋 K-2859 茅野市塚原2-18-35 0266-72-3084 HP その他 土産物店, その他土産物店
4864 南信 茅野市 アルピコタクシー株式会社茅野営業所 K-0282 茅野市塚原2-2-11 0266-71-1191 HP タクシー
4865 南信 茅野市 キタノイチバ 茅野市役所前店 K-2168 茅野市塚原2-2-7SKYビル1階 0266-72-8188 HP 居酒屋・創作料理
4866 南信 茅野市 ファミリーレストラン　ウッドマン K-3250 茅野市塚原2-3-6 0266-72-3813 HP 洋食
4867 南信 茅野市 テンホウ塚原店 K-4427 茅野市塚原2-5-13 0266-73-5221 HP ラーメン・つけ麺
4868 南信 茅野市 そばのさと K-1624 茅野市塚原2丁目15-16 0266-73-0209 HP そば・うどん
4869 南信 茅野市 君待荘 K-0105 茅野市白樺湖3419-1 0266-68-3300 HP 乗り物体験 土産物店
4870 南信 茅野市 白樺湖観光センター K-2456 茅野市白樺湖3419-3 0266-68-2255 HP 土産物店
4871 南信 茅野市 蓼科高原チーズケーキ工房 K-1572 茅野市米沢127-1 0266-82-8286 土産物店
4872 南信 茅野市 たまごとミルクとりんごの樹　蓼科店 K-1576 茅野市米沢127-1 0266-78-6618 その他土産物店
4873 南信 茅野市 チェルビアットカフェ K-4090 茅野市米沢13-3 0266-78-7558 HP カフェ・スイーツ
4874 南信 茅野市 ウエルシア茅野米沢店 K-4186 茅野市米沢200-1 0266-82-8710 HP ドラッグストア
4875 南信 茅野市 テンホウ米沢店 K-4622 茅野市米沢221-1 0266-73-9151 ラーメン・つけ麺
4876 南信 茅野市 ローソン茅野米沢店 K-4494 茅野市米沢3094-1 0266-82-0133 コンビニエンスストア
4877 南信 茅野市 信州味屋敷ささおか K-3530 茅野市米沢3158 0266-72-7411 HP そば・うどん
4878 南信 茅野市 割烹たむら K-2044 茅野市米沢3733-2 0266-82-1900 HP 和食・寿司・天ぷら
4879 南信 茅野市 レストランドミンゴ茅野店 K-2558 茅野市米沢3775-2 0266-73-0537 HP 洋食
4880 南信 茅野市 京風しなの料理　きよみず K-1929 茅野市米沢3846-4 0266-75-0807 HP 和食・寿司・天ぷら
4881 南信 茅野市 そばきり道玄 K-1648 茅野市米沢3863 0266-78-7874 HP そば・うどん
4882 南信 茅野市 腸詰屋 蓼科店 K-0426 茅野市米沢3874-6 0266-73-5378 HP 土産物店 その他グルメ
4883 南信 茅野市 たてしな自由農園茅野店 K-0429 茅野市米沢3905-1 0266-75-5510 HP 土産物店
4884 南信 茅野市 米沢温泉　塩壺の湯 K-3016 茅野市米沢6845 0266-71-1655 HP 日帰り温泉施設
4885 南信 茅野市 長寿更科 K-2334 茅野市米沢7698 0266-73-6606 HP そば・うどん
4886 南信 茅野市 梅月　米沢店 K-3455 茅野市米沢7706-1 0266-82-2480 HP 土産物店
4887 南信 茅野市 松尾商店 K-2219 茅野市米沢北大塩3833番地1 0266-72-8617 土産物店
4888 南信 茅野市 ローソン茅野豊平店 K-4700 茅野市豊平1676 0266-82-1120 コンビニエンスストア
4889 南信 茅野市 ヌーベル梅林堂　茅野店 K-2264 茅野市豊平1936-1 0266-82-2248 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
4890 南信 茅野市 八ヶ岳オーレン小屋 K-0054 茅野市豊平2472 090-1549-0599 HP 土産物店 定食屋
4891 南信 茅野市 レストランHiko K-1267 茅野市豊平3228-14レストランHiko内 0266-77-2484 HP 洋食
4892 南信 茅野市 Pain de Tonalite K-3198 茅野市豊平3290-1 0266-78-9789 カフェ・スイーツ
4893 南信 茅野市 梅蔵 K-3179 茅野市豊平3508-1 0266-82-7050 HP イタリアン
4894 南信 茅野市 ａｔｔａｃａ　～あったか～ K-3388 茅野市豊平4424 0266-75-2166 洋食
4895 南信 茅野市 フォレストカントリークラブ三井の森 K-3053 茅野市豊平4734-3888 0266-76-2300 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

4896 南信 茅野市 尖石温泉　縄文の湯 K-3014 茅野市豊平4734-7821 0266-71-6080 HP 日帰り温泉施設
4897 南信 茅野市 鮨処　みつ山 K-2287 茅野市豊平4734-7906縄文の湯上 0266-71-6131 HP 和食・寿司・天ぷら
4898 南信 茅野市 鹿島南蓼科ゴルフコース K-0184 茅野市豊平7702 0266-76-2222 HP レジャー施設
4899 南信 茅野市 シャレーグリンデル K-0047 茅野市豊平7702番地310チェルトの森鳴岩2-1-9 0266-76-2024 HP フレンチ
4900 南信 茅野市 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 K-3039 茅野市豊平字東嶽10289番地 0266-76-5527 HP レジャー施設
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4901 南信 茅野市 食菜喜多山 K-3760 茅野市豊平字日影田1940-5 0266-82-7717 HP 洋食
4902 南信 茅野市 テンホウ豊平店 K-4429 茅野市豊平若宮1935-1 0266-73-1040 HP ラーメン・つけ麺
4903 南信 茅野市 山の宿明治温泉 K-1627 茅野市豊平東岳4734明治温泉 0266-67-2660 HP 日帰り温泉施設 その他グルメ
4904 南信 茅野市 音無の湯 K-5298 茅野市北山2977-1 0266-77-3939 HP 日帰り温泉施設 土産物店 そば・うどん
4905 南信 茅野市 シャンブルドートピステ K-2486 茅野市北山3412-121 0266-68-2219 HP ダイニングバー・バル
4906 南信 茅野市 車山ガイドクラブ K-2488 茅野市北山3412-121 0266-68-2219 HP アウトドア・スポーツ体験
4907 南信 茅野市 プチペンショングリーングラス K-3273 茅野市北山3412-122 0266-68-2028 HP 土産物店
4908 南信 茅野市 車山高原ゲストハウスうらら K-2984 茅野市北山3412-214 0266-75-2897 HP 居酒屋・創作料理
4909 南信 茅野市 ペンションベストフレンド K-0618 茅野市北山3412-60 0266-68-2379 HP 洋食
4910 南信 茅野市 プチペンション パオパオ K-1029 茅野市北山3412-87 0266-68-2363 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店 洋食
4911 南信 茅野市 ペンション　サリュ K-1816 茅野市北山3412-92 0266-55-1615 HP 洋食
4912 南信 茅野市 Eco-Stay TOSS K-0676 茅野市北山3412ペンショントス 0266-68-3060 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店 洋食
4913 南信 茅野市 断食道場コーナーストーン K-5941 茅野市北山3412番地89 0266-55-2530 HP 土産物店, その他土産物店
4914 南信 茅野市 車山高原SKYPARK RESORT K-1433 茅野市北山3413 0266-68-2723 HP その他 土産物店 その他グルメ
4915 南信 茅野市 プチホテル花南 K-3123 茅野市北山3413 0266-68-2077 HP 料理体験, リゾートテレワーク体験, その他 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4916 南信 茅野市 リゾートインライムライト K-3812 茅野市北山3413 0266-68-2573 HP 洋食
4917 南信 茅野市 リゾートインカプリス K-0212 茅野市北山3413-110 0266-68-3122 HP ダイニングバー・バル
4918 南信 茅野市 リゾートイン　スクアミッシュ K-4055 茅野市北山3413-125 0266-68-3201 HP 土産物店 イタリアン
4919 南信 茅野市 ペットと泊まれる宿ゲストハウスベルン K-2649 茅野市北山3413-127 0266-68-2464 HP 土産物店
4920 南信 茅野市 オーベルジュ　ラ・メイジュ K-2681 茅野市北山3413-17 0266-68-3939 HP その他土産物店 フレンチ
4921 南信 茅野市 車山ハイランドホテル K-3093 茅野市北山3413-27 0266-68-2116 HP リゾートテレワーク体験 土産物店
4922 南信 茅野市 プチホテル花南 K-1732 茅野市北山3413-38 0266-68-2077 料理体験 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4923 南信 茅野市 サン　ロレンツォ　ゲストハウス K-4054 茅野市北山3413-69 090-2384-6669 土産物店 イタリアン
4924 南信 茅野市 リゾートイン　モンテフローラ K-0108 茅野市北山3413-80 0266-68-2380 洋食
4925 南信 茅野市 はちみつ蔵 K-0179 茅野市北山3413-81 0266-68-2444 HP 土産物店
4926 南信 茅野市 小さな森の宿　ぎんのさじ K-0468 茅野市北山3413-81 0266-68-2444 HP その他
4927 南信 茅野市 リゾートイン　ジェントル K-2721 茅野市北山3413―73リゾートインジェントル 0266-68-3348 HP フレンチ
4928 南信 茅野市 リゾートイン　ミスティ K-0749 茅野市北山3413リゾートイン・ミスティ 0266-68-3036 HP フレンチ
4929 南信 茅野市 車山高原スカイパークホテル K-0329 茅野市北山3414スカイパークホテル 0266-68-2221 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, その他 土産物店, その他土産物店
4930 南信 茅野市 こだわりの漬物　信濃路屋 K-4203 茅野市北山3416-18 0266-78-2054 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店

4931 南信 茅野市 そば処緑苑 K-3335 茅野市北山3418 0266-68-2210 HP そば・うどん
4932 南信 茅野市 そば処　緑苑 K-3345 茅野市北山3418 0266-68-2210 そば・うどん
4933 南信 茅野市 白樺湖ホテルパイプのけむり K-0379 茅野市北山3418-1 0266-68-2000 HP その他
4934 南信 茅野市 旅館 山幸閣 K-3318 茅野市北山3418-32 0266-68-2021 HP 土産物店
4935 南信 茅野市 サワルージュ K-1676 茅野市北山3419 0266-68-2277 HP 洋食
4936 南信 茅野市 八ヶ岳アドベンチャーツアーズ K-2307 茅野市北山3419 0266-68-1007 HP アウトドア・スポーツ体験
4937 南信 茅野市 白樺湖ロイヤルヒル K-3548 茅野市北山3419 0266-68-2120 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 その他グルメ
4938 南信 茅野市 湖畔のアウトドアショップHygge K-3933 茅野市北山3419 050-5526-4408 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店
4939 南信 茅野市 ホープロッヂ乗馬牧場 K-0331 茅野市北山3419-1 0266-68-2017 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店
4940 南信 茅野市 珈琲＆BEANS　カリオモン K-0537 茅野市北山3419-1 0266-55-2139 HP その他 カフェ・スイーツ
4941 南信 茅野市 ホテル晴明荘 K-3099 茅野市北山3419-1 0266-68-2041 HP 土産物店
4942 南信 茅野市 きみまち庵 K-4709 茅野市北山3419-1 090-5211-8324 HP そば・うどん
4943 南信 茅野市 花の館　亀屋ホテル K-5933 茅野市北山3419-1 0266-68-2001 土産物店
4944 南信 茅野市 モロパークエンターテイメント K-3586 茅野市北山3419-10 0266-68-2085 その他グルメ
4945 南信 茅野市 マンモスおみやげセンター K-0088 茅野市北山3419-1マンモスおみやげセンター 0266-68-2038 HP 土産物店
4946 南信 茅野市 天空の館　八子ヶ峰ホテル K-1191 茅野市北山3424 0266-68-2341 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店 その他グルメ
4947 南信 茅野市 寛ぎの宿　澤右衛門 K-5524 茅野市北山3424 0266-68-2411 HP 土産物店
4948 南信 茅野市 プチペンション蓼科壱番館 K-2728 茅野市北山4026-1203 0266-69-3619 HP 洋食
4949 南信 茅野市 ペンションベルクコット K-0135 茅野市北山4026-1204 0266-60-2461 HP 各国料理
4950 南信 茅野市 ゲストハウス　クロイツェル K-2745 茅野市北山4026-1208　東急リゾートタウン蓼科 0266-60-2001 HP 洋食
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4951 南信 茅野市 ペンションラプラネート　ハンモックカフェ K-2749 茅野市北山4026-1213 0266-55-2447 HP カフェ・スイーツ
4952 南信 茅野市 ペンション　ラ・プラネート K-2927 茅野市北山4026-1213 0266-55-2447 HP ダイニングバー・バル
4953 南信 茅野市 蓼科グランドホテル滝の湯 K-0428 茅野市北山4028 0266-67-2525 HP 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
4954 南信 茅野市 蓼科高原カントリークラブ K-0136 茅野市北山4035 0266-67-2201 HP レジャー施設 土産物店 ファミリーレストラン
4955 南信 茅野市 蓼科　親湯温泉 K-0497 茅野市北山4035 0266-67-2020 HP 土産物店
4956 南信 茅野市 A&C みすず K-1859 茅野市北山4035 0266-67-2119 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

4957 南信 茅野市 北八ヶ岳ロープウェイ K-2720 茅野市北山4035 0266-67-2009 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

4958 南信 茅野市 そば三五十屋 K-3504 茅野市北山4035 0266-67-2116 HP そば・うどん
4959 南信 茅野市 蓼科リゾート　蓼科湖レジャーランド K-0578 茅野市北山4035-170 0266-67-2213 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

4960 南信 茅野市 蓼科リゾート　共同浴場 K-0705 茅野市北山4035-170 0266-67-2100 HP 日帰り温泉施設
4961 南信 茅野市 露天風呂のオーベルジュ　つつじとかえで K-0619 茅野市北山4035-2 0266-67-3730 HP 日帰り温泉施設 フレンチ
4962 南信 茅野市 蓼科牛Ittou K-1049 茅野市北山4035-205 0266-75-1296 焼肉・ホルモン
4963 南信 茅野市 ペンション ピラタス ２ K-0389 茅野市北山4035-2148 0266-67-4150 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 土産物店 その他グルメ
4964 南信 茅野市 泊まれるレストラン　ペンションピラタス K-2679 茅野市北山4035-2204 0266-78-6687 HP その他
4965 南信 茅野市 蓼科リゾートインプリマリオ K-2378 茅野市北山4035-2206 0266-67-4181 HP イタリアン
4966 南信 茅野市 四季の宿　すばる K-0169 茅野市北山4035-2224 090-7219-4291 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

4967 南信 茅野市 ハイランドリゾートアゲイン K-2931 茅野市北山4035-2309 0266-67-2710 HP その他土産物店
4968 南信 茅野市 蓼科アミューズメント水族館 K-2956 茅野市北山4035-2409 0266-67-4880 HP 博物館等 土産物店
4969 南信 茅野市 アインソフリブル蓼科店 K-4778 茅野市北山4035-2906道の駅ビーナスライン蓼科湖キッチンカー内 070-7572-1177 HP ファーストフード
4970 南信 茅野市 茅野茶輪たてしな日和 K-2849 茅野市北山4035-65 0266-55-3365 HP その他土産物店 カフェ・スイーツ
4971 南信 茅野市 テラス蓼科リゾート&スパ K-2016 茅野市北山4035-949 0266-67-0100 HP その他土産物店 その他グルメ
4972 南信 茅野市 リゾートホテル蓼科 K-0074 茅野市北山4035リゾートホテル蓼科 0266-67-2626 HP レジャー施設, 日帰り温泉施設 その他グルメ
4973 南信 茅野市 KAYA K-5967 茅野市北山4976-2 090-7279-5145 土産物店, その他土産物店
4974 南信 茅野市 蓼科高原　バラクラ　イングリッシュガーデン K-1198 茅野市北山5047 0266-77-2019 HP レジャー施設, その他 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
4975 南信 茅野市 横谷温泉旅館 K-0153 茅野市北山5513 0266-67-2080 HP 日帰り温泉施設 土産物店 居酒屋・創作料理
4976 南信 茅野市 オーベルジュ・エスポワール K-2844 茅野市北山5513-142 0266-67-4250 HP 土産物店 フレンチ
4977 南信 茅野市 観音SOBA K-2815 茅野市北山5513-197 090-4442-8059 HP そば・うどん
4978 南信 茅野市 青空の扉　犬と泊まれるプチホテル K-1495 茅野市北山5513-90蓼科ビレッジ緑山152 0266-78-0015 HP フレンチ
4979 南信 茅野市 いろりの宿蓼科パークホテル K-0085 茅野市北山5522 0266-67-2600 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4980 南信 茅野市 信州手打ちそば工房　遊楽庵 K-0174 茅野市北山5522-281 0266-67-2343 HP 料理体験 土産物店 そば・うどん
4981 南信 茅野市 ベーカリーレストランエピ K-0815 茅野市北山5522-373 0266-67-5311 HP その他グルメ
4982 南信 茅野市 豪族の館大東園 K-2090 茅野市北山5522-451 0266-67-4655 HP そば・うどん
4983 南信 茅野市 たてしな藍 K-2354 茅野市北山5522番地 0266-67-5030 土産物店 和食・寿司・天ぷら
4984 南信 茅野市 蓼科そば メルヘン K-3846 茅野市北山5522蓼科中央高原 0266-67-3467 そば・うどん
4985 南信 茅野市 ポールズキッチン K-2537 茅野市北山5744-2 0266-55-3773 HP 洋食
4986 南信 茅野市 白駒荘 K-3672 茅野市北山6581 090-1549-0605 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
4987 南信 茅野市 TINY GARDEN蓼科 -Camp,Loged&Cabin- K-0734 茅野市北山8606-1 0266-67-2234 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店 その他グルメ
4988 南信 茅野市 HYTTER LODGE＆CABINS K-1176 茅野市北山8606-7 0266-78-8278 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 土産物店 カフェ・スイーツ
4989 南信 茅野市 蓼科湖畔　蓼の花 K-2718 茅野市北山8611 0266-67-2078 アウトドア・スポーツ体験 和食・寿司・天ぷら
4990 南信 茅野市 蓼科イルポルト K-5754 茅野市北山栗平4035-68 0266-71-5533 イタリアン
4991 南信 茅野市 東急ハーヴェストクラブ蓼科 K-0071 茅野市北山字鹿山4026-2 0266-60-2101 土産物店
4992 南信 茅野市 東急ハーヴェストクラブ蓼科レストランラコルタ K-0112 茅野市北山字鹿山4026-2 0266-60-2101 イタリアン
4993 南信 茅野市 蓼科東急ホテル K-0122 茅野市北山字鹿山4026-2 0266-69-3109 HP その他 土産物店 その他グルメ
4994 南信 茅野市 蓼科東急タウンセンター K-0954 茅野市北山字鹿山4026-2 0266-69-3211 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 土産物店
4995 南信 茅野市 蓼科東急ゴルフコース K-1769 茅野市北山字鹿山4026-2 0266-69-3121 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店 その他グルメ
4996 南信 茅野市 グラマラスダイニング蓼科 K-0482 茅野市北山字鹿山4026-2グラマラスダイニング蓼科 0266-71-9211 HP その他グルメ
4997 南信 茅野市 欧風料理アンファミーユ K-5645 茅野市北山字鹿山4026-2東急リゾートタウン内 0266-69-3117 HP フレンチ
4998 南信 茅野市 フォレストアドベンチャー・蓼科 K-5489 茅野市北山字鹿山4026-2東急リゾートタウン蓼科内 080-8144-1410 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

4999 南信 茅野市 ホテルハーヴェスト蓼科 K-1620 茅野市北山字鹿山4026番地2 0266-69-3200 HP その他 土産物店
5000 南信 茅野市 スパリゾート鹿山の湯 K-1629 茅野市北山字鹿山4026番地2 0266-69-3800 HP 日帰り温泉施設
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5001 南信 茅野市 信州膳処TATESHINA喜多山 K-3761 茅野市北山鹿山4026-2 0266-69-3981 HP 和食・寿司・天ぷら
5002 南信 茅野市 レストラン　白樺湖榮園 K-3236 茅野市北山白樺湖3419-1 0266-75-1965 洋食
5003 南信 茅野市 すずらんの湯 K-3017 茅野市北山白樺湖3419-84 0266-68-3424 HP 日帰り温泉施設
5004 南信 茅野市 takibi hut K-1452 茅野市北山白樺湖3419−75 0267-55-7891 HP アウトドア・スポーツ体験
5005 南信 茅野市 北八ヶ岳ロープウェイ K-2829 茅野市北山蓼科4035 0266-67-2009 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, その他

5006 南信 茅野市 万葉堂名産百貨店 K-2897 茅野市北山蓼科4035-15 0266-67-2014 HP 土産物店
5007 南信 茅野市 森のペンション Ｗａｎらいふ K-2545 茅野市北山蓼科4035-1石臼台D-1 0266-78-3982 HP その他土産物店
5008 南信 茅野市 炭火焼肉　信濃亭 K-2811 茅野市本町西1-26 0266-72-5729 焼肉・ホルモン
5009 南信 茅野市 九蔵 K-4062 茅野市本町西15−36 0266-82-3990 HP 土産物店
5010 南信 茅野市 ウエルシア茅野本町店 K-4187 茅野市本町西4604-1 0266-82-8210 HP ドラッグストア
5011 南信 茅野市 セブン-イレブン茅野本町西店 K-4322 茅野市本町西4642-1 0266-72-5711 コンビニエンスストア
5012 南信 茅野市 ハルピン味噌らーめん雷蔵 K-2318 茅野市本町西9-24 0266-55-2706 HP ラーメン・つけ麺
5013 南信 茅野市 ツルヤ茅野店 K-5123 茅野市本町東10-58 0266-75-0611 スーパーマーケット
5014 南信 茅野市 炭火焼肉　信州亭 K-2810 茅野市本町東15-8明藤ビル1F 0266-82-2929 焼肉・ホルモン
5015 南信 茅野市 たきもと酒店 K-5985 茅野市本町東2−14 0266-72-3021 土産物店, その他土産物店
5016 南信 茅野市 ドラッグコスコ茅野店 K-5170 茅野市本町東４９９２－６ 0266-82-1820 ドラッグストア
5017 南信 茅野市 ファミリーマート茅野本町東 K-4869 茅野市本町東7-55 0266-82-5661 コンビニエンスストア
5018 南信 茅野市 そばきり吉成 K-1621 茅野市本町東7-61 0266-73-9910 HP そば・うどん
5019 南信 茅野市 セブン－イレブン茅野城山店 K-4319 茅野市本町東8-13 0266-73-6155 コンビニエンスストア
5020 南信 茅野市 エクシブ蓼科 K-2320 茅野市蓼科高原北山4035 0266-71-8111 HP その他土産物店 その他グルメ
5021 南信 駒ヶ根市 駒ヶ根高原スキー場 K-3719 駒ヶ根市5-879 0265-83-4000 HP レジャー施設
5022 南信 駒ヶ根市 デリシア駒ヶ根店 K-5439 駒ヶ根市下市場11-11 0265-82-7735 HP スーパーマーケット
5023 南信 駒ヶ根市 こまくさ観光（こま旅） K-0318 駒ヶ根市下平670番地1 0265-98-7078 HP バス
5024 南信 駒ヶ根市 セブン-イレブン駒ヶ根上穂栄町店 K-4518 駒ヶ根市上穂栄町25-28 0265-81-4616 コンビニエンスストア
5025 南信 駒ヶ根市 セブン-イレブン駒ヶ根中央店 K-4807 駒ヶ根市上穂南1-7 0265-83-7011 コンビニエンスストア
5026 南信 駒ヶ根市 カフェグース K-2549 駒ヶ根市上穂北11-14 0275-83-7777 HP 洋食
5027 南信 駒ヶ根市 らーめん道　黒こくや K-0777 駒ヶ根市上穂北145 0265-82-3995 HP ラーメン・つけ麺
5028 南信 駒ヶ根市 ファミリーマート駒ヶ根アクセス店 K-4898 駒ヶ根市上穂北26-2 0265-81-1013 コンビニエンスストア
5029 南信 駒ヶ根市 ココス駒ヶ根店 K-3481 駒ヶ根市上穂北26-3 0265-82-8410 HP その他 その他土産物店 ファミリーレストラン
5030 南信 駒ヶ根市 魚民　駒ケ根店 K-2165 駒ヶ根市上穂北3-6ビデオスクリプトテナント1階 0265-82-2788 HP 居酒屋・創作料理
5031 南信 駒ヶ根市 いな垣 K-3031 駒ヶ根市赤須町18-11 0265-83-8080 HP そば・うどん
5032 南信 駒ヶ根市 セブン-イレブン駒ヶ根伊南バイパス店 K-4808 駒ヶ根市赤穂10025-1 0265-82-7118 コンビニエンスストア
5033 南信 駒ヶ根市 ツルヤ赤穂店 K-5121 駒ヶ根市赤穂10271-1 0265-98-6711 スーパーマーケット
5034 南信 駒ヶ根市 かっぱ寿司駒ヶ根店 K-3838 駒ヶ根市赤穂1347-1 0265-82-8006 和食・寿司・天ぷら
5035 南信 駒ヶ根市 馬見塚旅館 K-2730 駒ヶ根市赤穂14-326 0265-83-2324 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
5036 南信 駒ヶ根市 セブン-イレブン駒ヶ根大徳原店 K-4732 駒ヶ根市赤穂14-625 0265-81-6118 コンビニエンスストア
5037 南信 駒ヶ根市 セブン-イレブン駒ヶ根古田切店 K-4290 駒ヶ根市赤穂14630-2 0265-81-9855 コンビニエンスストア
5038 南信 駒ヶ根市 元祖光前寺そば　やまだや保翁 K-2465 駒ヶ根市赤穂147-2 0265-83-0141 HP 土産物店 そば・うどん
5039 南信 駒ヶ根市 ファミリーマート駒ヶ岳SA上り K-5872 駒ケ根市赤穂15-160 0265-82-1147 HP コンビニエンスストア
5040 南信 駒ヶ根市 ホテルルートイン駒ヶ根インター K-2602 駒ヶ根市赤穂1503-1 0265-82-7011 HP 居酒屋・創作料理
5041 南信 駒ヶ根市 カレーハウスCoCo壱番屋　駒ヶ根インター店 K-1202 駒ヶ根市赤穂1505-1 0265-82-6708 HP 洋食
5042 南信 駒ヶ根市 養命酒健康の森 K-2989 駒ヶ根市赤穂16410 0265-82-3310 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
5043 南信 駒ヶ根市 露天　こぶしの湯 K-1298 駒ヶ根市赤穂23-170 0265-83-7227 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設

5044 南信 駒ヶ根市 駒ヶ根高原家族旅行村 K-1312 駒ヶ根市赤穂23-170 0265-83-7227 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設

5045 南信 駒ヶ根市 駒ヶ根ユースホステル K-1497 駒ヶ根市赤穂25-1 0265-83-3856 HP その他土産物店
5046 南信 駒ヶ根市 お菓子の里　信州苑光前寺店 K-1679 駒ヶ根市赤穂31-4 0265-83-7725 土産物店
5047 南信 駒ヶ根市 信州苑 光前寺店内　ナチュラル・サポート K-2331 駒ヶ根市赤穂31-4 0265-76-2684 土産物店
5048 南信 駒ヶ根市 和みの湯宿なかやま K-0660 駒ヶ根市赤穂35-6 0265-83-5228 HP 和食・寿司・天ぷら
5049 南信 駒ヶ根市 山野草の宿　二人静 K-1080 駒ヶ根市赤穂4-161 0265-81-8181 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

5050 南信 駒ヶ根市 西山荘 K-2505 駒ヶ根市赤穂497-1153 0265-83-2625 HP 日帰り温泉施設 土産物店

101

https://tsuku2.jp/Kitayama
https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/kankou/276.html
https://takibihut.com
http://www.kitayatu.jp
http://www.suwa-net.com/mokubou/home/manyoudo.html
http://wanlife2082.com
https://kuzou.jimdo.com/
https://stores.welcia.co.jp/6338D
http://harupin.jp
https://yuyashirosoba.wixsite.com/mysite-3
https://xiv.jp/tate/
https://komaganeski.com/
http://www.delicia-web.co.jp
https://komatabi.net/
https://goos.cafe
http://jagena.me
https://www.cocos-jpn.co.jp/
https://www.monteroza.co.jp/
http://www.sousukatudon.jp/
http://mamizuka.com
http://yamadaya-yasuou.com
https://www.family.co.jp/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_581/
https://www.ichibanya.co.jp
https://www.yomeishu.co.jp/komagane/
https://chuo-alps-resort.com/family/
https://chuo-alps-resort.com/family/
http://www.komagane-yh.com
https://yuyado-nakayama.com/
http://futarishizuka.com
http://komagane-seizanso.com/


信州割SPECIAL観光クーポン対象施設一覧
2022/10/18現在

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設 土産物店 飲食店 交通事業者

利用対象期間：宿泊期間（チェックイン日～チェックアウト日まで）

「信州割SPECIAL」観光クーポン券　令和3年6月18日（金）～令和4年12月21日（水）（予定）

TEL ホームページ
業種

No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

5051 南信 駒ヶ根市 ホテルやまぶき K-0834 駒ヶ根市赤穂497-1497 0265-83-3870 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
5052 南信 駒ヶ根市 カントリーカフェ K-0918 駒ヶ根市赤穂497-2048 0265-81-1166 HP カフェ・スイーツ
5053 南信 駒ヶ根市 B.B.ステーキ K-0232 駒ヶ根市赤穂497-444 0265-96-0929 HP 鉄板・ステーキ
5054 南信 駒ヶ根市 ビアンデさくら亭 K-1968 駒ヶ根市赤穂497-529 0265-81-4186 HP 土産物店 その他グルメ
5055 南信 駒ヶ根市 わかば商店 K-5059 駒ヶ根市赤穂497-529 090-4620-0379 土産物店
5056 南信 駒ヶ根市 カフェカリーノ K-2942 駒ヶ根市赤穂497-986 0265-83-1828 カフェ・スイーツ
5057 南信 駒ヶ根市 Coffee Ｈouse WOOD INN K-5472 駒ヶ根市赤穂5-1119 0265-83-8024 カフェ・スイーツ
5058 南信 駒ヶ根市 リトリートカフェ　シュシュロサ K-0081 駒ヶ根市赤穂5-1198 0265-83-5155 カフェ・スイーツ
5059 南信 駒ヶ根市 駒ケ根高原リトリートすずらん颯 K-0186 駒ヶ根市赤穂5-1198 0265-83-5155 HP 日帰り温泉施設 土産物店
5060 南信 駒ヶ根市 ALTERNA KITCHEN K-4941 駒ヶ根市赤穂5-1198すずらん颯1F 0265-75-9022 カフェ・スイーツ
5061 南信 駒ヶ根市 駒ヶ根高原リゾートリンクス K-1619 駒ヶ根市赤穂5番1086 0265-82-8511 HP 土産物店
5062 南信 駒ヶ根市 ローソン駒ヶ根赤穂店 K-4690 駒ヶ根市赤穂7183-1 0265-96-7036 コンビニエンスストア
5063 南信 駒ヶ根市 こまくさの湯 K-0858 駒ヶ根市赤穂759-4 0265-81-8100 HP 日帰り温泉施設
5064 南信 駒ヶ根市 駒ヶ根キャンプセンター K-0884 駒ヶ根市赤穂759-437 0265-83-9013 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

5065 南信 駒ヶ根市 すずらんハウス K-0348 駒ヶ根市赤穂759-446 0265-81-7288 HP その他 その他土産物店 その他グルメ
5066 南信 駒ヶ根市 駒ヶ根ファームス　おみやげショップこまかっぱ K-0870 駒ヶ根市赤穂759-447 0265-81-7711 土産物店 飲食(カフェ・スイーツ)
5067 南信 駒ヶ根市 味わい工房 K-0407 駒ヶ根市赤穂759-447駒ヶ根ファームス2F 0265-81-7722 HP 洋食
5068 南信 駒ヶ根市 駒ヶ根高原農産物直売所 K-2852 駒ヶ根市赤穂759-448 0265-81-7701 その他土産物店
5069 南信 駒ヶ根市 明治亭 駒ヶ根本店 K-0927 駒ヶ根市赤穂759-487 0265-83-1115 HP 和食・寿司・天ぷら
5070 南信 駒ヶ根市 明治亭 中央アルプス登山口店 K-0936 駒ヶ根市赤穂759-487 0265-82-1233 HP 和食・寿司・天ぷら
5071 南信 駒ヶ根市 中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ K-1917 駒ヶ根市赤穂759-489 0265-83-3107 HP レジャー施設 鉄道
5072 南信 駒ヶ根市 路線バス駒ヶ岳ロープウェイ線 K-1921 駒ヶ根市赤穂759-489 0265-83-3107 HP バス
5073 南信 駒ヶ根市 ホテル千畳敷 K-1926 駒ヶ根市赤穂759-489 0265-83-3107 HP 土産物店 その他グルメ
5074 南信 駒ヶ根市 駒ヶ岳サービスエリア（下り線）レストランこまがね K-1930 駒ヶ根市赤穂759-489 0265-83-3107 HP 土産物店 その他グルメ
5075 南信 駒ヶ根市 中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ　しらび平駅 K-1932 駒ヶ根市赤穂759-489 0265-83-3107 HP 土産物店
5076 南信 駒ヶ根市 パティスリーアンサンブル駒ケ根 K-2873 駒ヶ根市赤穂768-3 0265-96-0743 HP その他 その他土産物店
5077 南信 駒ヶ根市 路線バス駒ヶ岳ロープウェイ線 K-1961 駒ヶ根市赤穂8663番地 0265-83-4115 HP バス
5078 南信 駒ヶ根市 カインズ駒ケ根店 K-5254 駒ヶ根市赤穂922 0265-82-7666 その他 ホームセンター
5079 南信 駒ヶ根市 カインズ駒ヶ根店 K-5314 駒ヶ根市赤穂922 0265-82-7666 ホームセンター
5080 南信 駒ヶ根市 セブン-イレブン駒ヶ根インター店 K-4517 駒ヶ根市赤穂928‐6 0265‐83-2299 コンビニエンスストア
5081 南信 駒ヶ根市 駒ヶ岳サービスエリア上り線　売店 K-2839 駒ヶ根市赤穂大徳原15-160 0265-82-5100 HP その他土産物店
5082 南信 駒ヶ根市 駒ヶ岳サービスエリア上り線　おやつ屋 K-2955 駒ヶ根市赤穂大徳原15-160 0265-82-5100 HP 土産物店 ファーストフード
5083 南信 駒ヶ根市 駒ヶ岳サービスエリア上り線　フードコート K-2962 駒ヶ根市赤穂大徳原15-160 0265-82-5100 HP ファーストフード
5084 南信 駒ヶ根市 駒ヶ岳サービスエリア上り線　レストラン K-3084 駒ヶ根市赤穂大徳原15-160 0265-82-5100 HP ファミリーレストラン
5085 南信 駒ヶ根市 小木曽製粉所駒ヶ根店 K-1069 駒ヶ根市赤穂北割1区1467 0265-96-7950 そば・うどん
5086 南信 駒ヶ根市 入亀酒店 K-5138 駒ヶ根市中央13-25 0265-83-3064 その他 その他土産物店 飲食以外
5087 南信 駒ヶ根市 Cross Life K-3346 駒ヶ根市中央16-17興進ビル1F 0265-96-0264 HP ダイニングバー・バル
5088 南信 駒ヶ根市 桂 K-5834 駒ヶ根市中央16-3 0265-82-5455 HP 居酒屋・創作料理
5089 南信 駒ヶ根市 赤穂タクシー K-0334 駒ヶ根市中央17-18 0265-83-5221 HP タクシー
5090 南信 駒ヶ根市 マルトシ生鮮食品館　駒ケ根駅前店 K-5857 駒ケ根市中央3-5 0265-81-0104 HP 土産物店, スーパーマーケット

5091 南信 駒ヶ根市 茶處　山二園 K-3441 駒ヶ根市中央3番3号 0265-83-2523 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

5092 南信 駒ヶ根市 和スイーツ圓月堂 K-5227 駒ヶ根市中央４－１７ 0265-83-2733 HP 土産物店 飲食以外
5093 南信 駒ヶ根市 丸八タクシー K-0398 駒ヶ根市中央4-5 0265-82-4177 タクシー
5094 南信 駒ヶ根市 割烹食堂　水車 K-3509 駒ヶ根市中央4−19 0265-83-3635 HP 和食・寿司・天ぷら
5095 南信 駒ヶ根市 お食事　お酒処　ぱぱりん K-3180 駒ヶ根市中沢中割4026-4 0265-98-8861 定食屋
5096 南信 駒ヶ根市 マルトシ生鮮食品館　東伊那店 K-5852 駒ケ根市東伊那2573 0265-82-4002 土産物店, スーパーマーケット

5097 南信 駒ヶ根市 レストラン　菜々ちゃん K-2231 駒ヶ根市東伊那482 0265-81-8750 その他グルメ
5098 南信 駒ヶ根市 A・コープ　こまがね店 K-5279 駒ヶ根市東町3-12 0265-81-1107 HP スーパーマーケット
5099 南信 駒ヶ根市 ケーヨーデイツー駒ヶ根店 K-4973 駒ヶ根市南田18-1 0265-82-8021 HP ホームセンター
5100 南信 諏訪市 極上フライの店　つむぎ亭。 K-5639 湖南6442-20 0266-78-7380 定食屋

102

https://www.hotel-yamabuki.com/
http://www.countrycafe.biz
https://bbsteak.net
http://viande1129.com/
https://www.suzuranso.com/
https://www.komagane-linx.co.jp/
http://www.komakusanoyu.com
http://www.komacamp.jp/
http://www2.enekoshop.jp/shop/suzuran-h/
http://www.ms-beer.co.jp
http://www.meijitei.com
http://meijitei.com
http://www.chuo-alps.com
http://www.chuo-alps.com
http://www.chuo-alps.com
https://www.chuo-alps.com/sa/
http://www.chuo-alps.com
https://ws-ensemble.com
https://www.ibgr.jp/komagatake-ropeway/
http://s-styl.com/index.html
http://s-styl.com/index.html
http://s-styl.com/index.html
http://s-styl.com/index.html
https://komagane-crosslife.jimdofree.com
http://www.instagram.com/katsura_komagane/
http://akaho-taxi.com
https://www.marutoshi-foods.com/
https://komagane-terrace.jp/introduce/%E8%8C%B6%E8%99%95-%E5%B1%B1%E4%BA%8C%E5%9C%92/
https://engetsudou.wixsite.com/engetsudou
http://www.suisha-seigetsu.com/
https://www.nagano-acoop.co.jp
https://www.keiyo.co.jp/shoplist/1545/


信州割SPECIAL観光クーポン対象施設一覧
2022/10/18現在

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設 土産物店 飲食店 交通事業者

利用対象期間：宿泊期間（チェックイン日～チェックアウト日まで）

「信州割SPECIAL」観光クーポン券　令和3年6月18日（金）～令和4年12月21日（水）（予定）

TEL ホームページ
業種

No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

5101 南信 宮田村 グランピング宮田高原 K-2948 上伊那郡宮田村1624-9 080-6937-1624 アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, その他 その他土産物店 和食・寿司・天ぷら
5102 南信 宮田村 宝剣山荘 K-3300 上伊那郡宮田村1926-10トレーニングセンター内 0265-95-1919 HP アウトドア・スポーツ体験 土産物店 丼もの
5103 南信 宮田村 ル・ノール・リヴィエール K-2761 上伊那郡宮田村1934-5 0265-85-4145 HP 土産物店
5104 南信 宮田村 宿屋DOYA K-4793 上伊那郡宮田村3215-14 090-1969-0261 果物狩り・観光農園 土産物店
5105 南信 宮田村 早太郎温泉　こまゆき荘 K-2762 上伊那郡宮田村4751-75 0265-81-7117 HP 日帰り温泉施設 イタリアン
5106 南信 宮田村 山荘　息吹館 K-0310 上伊那郡宮田村4752-93 0265-98-6510 その他グルメ
5107 南信 宮田村 セブン-イレブン宮田駒ヶ原店 K-5906 上伊那郡宮田村6246−1 0265-85-4440 コンビニエンスストア
5108 南信 宮田村 ウエルシア上伊那宮田店 K-4179 上伊那郡宮田村7457-1 0265-85-1105 HP ドラッグストア
5109 南信 宮田村 セブン-イレブン宮田北店 K-5902 上伊那郡宮田村85−1 0265-85-6233 コンビニエンスストア
5110 南信 宮田村 本坊酒造（株）マルス信州蒸溜所 K-5588 上伊那郡宮田村宮田村4752-31 0265-85-0017 HP レジャー施設,その他 土産物店,その他土産物店
5111 南信 辰野町 古民家民宿おおたき K-2337 上伊那郡辰野町伊那富1585-2 0266-55-5735 HP その他グルメ
5112 南信 辰野町 酒のさわや K-4003 上伊那郡辰野町伊那富2588-1 0266-41-0228 土産物店, その他土産物店
5113 南信 辰野町 らーめんじゃげな辰野店 K-0775 上伊那郡辰野町伊那富4835 0266-43-2885 HP ラーメン・つけ麺
5114 南信 辰野町 トラットリア ベガ K-5791 上伊那郡辰野町伊那富5245 0266-41-1013 イタリアン
5115 南信 辰野町 マツモトキヨシ辰野店 K-4112 上伊那郡辰野町伊那富神田2587-1 0266-44-1661 HP ドラッグストア
5116 南信 辰野町 セブン-イレブン 伊北インター店 K-4299 上伊那郡辰野町伊那富青木8214-2 0266-43-3567 コンビニエンスストア
5117 南信 辰野町 セブン-イレブン辰野宮木店 K-4298 上伊那郡辰野町伊那富町裏3949-1 0266-41-0718 コンビニエンスストア
5118 南信 辰野町 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ横川　かやぶきの館 K-1022 上伊那郡辰野町大字横川2766 0266-44-8888 HP 織物体験, 料理体験, 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
5119 南信 辰野町 ローソン辰野樋口店 K-4648 上伊那郡辰野町大字赤羽509-1 0266-43-2260 コンビニエンスストア
5120 南信 辰野町 寿司割烹　いさみ K-3347 上伊那郡辰野町大字辰野1671 0266-41-0272 HP 和食・寿司・天ぷら
5121 南信 辰野町 辰野タクシー(株) K-5371 上伊那郡辰野町大字辰野948 0266-41-5759 タクシー
5122 南信 辰野町 小佐加 K-3364 上伊那郡辰野町中央11-1 0266-41-3551 HP 和食・寿司・天ぷら
5123 南信 辰野町 デリシア辰野店 K-5458 上伊那郡辰野町中央26 0266-41-3821 HP スーパーマーケット
5124 南信 辰野町 バロー辰野店 K-5497 上伊那郡辰野町中央606-1 0266-44-2055 スーパーマーケット
5125 南信 辰野町 たつのパークホテル　レストランエルホーレン K-0209 上伊那郡辰野町樋口2396-20 0266-41-2001 HP 定食屋
5126 南信 辰野町 たつのパークホテル K-0218 上伊那郡辰野町樋口2396-20 0266-41-2001 HP 土産物店
5127 南信 辰野町 たつのパークホテル K-0222 上伊那郡辰野町樋口2396-20 0266-41-2001 HP 日帰り温泉施設
5128 南信 辰野町 セブン-イレブン辰野平出店 K-4623 上伊那郡辰野町平出1596-1 0266-41-0146 コンビニエンスストア
5129 南信 中川村 四徳温泉キャンプ場 K-4730 上伊那郡中川村四徳547 0265-88-3929 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 土産物店 その他グルメ
5130 南信 中川村 今錦直営ショップ K-2707 上伊那郡中川村大草4182-1 0265-88-3012 HP 土産物店
5131 南信 中川村 望岳荘 K-1028 上伊那郡中川村大草4489 0265-88-2033 博物館等, 日帰り温泉施設 その他土産物店 定食屋
5132 南信 中川村 信州伊那谷キャンパーズヴィレッジ K-3055 上伊那郡中川村大草7833 0265-88-2695 HP 工芸体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, リゾートテレワーク体験 土産物店
5133 南信 中川村 セブン-イレブン信州中川村店 K-5899 上伊那郡中川村片桐1752-1 0265-88-3202 コンビニエンスストア
5134 南信 中川村 チャオ生鮮食品館 K-5854 上伊那郡中川村片桐3969 0265-88-1122 HP 土産物店, スーパーマーケット

5135 南信 中川村 陣馬形山キャンプ場 K-5973 上伊那郡中川村片桐3969なかがわ旅の案内所 070-3106-1050 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

5136 南信 南箕輪村 らーめんじゃげな南箕輪店 K-0780 上伊那郡南箕輪村1282-4 0265-71-6465 HP ラーメン・つけ麺
5137 南信 南箕輪村 大芝高原味工房 K-2834 上伊那郡南箕輪村2358-5 0265-76-0054 果物狩り・観光農園 土産物店, 伝統工芸品等の販売店, 道の駅, その他土産物店

5138 南信 南箕輪村 大芝の湯 K-2835 上伊那郡南箕輪村2358-5 0265-76-2614 日帰り温泉施設 土産物店
5139 南信 南箕輪村 麺場　風麟 K-0776 上伊那郡南箕輪村4115-1 0266-77-0167 HP ラーメン・つけ麺
5140 南信 南箕輪村 桂山 K-3373 上伊那郡南箕輪村4340-4 0265-98-9313 和食・寿司・天ぷら
5141 南信 南箕輪村 セブン-イレブン南箕輪春日街道 K-4693 上伊那郡南箕輪村5533-153 0265-73-0035 コンビニエンスストア
5142 南信 南箕輪村 マツモトキヨシ南箕輪店 K-4165 上伊那郡南箕輪村5979-5 0265-96-0840 HP ドラッグストア
5143 南信 南箕輪村 ホテルルートイン伊那インター K-3173 上伊那郡南箕輪村8293-1 0265-71-4411 HP 居酒屋・創作料理
5144 南信 南箕輪村 マツモトキヨシ伊那インター店 K-4107 上伊那郡南箕輪村8780-1 0265-76-8918 HP ドラッグストア
5145 南信 南箕輪村 セブン-イレブン伊那インター店 K-4461 上伊那郡南箕輪村8987-1 0265-76-5707 コンビニエンスストア
5146 南信 南箕輪村 呉竹鮨 K-3348 上伊那郡南箕輪村9792-4 0265-73-3248 HP 和食・寿司・天ぷら
5147 南信 南箕輪村 ファミリーマート箕輪バイパス店 K-4947 上伊那郡南箕輪村塩ノ井3960 0265-77-2011 コンビニエンスストア
5148 南信 南箕輪村 料亭あづまや K-2039 上伊那郡南箕輪村久保310-1 0265-98-0305 HP 和食・寿司・天ぷら
5149 南信 南箕輪村 ファミリーマート南箕輪大泉店 K-4924 上伊那郡南箕輪村字春日道東2640番地1 0265-77-4045 コンビニエンスストア
5150 南信 南箕輪村 デリシア伊那インター店 K-5440 上伊那郡南箕輪村神子柴8304-265 0265-71-6601 HP スーパーマーケット
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5151 南信 南箕輪村 ローソン　伊那インター東　店 K-4259 上伊那郡南箕輪村鳥井原8301-1 0265-76-9001 コンビニエンスストア
5152 南信 南箕輪村 道の駅　信州大芝高原内味工房ガレットカフェ K-3309 上伊那郡南箕輪村南箕輪村2358-5 0265-98-7607 HP 道の駅 カフェ・スイーツ
5153 南信 南箕輪村 まこと おあがり亭 K-5539 上伊那郡南箕輪村南箕輪村8869-1 0265-76-5500 居酒屋・創作料理
5154 南信 飯島町 道の駅・花の里いいじま K-0408 上伊那郡飯島町七久保2252 0265-86-6580 HP 道の駅 ファーストフード
5155 南信 飯島町 アップルパイ・ラボ飯島店 K-5259 上伊那郡飯島町七久保2252 0265-98-5660 土産物店
5156 南信 飯島町 信州里の菓工房 K-1785 上伊那郡飯島町七久保2513番地2 0265-86-8730 HP 土産物店
5157 南信 飯島町 Cuore Verde K-1342 上伊那郡飯島町七久保454-1 0265-96-7234 HP イタリアン
5158 南信 飯島町 ㈱葵交通 K-0996 上伊那郡飯島町田切112-74 0265-86-5773 HP バス
5159 南信 飯島町 一棟貸し古民家宿「nagare」 K-1332 上伊那郡飯島町田切2445−1 050-5806-3963 HP 居酒屋・創作料理
5160 南信 飯島町 セブン-イレブン飯島田切中央店 K-5898 上伊那郡飯島町田切2624−5 0265-86-3096 コンビニエンスストア
5161 南信 飯島町 株式会社道の駅田切の里 K-1109 上伊那郡飯島町田切2749 0265-98-5525 土産物店, 道の駅
5162 南信 飯島町 道の駅田切の里 K-3071 上伊那郡飯島町田切2749番地 0265-98-5525 HP そば・うどん
5163 南信 飯島町 ファミリーマート飯島文化館前店 K-4930 上伊那郡飯島町飯島2568-9 0265-89-1413 その他 コンビニエンスストア
5164 南信 箕輪町 焼肉新味園 K-1421 上伊那郡箕輪町大字三日町577-3 0265-79-8589 HP 焼肉・ホルモン
5165 南信 箕輪町 ココス箕輪店 K-3476 上伊那郡箕輪町大字三日町913-2 0265-96-7952 HP その他 その他土産物店 ファミリーレストラン
5166 南信 箕輪町 綿半スーパーセンター箕輪店 K-5597 上伊那郡箕輪町大字三日町960-1 0265-71-5353 スーパーマーケット
5167 南信 箕輪町 牛角　箕輪店 K-2008 上伊那郡箕輪町大字中箕輪11299-1 0265-98-9115 焼肉・ホルモン
5168 南信 箕輪町 ファミリーマート箕輪木下原町 K-4899 上伊那郡箕輪町大字中箕輪13789-2 0265-70-1104 コンビニエンスストア
5169 南信 箕輪町 ＪＡ上伊那ファームテラスみのわ K-2862 上伊那郡箕輪町大字中箕輪3730-186 0265-70-5230 HP 果物狩り・観光農園 土産物店
5170 南信 箕輪町 やまびこテラス K-2752 上伊那郡箕輪町大字中箕輪3730−156 0265-96-0129 HP ファミリーレストラン
5171 南信 箕輪町 魚鮮水産 さかなや道場 信州箕輪店 K-3659 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8030-8 0265-71-3770 居酒屋・創作料理
5172 南信 箕輪町 クスリのアオキ箕輪店 K-5035 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8037番地1 0265-98-7318 HP ドラッグストア
5173 南信 箕輪町 魚民　伊那箕輪店 K-2169 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8240-6 0265-79-1088 HP 居酒屋・創作料理
5174 南信 箕輪町 ローソン箕輪町松島店 K-4771 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8296 0265-70-6850 コンビニエンスストア
5175 南信 箕輪町 とんかつ  魚料理  おきな K-1420 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8360-8 0265-70-7044 居酒屋・創作料理
5176 南信 箕輪町 5884 K-3387 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8445-1 0265-79-6257 カフェ・スイーツ
5177 南信 箕輪町 table top K-5486 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8480-5 090-9353-5783 その他 その他土産物店 その他グルメ
5178 南信 箕輪町 藤乃園　イオン店 K-0374 上伊那郡箕輪町大字中箕輪9025イオン箕輪店内 0265-79-1077 その他土産物店
5179 南信 箕輪町 花菱 K-2031 上伊那郡箕輪町大字中箕輪9476 0265-79-3406 HP 和食・寿司・天ぷら
5180 南信 箕輪町 マツモトキヨシ伊北インター店 K-4148 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字山の神1608-1 0265-71-3370 HP ドラッグストア
5181 南信 箕輪町 とざ和 K-2398 上伊那郡箕輪町大字東箕輪1208-1 0265-79-3204 HP 定食屋
5182 南信 箕輪町 Farmer`sKitchen雪・月・花 K-1552 上伊那郡箕輪町中箕輪1029-1 0265-70-7785 HP 居酒屋・創作料理
5183 南信 箕輪町 味房　桔梗屋 K-3479 上伊那郡箕輪町中箕輪12490-6 0265-79-5031 その他グルメ
5184 南信 箕輪町 たまや食堂 K-2303 上伊那郡箕輪町中箕輪1399 0265-93-0524 定食屋
5185 南信 箕輪町 みのわ温泉　ながた荘 K-0076 上伊那郡箕輪町中箕輪2134-42 0265-79-2682 HP その他 その他土産物店 居酒屋・創作料理
5186 南信 箕輪町 みのわ温泉　ながたの湯 K-0098 上伊那郡箕輪町中箕輪2134-42 0265-79-0328 日帰り温泉施設 その他土産物店 その他グルメ
5187 南信 箕輪町 ウエルシア箕輪店 K-4178 上伊那郡箕輪町中箕輪3364-2 0265-71-3051 HP ドラッグストア
5188 南信 箕輪町 ローソン箕輪中箕輪店 K-4642 上伊那郡箕輪町中箕輪3518-1 0265-70-9555 コンビニエンスストア
5189 南信 箕輪町 釜めし　ハシャブ K-3349 上伊那郡箕輪町中箕輪3525-12 0265-79-0296 HP ファミリーレストラン
5190 南信 箕輪町 カレーハウスCoCo壱番屋長野箕輪店 K-0717 上伊那郡箕輪町中箕輪8051-1 0265-71-3249 HP 洋食
5191 南信 箕輪町 らーめん竜雅 K-0774 上伊那郡箕輪町中箕輪8051-1MK45 0265-70-6665 HP ラーメン・つけ麺
5192 南信 箕輪町 マツモトキヨシ箕輪店 K-4127 上伊那郡箕輪町中箕輪8057 0265-79-9958 HP ドラッグストア
5193 南信 箕輪町 菓子庵　金星 K-1895 上伊那郡箕輪町中箕輪8422-5 0265-79-3200 カフェ・スイーツ
5194 南信 箕輪町 餃子食堂 K-0782 上伊那郡箕輪町中箕輪8932-1 0265-95-1965 HP ラーメン・つけ麺
5195 南信 箕輪町 和菜　燈花 K-2386 上伊那郡箕輪町中箕輪9417-3 0265-98-7401 HP 和食・寿司・天ぷら
5196 南信 箕輪町 ルダン K-2388 上伊那郡箕輪町中箕輪9528 0265-75-9116 ダイニングバー・バル
5197 南信 箕輪町 麺屋かなた K-2036 上伊那郡箕輪町中箕輪9560-1 080-3207-6541 HP ラーメン・つけ麺
5198 南信 箕輪町 ローソン箕輪中央店 K-4772 上伊那郡箕輪町中箕輪9585-5 0265-98-6860 コンビニエンスストア
5199 南信 箕輪町 ビジネス旅館ふきはら K-1865 上伊那郡箕輪町中箕輪9977-1 0265-79-2426 その他 その他土産物店
5200 南信 箕輪町 サイクルテラスBM-FUJI K-2273 上伊那郡箕輪町中箕輪大出3730-276 0265-96-7242 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験

104

https://ajikobo-garettocafe.jp/
https://hananosato-iijima.jp/
https://shinsyusatonokakoubou.co.jp/
https://cuore-verde.net/
https://aoi-kotsu.co.jp
https://nagare.cc/
http://tagiri_sato@sage.ocn.ne.jp
http://shinmien.com
https://www.cocos-jpn.co.jp/
https://www.minowa-terrace.jp/farm
https://www.yamabikoterrace.com/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/company-info/
https://www.monteroza.co.jp/
https://www.quattro-foglio.jp
https://www.matsukiyo.co.jp/
https://r.gnavi.co.jp/n616100/
https://hitosara.com/0006062783/
https://e-minowa.eee8bit.mixh.jp/nagataso/
https://stores.welcia.co.jp/1322D
https://harupo3.wixsite.com/hashabu
https://tenpo.ichibanya.co.jp/map/1824
http://jagena.me
https://www.matsukiyo.co.jp/
http://g-factory.info/
https://m679x.crayonsite.info
https://www.quattro-foglio.jp
https://fwns86382.wixsite.com/bm-fuji


信州割SPECIAL観光クーポン対象施設一覧
2022/10/18現在

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設 土産物店 飲食店 交通事業者

利用対象期間：宿泊期間（チェックイン日～チェックアウト日まで）

「信州割SPECIAL」観光クーポン券　令和3年6月18日（金）～令和4年12月21日（水）（予定）

TEL ホームページ
業種

No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

5201 南信 箕輪町 ステーキ宮　箕輪店 K-3423 上伊那郡箕輪町中箕輪木下11314-1 0265-70-8807 HP 鉄板・ステーキ
5202 南信 箕輪町 セブン-イレブン箕輪東箕輪 K-4328 上伊那郡箕輪町東箕輪4177-1 0265‐79‐8760 コンビニエンスストア
5203 南信 下諏訪町 うなぎ松倉 K-3028 諏訪郡下諏訪町10616-246 0266-27-8693 和食・寿司・天ぷら
5204 南信 下諏訪町 焼肉南大門 K-3181 諏訪郡下諏訪町10616-273 0266-28-1657 HP 焼肉・ホルモン
5205 南信 下諏訪町 ハーモ美術館 K-2797 諏訪郡下諏訪町10616-540 0266-28-3636 HP 博物館等 土産物店
5206 南信 下諏訪町 ヒュッテみさやま K-1925 諏訪郡下諏訪町10618ヒュッテみさやま 0266-75-2370 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
5207 南信 下諏訪町 おんばしら館よいさ K-2698 諏訪郡下諏訪町168-1 0266-26-0413 HP 博物館等
5208 南信 下諏訪町 エリックスキッチン K-2160 諏訪郡下諏訪町244 080-9298-8432 HP カフェ・スイーツ
5209 南信 下諏訪町 しもすわ温泉　三代目おくむら旅館 K-1363 諏訪郡下諏訪町3149-5 0266-27-8106 HP その他グルメ
5210 南信 下諏訪町 諏訪御湖鶴酒造場直営ショップ K-3157 諏訪郡下諏訪町3205番地17 0266-75-1172 HP 土産物店
5211 南信 下諏訪町 しもすわ今昔館おいでや K-2697 諏訪郡下諏訪町3289 0266-27-0001 HP 博物館等
5212 南信 下諏訪町 信州しもすわ温泉　ぎん月 K-2401 諏訪郡下諏訪町3306 0266-27-5011 HP 日帰り温泉施設 その他土産物店
5213 南信 下諏訪町 旅館　奴 K-0512 諏訪郡下諏訪町3346 0266-27-8530 HP その他グルメ
5214 南信 下諏訪町 聴泉閣かめや K-0916 諏訪郡下諏訪町3492 0266-75-0161 HP その他グルメ
5215 南信 下諏訪町 二十四節氣　神楽 K-1072 諏訪郡下諏訪町3571 0266-78-8868 HP 和食・寿司・天ぷら
5216 南信 下諏訪町 セブン-イレブン下諏訪赤砂店 K-4614 諏訪郡下諏訪町4495-1 0266-28-2205 コンビニエンスストア
5217 南信 下諏訪町 CAFE食堂1093 K-2869 諏訪郡下諏訪町4643-6 0266-55-5713 定食屋
5218 南信 下諏訪町 （株）エヌ・ティー・エス・ツアー K-0349 諏訪郡下諏訪町4696-1 0266-26-3350 その他土産物店
5219 南信 下諏訪町 かっぱ寿司下諏訪店 K-3854 諏訪郡下諏訪町4996-3 0266-26-3877 和食・寿司・天ぷら
5220 南信 下諏訪町 日本電産サンキョーオルゴール記念館　すわのね K-1172 諏訪郡下諏訪町5805 0266-26-7300 HP 工芸体験 伝統工芸品等の販売店, その他土産物店 カフェ・スイーツ
5221 南信 下諏訪町 セブン-イレブン下諏訪湖浜店 K-4613 諏訪郡下諏訪町6158-6 0266-28-7668 コンビニエンスストア
5222 南信 下諏訪町 二葉屋酒店 K-2325 諏訪郡下諏訪町横町木の下3350 0266-27-8221 HP 土産物店 ダイニングバー・バル
5223 南信 下諏訪町 テンホウ湖浜店 K-4421 諏訪郡下諏訪町湖浜6157-1 0266-28-7557 HP ラーメン・つけ麺
5224 南信 下諏訪町 駄菓子とビールとコーヒーのお店　ちいとこ商店 K-1851 諏訪郡下諏訪町御田町下3217-5 HP カフェ・スイーツ
5225 南信 下諏訪町 正午の園 K-0895 諏訪郡下諏訪町御田町上3158 090-5577-7442 HP 工芸体験, その他
5226 南信 下諏訪町 居酒屋ゆき K-3804 諏訪郡下諏訪町広瀬町5312-1-2F 0266-28-9885 HP 居酒屋・創作料理
5227 南信 下諏訪町 丸六本山川魚店 K-2467 諏訪郡下諏訪町広瀬町5325 0266-27-8475 HP 土産物店
5228 南信 下諏訪町 KENKEN le restaurant K-2637 諏訪郡下諏訪町広瀬町5379-2 090-2673-6447 HP フレンチ
5229 南信 下諏訪町 本田食堂 K-2252 諏訪郡下諏訪町広瀬町5382-2 080-8729-6671 イタリアン
5230 南信 下諏訪町 塩天丼 K-2629 諏訪郡下諏訪町高木10616 0266-26-1538 定食屋
5231 南信 下諏訪町 麺屋　宮坂商店 K-2631 諏訪郡下諏訪町高木10616 0266-26-7118 ラーメン・つけ麺
5232 南信 下諏訪町 ローソン下諏訪社店 K-4737 諏訪郡下諏訪町社4-4 0266-78-3963 コンビニエンスストア
5233 南信 下諏訪町 明星舎（MJ Curry） K-2265 諏訪郡下諏訪町社7001番地 １号室 ホシスメバ 090-3458-6795 HP 料理体験
5234 南信 下諏訪町 大社煎餅下諏訪店 K-3079 諏訪郡下諏訪町秋宮前 0266-28-4000 土産物店, 土産物店
5235 南信 下諏訪町 おみやげ処　専女八幡 K-0472 諏訪郡下諏訪町上久保5811 0266-26-4444 HP 土産物店
5236 南信 下諏訪町 株式会社来夢ツアー K-0555 諏訪郡下諏訪町西四王4867-3 0266-26-1734 HP その他土産物店
5237 南信 下諏訪町 カルビ大将　下諏訪店 K-3415 諏訪郡下諏訪町西四王4997-1 0266-28-1280 HP 焼肉・ホルモン
5238 南信 下諏訪町 串揚げ居酒屋　笑間 K-0930 諏訪郡下諏訪町西赤砂4350-7 0266-78-8894 焼鳥・串揚げ
5239 南信 下諏訪町 ヌーベル梅林堂　下諏訪店 K-2250 諏訪郡下諏訪町西赤砂4360-5 0266-75-0330 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
5240 南信 下諏訪町 山猫亭はなれ K-1788 諏訪郡下諏訪町大社通5528-1 0266-27-8192 そば・うどん
5241 南信 下諏訪町 門前ひろば食祭館 K-0988 諏訪郡下諏訪町大社通り5522-2 0266-26-4931 土産物店
5242 南信 下諏訪町 フレール洋菓子店 K-3508 諏訪郡下諏訪町中央通218 0266-27-1879 土産物店 その他グルメ
5243 南信 下諏訪町 山花 K-3999 諏訪郡下諏訪町東山田6642 0266-28-4818 定食屋
5244 南信 下諏訪町 セブン-イレブン下諏訪湖岸通り店 K-5581 諏訪郡下諏訪町南高木10616-137 0266-26-3711 コンビニエンスストア
5245 南信 下諏訪町 霧ヶ峰自然教室 K-1891 諏訪郡下諏訪町八島湿原10618 0266-75-2510 HP アウトドア・スポーツ体験
5246 南信 下諏訪町 新鶴本店 K-0829 諏訪郡下諏訪町木の下3501 0266-27-8620 HP 土産物店
5247 南信 下諏訪町 うなぎ林屋 K-1003 諏訪郡下諏訪町矢木西31 0266-28-8372 HP 和食・寿司・天ぷら
5248 南信 下諏訪町 梅月旅館 K-3826 諏訪郡下諏訪町立町3313 0266-27-0055 HP 土産物店
5249 南信 下諏訪町 山猫亭本店 K-1783 諏訪郡下諏訪町立町3574 0266-26-8192 そば・うどん
5250 南信 原村 アルル K-2703 諏訪郡原村11369-1 0266-79-7587 HP 工芸体験 土産物店
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5251 南信 原村 セブン-イレブン信州原村店 K-4285 諏訪郡原村11531-1 0266-79-4387 コンビニエンスストア
5252 南信 原村 手打ちそば　一八 K-2360 諏訪郡原村15469-1 0266-79-6163 HP そば・うどん
5253 南信 原村 森の宿ゆう K-2923 諏訪郡原村16268番地304 090-9327-0698 HP カフェ・スイーツ
5254 南信 原村 ぺンション　ラディッシュガーデン K-3977 諏訪郡原村17217-1360 0266-74-2232 HP その他グルメ
5255 南信 原村 デリ＆カフェK K-2932 諏訪郡原村17217-1613 0266-74-2684 HP カフェ・スイーツ
5256 南信 原村 カメリアニコティー K-1364 諏訪郡原村17217-1634 080-8383-9328 HP その他土産物店
5257 南信 原村 MIC HOUSE K-0170 諏訪郡原村17217-1697 090-2414-8672 HP 居酒屋・創作料理
5258 南信 原村 樅の木荘 K-2115 諏訪郡原村17217-1729 0266-74-2311 HP 和食・寿司・天ぷら
5259 南信 原村 グリーンプラザホテル K-1126 諏訪郡原村17217-2821 0266-74-2041 HP 土産物店 その他グルメ
5260 南信 原村 たてしな自由農園原村店 K-0434 諏訪郡原村18101-1 0266-74-1740 HP 土産物店
5261 南信 原村 808Kitchen&Table K-0442 諏訪郡原村18113-1 0266-70-2055 土産物店
5262 南信 原村 Annabelle K-1893 諏訪郡原村2001-356 0266-55-3124 HP 洋食
5263 南信 原村 原村CAFE K-0875 諏訪郡原村2001-71 0266-55-5444 カフェ・スイーツ
5264 南信 原村 ペンションわれもこう K-1246 諏訪郡原村ペンション17217-1634 0266-74-2413 HP カフェ・スイーツ
5265 南信 原村 八ヶ岳自然文化園 K-2543 諏訪郡原村原山17217-1613 0266-74-2681 HP アウトドア・スポーツ体験, 博物館等 土産物店
5266 南信 原村 八ヶ岳小さな絵本美術館 K-5968 諏訪郡原村原山17217-3325 0266-75-3450 HP 博物館等
5267 南信 原村 ふれあいセンターもみの湯 K-2940 諏訪郡原村字原山17217-1729 0266-74-2911 HP 日帰り温泉施設
5268 南信 原村 中央道原パーキングエリア(下り)（王滝水産） K-1873 諏訪郡原村大石10699 0266-72-5335 HP 土産物店
5269 南信 原村 カナディアンファーム K-5720 諏訪郡原村農場1077-7 0266742741 HP 洋食
5270 南信 富士見町 マナスル山荘本館 K-2693 諏訪郡富士見町11404-200 0266-62-2083 HP その他土産物店 その他グルメ
5271 南信 富士見町 そば処　おっこと亭 K-3199 諏訪郡富士見町乙事3773-3 0266-62-7188 HP そば・うどん
5272 南信 富士見町 富士見高原リゾート K-0376 諏訪郡富士見町境12067 0266-66-2121 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 日帰り温泉施設 土産物店 そば・うどん
5273 南信 富士見町 富士見高原ペンションRYOZO K-3505 諏訪郡富士見町境12067-870 0266-66-2508 HP 乗り物体験 土産物店 カフェ・スイーツ
5274 南信 富士見町 マナスル山荘天文館 K-5235 諏訪郡富士見町富士見11404 0266-78-7022 HP 乗り物体験, その他 土産物店 そば・うどん
5275 南信 富士見町 テンホウ富士見店 K-4434 諏訪郡富士見町富士見2214 0266-62-7060 HP ラーメン・つけ麺
5276 南信 富士見町 ハルピンラーメン　富士見諏訪南IC店 K-2317 諏訪郡富士見町富士見261-4 0266-75-1878 HP ラーメン・つけ麺
5277 南信 富士見町 なとりさんちのたまごや工房　八ヶ岳店 K-5087 諏訪郡富士見町富士見261-4 0266-78-8186 洋食
5278 南信 富士見町 綿半ホームエイド K-5596 諏訪郡富士見町富士見3290 0266-62-6111 ホームセンター
5279 南信 富士見町 セブン-イレブン富士見町富士見店 K-4239 諏訪郡富士見町富士見3301-3 0266-62-9135 コンビニエンスストア
5280 南信 富士見町 きざしステーション K-1034 諏訪郡富士見町富士見3586-7 070-3853-2585 HP 洋食
5281 南信 富士見町 富士見パノラマリゾート K-2926 諏訪郡富士見町富士見6666-703 0266-62-5666 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設 土産物店 ファミリーレストラン
5282 南信 富士見町 トレイルランテストセンター K-5084 諏訪郡富士見町富士見6666-703富士見パノラマリゾート内 090-4246-9433 HP 土産物店
5283 南信 富士見町 ローソン富士見町富士見店 K-4641 諏訪郡富士見町富士見87-11 0266-62-9089 コンビニエンスストア
5284 南信 富士見町 ファミリーマート諏訪南インター店 K-4882 諏訪郡富士見町富士見町264-6 0266-61-1866 コンビニエンスストア
5285 南信 富士見町 テンホウ富士見桜ヶ丘店 K-4441 諏訪郡富士見町落合10773-1 0266-61-1040 HP ラーメン・つけ麺
5286 南信 富士見町 ファミリードラッグ富士見店 K-4134 諏訪郡富士見町落合10778番9 0266-61-2190 HP ドラッグストア
5287 南信 富士見町 セブン-イレブン信州富士見役場上店 K-4240 諏訪郡富士見町落合11048-58 0266-62-7771 コンビニエンスストア
5288 南信 富士見町 八ヶ岳アルパカ牧場 K-3963 諏訪郡富士見町落合13505-1 0266-75-2554 HP その他 その他土産物店
5289 南信 富士見町 道の駅「信州蔦木宿」 K-5568 諏訪郡富士見町落合1984-1 0266-61-8222 HP 日帰り温泉施設 土産物店, 道の駅 そば・うどん
5290 南信 富士見町 JMB富士見パノラマパラグライダースクール K-0158 諏訪郡富士見町落合9894-30 0266-62-7691 HP アウトドア・スポーツ体験
5291 南信 富士見町 Osteria　agiato K-2452 諏訪郡富士見町落合9942-1 0266-62-7040 HP イタリアン
5292 南信 富士見町 カフェ＆レストランぴあーの K-2515 諏訪郡富士見町落合9984-1025 0266-62-8202 洋食
5293 南信 富士見町 スシ&ビストロダイニング京平 K-2258 諏訪郡富士見町落合9994-5 0266-62-7677 和食・寿司・天ぷら
5294 南信 富士見町 ドラッグコスコ富士見店 K-5166 諏訪郡富士見町落合字三ノ沢１０４０６－１ 0266-62-8322 ドラッグストア
5295 南信 富士見町 八ヶ岳カントリーキッチン　ベーカリー K-2647 諏訪郡富士見町立沢1-1436 0266-66-2903 HP 土産物店
5296 南信 富士見町 八ヶ岳カントリーキッチン　レストラン K-2648 諏訪郡富士見町立沢1-1436 0266-66-3339 HP 洋食
5297 南信 諏訪市 旅宿　岡村政庁跡 K-2301 諏訪市岡村1-13-8 090-1828-2613 果物狩り・観光農園
5298 南信 諏訪市 大社煎餅沖田店 K-3078 諏訪市沖田3-1-2 0266-54-1111 土産物店, 土産物店
5299 南信 諏訪市 Bakery cafe MOZART K-1456 諏訪市沖田町1-153 0266-57-2411 HP 洋食
5300 南信 諏訪市 ファミリーマート諏訪インター店 K-4867 諏訪市沖田町1丁目153 0266-54-2021 コンビニエンスストア
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No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

5301 南信 諏訪市 ココパーム諏訪本店 K-1368 諏訪市沖田町3-68ココモールB号 0266-52-3541 HP その他土産物店
5302 南信 諏訪市 COCOKIDS ココキッズ K-5991 諏訪市沖田町3-68ココモールE号 0266-52-0527 HP 土産物店, その他土産物店
5303 南信 諏訪市 そば蔵諏訪インター店 K-3060 諏訪市沖田町3丁目52-2 0266-58-8931 HP そば・うどん
5304 南信 諏訪市 居酒屋バガボンド K-0740 諏訪市沖田町4-21-2THビル 0266-78-7720 HP 居酒屋・創作料理
5305 南信 諏訪市 （株）荻野屋　諏訪店 K-1515 諏訪市沖田町4-39 0266-53-1111 土産物店
5306 南信 諏訪市 焼肉カルビ屋三夢　諏訪店 K-3793 諏訪市沖田町5-28 0266-82-1136 HP 焼肉・ホルモン
5307 南信 諏訪市 ミサワヌードル K-3756 諏訪市沖田町5-32 0266-75-5790 ラーメン・つけ麺
5308 南信 諏訪市 カレーハウスCoCo壱番屋　諏訪ステーションパーク店 K-1078 諏訪市沖田町5-39 0266-82-3988 HP 洋食
5309 南信 諏訪市 ファミリーマート諏訪沖田二丁目 K-4860 諏訪市沖田二丁目147番地1 0266-54-4985 コンビニエンスストア
5310 南信 諏訪市 蔵元ショップセラ真澄 K-0913 諏訪市元町1-16 0266-57-0303 HP 土産物店
5311 南信 諏訪市 ㈲山田養蜂場 K-3658 諏訪市元町3-2 0120-12-8383 HP その他 土産物店
5312 南信 諏訪市 すわ湖苑 K-1936 諏訪市湖岸通り1-12-7 0266-52-5050 HP その他 土産物店
5313 南信 諏訪市 北澤美術館 K-1517 諏訪市湖岸通り1-13-28 0266-58-6000 HP 博物館等
5314 南信 諏訪市 湖泉荘 K-0365 諏訪市湖岸通り1-13-8 0266-53-6611 HP その他 土産物店 和食・寿司・天ぷら
5315 南信 諏訪市 ウインドウェーブ K-1178 諏訪市湖岸通り1-4-1 0266-52-2285 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

5316 南信 諏訪市 タケヤ味噌会館 K-0976 諏訪市湖岸通り2-3-17 0266-52-4000 HP 土産物店
5317 南信 諏訪市 大和屋湖魚店 K-2286 諏訪市湖岸通り2-4-14 0266-52-0902 土産物店
5318 南信 諏訪市 萃sui-諏訪湖 K-0454 諏訪市湖岸通り2-5-27 0266-58-3434 HP 土産物店
5319 南信 諏訪市 上諏訪温泉　しんゆ K-0458 諏訪市湖岸通り2-6-30 0266-54-2020 HP 土産物店, その他土産物店
5320 南信 諏訪市 諏訪湖カヤック K-0704 諏訪市湖岸通り2-7-21 090-7711-3233 HP アウトドア・スポーツ体験
5321 南信 諏訪市 ホテル紅や　売店 K-0885 諏訪市湖岸通り2-7-21 0266-57-1111 HP 土産物店
5322 南信 諏訪市 ホテル紅や　別館　稀石の癒 K-0893 諏訪市湖岸通り2-7-21 0266-57-1120 HP 日帰り温泉施設
5323 南信 諏訪市 ホテル紅や　マリーナ K-0896 諏訪市湖岸通り2-7-21 0266-57-1111 HP 乗り物体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設

5324 南信 諏訪市 ホテル紅や　アヴァンツァーレ K-0920 諏訪市湖岸通り2-7-21 0266-57-1111 洋食
5325 南信 諏訪市 ラーメンまるなか K-3464 諏訪市湖岸通り3-1-24 0266-58-8817 ラーメン・つけ麺
5326 南信 諏訪市 和風居酒屋黒うどん山長 K-3471 諏訪市湖岸通り3-1-24 0266-52-5003 居酒屋・創作料理
5327 南信 諏訪市 ローソン諏訪湖岸通り店 K-4617 諏訪市湖岸通り3-1-24 0266-78-6020 コンビニエンスストア
5328 南信 諏訪市 くらすわ K-1658 諏訪市湖岸通り3-1-30 0266-52-9630 HP 土産物店 洋食
5329 南信 諏訪市 ホテル鷺乃湯 K-0931 諏訪市湖岸通り3-2-14 0266-52-0480 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
5330 南信 諏訪市 双泉の宿　朱白　詩諏香　売店 K-0648 諏訪市湖岸通り3-2-2 0266-52-2660 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
5331 南信 諏訪市 諏訪湖観光汽船 K-0670 諏訪市湖岸通り3-2-2 0266-52-0739 HP レジャー施設 カフェ・スイーツ
5332 南信 諏訪市 双泉の宿　朱白　妙菜庵 K-0724 諏訪市湖岸通り3-2-2 0266-52-2660 HP 和食・寿司・天ぷら
5333 南信 諏訪市 布半1階売店 K-0403 諏訪市湖岸通り3-2-9 0266-52-5500 HP 土産物店
5334 南信 諏訪市 かけ流し源泉の宿　渋の湯 K-0315 諏訪市湖岸通り3-3-24 0266-52-2655 HP 日帰り温泉施設 土産物店
5335 南信 諏訪市 上諏訪温泉油屋旅館 K-0090 諏訪市湖岸通り3-4-16 0266-52-2222 HP その他 土産物店
5336 南信 諏訪市 旨いもんや 和かし K-0694 諏訪市湖岸通り3-5-9 0266-52-0850 居酒屋・創作料理
5337 南信 諏訪市 ファミリーマート上諏訪駅西店 K-4900 諏訪市湖岸通り4-1-23 0266-54-4013 コンビニエンスストア
5338 南信 諏訪市 かたくらシルクホテル K-0456 諏訪市湖岸通り4-1-43 0266-52-2151 HP その他土産物店 その他グルメ
5339 南信 諏訪市 片倉館 K-0378 諏訪市湖岸通り4-1-9 0266-52-0604 HP 日帰り温泉施設
5340 南信 諏訪市 クローバー K-1042 諏訪市湖岸通り4-10-21 0266-57-0374 HP その他 その他土産物店
5341 南信 諏訪市 アルピコタクシー株式会社上諏訪営業所 K-0292 諏訪市湖岸通り4-10-24 0266-54-0182 HP タクシー
5342 南信 諏訪市 秋月そば本店 K-1641 諏訪市湖岸通り4-12-1 0266-52-2278 HP そば・うどん
5343 南信 諏訪市 トロアヴァーグ K-0395 諏訪市湖岸通り4-4-7 0266-57-3737 HP フレンチ
5344 南信 諏訪市 セブン-イレブン諏訪湖畔店 K-4377 諏訪市湖岸通り4丁目2-20 0266-58-8855 コンビニエンスストア
5345 南信 諏訪市 呑兵衛宴会 龍Dragon Night K-1344 諏訪市湖岸通り5-13-14 0266-53-3553 HP 居酒屋・創作料理
5346 南信 諏訪市 板前キッチン兎 K-0621 諏訪市湖岸通り5-14-2 0266-78-8939 和食・寿司・天ぷら
5347 南信 諏訪市 うなぎのねどこおび川 K-1460 諏訪市湖岸通り5-15-2 0266-52-3211 和食・寿司・天ぷら
5348 南信 諏訪市 仙岳　諏訪本店 K-0735 諏訪市湖岸通り5-17-3 0266-58-3515 HP 和食・寿司・天ぷら
5349 南信 諏訪市 うなぎのうな藤 K-1060 諏訪市湖岸通り5-5-2 0266-58-0114 和食・寿司・天ぷら
5350 南信 諏訪市 諏訪湖BBQマリーナ K-2706 諏訪市湖岸通り5-670-213ウィンドウェーブ浅橋 080-3316-0557 HP アウトドア・スポーツ体験
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5351 南信 諏訪市 ウインドウエーブ K-4258 諏訪市湖岸通り5-670-48サキ 080-4214-0313 居酒屋・創作料理
5352 南信 諏訪市 ＫＫＲ諏訪湖荘 K-0274 諏訪市湖岸通り5-7-7 0266-58-1259 HP その他 その他土産物店
5353 南信 諏訪市 中国料理　紅蘭 K-1219 諏訪市湖岸通り五丁目17番7号 0266-58-1443 HP 中華・台湾
5354 南信 諏訪市 えびす屋 K-0837 諏訪市湖岸通り三丁目4-14 0266-52-0720 HP 土産物店
5355 南信 諏訪市 諏訪レンタカー K-5745 諏訪市湖南5903-2 080-7530-4720 HP レンタカー
5356 南信 諏訪市 ドラッグコスコ高島店 K-5165 諏訪市高島１－１１－２４ 0266-52-8832 ドラッグストア
5357 南信 諏訪市 ファミリーマート諏訪高島 K-4862 諏訪市高島1丁目1286-1 0266-54-2031 コンビニエンスストア
5358 南信 諏訪市 鉄板焼、お好み焼き　わけしめ亭 K-0433 諏訪市高島1丁目3-22-7 0266-53-8355 HP お好み焼き・もんじゃ
5359 南信 諏訪市 多国籍バル　Ｇａｄｏｇａｄｏ K-0983 諏訪市高島2-101-44諏訪湖ホワイトモール1F 0266-75-5324 HP アジア・エスニック
5360 南信 諏訪市 ラルバ諏訪湖 K-0257 諏訪市高島2-1201-42 0266-78-0365 和食・寿司・天ぷら
5361 南信 諏訪市 株式会社エディックス K-3596 諏訪市高島2-1201-44 0266-75-2991 HP 乗り物体験
5362 南信 諏訪市 第一交通株式会社 K-2851 諏訪市高島2-1249-1 0266-58-5151 HP タクシー
5363 南信 諏訪市 ㈲諏訪湖物産 K-1413 諏訪市高島2-1279 0266-53-6852 HP 土産物店 その他グルメ
5364 南信 諏訪市 （有）松尾商店ヨットハーバー店 K-2223 諏訪市高島3-1201-100 0266-57-1023 土産物店
5365 南信 諏訪市 丸安田中屋　本店 K-2218 諏訪市高島3-1421-1 0266-52-0126 HP カフェ・スイーツ
5366 南信 諏訪市 minamoto café 諏訪店 K-2055 諏訪市高島4-2073-8 0266-54-6910 HP カフェ・スイーツ
5367 南信 諏訪市 セブン-イレブン諏訪高島店 K-4238 諏訪市高島4丁目1469-1 0266+57-2005 コンビニエンスストア
5368 南信 諏訪市 トコロテラス K-2978 諏訪市四賀1545-1 0266-52-1056 HP その他土産物店 カフェ・スイーツ
5369 南信 諏訪市 ウエルシア諏訪四賀店 K-4189 諏訪市四賀1735 0266-54-2862 HP ドラッグストア
5370 南信 諏訪市 田所商店　諏訪インター店 K-1872 諏訪市四賀1829-1 0266-78-1061 HP ラーメン・つけ麺
5371 南信 諏訪市 小木曽製粉所　諏訪インター店 K-2468 諏訪市四賀1829-1 0266-75-2645 HP そば・うどん
5372 南信 諏訪市 うなぎ小林　諏訪本店 K-0507 諏訪市四賀1958-2 0266-54-7717 和食・寿司・天ぷら
5373 南信 諏訪市 綿半ホームエイド 諏訪インター店 K-5730 諏訪市四賀2176 0266-56-6560 HP ホームセンター
5374 南信 諏訪市 ホテルルートイン諏訪インター K-0192 諏訪市四賀2247-1 0266-57-5050 HP 居酒屋・創作料理
5375 南信 諏訪市 オギノ諏訪店 K-5242 諏訪市四賀2286-1 0266-56-6200 HP スーパーマーケット
5376 南信 諏訪市 ハルピンラーメン　諏訪本店 K-2313 諏訪市四賀2336-2 0266-53-1557 HP ラーメン・つけ麺
5377 南信 諏訪市 炭火と地酒のたつじん K-3821 諏訪市四賀2344-3フジモリビル1F 0266-78-6543 焼鳥・串揚げ
5378 南信 諏訪市 信州みそホルモン NIKAI K-3822 諏訪市四賀2344-3フジモリビル2F 0266-45-5803 焼肉・ホルモン
5379 南信 諏訪市 寒天直売所　イリセン K-1807 諏訪市四賀2769 0266-52-0342 HP 土産物店
5380 南信 諏訪市 なとりさんちのたまごや工房　諏訪店 K-2464 諏訪市四賀2939の1 0266-53-1231 HP 洋食
5381 南信 諏訪市 海鮮問屋東京つきぢや諏訪インター店 K-0526 諏訪市四賀3575-1 0266-56-1515 居酒屋・創作料理
5382 南信 諏訪市 正栄軒 K-0341 諏訪市四賀626 0266-53-4143 ラーメン・つけ麺
5383 南信 諏訪市 ドライブイン霧ヶ峰富士見台 K-3271 諏訪市四賀7718-8 0266-68-2586 土産物店
5384 南信 諏訪市 レストランドミンゴ諏訪店 K-2557 諏訪市四賀桑原750-4 0266-58-4271 HP 洋食
5385 南信 諏訪市 クレープショップサニーズ諏訪店 K-1212 諏訪市四賀赤沼1676-2 0266-55-6388 HP カフェ・スイーツ
5386 南信 諏訪市 セブン-イレブン諏訪赤沼店 K-4381 諏訪市四賀赤沼1821 0266-58-7711 コンビニエンスストア
5387 南信 諏訪市 串処　竜じん。 K-2248 諏訪市四賀武津102-1 0266-55-2231 焼鳥・串揚げ
5388 南信 諏訪市 諏訪交通株式会社 K-0238 諏訪市四賀武津103-6 0266-53-1121 HP 乗り物体験 タクシー
5389 南信 諏訪市 セブン-イレブン諏訪武津店 K-4378 諏訪市四賀武津67 0266-53-7800 コンビニエンスストア
5390 南信 諏訪市 諏訪湖カントリークラブ K-5212 諏訪市四賀霧ケ峰7718-1 0266-52-1780 HP アウトドア・スポーツ体験 飲食以外
5391 南信 諏訪市 ころぼっくるひゅって K-2111 諏訪市四賀霧ケ峰7718-15 0266-58-0573 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
5392 南信 諏訪市 諏訪湖釣舟センター K-0788 諏訪市渋崎1792-375 0266-52-1199 HP アウトドア・スポーツ体験
5393 南信 諏訪市 諏訪市原田泰治美術館 K-2262 諏訪市渋崎1792-375 0266-54-1881 HP 博物館等 土産物店
5394 南信 諏訪市 かわら亭 K-0910 諏訪市渋崎1792-413プレステージ諏訪湖1階 0266-57-1150 HP フレンチ
5395 南信 諏訪市 株式会社ReBuilding Center JAPAN K-0831 諏訪市小和田3-8 0266-78-8967 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
5396 南信 諏訪市 ファミリーマート諏訪城南 K-4854 諏訪市小和田南15 0266-54-2053 コンビニエンスストア
5397 南信 諏訪市 ホテルこわしみず K-0492 諏訪市上諏訪13338-1 0266-52-1983 土産物店 その他グルメ
5398 南信 諏訪市 レストラン チャプリン K-0500 諏訪市上諏訪13338-1 0266-58-7275 土産物店 その他グルメ
5399 南信 諏訪市 ヒュッテ霧ヶ峰 K-0888 諏訪市上諏訪13338-1 0266-57-0333 HP その他
5400 南信 諏訪市 旅館 双葉屋 K-3125 諏訪市上諏訪13338-151 0266-52-0560 HP 日帰り温泉施設
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5401 南信 諏訪市 ウエルシア諏訪上川店 K-4188 諏訪市上川3-2450-1 0266-56-1016 HP ドラッグストア
5402 南信 諏訪市 クスリのアオキ諏訪上川店 K-5028 諏訪市上川二丁目2122番地1 0266-75-2831 HP ドラッグストア
5403 南信 諏訪市 テンホウ城南店 K-4420 諏訪市城南1-2365-7 0266-52-0840 HP ラーメン・つけ麺
5404 南信 諏訪市 中華そばてんほう城南店 K-4423 諏訪市城南1-2365-7 0266-53-5432 HP ラーメン・つけ麺
5405 南信 諏訪市 ヌーベル梅林堂　諏訪店 K-2261 諏訪市城南1-2556-7 0266-54-7971 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
5406 南信 諏訪市 有限会社やまだい銘酒店 K-1586 諏訪市城南二丁目2523-3 0266-52-1461 その他 土産物店 その他グルメ
5407 南信 諏訪市 NewDaysミニ上諏訪 K-4567 諏訪市諏訪1-1-18 0266-54-2060 コンビニエンスストア
5408 南信 諏訪市 十割そばや K-0938 諏訪市諏訪1-2-3 0266-75-1022 HP そば・うどん
5409 南信 諏訪市 麺屋　宮坂商店　上諏訪支店 K-2634 諏訪市諏訪1-2-3 0266-52-7577 ラーメン・つけ麺
5410 南信 諏訪市 れすとらん割烹いずみ屋 K-2253 諏訪市諏訪1-2-4 0266-52-3267 和食・寿司・天ぷら
5411 南信 諏訪市 丸安田中屋　上諏訪駅前店 K-2217 諏訪市諏訪1-2-5 0266-53-1260 HP カフェ・スイーツ
5412 南信 諏訪市 魚民　上諏訪東口駅前店 K-2167 諏訪市諏訪1-2-7元気なまちビル1階 0266-52-3388 HP 居酒屋・創作料理
5413 南信 諏訪市 すみかまど諏訪店 K-0675 諏訪市諏訪1-4-8 0266-78-8678 HP 居酒屋・創作料理
5414 南信 諏訪市 ツルヤ上諏訪店 K-5122 諏訪市諏訪1-6-1アーク諏訪1階 0266-75-8311 スーパーマーケット
5415 南信 諏訪市 霧の駅　アーク諏訪店 K-5052 諏訪市諏訪1-6-1アーク諏訪2F 080-3094-3205 カフェ・スイーツ
5416 南信 諏訪市 旬呑蔵　蛍 K-5580 諏訪市諏訪1-8-10 0266-52-7465 居酒屋・創作料理
5417 南信 諏訪市 イール亭おおいし K-3859 諏訪市諏訪1ｰ9ｰ8 0266ｰ52ｰ0467 和食・寿司・天ぷら
5418 南信 諏訪市 特産品店　温泉舎 K-1731 諏訪市諏訪1丁目1-18 その他土産物店
5419 南信 諏訪市 炭火焼肉ホルモン職人 K-6023 諏訪市諏訪1丁目2-17 0266-58-8929 HP 焼肉・ホルモン
5420 南信 諏訪市 なとりさんちのたまごや工房上諏訪駅店 K-5086 諏訪市諏訪1丁目821JR上諏訪駅構内 カフェ・スイーツ
5421 南信 諏訪市 Caffe'Val Bagni K-3158 諏訪市諏訪2-1ー2 0266-55-7275 洋食
5422 南信 諏訪市 AMBIRD K-2267 諏訪市諏訪2-2-2 0266-75-5634 HP カフェ・スイーツ
5423 南信 諏訪市 伊東酒造㈱　横笛店舗 K-0814 諏訪市諏訪2-3-6 0266-52-0108 HP その他土産物店
5424 南信 諏訪市 酒ぬのや本金酒造 K-3486 諏訪市諏訪2-8-21 0266-58-0161 HP その他土産物店 その他グルメ
5425 南信 諏訪市 麗人酒造 K-0872 諏訪市諏訪2-9-21 0266-52-3121 HP 土産物店
5426 南信 諏訪市 ギャラリー舞姫 K-1918 諏訪市諏訪2-9-25 0266-52-0078 HP 土産物店
5427 南信 諏訪市 小林川魚店 K-1547 諏訪市諏訪2丁目10-7 0266-58-1751 土産物店
5428 南信 諏訪市 浜の湯 K-0682 諏訪市諏訪市湖岸通り3-3-10 0266-58-8000 土産物店 その他グルメ
5429 南信 諏訪市 RAKO華乃井ホテル中華レストラン華林 K-0131 諏訪市諏訪市高島2-1200-3 0266-54-0555 HP 中華・台湾
5430 南信 諏訪市 RAKO華乃井ホテル K-0817 諏訪市諏訪市高島2-1200-3 0266-54-0555 HP 土産物店 和食・寿司・天ぷら
5431 南信 諏訪市 セブン-イレブン諏訪二丁目店 K-4254 諏訪市諏訪二丁目6-5 0266-52-7055 コンビニエンスストア
5432 南信 諏訪市 かっぱ寿司　諏訪インター店 K-3844 諏訪市大字四賀2328 0266-54-2167 和食・寿司・天ぷら
5433 南信 諏訪市 クスリのアオキ諏訪四賀店 K-5029 諏訪市大字四賀2413番地2 0266-75-0361 HP ドラッグストア
5434 南信 諏訪市 ファミリーマート諏訪四賀店 K-4892 諏訪市大字四賀662-1 0266-51-5233 コンビニエンスストア
5435 南信 諏訪市 スシロー諏訪店 K-3707 諏訪市大字四賀赤沼1813 0266-56-2564 HP 和食・寿司・天ぷら
5436 南信 諏訪市 セブン-イレブン諏訪上社前店 K-4519 諏訪市大字中州字扇田714-7 0266-58-2620 その他 コンビニエンスストア
5437 南信 諏訪市 大社煎餅諏訪店 K-3077 諏訪市大字中洲5320番地9 0266-53-2777 土産物店
5438 南信 諏訪市 諏訪そば打ち道場 K-1739 諏訪市大字中洲字湯田384-3 0266-52-1245 その他
5439 南信 諏訪市 デリシア諏訪豊田店 K-5441 諏訪市大字豊田1321 0266-54-5225 HP スーパーマーケット
5440 南信 諏訪市 諏訪湖サービスエリア上り線　売店 K-2020 諏訪市大字豊田所久保3118 0266-53-7115 HP 土産物店
5441 南信 諏訪市 諏訪湖サービスエリア上り線　神戸屋ブレッズ K-2022 諏訪市大字豊田所久保3118 0266-53-7115 HP カフェ・スイーツ
5442 南信 諏訪市 諏訪湖サービスエリア上り線　おぎのや K-2068 諏訪市大字豊田所久保3118 0266-53-7115 HP その他土産物店
5443 南信 諏訪市 諏訪湖サービスエリア上り線　信州グルメ工房 K-2071 諏訪市大字豊田所久保3118 0266-53-7115 HP ファーストフード
5444 南信 諏訪市 諏訪湖サービスエリア上り線　ハイウェイ温泉諏訪湖 K-2074 諏訪市大字豊田所久保3118 0266-53-7115 HP 日帰り温泉施設
5445 南信 諏訪市 諏訪湖サービスエリア上り線　信州五月庵 K-3827 諏訪市大字豊田所久保3118 0266-53-7115 HP 土産物店
5446 南信 諏訪市 絹の夜 K-0760 諏訪市大手1-11-1大手一番街101 0266-75-9991 その他グルメ
5447 南信 諏訪市 焼とり酒房鳥せん K-3295 諏訪市大手1-12-5 0266-56-2370 焼鳥・串揚げ
5448 南信 諏訪市 鳥梅やきとりコーナー K-0484 諏訪市大手1-13-4 0266-52-3288 焼鳥・串揚げ
5449 南信 諏訪市 飲み食い処　ひなた K-0377 諏訪市大手1-14-11 0266-53-8977 居酒屋・創作料理
5450 南信 諏訪市 あら磯　諏訪店 K-2771 諏訪市大手1-14-5 0266-55-3812 居酒屋・創作料理
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5451 南信 諏訪市 ふるさと茶屋　はな里 K-0435 諏訪市大手1-14-5諏訪シティホテル成田屋1階 0266-58-5687 居酒屋・創作料理
5452 南信 諏訪市 ごちそう処きむら K-0691 諏訪市大手1-14-5諏訪シティホテル成田屋1階 0266-57-5840 HP 定食屋
5453 南信 諏訪市 上諏訪駅前バルわびさび K-1459 諏訪市大手1-14-5成田屋1F 0266-58-7111 居酒屋・創作料理
5454 南信 諏訪市 並木はちコー K-0505 諏訪市大手1-15-3 0266-58-1500 居酒屋・創作料理
5455 南信 諏訪市 ㈱賀茂鶴今井商店 K-0796 諏訪市大手1-2-7 0266-52-3111 土産物店, その他土産物店
5456 南信 諏訪市 スナック　赤いくつ K-2921 諏訪市大手1丁目11-1大手一番街ビル 0266-58-0533 その他グルメ
5457 南信 諏訪市 魚魚亭 K-1064 諏訪市大手1丁目14-5成田屋1F 0266-52-2300 居酒屋・創作料理
5458 南信 諏訪市 飲食処ばんや K-1463 諏訪市大手2-1-4 0266-57-0713 HP 居酒屋・創作料理
5459 南信 諏訪市 食堂岩亀 K-5873 諏訪市大手2-1-8 0266-53-2546 居酒屋・創作料理
5460 南信 諏訪市 和のみせ湖洛 K-3036 諏訪市大手2-1-8Ksビル2F 0266-58-2820 HP 居酒屋・創作料理
5461 南信 諏訪市 RIDERE～リーデレ～ K-0805 諏訪市大手2-16-12 0266-63-1783 HP イタリアン
5462 南信 諏訪市 天狗肉店 K-1803 諏訪市大手2-16-2 0266-52-4541 和食・寿司・天ぷら
5463 南信 諏訪市 焼きモッつん K-0759 諏訪市大手2-3-4AKビル1階 0266-75-1144 焼鳥・串揚げ
5464 南信 諏訪市 居食酒屋 朱珠 K-0645 諏訪市大手2-4-12 0266-53-5833 居酒屋・創作料理
5465 南信 諏訪市 すし割烹　松冨士 K-2899 諏訪市大手2-4-2 0266-58-4567 和食・寿司・天ぷら
5466 南信 諏訪市 びっけ K-3251 諏訪市大手2-6-4 0266-58-8003 居酒屋・創作料理
5467 南信 諏訪市 宴屋とんぼ K-0427 諏訪市大手2-9-5 0266-53-4800 HP 居酒屋・創作料理
5468 南信 諏訪市 ネオステーションホテル上諏訪 K-1628 諏訪市大手2丁目17-12 0266-75-5722 HP 土産物店
5469 南信 諏訪市 中国茶専門店　好茶工房 K-1214 諏訪市大手一丁目15番3号 0266-78-6535 HP その他土産物店
5470 南信 諏訪市 WINESHOP  CHIKYU  知久酒店 K-1076 諏訪市大和3-13-2 0266-52-1280 その他土産物店
5471 南信 諏訪市 諏訪大社前みやげ店 K-2667 諏訪市中州神宮寺140 0266-58-2784 土産物店
5472 南信 諏訪市 こだわりの土産処　風和里 K-0554 諏訪市中洲201 0266-58-1235 HP 土産物店
5473 南信 諏訪市 信州手焼せんべい本舗 K-0572 諏訪市中洲201 0266-58-1235 HP 土産物店
5474 南信 諏訪市 らぁめんカフェ　風楽っと K-0579 諏訪市中洲201 0266-58-1235 HP ラーメン・つけ麺
5475 南信 諏訪市 大商 K-0903 諏訪市中洲201 0266-53-0665 土産物店 そば・うどん
5476 南信 諏訪市 やまさや K-1326 諏訪市中洲261-1 0266-58-3455 和食・寿司・天ぷら
5477 南信 諏訪市 ロイヤルホスト諏訪インター店 K-6022 諏訪市中洲2929-1 0266-58-8130 HP ファミリーレストラン
5478 南信 諏訪市 ファミリーマート諏訪中洲店 K-4840 諏訪市中洲3081-1 0266-54-2005 コンビニエンスストア
5479 南信 諏訪市 テンホウ福島店 K-4431 諏訪市中洲3642 0266-58-4120 HP ラーメン・つけ麺
5480 南信 諏訪市 有限会社田毎庵　猫蔵館 K-1749 諏訪市中洲4335-1 0266-58-0106 HP 土産物店,その他土産物店 そば・うどん
5481 南信 諏訪市 うなぎ宇迦 K-5613 諏訪市中洲4472-3 0266-78-7011 その他グルメ
5482 南信 諏訪市 ピッツァサンタローザ K-0508 諏訪市中洲4484-3 0266-58-7050 HP イタリアン
5483 南信 諏訪市 ファミリーマート諏訪中洲福島店 K-5040 諏訪市中洲5403-1 0266-54-2014 コンビニエンスストア
5484 南信 諏訪市 ファミリーマート諏訪中洲工業団地店 K-4838 諏訪市中洲5709-15 0266-54-4088 コンビニエンスストア
5485 南信 諏訪市 王滝ケータリングサービス　諏訪支店 K-2095 諏訪市中洲5723-8諏訪ふれあい広場 0266-57-1900 HP その他グルメ
5486 南信 諏訪市 地酒の信濃屋 K-0657 諏訪市中洲三ツ俣5709-33 0266-52-4708 HP 土産物店
5487 南信 諏訪市 ピーマンのたまご K-0825 諏訪市中洲神宮寺201 0266-58-1235 土産物店
5488 南信 諏訪市 もこゑまき K-0832 諏訪市中洲神宮寺201 0266-58-1235 土産物店
5489 南信 諏訪市 活の森上社本宮前店 K-0687 諏訪市中洲神宮寺201社乃風内 0266-75-5142 HP 土産物店
5490 南信 諏訪市 PLUM SHOP 上社前店 K-3454 諏訪市中洲神宮寺201社乃風内 0266-78-6481 HP その他土産物店
5491 南信 諏訪市 かこみ/諏訪市 K-3221 諏訪市南町13-2 0266-75-5514 HP 居酒屋・創作料理
5492 南信 諏訪市 柿木観光バス株式会社 K-0795 諏訪市豊田1152番地 0266-58-4455 HP バス
5493 南信 諏訪市 ぱおず屋陽太 K-1320 諏訪市豊田1521-4 0266-78-3235 HP 中華・台湾
5494 南信 諏訪市 諏訪ガラスの里　レストランスリエ K-2382 諏訪市豊田2400-7 080-2076-7179 洋食
5495 南信 諏訪市 Fu-sun工房(ガラスの里内体験コーナー） K-2842 諏訪市豊田2400-7SUWAガラスの里 080-0549-3686 工芸体験
5496 南信 諏訪市 SUWAガラスの里 K-0412 諏訪市豊田2400番7 0266-57-2000 HP 工芸体験, 乗り物体験, 博物館等 土産物店
5497 南信 諏訪市 ファミリーマート諏訪文出 K-5543 諏訪市豊田282 0266-54-4409 コンビニエンスストア
5498 南信 諏訪市 すわっこランド K-3757 諏訪市豊田732 0266-54-2626 HP 日帰り温泉施設 そば・うどん
5499 南信 諏訪市 そじ坊諏訪湖SA店 K-1939 諏訪市豊田所久保3171諏訪湖サービスエリア上り線内 0266-78-6680 そば・うどん
5500 南信 諏訪市 JERRY K-0763 諏訪市末広1-10吉野館ビル1階 0266-78-8555 その他グルメ
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5501 南信 諏訪市 TOM K-0762 諏訪市末広1-81階 0266-75-1117 その他グルメ
5502 南信 諏訪市 御菓子司　甲子堂 K-5772 諏訪市末広12-9 0266-52-0920 土産物店
5503 南信 諏訪市 末広 K-0764 諏訪市末広2-12　1階 0266-78-8842 その他グルメ
5504 南信 諏訪市 たぬきの店 K-1442 諏訪市末広3-1 0266-78-6899 HP イタリアン
5505 南信 諏訪市 ラーメンあした K-0761 諏訪市末広3-14上原ビル1階 0266-75-2266 ラーメン・つけ麺
5506 南信 諏訪市 あんど K-0758 諏訪市末広3-1鳥梅ビル2階 0266-75-5544 和食・寿司・天ぷら
5507 南信 諏訪市 そば処徳八 K-2407 諏訪市末広8-3 0266-52-3180 HP そば・うどん
5508 南信 諏訪市 霧ヶ峰ビーナス K-5758 諏訪市霧ケ峰7718-9 0266-75-1363 土産物店 そば・うどん
5509 南信 辰野町 そば処　素香庵 K-5708 辰野町伊那富8101-1 070-2663-8497 そば・うどん
5510 南信 辰野町 カジュアルレストラン陽 K-4819 辰野町赤羽169-1 0266-43-3157 ファミリーレストラン
5511 南信 岡谷市 小さな絵本美術館 K-5976 長地権現町4‐6‐13 0266-28-9877 HP 博物館等
5512 南信 伊那市 ファミリーマート JAいな竜東店 K-5150 長野県伊那市境1588-1 0265-71-7858 コンビニエンスストア 飲食以外
5513 南信 伊那市 A・コープ　伊那中央店 K-5277 長野県伊那市狐島4385-1 0265-72-9644 HP スーパーマーケット
5514 南信 伊那市 ファミリーマート JAいな店 K-5152 長野県伊那市荒井3670-1 0265-77-1125 コンビニエンスストア 飲食以外
5515 南信 伊那市 マツモトキヨシ伊那店 K-4101 長野県伊那市上新田2696-1 0265-76-8681 HP ドラッグストア
5516 南信 伊那市 マツモトキヨシ伊那上牧店 K-4161 長野県伊那市上牧6601-1 0265-77-3010 HP ドラッグストア
5517 南信 伊那市 ファミリードラッグ宮田店 K-4104 長野県伊那市西春近竹の花8501-1 0265-76-8806 HP ドラッグストア
5518 南信 伊那市 信州伊那そば処　名人亭 K-5156 長野県伊那市西箕輪3415 0265-74-1831 HP そば・うどん
5519 南信 伊那市 トマトの木ＢＢＱガーデン K-5157 長野県伊那市西箕輪3900-100 0265-74-1801 HP その他グルメ
5520 南信 伊那市 ファームレストラン「トマトの木」 K-5158 長野県伊那市西箕輪3900-360 0265-74-1801 HP ファミリーレストラン
5521 南信 伊那市 ファミリーマート JA西箕輪店 K-5155 長野県伊那市西箕輪6579 0265-72-1568 コンビニエンスストア 飲食以外
5522 南信 伊那市 ファミリーマート伊那上川手 K-5199 長野県伊那市美篶5782-1 0265-77-4008 コンビニエンスストア 飲食以外
5523 南信 伊那市 A・コープ　美すず店 K-5278 長野県伊那市美篶上原4283-3 0265-72-3005 HP スーパーマーケット
5524 南信 伊那市 ツルハドラッグ伊那福島店 K-4548 長野県伊那市福島２２６ 0265-71-6268 HP ドラッグストア
5525 南信 岡谷市 マツモトキヨシレイクウォーク岡谷店 K-4146 長野県岡谷市銀座1丁目1-5 0266-21-1050 HP ドラッグストア
5526 南信 岡谷市 ファミリーマート岡谷山下町店 K-5179 長野県岡谷市山下町1丁目8-32 0266-21-7297 コンビニエンスストア 飲食以外
5527 南信 岡谷市 マツモトキヨシ岡谷若宮店 K-4128 長野県岡谷市若宮1-3-23 0266-21-5188 HP ドラッグストア
5528 南信 岡谷市 ファミリーマート岡谷田中町店 K-5180 長野県岡谷市田中町2丁目ｰ8-5 0266-21-5956 コンビニエンスストア 飲食以外
5529 南信 阿智村 A・コープ　ラックあち店 K-5286 長野県下伊那郡阿智村大字春日3220 0265-43-2003 HP スーパーマーケット
5530 南信 喬木村 A・コープ　たかぎ店 K-5283 長野県下伊那郡喬木村阿島1282 0265-33-4488 HP スーパーマーケット
5531 南信 松川町 A・コープ　リカまつかわ店 K-5282 長野県下伊那郡松川町大字元大島3274-6 0265-36-2577 HP スーパーマーケット
5532 南信 松川町 ツルハドラッグ松川大島店 K-4554 長野県下伊那郡松川町大島2129番地3 0265-36-7268 HP ドラッグストア
5533 南信 平谷村 平谷カントリー倶楽部 K-3883 長野県下伊那郡平谷村403 0265-48--2111 HP アウトドア・スポーツ体験 飲食以外
5534 南信 茅野市 マツモトキヨシ上原店 K-4103 長野県茅野市ちの243-7 0266-73-7177 HP ドラッグストア
5535 南信 茅野市 マツモトキヨシ長峰店 K-4108 長野県茅野市宮川11359-1 0266-71-2555 HP ドラッグストア
5536 南信 茅野市 ツルハドラッグ茅野玉川店 K-4559 長野県茅野市玉川3421－1 0266-75-2810 HP ドラッグストア
5537 南信 茅野市 A・コープ　ファーマーズサン・ライフ店 K-5275 長野県茅野市玉川神之原3035-1 0266-73-1111 HP スーパーマーケット
5538 南信 茅野市 マツモトキヨシ諏訪ステーションパーク店 K-4117 長野県茅野市中沖13-6 0266-71-1450 HP ドラッグストア
5539 南信 茅野市 マツモトキヨシオギノＳＣ茅野店 K-4157 長野県茅野市塚原1丁目17-1 0266-82-5570 HP ドラッグストア
5540 南信 茅野市 A・コープ　ファーマーズピアみどり店 K-5274 長野県茅野市豊平3066 0266-82-2200 HP スーパーマーケット
5541 南信 駒ヶ根市 ツルハドラッグ駒ヶ根店 K-4546 長野県駒ヶ根市下市場12番1号 0265-82-7507 HP ドラッグストア
5542 南信 駒ヶ根市 手打ち蕎麦処　なごみ K-3317 長野県駒ヶ根市上穂北3-13 0265-82-2842 そば・うどん
5543 南信 駒ヶ根市 マツモトキヨシ駒ヶ根塩木店 K-4139 長野県駒ヶ根市赤穂4026番1 0265-82-8870 HP ドラッグストア
5544 南信 駒ヶ根市 ファミリーマート JAこまがね店 K-5154 長野県駒ヶ根市飯坂1-4-2 0265-81-1035 コンビニエンスストア 飲食以外
5545 南信 宮田村 A・コープ　宮田店 K-5281 長野県上伊那郡宮田村3328 0265-84-1202 HP スーパーマーケット
5546 南信 辰野町 ファミリーマートＪＡ小野たのめ店 K-5149 長野県上伊那郡辰野町大字小野1290-30 0266-44-5166 コンビニエンスストア 飲食以外
5547 南信 辰野町 ファミリーマート JA平出店 K-5153 長野県上伊那郡辰野町平出1506-1 0266-44-1076 コンビニエンスストア 飲食以外
5548 南信 中川村 ファミリーマートＪＡ中川店 K-5147 長野県上伊那郡中川村片桐3996-1 0265-88-6033 コンビニエンスストア 飲食以外
5549 南信 南箕輪村 ファミリーマートＪＡ大芝高原店 K-5145 長野県上伊那郡南箕輪村字大芝原2380-1250 0265-77-9405 コンビニエンスストア 飲食以外
5550 南信 飯島町 A・コープ　七久保店 K-5280 長野県上伊那郡飯島町七久保1539-2 0265-86-3735 HP スーパーマーケット
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5551 南信 飯島町 ファミリーマートＪＡいいじま店 K-5146 長野県上伊那郡飯島町飯島1793-7 0265-86-8015 コンビニエンスストア 飲食以外
5552 南信 箕輪町 ファミリーマート JA伊北インター店 K-5151 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪1542 0265-71-1116 コンビニエンスストア 飲食以外
5553 南信 下諏訪町 ツルハドラッグ下諏訪店 K-4549 長野県諏訪郡下諏訪町６２８４番１ 0266-26-3268 HP ドラッグストア
5554 南信 下諏訪町 ハルピンラーメン　下諏訪町役場前店 K-2314 長野県諏訪郡下諏訪町西鷹野町4750-1 0266-28-5888 HP ラーメン・つけ麺
5555 南信 下諏訪町 ファミリーマート下諏訪春宮大門店 K-5178 長野県諏訪郡下諏訪町矢木西11 0266-26-4540 コンビニエンスストア 飲食以外
5556 南信 原村 A・コープ　原村店 K-5272 長野県諏訪郡原村払沢11909-2 0266-79-4995 HP スーパーマーケット
5557 南信 富士見町 A・コープ　ファーマーズ富士見店 K-5273 長野県諏訪郡富士見町落合字南原山9984-1025 0266-62-2090 HP スーパーマーケット
5558 南信 諏訪市 マツモトキヨシ大和店 K-4110 長野県諏訪市湖岸通り2-305-1 0266-54-5080 HP ドラッグストア
5559 南信 諏訪市 ファミリーマート諏訪湖南店 K-5176 長野県諏訪市湖南田辺1333-1 0266-56-1475 コンビニエンスストア 飲食以外
5560 南信 諏訪市 ファミリーマート諏訪高島城前店 K-5177 長野県諏訪市高島1丁目22-27 0266-54-4538 コンビニエンスストア
5561 南信 諏訪市 マツモトキヨシ赤沼店 K-4106 長野県諏訪市四賀赤沼1625 0266-58-8978 HP ドラッグストア
5562 南信 諏訪市 ファミリーマート上諏訪駅前店 K-5175 長野県諏訪市諏訪1丁目2-4 0266-54-6409 コンビニエンスストア 飲食以外
5563 南信 諏訪市 マツモトキヨシ上諏訪駅前店 K-4159 長野県諏訪市諏訪1丁目6番1号 0266-54-3110 HP ドラッグストア
5564 南信 飯田市 焼肉　鈴盛 K-5188 長野県飯田市育良町2-1-7 0265-25-5040 焼肉・ホルモン
5565 南信 飯田市 A・コープ　あいぱんいいだ店 K-5285 長野県飯田市桐林1040-2 0265-26-8320 HP スーパーマーケット
5566 南信 飯田市 マツモトキヨシ座光寺店 K-4105 長野県飯田市座光寺4700-3 0265-23-8895 HP ドラッグストア
5567 南信 飯田市 ローソン飯田座光寺店 K-4662 長野県飯田市座光寺4737-1 0265-23-5220 コンビニエンスストア 飲食以外
5568 南信 飯田市 A・コープ　ファーマーズいいだ店 K-5284 長野県飯田市曙町142 0265-23-7788 HP スーパーマーケット
5569 南信 飯田市 ファミリードラッグ上郷店 K-4129 長野県飯田市上郷飯沼2219-1 0265-21-4010 HP ドラッグストア
5570 南信 飯田市 ツルハドラッグ飯田川路店 K-4558 長野県飯田市川路7127-1 0265-49-3130 HP ドラッグストア
5571 南信 飯田市 マツモトキヨシ飯田駄科店 K-4138 長野県飯田市駄科1318-1 0265-26-3010 HP ドラッグストア
5572 南信 飯田市 マツモトキヨシ伊賀良店 K-4102 長野県飯田市大瀬木3990-3 0265-25-9182 HP ドラッグストア
5573 南信 飯田市 ツルハドラッグ飯田西鼎店 K-4553 長野県飯田市鼎西鼎542-1 0265-21-5268 HP ドラッグストア
5574 南信 飯田市 マツモトキヨシかなえ店 K-4119 長野県飯田市鼎名古熊2081-1 0265-56-8670 HP ドラッグストア
5575 南信 飯田市 マツモトキヨシアピタ飯田店 K-4143 長野県飯田市鼎名古熊2461アピタ飯田店1F 0265-56-1020 HP ドラッグストア
5576 南信 飯田市 ツルハドラッグ飯田駅前店 K-4562 長野県飯田市東和町2丁目３５番　丘の上結いスクエア 0265-23-1268 HP ドラッグストア
5577 南信 飯田市 焼肉　大紋　伊賀良店 K-0959 飯田市育良町1-10-1 0265-25-8989 HP 焼肉・ホルモン
5578 南信 飯田市 あすき　戸隠手打ちそば K-0982 飯田市育良町1-10-2 0265-25-1000 HP そば・うどん
5579 南信 飯田市 JAみなみ信州　農産物直売所　りんごの里 K-1767 飯田市育良町1-2-1 0265-28-2770 HP 土産物店,その他土産物店
5580 南信 飯田市 酒のメガテン本店 K-5716 飯田市育良町1-22-4 0265-25-1212 HP 土産物店, スーパーマーケット, その他土産物店

5581 南信 飯田市 ホテルルートイン飯田　花茶屋 K-0003 飯田市育良町2-3-5 0265-25-1622 HP 居酒屋・創作料理
5582 南信 飯田市 かなえ茶屋 K-1052 飯田市一色110番地の1 0265-22-8188 和食・寿司・天ぷら
5583 南信 飯田市 カレーの大原屋 K-5795 飯田市羽場権現978-4 0265-21-0739 HP アジア・エスニック
5584 南信 飯田市 セブン-イレブン飯田羽場町 K-5833 飯田市羽場町2-13-8 0265-52-0543 コンビニエンスストア
5585 南信 飯田市 カワチ薬品　飯田店 K-4754 飯田市羽場町3-1-3 0265-24-5907 HP ドラッグストア
5586 南信 飯田市 いろはにほへと　飯田駅前店 K-3416 飯田市央通り4丁目40 0265-24-5733 HP 居酒屋・創作料理
5587 南信 飯田市 木下農園 K-3890 飯田市下瀬301-2 0265-27-2366 HP 果物狩り・観光農園
5588 南信 飯田市 ファミリーマート信州天竜峡店 K-4879 飯田市下瀬387-1 0265-27-6007 コンビニエンスストア
5589 南信 飯田市 網元 K-3124 飯田市下殿岡1276 0265-48-6373 居酒屋・創作料理
5590 南信 飯田市 飯田風越タクシー K-3676 飯田市丸山町1丁目10-6番地 0265-23-3111 バス,タクシー
5591 南信 飯田市 ファミリーマート飯田丸山店 K-5379 飯田市丸山町1丁目2番3号 0265-21-3006 コンビニエンスストア
5592 南信 飯田市 ローソン飯田丸山町店 K-4590 飯田市丸山町二丁目1-1 0265-23-7015 コンビニエンスストア
5593 南信 飯田市 湯元　久米川温泉 K-0473 飯田市久米646-1 0265-28-1000 HP アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設, その他 土産物店
5594 南信 飯田市 ファミリーマート飯田桐林店 K-5080 飯田市桐林1061番地4 0265-26-3013 コンビニエンスストア
5595 南信 飯田市 酒のメガテン竜丘店 K-5714 飯田市桐林1787 0265-26-1877 HP 土産物店, スーパーマーケット, その他土産物店

5596 南信 飯田市 天竜川ラフティング　ランナバウト K-0890 飯田市桐林1951-5 0265-28-5901 HP アウトドア・スポーツ体験
5597 南信 飯田市 シルクホテル　アネックス K-0638 飯田市錦町1-1 0265-23-8383 HP 土産物店 各国料理
5598 南信 飯田市 シルクホテル K-0629 飯田市錦町1-10 0265-23-8383 HP 土産物店 各国料理
5599 南信 飯田市 広竜苑 K-3468 飯田市銀座1ー15 0265-52-1770 焼肉・ホルモン
5600 南信 飯田市 和牛一頭買い ふえ門 K-0560 飯田市銀座3-1-1 0265-52-9029 HP 土産物店 焼肉・ホルモン
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5601 南信 飯田市 上海楼 K-2902 飯田市銀座3-1-1トップヒルズ1階 0265-22-1369 ラーメン・つけ麺
5602 南信 飯田市 そば処かざこし K-2758 飯田市銀座3-7銀座堀端ビル1F 0265-48-5511 そば・うどん
5603 南信 飯田市 鉄板焼Dining銀座ハンバーグ K-2226 飯田市銀座3丁目1-1 0265-48-0393 HP 鉄板・ステーキ
5604 南信 飯田市 日産レンタカー飯田駅前店 K-5858 飯田市元町5428-6 0265-56-1123 レンタカー
5605 南信 飯田市 セブン-イレブン飯田江戸町店 K-4680 飯田市江戸町2丁目290−1 0265-23-2551 コンビニエンスストア
5606 南信 飯田市 スペインバル マージ K-3714 飯田市江戸町4丁目282−1 0265-53-2139 HP ダイニングバー・バル
5607 南信 飯田市 ローソン飯田高羽町店 K-4694 飯田市高羽町3-4-3 0265-23-3006 コンビニエンスストア
5608 南信 飯田市 今宮半平 K-1340 飯田市今宮町4-5610-2 0265-22-4627 HP 和食・寿司・天ぷら
5609 南信 飯田市 砂払温泉 K-0175 飯田市砂払町1丁目695番地 0265-22-1209 HP 日帰り温泉施設 和食・寿司・天ぷら
5610 南信 飯田市 さすが家飯田店 K-1053 飯田市坐座光寺3895番地の1 0265-53-1515 和食・寿司・天ぷら
5611 南信 飯田市 熟成とんかつ ３びきのこぶた 座光寺店 K-2141 飯田市座光寺3349-1エス・バードB棟1F 0265-49-0978 HP 和食・寿司・天ぷら
5612 南信 飯田市 おいでなんしょ K-0471 飯田市座光寺3349-1エス・バード内 0265-52-1615 HP 土産物店, 伝統工芸品等の販売店

5613 南信 飯田市 吉丸屋まんじゅう店 K-0972 飯田市座光寺3604-4 0265-23-8564 HP 土産物店
5614 南信 飯田市 あめや土産店 K-4053 飯田市座光寺3605 0265-49-0226 土産物店, 伝統工芸品等の販売店 その他グルメ
5615 南信 飯田市 北部タクシー座光寺営業所 K-1612 飯田市座光寺3693-6 0265-22-5527 HP タクシー
5616 南信 飯田市 焼肉きんぐ座光寺店 K-2148 飯田市座光寺3948-1 0265-56-1717 HP 焼肉・ホルモン
5617 南信 飯田市 松乃本店 K-1643 飯田市座光寺3948-2 0265-52-5559 HP 和食・寿司・天ぷら
5618 南信 飯田市 座光寺万十 川本屋 K-5421 飯田市座光寺4715-1 0265-53-0030 その他土産物店
5619 南信 飯田市 信濃屋　桜町店 K-0662 飯田市桜町1-35 0265-23-9931 HP 定食屋
5620 南信 飯田市 喫茶軽食たかどやモーモー K-3593 飯田市山本1649-1 0265-25-6041 定食屋
5621 南信 飯田市 船橋屋　山本店 K-0992 飯田市山本3338-1 0265-25-2043 HP 土産物店, その他土産物店
5622 南信 飯田市 ファミリーマート飯田山本店 K-4872 飯田市山本396-2 0265-28-1531 コンビニエンスストア
5623 南信 飯田市 門 K-3200 飯田市山本488-9 0265-28-1303 定食屋
5624 南信 飯田市 セブン-イレブン飯田山本店 K-5390 飯田市山本5976 0265-25-5678 コンビニエンスストア
5625 南信 飯田市 たかどやファーム K-3592 飯田市山本951番地 0265-25-7733 土産物店
5626 南信 飯田市 アストロボウル K-2716 飯田市主税町20 0265-23-4611 HP レジャー施設
5627 南信 飯田市 旬味処しょうらく K-1205 飯田市主税町25番地 0265-22-0505 HP 和食・寿司・天ぷら
5628 南信 飯田市 第一観光タクシー株式会社 K-2198 飯田市主税町27番地 0265-22-5050 タクシー
5629 南信 飯田市 焼肉おおくら K-2225 飯田市主税町3-1 0265-52-3296 HP 焼肉・ホルモン
5630 南信 飯田市 つぼ八飯田本店 K-5046 飯田市主税町31-1 0265-23-2744 居酒屋・創作料理
5631 南信 飯田市 みつばち K-3040 飯田市主税町4-3吉川ビル1F 0265-48-0981 HP 和食・寿司・天ぷら
5632 南信 飯田市 セブン-イレブン飯田松尾寺所店 K-4679 飯田市松尾7340−1 0265-56-8677 コンビニエンスストア
5633 南信 飯田市 セブン-イレブン飯田松尾上溝店 K-5900 飯田市松尾上溝2658-3 0265-23-1207 コンビニエンスストア
5634 南信 飯田市 ケーヨーデイツー飯田松尾店 K-4954 飯田市松尾上溝6385 0265-52-2838 HP ホームセンター
5635 南信 飯田市 アルプスぼうけん組楽部 K-1197 飯田市松尾新井6703-1 0265-59-8881 HP アウトドア・スポーツ体験
5636 南信 飯田市 ファミリーマート飯田松尾新井店 K-4901 飯田市松尾新井6755 0265-21-4315 コンビニエンスストア
5637 南信 飯田市 天竜舟下り K-0570 飯田市松尾新井7170 0265-24-3345 HP アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, その他 土産物店 バス
5638 南信 飯田市 purumeria caffe K-3038 飯田市松尾代田1455-3 0265-49-4038 焼肉・ホルモン
5639 南信 飯田市 萬房 K-1557 飯田市松尾町2-30 0265-56-8855 HP 居酒屋・創作料理
5640 南信 飯田市 裏萬房 K-1558 飯田市松尾町2-30 0265-23-5151 HP 居酒屋・創作料理
5641 南信 飯田市 ファミリーマート飯田松尾店 K-4876 飯田市松尾明7755-3 0265-56-4219 コンビニエンスストア
5642 南信 飯田市 バロー松尾店 K-5494 飯田市松尾明7933-1 0265-59-7322 スーパーマーケット
5643 南信 飯田市 ケーヨーデイツー飯田上郷店 K-4967 飯田市上郷黒田1185 0265-56-8610 HP ホームセンター
5644 南信 飯田市 焼肉　大紋　黒田店 K-0974 飯田市上郷黒田1481-1 0265-25-8989 HP 焼肉・ホルモン
5645 南信 飯田市 信州旨酒加藤商店 K-2560 飯田市上郷黒田1927-4 0265-23-7374 HP 土産物店
5646 南信 飯田市 ファミリーマート上郷中央店 K-4932 飯田市上郷黒田2078-1 0265-21-4530 その他 コンビニエンスストア
5647 南信 飯田市 稲垣来三郎匠 K-1626 飯田市上郷黒田2721-1 0265-56-1550 HP その他 土産物店
5648 南信 飯田市 ファミリーマート飯田上郷黒田店 K-4846 飯田市上郷黒田3156番地3 0265-56-4059 コンビニエンスストア
5649 南信 飯田市 セブン-イレブン飯田上里黒田店 K-5996 飯田市上郷黒田店 0265-52-1125 コンビニエンスストア
5650 南信 飯田市 みつばつつじイオン飯田店 K-1359 飯田市上郷飯沼1575イオン飯田店1階 0265-21-3332 土産物店, その他土産物店
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5651 南信 飯田市 旨い屋イオン飯田店 K-1065 飯田市上郷飯沼1575番地2F 0265-21-3344 丼もの
5652 南信 飯田市 しなとらイオン飯田店 K-1066 飯田市上郷飯沼1575番地2F 0265-21-3346 ラーメン・つけ麺
5653 南信 飯田市 メレンダイオン飯田店 K-1067 飯田市上郷飯沼1575番地2F 0265-53-0090 洋食
5654 南信 飯田市 味のれんはら宿 K-4944 飯田市上郷飯沼1756-1 0265-23-3685 居酒屋・創作料理
5655 南信 飯田市 かっぱ寿司　　飯田店 K-3840 飯田市上郷飯沼3403 0265-56-2367 和食・寿司・天ぷら
5656 南信 飯田市 セブン-イレブン飯田上郷飯沼店 K-4646 飯田市上郷飯沼523-1 0265-52-1070 コンビニエンスストア
5657 南信 飯田市 日本料理　光彩苑 K-3378 飯田市上郷飯沼822-2 0265-21-5310 HP 和食・寿司・天ぷら
5658 南信 飯田市 ロカンディーナ ミヤザワ K-2146 飯田市上郷別府1403-1 0265-49-8195 HP イタリアン
5659 南信 飯田市 ローソン飯田上郷別府店 K-4685 飯田市上郷別府3333-13 0265-53-3069 コンビニエンスストア
5660 南信 飯田市 酒のメガテン上郷店 K-5715 飯田市上郷別府3361-2 0265-21-3250 HP 土産物店, スーパーマーケット, その他土産物店

5661 南信 飯田市 ファミリーマート飯田上郷別府店 K-4931 飯田市上郷別府694番地 0265-21-4530 その他 コンビニエンスストア
5662 南信 飯田市 はんば亭 K-0008 飯田市上村1250-1 0260-36-1005 HP 土産物店 そば・うどん
5663 南信 飯田市 村の茶屋 K-0012 飯田市上村149-2 0260-36-2888 HP そば・うどん
5664 南信 飯田市 喫茶かみ K-0010 飯田市上村413-4 0260-36-2744 HP 和食・寿司・天ぷら
5665 南信 飯田市 上村農産物直売所 K-0019 飯田市上村631-3 0260-36-2210 HP 土産物店
5666 南信 飯田市 上村まつり伝承館 K-0042 飯田市上村753 0260-36-2005 HP 博物館等
5667 南信 飯田市 ローソン飯田上殿岡店 K-4594 飯田市上殿岡2-1 0265-49-8878 コンビニエンスストア
5668 南信 飯田市 セブン-イレブン飯田殿岡店 K-5567 飯田市上殿岡430-6 0265-25-7545 コンビニエンスストア
5669 南信 飯田市 カインズ飯田店 K-5306 飯田市上殿岡561-1 0265-25-8222 ホームセンター
5670 南信 飯田市 ファミリーマート飯田上殿岡店 K-4937 飯田市上殿岡582-1 0265-56-0047 コンビニエンスストア
5671 南信 飯田市 殿岡温泉　湯元　湯～眠 K-0767 飯田市上殿岡628 0265-28-1111 HP 日帰り温泉施設 土産物店 和食・寿司・天ぷら
5672 南信 飯田市 かっぱ寿司飯田インター店 K-3835 飯田市上殿岡655 0265-28-2446 和食・寿司・天ぷら
5673 南信 飯田市 アップルキャブ　南信州広域タクシー有限会社 K-1316 飯田市上殿岡717番地4 0265-28-2800 HP タクシー
5674 南信 飯田市 木下水引(株)　飯田結いバス K-0809 飯田市上殿岡8-1 0265-25-8822 HP 工芸体験 バス
5675 南信 飯田市 のんび荘 K-0678 飯田市上飯田7462 0265-22-0755 そば・うどん
5676 南信 飯田市 三河家食堂 K-2920 飯田市常盤町1 0265-22-0293 HP そば・うどん
5677 南信 飯田市 居酒屋かっぽれ K-3002 飯田市常盤町13音羽ビル 0265-23-4425 居酒屋・創作料理
5678 南信 飯田市 春月　売店 K-0353 飯田市常盤町40 0265-22-5454 HP 土産物店
5679 南信 飯田市 飲み喰い処あっと家 K-5731 飯田市常盤町45-1 0265-49-8420 居酒屋・創作料理
5680 南信 飯田市 奥天竜不動温泉　佐和屋 K-0180 飯田市千代2303-1 0265-59-2122 HP 土産物店, その他土産物店 その他グルメ
5681 南信 飯田市 福沢商店 K-1748 飯田市川路4757 0265-27-2484 土産物店
5682 南信 飯田市 鉄板　笑門　天龍峡店 K-2321 飯田市川路4857-3 0265-49-0701 お好み焼き・もんじゃ
5683 南信 飯田市 喜目屋みやげ店 K-2823 飯田市川路4918-1 0265-27-2136 土産物店
5684 南信 飯田市 渓谷に佇む隠れ宿　峡泉 K-1481 飯田市川路4942-2 0265-27-3332 HP 土産物店
5685 南信 飯田市 渓谷に佇む隠れ宿　峡泉 K-1478 飯田市川路4972-2 0265-27-3332 HP 和食・寿司・天ぷら
5686 南信 飯田市 天龍峡温泉交流館ご湯っくり（のんびりキッチン） K-2743 飯田市川路4992-1 0265-27-4011 HP そば・うどん
5687 南信 飯田市 ボンマンジェ天龍峡 K-1555 飯田市川路7600 0265-49-5868 その他土産物店 そば・うどん
5688 南信 飯田市 ココロマルシェ K-1890 飯田市川路7620ココロファームビレッジ 0265-49-0831 HP 土産物店
5689 南信 飯田市 リストランテ　ココリズム K-2049 飯田市川路7620ココロファームビレッジ 0265-49-5560 HP イタリアン
5690 南信 飯田市 ファームカフェココロ K-2051 飯田市川路7620ココロファームビレッジ 0265-49-7780 HP カフェ・スイーツ
5691 南信 飯田市 ローソン　飯田駄科店 K-4321 飯田市駄科1280 0265-26-6650 コンビニエンスストア
5692 南信 飯田市 カフェ&レストラン　ベルグウィンド K-5939 飯田市大休7462-49 0265-23-3437 HP フレンチ
5693 南信 飯田市 セブン-イレブン飯田大瀬木店 K-5396 飯田市大瀬木918-1 0265-25-1710 コンビニエンスストア
5694 南信 飯田市 あじの店つきぢ K-0630 飯田市知久町1-17 0265-24-9857 HP 居酒屋・創作料理
5695 南信 飯田市 飯田銘菓　赤飯万十の一不二 K-5948 飯田市知久町1-8 0265-22-1483 土産物店
5696 南信 飯田市 カラオケシティ　メトロポリス K-3336 飯田市知久町2-1熊谷ビル 0265-52-3719 HP レジャー施設 その他グルメ
5697 南信 飯田市 アイタクシー　朝日交通 K-0303 飯田市知久町3丁目1番地 0265-22-0373 HP タクシー
5698 南信 飯田市 千福屋 K-3525 飯田市竹佐690-1 0265-25-3711 和食・寿司・天ぷら
5699 南信 飯田市 居酒屋大王 K-3472 飯田市中央通り1-17 0265-23-7305 居酒屋・創作料理
5700 南信 飯田市 はこだて K-3087 飯田市中央通り1-18 0265-24-4805 HP 居酒屋・創作料理
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5701 南信 飯田市 中央通り東京庵 K-2951 飯田市中央通り1-2 0265-22-2840 居酒屋・創作料理
5702 南信 飯田市 カラオケBanBan飯田中央通り店 K-5516 飯田市中央通り1-27 050-3134-0749 その他グルメ
5703 南信 飯田市 信濃屋食堂　中央通り店 K-2846 飯田市中央通り1-6 0265-24-4708 定食屋
5704 南信 飯田市 一夢庵 K-0567 飯田市中央通り2-21-2 0265-48-6402 HP 土産物店 居酒屋・創作料理
5705 南信 飯田市 月うさぎ K-1883 飯田市中央通り2-23-1 0265-24-5334 HP 居酒屋・創作料理
5706 南信 飯田市 かぶき屋 K-0573 飯田市中央通り2-7信越ビルB1 0265-24-5729 土産物店 居酒屋・創作料理
5707 南信 飯田市 鉄板酒肴　一夢庵 K-3201 飯田市中央通り2丁目21-2 0265-48-6402 HP 居酒屋・創作料理
5708 南信 飯田市 どんでん　藁焼き炭火焼き K-0620 飯田市中央通り3-9 0265-48-8082 HP 居酒屋・創作料理
5709 南信 飯田市 多月堂　土産品店 K-0613 飯田市中央通り4-16 0265-22-0581 HP 土産物店
5710 南信 飯田市 一茶堂 K-0553 飯田市中央通り4-39 0265-24-1310 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
5711 南信 飯田市 一茶堂　土産店 K-0912 飯田市中央通り4-39 0265-24-1310 HP 土産物店
5712 南信 飯田市 庄や飯田店 K-5733 飯田市中央通り4-42 0265240408 居酒屋・創作料理
5713 南信 飯田市 山内農場　飯田駅前店 K-2191 飯田市中央通り4-42松澤店舗1階 0265-21-4388 HP 居酒屋・創作料理
5714 南信 飯田市 魚民　飯田駅前店 K-1790 飯田市中央通り4-47-3シノダビル1階 0265-23-4988 HP 居酒屋・創作料理
5715 南信 飯田市 炭焼き　ザキ K-3465 飯田市中央通り4丁目11-25 0265-22-1101 焼鳥・串揚げ
5716 南信 飯田市 焼肉ろくなもんじゃねぇ K-3466 飯田市中央通り4丁目12-3 0265-23-2441 焼肉・ホルモン
5717 南信 飯田市 南信州フルーツファクトリー K-3467 飯田市中央通り4丁目47-1 0265-38-9039 ダイニングバー・バル
5718 南信 飯田市 ファミリーマート飯田中村店 K-4877 飯田市中村1540-1 0265-32-1283 コンビニエンスストア
5719 南信 飯田市 梅花園 K-5368 飯田市中村2241 0265-49-8293 HP 果物狩り・観光農園 土産物店
5720 南信 飯田市 ほんのり家 K-2686 飯田市長姫町4 0265-24-7062 焼肉・ホルモン
5721 南信 飯田市 四季の揚物　串亭 K-5464 飯田市長姫町4 0265-22-5694 HP 居酒屋・創作料理
5722 南信 飯田市 炉ばた焼　三亀 K-5474 飯田市長姫町4 0265-24-3048 HP 居酒屋・創作料理
5723 南信 飯田市 天空の城　三宜亭本館 K-3686 飯田市追手町2-641-10 0265-24-0242 HP 日帰り温泉施設 土産物店 居酒屋・創作料理
5724 南信 飯田市 地酒処　三の蔵 K-1453 飯田市通り町2-1 050-3635-0333 HP 居酒屋・創作料理
5725 南信 飯田市 カフェ三連蔵 K-2277 飯田市通り町2-1 0265-23-0023 カフェ・スイーツ
5726 南信 飯田市 飯田タクシー K-2245 飯田市通り町2-21 0265-24-1111 タクシー
5727 南信 飯田市 丸中商會 K-1881 飯田市通り町2-22-3 0265-21-0733 HP 焼肉・ホルモン
5728 南信 飯田市 FAVERS　なみき店 K-1355 飯田市通り町2丁目23番地 0265-52-6188 土産物店, その他土産物店 カフェ・スイーツ
5729 南信 飯田市 船橋屋　アップルロード店 K-0998 飯田市鼎136-3 0265-52-2784 HP 土産物店, その他土産物店
5730 南信 飯田市 串屋長右衛門一色店 K-4797 飯田市鼎一色110-1 0265-53-9489 焼鳥・串揚げ
5731 南信 飯田市 ステーキ宮　飯田インター店 K-3421 飯田市鼎一色176-2 0265-52-2311 HP 鉄板・ステーキ
5732 南信 飯田市 ローソン飯田バイパス店 K-4601 飯田市鼎一色392-1 0265-59-7511 コンビニエンスストア
5733 南信 飯田市 スシローイオン飯田アップルロード店 K-3700 飯田市鼎一色456 0265-21-6012 HP 和食・寿司・天ぷら
5734 南信 飯田市 とんかつ・しゃぶしゃぶ ３びきのこぶた 本店 K-2136 飯田市鼎一色49-1 0265-52-5355 HP 和食・寿司・天ぷら
5735 南信 飯田市 （有）はと錦 K-2269 飯田市鼎一色64-1 0265-22-0810 その他 土産物店
5736 南信 飯田市 ローソン飯田鼎一色店 K-4600 飯田市鼎一色88 0265-52-5068 コンビニエンスストア
5737 南信 飯田市 食事処　天月 K-3237 飯田市鼎下山1236-2 0265-24-8651 HP 和食・寿司・天ぷら
5738 南信 飯田市 トラットリアベッラソニア K-5485 飯田市鼎下山1419-1 0265-23-7720 HP イタリアン
5739 南信 飯田市 セブン-イレブン飯田鼎下山 K-5378 飯田市鼎下山820ー1 0265-22-7112 コンビニエンスストア
5740 南信 飯田市 ローソン飯田西鼎店 K-4591 飯田市鼎下山913-1 0265-23-8086 コンビニエンスストア
5741 南信 飯田市 パティスリーポルカ K-1885 飯田市鼎上山3129-2 0265-52-1776 HP カフェ・スイーツ
5742 南信 飯田市 キッチンこいけ K-3066 飯田市鼎上山3800-1 0265-24-2099 洋食
5743 南信 飯田市 カジュアルカフェ　ピノキオ K-3529 飯田市鼎西鼎574 0265-23-7856 カフェ・スイーツ
5744 南信 飯田市 喜久水酒造　翠嶂館 K-1251 飯田市鼎切石4293 0265-22-2300 HP その他土産物店
5745 南信 飯田市 ファミリーマート飯田鼎切石店 K-4823 飯田市鼎切石4657-1 0265-56-4018 コンビニエンスストア
5746 南信 飯田市 堀本写真館 K-3715 飯田市鼎中平1909-3 0265-22-4675 アウトドア・スポーツ体験
5747 南信 飯田市 ビーラクスマツカワ K-3182 飯田市鼎中平2865-1 0265-22-3673 HP 鉄板・ステーキ
5748 南信 飯田市 ファミリーマート東かなえ店 K-4843 飯田市鼎東鼎168 0265-56-4412 コンビニエンスストア
5749 南信 飯田市 JAみなみ信州　農産物直売所およりてふぁーむ K-1753 飯田市鼎東鼎281 0265-56-2822 HP 土産物店,その他土産物店
5750 南信 飯田市 カルビ大将　飯田店 K-3417 飯田市鼎名古熊2031-1 0265-53-5122 HP 焼肉・ホルモン
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http://www.sangitei.com
http://3kura.business.site/
http://filare.net
https://funabashiya-iida.com/
https://www.miya.com/
http://www.akindo-sushiro.co.jp/
https://sun-corp.jp/
http://japanese-restaurant-7299.business.site
https://sonia.belgustogroup.com/
http://polka-iida.com/
https://kikusuisake.co.jp/
https://www.belaks.com
https://www.ja-mis.iijan.or.jp/
https://www.kalubi-taisho.com/


信州割SPECIAL観光クーポン対象施設一覧
2022/10/18現在

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設 土産物店 飲食店 交通事業者

利用対象期間：宿泊期間（チェックイン日～チェックアウト日まで）

「信州割SPECIAL」観光クーポン券　令和3年6月18日（金）～令和4年12月21日（水）（予定）

TEL ホームページ
業種

No エリア 市町村 施設名 店舗コード 住所

5751 南信 飯田市 （株）綿半ホームエイド　アップルロード店 K-5790 飯田市鼎名古熊2087 0265-53-8845 ホームセンター
5752 南信 飯田市 バロー飯田店 K-5500 飯田市鼎名古熊2098-1 0265-59-8055 スーパーマーケット
5753 南信 飯田市 とんかつ志瑞 K-3745 飯田市鼎名古熊2137-1 0265-53-6768 和食・寿司・天ぷら
5754 南信 飯田市 キャナリィロウ飯田店 K-4796 飯田市鼎名古熊2170-1 0265-23-0039 イタリアン
5755 南信 飯田市 ちゃあしゅう屋飯田店 K-1057 飯田市鼎名古熊2507-1 0265-56-3788 ラーメン・つけ麺
5756 南信 飯田市 ファミリーマート飯田アップルロード店 K-5074 飯田市鼎名古熊2508番地1 0265-21-5633 コンビニエンスストア
5757 南信 飯田市 ファミリーマート飯田鼎名古熊店 K-5491 飯田市鼎名古熊2517ー1 0265-21-0012 コンビニエンスストア
5758 南信 飯田市 イルグストチッチ K-5484 飯田市鼎名古熊2541-1 0265-49-0093 HP 洋食
5759 南信 飯田市 ソットオーリオ K-3238 飯田市鼎名古熊2581-2 0265-52-6885 HP イタリアン
5760 南信 飯田市 イタメシ屋ダルキチ K-3008 飯田市鼎名護熊1278 0265-48-5885 HP イタリアン
5761 南信 飯田市 信州飯田の菓房・田月 K-0680 飯田市伝馬町1‐41 0265-22-1378 HP 工芸体験 土産物店
5762 南信 飯田市 セブン-イレブン飯田水の手店 K-4722 飯田市東中央通り五丁目92番地 0265-52-0326 コンビニエンスストア
5763 南信 飯田市 ファミリーマート飯田東和町店 K-4933 飯田市東和町3-5265-1 0265-56-0043 その他 コンビニエンスストア
5764 南信 飯田市 いろりの宿島畑 K-0033 飯田市南信濃八重河内580 0260-34-2286 HP 土産物店
5765 南信 飯田市 ゲストハウス太陽堂 K-0518 飯田市南信濃和田1496-2 050-5359-4393 HP 土産物店 ダイニングバー・バル
5766 南信 飯田市 食楽工房　元家 K-1213 飯田市南信濃和田456-1 0260-34-2501 その他 その他土産物店 定食屋
5767 南信 飯田市 ふじ姫饅頭　かたくり K-3780 飯田市南信濃和田456-1 0260-34-5623 土産物店
5768 南信 飯田市 はげあたまのとうちゃん K-2886 飯田市白山町3丁目南9-4 0265-52-6786 HP その他 居酒屋・創作料理
5769 南信 飯田市 Yamairo guesthouse K-0224 飯田市八幡町2035 0265-49-8187 HP ダイニングバー・バル
5770 南信 飯田市 ローソン飯田八幡町店 K-4597 飯田市八幡町2152-8 0265-24-8860 コンビニエンスストア
5771 南信 飯田市 天竜水神温泉花薫る宿よし乃亭 K-0797 飯田市飯田市下久堅知久平1815 0265-29-8130 HP 土産物店
5772 南信 飯田市 三和観光農園 K-2065 飯田市北方3442-3 0265-25-4729 HP 果物狩り・観光農園
5773 南信 飯田市 割烹　小鈴 K-3114 飯田市北方3872-18 0265-25-7406 和食・寿司・天ぷら
5774 南信 飯田市 ココス飯田インター店 K-3475 飯田市北方476-1 0265-56-0268 HP その他 その他土産物店 ファミリーレストラン
5775 南信 飯田市 アルペン飯田インター店 K-5533 飯田市北方800-1 0265-25-1291 HP その他土産物店
5776 南信 飯田市 ピルツの里　酒蔵 K-3159 飯田市北方813-1 0265-25-8865 土産物店
5777 南信 飯田市 ドライブン　酒蔵 K-3160 飯田市北方813-1 0265-25-8865 土産物店
5778 南信 飯田市 旨肉酒場やきまる K-2271 飯田市本町1-12 0265-49-0076 焼肉・ホルモン
5779 南信 飯田市 遊牧民 K-1963 飯田市本町1-12中村ビル1F 0265-48-6698 HP その他土産物店 各国料理
5780 南信 飯田市 Hills Cafe K-2227 飯田市本町1-15 0265-48-6152 HP カフェ・スイーツ
5781 南信 飯田市 なみきマーケット K-4057 飯田市本町1丁目15 0265-49-4550 土産物店, その他土産物店 定食屋
5782 南信 飯田市 ナチュラルキッチンTESSHIN K-1888 飯田市本町2-1 0265-48-0150 HP イタリアン
5783 南信 飯田市 有限会社いとうや K-2220 飯田市本町2-15 0265-24-1372 土産物店
5784 南信 飯田市 セブン-イレブン飯田毛賀店 K-5918 飯田市毛賀239-2 0265-22-0709 コンビニエンスストア
5785 南信 飯田市 waratte coffee K-4277 飯田市龍江3962-2 0265-48-5098 HP 土産物店 カフェ・スイーツ
5786 南信 飯田市 たつみ農園 K-2824 飯田市龍江6285-4 0265-27-2389 HP 果物狩り・観光農園
5787 南信 飯田市 柴本農園 K-5289 飯田市龍江6805 0265-27-2438 HP 果物狩り・観光農園 土産物店
5788 南信 飯田市 天龍ライン下り K-2739 飯田市龍江7115-1 0265-27-2247 HP アウトドア・スポーツ体験
5789 南信 飯田市 龍峡亭 K-3161 飯田市龍江7454 0265-27-2356 HP その他土産物店
5790 南信 飯田市 天龍峡農園 K-4828 飯田市龍江7585 0265-27-2751 HP 果物狩り・観光農園
5791 南信 軽井沢町 セブンｰイレブン７FS軽井沢プリンスSプラザ K-5956 北佐久郡軽井沢町軽井沢 0267-41-1870 コンビニエンスストア
5792 南信 軽井沢町 トリックアートミュージアム軽井沢 K-5775 北佐久郡軽井沢町軽井沢809番地 0267-41-1122 HP レジャー施設, 博物館等
5793 南信 大桑村 フォレスパ木曽　あてら荘 K-5607 木曽郡大桑村野尻939-58 0264-55-4455 HP その他 土産物店 和食・寿司・天ぷら
5794 南信 南木曽町 木曽檜木創 K-5841 木曽郡南木曽町吾妻4181-2 0264-58-2039 土産物店
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https://cicci.belgustogroup.com/
http://sotto-olio.com
http://dalkichi.jp
https://www.tagetu.com
http://irori-shimabata.com/
https://tohyamago-taiyodo.com/
https://s.tabelog.com/nagano/A2006/A200603/20003087/
http://yamairo-gh.com
http://yoshino-tei.jp
http://www.clio.ne.jp/home/sanwa/
https://www.cocos-jpn.co.jp/
https://store.alpen-group.jp/store_search/detail.php?shopid=0536
https://www.yuubokumin.jp/
https://hillsinnovation.com
http://filare.net
https://sites.google.com/view/warattehouse/waratte-house
http://tatsumifarm.com/
http://www.e-ringo.com
http://tenryuline.com
https://ryukyoutei.com/
http://tenryukyofarm.com/
https://art-karuizawa.com/
https://forespakiso.jp

