
ディスカバー信州県民応援割　長野県民支えあい観光キャンペーン

観光クーポン登録施設一覧（南信） 更新日：6月30日（火）

具体的な施設の種別

No エリア 市町村 住所 施設名 代表番号・施設電話 ホームページ アクティビティ・体験施設 土産物店 飲食店

1 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里3731番地4 0265-44-2311 富士見台高原ロープウェイヘブンス　そのはら http://mt-heavens.com/
5.アウトドア･スポーツ施設（スキー場・ロープウェイ・リフト営業）,6.レジャー施設（スキー

場・ロープウェイ・リフト営業）
11.土産物店（スキー場売店、ロープウェイ･リフト） 21.その他【スキー場、レストラン等、ロープウェイ・リフト】

2 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里370-1 0265-43-4311 湯ったり～な昼神 http://yu-tari.com 9.日帰り温泉施設(湯ったり～な昼神), 11.土産物店, 15.和食,16.洋食,21.その他【レストラン】,

3 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里338-25 0265-43-3001 癒楽の宿　清風苑 https://www.seifuen-yura.jp/ 10.その他(介助サービス（温泉での入浴）)

4 南信 阿智村 下伊那郡阿智村駒場711-10 0265-43-5580 満蒙開拓平和記念館 https://www.manmoukinenkan.com/ 8.博物館等(満蒙開拓平和記念館),

5 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里331-1 0265-43-3430 そば処　おにひら昼神店 4.食べ物作成(そば打ち体験), 11.土産物店, 15.和食,

6 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里4405-1 0265-43-3398 そば処　おにひら本店 11.土産物店(南信州土産品),14.その他(農産品) 15.和食，

7 南信 阿智村 下伊那郡阿智村浪合1192 0265-35-7766 治部坂高原ジャム工房 https://www.jibuzaka-jam.com/ 11.土産物店(観光土産品),

8 南信 阿智村 下伊那郡阿智村清内路1353番地 0265-46-2221 信州清内路峠のおつけもの 11.土産物店(漬物販売),

9 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里3604-1 0265-44-2011 東山道・園原ビジターセンターはゝき木館 https://www.hahakigi_kan.com 18.喫茶店（カフェ）,

10 南信 阿智村 下伊那郡阿智村村浪合1192-356 0265-48-8555 日本一の星空　浪合パーク https://namiai-park.com/ 10.その他(星空観賞施設) 14.その他(星空関連商品)

11 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里338-25 0265-43-3001 ACHIBASE https://www.achibase.com/

1.工芸体験(カトラリー作り体験他),3.乗り物レンタル(ACHICountryCycle他),4.食べ

物作成(ピザ作り体験他),5.アウトドア・スポーツ施設(爽快渓流フィッシング他),6.レジャー

施設(お化け屋敷他),7.果物狩り・観光農園(リンゴ狩り他),10.その他(観光案内所)

11.土産物店(温泉関連商品他),14.その他(観光案内所)
15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,19.居酒屋,20.和洋菓子

店,21.その他【テラスBBQ他】,

12 南信 阿智村 下伊那郡阿智村村浪合347-1 0265-49-0705 昼神キヲスク https://hirugami-kiwosk.com/
1.工芸体験(ウッドコースター作り体験他),6.レジャー施設(スキンケアプログラム他),10.そ

の他(観光案内所)
11.土産物店(地元産加工品、菓子、グッズ他),14.その他(観光案内所) 18.喫茶店（カフェ）,20.和洋菓子店,

13 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里3614番地 0265-44-2258 信濃比叡門前屋 https://shinanohiei-monzenya.com/ 11.土産物店(豆腐,揚), 15.和食,

14 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里3592-4 0265-44-2366 信濃比叡広拯院 https://shinanohiei.com 10.その他(座禅)

15 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里331番地5 0265-43-3434 昼神グランドホテル天心内　ダイニングレストランかまど https://hirugami-tenshin.jp/ 15.和食,

16 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里331番地5 0265-43-3434 昼神グランドホテル天心内　天の川 https://hirugami-tenshin.jp/ 11.土産物店(天の川),

17 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里331番地5 0265-43-3434 昼神温泉グランドホテル天心内　天鷲絨（ぴろうど） https://hirugami-tenshin.jp/ 18.喫茶店（カフェ）,

18 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里4174-1 0265-44-2230 あまごの家パークランド http://www.park-land.net/ 10.その他(釣り堀) 21.その他【いろり（炭）により五平餅、魚、バーベキュー他】,

19 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里407 0265-43-3188 ユルイの宿恵山 http://www.keizan.co.jp 11.土産物店, 18.喫茶店（カフェ）,

20 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里4224-1 0265-44-2208 090-3473-6246 有限会社青木屋 https://aokiya.nagano.jp 21.その他【釣り堀　飲食店】,

21 南信 阿智村 下伊那郡阿智村浪合1192 0265-47-1111 治部坂高原スキー場 https://jibuzaka.co.jp/ 5.アウトドア・スポーツ施設(釣り堀),6.レジャー施設(コスモスガーデン),

22 南信 阿智村 下伊那郡阿智村駒場243-2 0265-43-2132 うどんや　こいけ 15和食

23 南信 阿智村 下伊那郡阿智村駒場1233 0265-43-2173 きたせんと 15和食

24 南信 阿智村 下伊那郡阿智村駒場243-2 0265-43-2132 下中屋ふとん店 14その他（長座布団星空観賞用）

25 南信 阿智村 下伊那郡阿智村駒場1505-1 0265-43-2283 南国飯店 17中華

26 南信 阿智村 下伊那郡阿智村浪合331-4 0265-47-2143 キッチンストーブ https://www.k-stove.com/ 14その他（天然酵母パン）

27 南信 阿智村 下伊那郡阿智村春日530-3 0265-43-2833 ひるがみ茶屋 11土産物店（特産品、地元野菜など）

28 南信 阿智村 下伊那郡阿智村駒場1172 0265-43-2878 春木屋本店　栄松庵 http://www.harukiyahonten.com 11土産物店（和菓子）

29 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里499－4 0265-44-2008 東山道 15和食

30 南信 阿智村 下伊那郡阿智村智里338-19 0265-43-4141 とおりゃんせ https://www.seifuen-yura.jp/ 11土産物店（清風苑内売店「とおりゃんせ」）
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31 南信 伊那市 伊那市富県9000 0265-73-3558 高鳥谷鉱泉 http://takazuya.info/index2.htm 15.和食,

32 南信 伊那市 伊那市高遠町西高遠928番地2 0265-94-3118 高遠温泉さくらの湯 https://www.ina-city-kankou.co.jp/sakuranoyu/ 9.日帰り温泉施設(日帰り温泉施設),

33 南信 伊那市 伊那市西箕輪3480番地1 0265-76-8760 羽広温泉みはらしの湯 https://www.ina-city-kankou.co.jp/miharashinoyu/ 9.日帰り温泉施設(日帰り温泉施設),

34 南信 伊那市 伊那市高遠町西高遠184 0265-94-2251 環屋 https://tamaki-ya.jp 11.土産物店(御城印・御城印帳), 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

35 南信 伊那市 伊那市西町4875番地1 春日酒造株式会社 https://kasuga-shuzo.co.jp/ 11.土産物店(酒類),

36 南信 伊那市 伊那市荒井11 0265-72-2135 菓子庵 石川 https://www.kashian-ishikawa.com/pc/ 20.和洋菓子店,

37 南信 伊那市 伊那市高遠町小原553番地4 0265-94-2132 千登勢菓子店 http://chitose-takato.com/ 20.和洋菓子店,

38 南信 伊那市 伊那市荒井13 0265-72-2521 正藤酒店 11.土産物店(酒店),

39 南信 伊那市 伊那市横山9300 0265-98-0048 ASOBINA https://asobina.jp/
5.アウトドア・スポーツ施設(MTBツアー、パラグライダー体験、タンデム・バギーツアー、SUP

体験、子供電動バイク体験),
21.その他【移動販売車：カレー、飲み物】,

40 南信 伊那市 伊那市日影171 0265-72-2331 井田屋酒店 http://www.itaya21.com/?Home 11.土産物店(地酒、地ビール、地ウイスキー),

41 南信 伊那市 伊那市西箕輪7720-1 0265-74-5620 サンタベリーガーデン　カフェ・ナータ http://berry.la.coocan.jp 7.果物狩り・観光農園(色々なベリーの摘み採り), 18.喫茶店（カフェ）,

42 南信 伊那市 伊那市7119-67 0265-73-8855 小黒川渓谷キャンプ場 https://ogurogawakeikokucamp.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(キャンプ場),

43 南信 伊那市 伊那市西箕輪羽広3900－103 0265-98-0242 C.A.B.トレイル　二輪舎knot http://trail-cutter.com
3.乗り物レンタル(マウンテンバイクレンタル),5.アウトドア・スポーツ施設(マウンテンバイクコー

ス),6.レジャー施設(ストライダーコース),

44 南信 伊那市 伊那市長谷非持1185 0265-98-2882 TRAIL CUTTER マウンテンバイクツアー http://trail-cutter.com 3.乗り物レンタル(マウンテンバイク),5.アウトドア・スポーツ施設(マウンテンバイクツアー),

45 南信 伊那市 伊那市高遠町西高遠1632 0265-94-2018 高遠そば　入野家 http://www.takato-irinoya.sakura.ne.jp/ 15.和食,

46 南信 伊那市 伊那市高遠町勝間142-1 0265-94-2813 高遠焼白山登窯 http://www.takatouyaki.com/ 1.工芸体験(陶芸体験), 12.伝統工芸品等の販売店(高遠焼の販売),

47 南信 伊那市 伊那市高遠町西高遠374－1 0265-94-2343 中国料理　満月 http://www.mangetsu-takato.com/ 17.中華,

48 南信 伊那市 伊那市西町5597-7 0265-77-1221 割烹いづみ http://ina-izumi.com 15.和食,

49 南信 伊那市 伊那市中央5176-2 0265-98-8858 そば処小木曽製粉所伊那店 https://www.ogiso-seifunjo.com/ 15.和食,

50 南信 伊那市 伊那市西箕輪3416-1 0265-74-1807 はびろ農業公園みはらしファーム　名人亭 https://miharashi-farm.com 15.和食（お蕎麦）,

51 南信 伊那市 伊那市西箕輪3416-1 0265-74-1807 はびろ農業公園みはらしファーム　トマトの木（バイキングレストラン） https://miharashi-farm.com 21.その他【バイキングレストラン】,

52 南信 伊那市 伊那市西箕輪3416-1 0265-74-1807 はびろ農業公園みはらしファーム https://miharashi-farm.com

1.工芸体験(木製ペンダントなど),2.織物体験(裂き織り、草木染),3.乗り物レンタル

(MTBレンタル),4.食べ物作成(そば打ち、おやきなど),5.アウトドア・スポーツ施設(MTB

コース),7.果物狩り・観光農園(ブルーベリー狩り、りんご狩りなど),

11.土産物店(直売所、土産販売), 21.その他【バイキングレストラン、軽食、パン屋】,

53 南信 伊那市 伊那市西箕輪3416-1 0265-74-1807 はびろ農業公園みはらしファーム　麦の家（パン屋） https://miharashi-farm.com 21.その他【パン屋】,

54 南信 伊那市 伊那市西箕輪3416-1 0265-74-1807 はびろ農業みはらしファーム　とれたて市場（軽食コーナー） https://miharashi-farm.com 21.その他【軽食コーナー】,

55 南信 伊那市 伊那市伊那7119-67 0265-73-8855 小黒川渓谷キャンプ場 https://ogurogawakeikokucamp.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(キャンプ場),

56 南信 伊那市 伊那市西箕輪3416-1 0265-74-1807 はびろ農業公園みはらしファーム　とれたて市場（軽食コーナー） https://miharashi-farm.com 21.その他【軽食コーナー】,

57 南信 伊那市 伊那市荒井3629番地1 0265-78-3008 宮島酒店 https://www.miyajima.net/ 11.土産物店(酒販店),

58 南信 伊那市 伊那市横山10955-14 0265-73-0580 カモシカシードル醸造所 https://kamoshikacidre.jp/ 10.その他(醸造所見学) 14.その他(醸造所直売店)

59 南信 伊那市 伊那市高遠町西高遠1642-3 0265-94-2032 酒舗にんべん 11.土産物店(酒店),

60 南信 伊那市 伊那市長谷市野瀬1589-1 0265-98-2032 ゼロ磁場の秘水直売店 11.土産物店(地場産品販売・分抗峠シャトルバスチケット販売),
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61 南信 伊那市 伊那市美篶上川手9375 0265-72-8322 四方路 15.和食,

62 南信 伊那市 伊那市西町5863-1 0265-98-0126 カフェタイズ http://cafeties.com/ 18.喫茶店（カフェ）,

63 南信 伊那市 伊那市西箕輪6866-16 0265-73-2253 みのやさくら亭 https://www.minoyasakuratei.com 15和食

64 南信 伊那市 伊那市長谷非持1400番地 0265-98-2955 道の駅南アルプスむら長谷 13.道の駅(食品、工芸品　等), 15.和食,

65 南信 岡谷市 岡谷市湖畔1-25-18 0266-22-2455,090-8333-4324 うなぎ　あら川 11.土産物店(うなぎ、川魚、佃煮等), 15.和食,21.その他【うなぎ川魚料理】,

66 南信 岡谷市 諏訪市湖岸通り5-670-213　ウインドウエーブ桟橋 0266-24-2391 諏訪湖BBQマリーナ http://is-club.co.jp/outdoor/bbqmarina/ 5.アウトドア・スポーツ施設(手ぶらBBQ場),

67 南信 岡谷市 岡谷市中央町1-3-8 0266-88-3202 鉄板番 19.居酒屋,

68 南信 岡谷市 岡谷市川岸7085番地 0266-23-1224 諏訪レイクヒルカントリークラブ http://www.suwa-lakehill.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設,6.レジャー施設(ゴルフ場),

69 南信 岡谷市 岡谷市中央町１丁目6番8号 0266-22-2951 杉浦歌吉商店 http://www.umai-tasuke.com 15.和食,

70 南信 岡谷市 岡谷市山下町2-1-32 0266-75-1169 fabスペースhana_re http://www.fab-hanare.com/ 1.工芸体験(ＤＩＹ，オリジナルグッズの作成),

71 南信 岡谷市 岡谷市本町4-10-4 0266-78-6363 つつじ亭 16.洋食,

72 南信 岡谷市 岡谷市郷田1-4-8 0266-23-3489 岡谷蚕糸博物館 http://www.silkfact.jp/ 8.博物館等(操糸機等の展示・実演), 11.土産物店(食品、装身具等),

73 南信 岡谷市 岡谷市郷田1-4-8（蚕糸博物館内） 0266-23-3489 宮坂製糸所ファクトリーショップ http://www.silkfact.jp/ 8.博物館等(工場施設の動態展示), 11.土産物店(シルク関連製品等),

74 南信 岡谷市 岡谷市中央町1-13-31 0266-22-4085 ヌーベル梅林堂　岡谷本店 http://www.nouvel-bairindo.com 11.土産物店(和洋菓子販売),

75 南信 岡谷市 岡谷市中央町1丁目1番1号 0266-23-0333 レストランよしの 21.その他【食堂】,

76 南信 岡谷市 岡谷市長地権現町1丁目6-19 0266-26-4033 カレーハウスCoCo壱番屋岡谷長地権現町店 https://www.ichibanya.co.jp/ 21.その他【カレーライス】,

77 南信 岡谷市 岡谷市大字湊字方久保435番地 0266-53-2323 ホテル紅や 9.日帰り温泉施設, 11.土産物店(売店),14.その他(サービスエリア) 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

78 南信 岡谷市 岡谷市長地権現4-6-13 0266-28-9877 小さな絵本美術館　岡谷本館 https://www.ba-ba.net/ 8.博物館等(美術館),

79 南信 下諏訪町 諏訪郡下諏訪町5522－2 0266ｰ26ｰ4931 食祭館 https://shokusaikan.net/ 11.土産物店（菓子、漬物等） 15.和食

80 南信 下諏訪町 諏訪郡下諏訪町5811 0266-26-4444 おみやげ処 専女八幡 http://www.toume-hachiman.com 11.土産物店(菓子、雑貨、酒、みそ、食品、つけもの)

81 南信 下諏訪町 諏訪郡下諏訪町3492 0266-75-0161 聴泉閣かめや https://www.ckameya.com 11.土産物店, 15.和食,

82 南信 下諏訪町 諏訪郡下諏訪町八島湿原10618 0266-75-2510 霧ヶ峰自然教室 http://kinoa.org/ 10.その他(自然観察・ハイキング)

83 南信 下諏訪町 諏訪郡下諏訪町西赤砂4360-5 0266-75-0330 ヌーベル梅林堂　下諏訪店 http://www.nouvel-bairindo.com 11.土産物店(和洋菓子販売),

84 南信 下諏訪町 下諏訪町5805 0266-26-7300 日本電産サンキョー　オルゴール記念館すわのね https://suwanone.jp/ 1.工芸体験(オルゴールづくり体験),8.博物館等,

85 南信 下諏訪町 諏訪郡下諏訪町3313-4 0266-27-0055 梅月旅館 https://www.baigetu.net/ 11.土産物店(施設内売店),12.伝統工芸品等の販売店(施設内売店),

86 南信 下諏訪町 諏訪郡下諏訪町168-1 0266-26-0413 おんばしら館　よいさ 8.博物館等(おんばしら関係展示),

87 南信 下諏訪町 諏訪郡下諏訪町3289 0266-27-0001 しもすわ今昔館　おいでや https://konjakukan-oideya.jp/ 8.博物館等(時計・黒曜石),

88 南信 下條村 下伊那郡下條村睦沢7144-59 0260-27-2265 おおぐて湖畔しらさぎ荘 https://www.shirasagisou.com/ 4.食べ物作成(BBQ),5.アウトドア・スポーツ施設(釣り,キャンプ), 15.和食,19.居酒屋,

89 南信 下條村 下伊那郡下條村睦沢4331番地5 0260-27-1151 そばの城 http://www.mis.janis.or.jp/~sobanoshiro/ 4.食べ物作成(そば打ち), 13.道の駅(直産品), 15.和食,

90 南信 下條村 下伊那郡下條村睦沢7852-98 0260-27-2714 下条ランドユースホステル http://www.jyh.or.jp/info.php?jyhno=3627 15.和食,16.洋食,17.中華,18.喫茶店（カフェ）,
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91 南信 茅野市 茅野市北山3419－1　マンモスおみやげセンター 0266－68－2038 マンモスおみやげセンター http://www.lcv.ne.jp/~mammoth/ 11.土産物店（食品・雑貨・木工品）

92 南信 茅野市 茅野市北山字鹿山4026－2 0266－69－3109 蓼科東急ホテル　売店 https://www.tateshinatokyuhotel.com/ 11.土産物店

93 南信 茅野市 茅野市北山字鹿山4026－2 0266－69－3109 蓼科東急ホテル　レストラン　フレグラント https://www.tateshinatokyuhotel.com/restaurant/ 15.和食、16.洋食

94 南信 茅野市 茅野市北山字鹿山4026－2 0266－69－3109 蓼科東急ホテル　ラウンジ　アゼリア https://www.tateshinatokyuhotel.com/restaurant/ 18.喫茶店（カフェ）

95 南信 茅野市 茅野市北山4035-2224 090-7219-4291 四季の宿　すばる https://www.venus-line.net/sightsee/%E5%9B%9B%E5%AD%A3%E3%81%AE%E5%AE%BF%E3%80%80%E3%81%99%E3%81%B0%E3%82%8B/ 5.アウトドア・スポーツ施設(登山/ハイキング体験ガイド),

96 南信 茅野市 茅野市北山字鹿山4026-2 0266-71-9211 グラマラスダイニング蓼科 https://www.morigurashi.com/glamorous-dining 21.その他【バーベキュー】,

97 南信 茅野市 茅野市湖東641-2 080-6934-0674 八ヶ岳サイクリング http://yatsugatakecycling.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(自転車),

98 南信 茅野市 茅野市北山8606-7 0266-78-8278 HYTTER FOREST CABINS https://hytter.jp/ 3.乗り物レンタル(マウンテンバイク),10.その他(DIYでキャンプチェア作り) 18.喫茶店（カフェ）,

99 南信 茅野市 茅野市北山8606-7 0266-78-8278 HYTTER LAKESIDE LODGE https://hytter.jp/ 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

100 南信 茅野市 茅野市北山白樺湖3419-1 0266-68-2017 ホープロッヂ乗馬牧場 http://hope-lodge.com 1.工芸体験(レザークラフト、サンドブラスト、楽焼),5.アウトドア・スポーツ施設(乗馬体験), 18.喫茶店（カフェ）,

101 南信 茅野市 茅野市北山5522－281 0266-67-2343 信州手打ちそば工房　遊楽庵 https://www.yokoyaonsen.com 4.食べ物作成(そば打ち体験), 11.土産物店(そば製品中心), 15.和食,

102 南信 茅野市 茅野市北山5513 0266-67-2080 横谷温泉旅館 https://www.yokoyaonsen.com 9.日帰り温泉施設(内容記載なし), 11.土産物店(信州お土産), 15.和食,

103 南信 茅野市 茅野市ちの3502-1　ベルビア1階 0266-72-7663 山のおみやげ店 http://yamaomi.ocnk.net/ 11.土産物店(おみやげ販売),

104 南信 茅野市 茅野市玉川11398-306 0266-78-3841 ホームベーカリーベルグ http://www.pan-berg.com 21.その他【パン店イートインスペース　あり】,

105 南信 茅野市 茅野市北山8611 0266-67-2078 蓼の花　オートキャンプ場 http://tadenohana.com/camp 5.アウトドア・スポーツ施設(キャンプ場),

106 南信 茅野市 茅野市北山4035-205 0266-75-1296 蓼科牛いっとう 蓼科湖店 http://ittou.yazakick.com/ 11.土産物店(牛肉加工品、ソーセージなど), 21.その他【焼肉】,

107 南信 茅野市 茅野市北山5513-197 0266-78-1413 観音SOBA https://www.kannonsoba.com 15.和食,

108 南信 茅野市 茅野市仲町9-10 0266-72-2546 呉竹鮨 https://www.kuretakezushi.com/ 21.その他【すし店】

109 南信 茅野市 茅野市ちの3506　茅野駅ビル2階 0266-72-9100 信州のおみやげ　モン蓼科 11.土産物店(菓子・酒・味噌・漬物等の販売),

110 南信 茅野市 茅野市北山字鹿山4026-2 0266-69-3800 蓼科高原スパリゾート鹿山の湯 9.日帰り温泉施設(温泉・屋内プール),

111 南信 茅野市 茅野市北山字鹿山4026-2 0266-69-3800 蓼科高原スパリゾート鹿山の湯売店 11.土産物店,

112 南信 茅野市 茅野市北山字鹿山4026-2 0266-69-3200 ホテルハーヴェスト蓼科　売店 https://www.resorthotels109.com/tateshina/ 11.土産物店,

113 南信 茅野市 茅野市宮川4529 0266-72-2272 丸井伊藤商店 http://www.misokengaku.com 10.その他(信州味噌見学工場) 18.喫茶店（カフェ）,

114 南信 茅野市 茅野市北山3413-81 0266-68-2444 はちみつ蔵 http://www.ginsaji.jp 11.土産物店(蜂蜜販売),

115 南信 茅野市 茅野市北山5522-373 0266-67-5311 ベーカリー　レストラン　エピ https://www.epinopan.com/ 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

116 南信 茅野市 茅野市北山5522-437 0266-67-4428 クラフトハウス・ミヤサカ http://www.crafthouse.info 12.伝統工芸品等の販売店(レザークラフトショップ),

117 南信 茅野市 茅野市米沢3905-1 0266-75-5510 たてしな自由農園茅野店 11.土産物店(土産物,農産物直販),

118 南信 茅野市 茅野市北山5522 0266-67-2600 蓼科パークホテル http://www.tateshina-parkhotel.com/ 9.日帰り温泉施設(夕映えの温泉（ゆ）), 11.土産物店(蓼科パークホテル内売店), 18.喫茶店（カフェ）,

119 南信 茅野市 茅野市北山5522-451 0266-67-4655 豪族の館　大東園 https://daitouen.info/ 15.和食　そば屋

120 南信 茅野市 茅野市ちの7021番地 0266-72-2655 更科そば https://sarashina-kaname.info/ 15.和食,
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121 南信 茅野市 茅野市ちの256-1 0266-82-5777 味彩房　かなめ https://sarashina-kaname.info/kaname/ 15.和食,19.居酒屋,

122 南信 茅野市 茅野市北山5744-2 0266-55-3773 ポールズキッチン https://paulgarard.wixsite.com/paulskitchen 16.洋食,

123 南信 茅野市 茅野市米沢127-1 0265-35-7766 蓼科高原チーズケーキ工房 http://www.tsuguya-hd.com 11.土産物店(観光土産品),

124 南信 茅野市 茅野市北山4035 0266-67-2201 蓼科高原カントリークラブ http://www.alpico.co.jp/tateshinakogen-cc/ 6.レジャー施設(ゴルフ場),

125 南信 茅野市 茅野市北山4035 0266-67-2201 蓼科高原カントリークラブ　ゴルフ場　売店 http://www.alpico.co.jp/tateshinakogen-cc/ 14.その他(ゴルフ場売店)

126 南信 茅野市 茅野市北山4035 0266-67-2201 蓼科高原カントリークラブ　ゴルフ場　レストラン http://www.alpico.co.jp/tateshinakogen-cc/ 21.その他【ゴルフ場レストラン】,

127 南信 茅野市 茅野市北山4035-170 0266-67-2100 蓼科湖レジャーランド 6.レジャー施設

128 南信 茅野市 茅野市北山4035-170 0266-67-2100 蓼科温泉共同浴場 9.日帰り温泉施設

129 南信 茅野市 茅野市北山4028 0266-67-2525 蓼科グランドホテル滝の湯 https://takinoyu.co.jp/ 9.日帰り温泉施設(蓼科グランドホテル「渓流露天風呂」), 11.土産物店(蓼科グランドホテル「やまびこ」) 21.その他【蓼科グランドホテル「エルバージュ」ビュッフェレストラン】,

130 南信 茅野市 茅野市北山5720-1 0266-77-5787 蓼科花ファクトリー 18.喫茶店（カフェ）,

131 南信 茅野市 茅野市豊平10222－30 0266-76-5620 蓼科山荘 http://www7a.biglobe.ne.jp/~g-factory/tateshinalodge/yama.html 5.アウトドア・スポーツ施設(山小屋), 11.土産物店(山小屋), 21.その他【山小屋】,

132 南信 茅野市 茅野市豊平10222－30 0266-76-5620 双子池ヒュッテ http://www7a.biglobe.ne.jp/~g-factory/tateshinalodge/yama.html 5.アウトドア・スポーツ施設(山小屋), 11.土産物店(山小屋), 21.その他【山小屋】,

133 南信 茅野市 茅野市ちの横内3241－1 0266-73-7309 グロリア 21.その他【バー】,

134 南信 茅野市 茅野市ちの横内3241－1 0266-73-7309 カフェ・アンダンテ https://www.andante-chino.com/ 18.喫茶店（カフェ）,

135 南信 茅野市 茅野市ちの横内3241－1 0266-73-7309 八ヶ岳オクテット https://peraichi.com/landing_pages/view/8octet 18.喫茶店（カフェ）,

136 南信 茅野市 茅野市ちの横内3241－1 0266-73-7309 Bar&LIVE  the  PianoMan http://www.pianoman.bz/ 21.その他【バ－】,

137 南信 茅野市 茅野市ちの横内3241-1 0266-73-7309 さくらさく https://www.sakura39-chino.com/ 15.和食,

138 南信 茅野市 茅野市北山3413 0266-68-2723 車山スカイプラザ https://www.kurumayama.co.jp 11.土産物店(一般土産物販売), 15.和食,16.洋食,17.中華,

139 南信 茅野市 茅野市北山3413 0266-68-2723 車山展望リフト https://www.kurumayama.co.jp 10.その他(リフト運行)

140 南信 茅野市 茅野市北山字鹿山4026-2 0266-60-2201 東急ハーヴェストクラブ蓼科　レストラン　ラコルタ https://www.harvestclub.com/Un/Hotel/Ta/ 16.洋食,

141 南信 茅野市 茅野市北山字鹿山4026-2 0266-60-2201 東急ハーヴェストクラブ蓼科 https://www.harvestclub.com/Un/Hotel/Ta/ 11.土産物店,

142 南信 茅野市 茅野市米沢3874-6 0266-73-5378 腸詰屋蓼科店 https://www.tyoudumeya.com 11.土産物店(ハムソーセージ小売販売), 16.洋食,

143 南信 茅野市 茅野市北山3419-1 0266-55-2139 カリオモン http://kariomon.shop 18.喫茶店（カフェ）,

144 南信 茅野市 茅野市北山5513-341 0266-67-1115 蓼科・八ヶ岳国際自然学校 https://www.tyins.or.jp/
5.アウトドア・スポーツ施設(オリエンテーリング、ウォークラリー、キャンプ、森遊び、ボルダリン

グ、木登り等),
18.喫茶店（カフェ）,

145 南信 茅野市 茅野市北山4035-552 0266-67-2292 たてしな薫風 https://www.kaorukaze.net/ 11.土産物店(宿泊施設内土産物コーナー), 21.その他【宿泊者へのコース外の別注料理・飲料の提供】,

146 南信 茅野市 茅野市北山4035（蓼科） 0266-67-2164 そば処　やまなみ  http://www.iweb.ne.jp/yamanami/ 15.和食,21.その他【手打ちそば店】,

147 南信 茅野市 茅野市北山3413 0266-68-2220 TOP‘S　360° https://www.kurumayama.co.jp 18.喫茶店（カフェ）,

148 南信 茅野市 茅野市北山8606番地1 0266-67-2234 TINY GARDEN 蓼科　-Camp,Lodge & Cabins- http://www.urban-research.co.jp/special/tinygarden/ 9.日帰り温泉施設, 11.土産物店(食品、アウトドアグッズ), 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

149 南信 茅野市 茅野市北山字鹿山4026-2 0266-69-3121 蓼科東急ゴルフコース https://www.tokyu-golf-resort.com/tateshina/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ゴルフ場), 11.土産物店(クラブハウス内売店), 21.その他【クラブハウス内レストラン】,

150 南信 茅野市 茅野市北山4035 0266-67-2009 北八ヶ岳ロープウェイ https://www.kitayatu.jp/ 10.その他(ロープウェイ乗車)

5



ディスカバー信州県民応援割　長野県民支えあい観光キャンペーン

観光クーポン登録施設一覧（南信） 更新日：6月30日（火）

具体的な施設の種別

No エリア 市町村 住所 施設名 代表番号・施設電話 ホームページ アクティビティ・体験施設 土産物店 飲食店

151 南信 茅野市 茅野市ちの2669 0266-73-0080 ピザ＆パスタ　SPADA http://www.spada-p-p.jp/ 21.その他【イタリアン】,

152 南信 茅野市 茅野市本町東7-61 0266-73-9910 そばきり吉成 https://yuyashirosoba.wixsite.com/mysite-3 15.和食,

153 南信 茅野市 茅野市塚原2-15-16 0266-73-0209 そばのさと https://yuyashirosoba.wixsite.com/mysite 15.和食,

154 南信 茅野市 茅野市米沢3863 0266-78-7874 そばきり道玄 https://yuyashirosoba.wixsite.com/mysite-1 15.和食,

155 南信 茅野市 茅野市北山4035 0266-67-2626 リゾートホテル蓼科 http://resort-hotel-tateshina.jp/ 11.土産物店, 21.その他【和洋折衷】

156 南信 茅野市 茅野市北山5522 0266-67-5030 たてしな藍 http://www.tateshina-ai.co.jp 11.土産物店(藍染製品、製菓), 15.和食,

157 南信 茅野市 茅野市北山白樺湖3419しらかばin 0266-27-6532 白樺湖フィッシングセンター http://fishing-center.lake-shirakaba.com/ 3.乗り物レンタル(貸ボート),5.アウトドア・スポーツ施設(つり、つり堀),
15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,19.居酒屋,21.その他【バーベ

キュー】,

158 南信 茅野市 茅野市北山4035-2409 0266-67-4880 蓼科アミューズメント水族館 https://www.tateshina-aquarium.jp/ 8.博物館等(水族館), 11.土産物店(館内売店),

159 南信 茅野市 茅野市北山3419-1 0266-68-2041 晴明荘 http://www.seimeiso.com/ 11.土産物店(ホテル内土産店), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

160 南信 茅野市 茅野市北山4035-2820 0266-75-1708 八ヶ岳カフェ&ベーカリー　Flora&Fauna https://flora-fauna.business.site/ 18.喫茶店（カフェ）,

161 南信 茅野市 茅野市豊平1936-1 0266-82-2248 ヌーベル梅林堂　茅野店 https://nouvel-bairindo.com/ 11.土産物店(和洋菓子販売),

162 南信 茅野市 茅野市北山白樺湖3419-75 0267-55-7891 takibi hut https://takibihut.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(キャンプ場),

163 南信 茅野市 茅野市北山3419 0266-68-1007 八ヶ岳アドベンチャーツアーズ https://www.yatsugatakeadventure.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(カヤック),

164 南信 茅野市 茅野市米沢3833-1 0266-72-8617 松尾商店　米沢本店 http://www.matuo.net/ 11.土産物店(漬物製造販売),

165 南信 茅野市 茅野市米沢7698番地 0266-73-6606 長寿更科 http://www.choujyu-sarashina.com/ 15.和食,

166 南信 茅野市 茅野市米沢3846-4 0266-75-0807 京風しなの料理きよみず http://wasyokukiyomizu.web.fc2.com/ 15.和食,

167 南信 茅野市 茅野市米沢3733-2 0266-82-1900 割烹たむら https://tamura.e-okinet.com/ 15.和食,

168 南信 茅野市 茅野市北山蓼科高原4035 0266-67-2014 万葉堂 https://suwa-net.com/mokubou/home/manyoudo.html 11.土産物店(食品みやげ、民芸品、酒類等),

169 南信 茅野市 茅野市北山蓼科高原4035 0266-67-2014 黙坊 http://suwa-net.com/mokubou/home/ 21.その他【手打ち蕎麦黙坊】,

170 南信 茅野市 茅野市豊平3228-14 0266-77-2484 レストランHIKO https://peraichi.com/landing_pages/view/rest-hiko 16.洋食,

171 南信 茅野市 茅野市豊平4734-7906 0266-71-6131 鮨処　みつ山 http://www.lcv.ne.jp/~mituyama/ 15.和食,

172 南信 茅野市 茅野市米沢3158 0266-72-7411 信州味屋敷ささおか http://www.dcn.ne.jp/~ajiyashiki/ 21.その他【そば,うなぎ】,

173 南信 茅野市 茅野市湖東6595-343 0266-77-3160 洋菓子工房たてしなグーテ 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

174 南信 茅野市 茅野市湖東6595-240 0266-78-2912 ぴざ屋 16.洋食,

175 南信 茅野市 茅野市米沢3775-2 0266-73-0537 レストラン　ドミンゴ茅野店 http://www.026.co.jp/domingo/ 16.洋食,

176 南信 茅野市 茅野市米沢3846-4 0266-75-0807 京風しなの料理きよみず http://wasyokukiyomizu.web.fc2.com/ 15.和食,

177 南信 茅野市 茅野市湖東6595-359 0266-77-3355 日本料理　栄町 sakaecho.jp 15.和食,

178 南信 茅野市 茅野市米沢3802-1 0266-72-6701 手打ちそばの呉竹房 15.和食,

179 南信 茅野市 茅野市北山栗平5047 0266-77-2019 バラクライングリッシュガーデン https://barakura.co.jp/ 6.レジャー施設(ガーデン散策),10.その他(寄せ植え作り体験) 11.土産物店(英国風焼き菓子　ほか), 18.喫茶店（カフェ）,

180 南信 茅野市 茅野市湖東6595-104 0266-78-2718 森の家花蒔店 https://r.gnavi.co.jp/n829600/ 15.和食,
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181 南信 茅野市 茅野市北山5522-469 0266-67-3100 ロッジ満天星 https://www.tabitora.co.jp/tiger/info/hotelInfo/?g=32&h=342 4.食べ物作成, 11.土産物店, 15.和食,

182 南信 茅野市 茅野市米沢3763-1 0266-72-3974 フィールドノート https://navi.chinotabi.jp/spot/2763/ 16.洋食,

183 南信 茅野市 茅野市北山3413番地 0266-68-2623 (有)プチホテルサンルーフ https://www.p-sunroof.net/ 14.その他(旅館内売店・お土産コーナー)

184 南信 茅野市 茅野市米沢6275 0266-73-9766 信州マタギ亭 http://www.lcv.ne.jp/~bosskun/ 21.その他【ジビエ料理】,

185 南信 茅野市 茅野市金沢2332 0266-82-3556 勝山そば店 https://www.facebook.com/katuyamasoba/ 15.和食,

186 南信 宮田村 上伊那郡宮田村4751-75 0265-81-7117 こまゆき荘 https://hayataro.org/stay/komayuki/ 9.日帰り温泉施設, 16.洋食,

187 南信 喬木村 下伊那郡喬木村280番地 0265-33-1111 株式会社フランボア 18.喫茶店（カフェ）,

188 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂497－529 0265－81－4186 ビアンデさくら亭　駒ケ根店 http://viande1129.com/ 11.土産物店（馬刺他観光土産品） 15.和食、16.洋食

189 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂759-4 0265-81-8100 こまくさの湯 http://www.komakusanoyu.com 9.日帰り温泉施設(こまくさの湯),

190 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市東伊那482番地（シルクミュージアム内） 0265-81-8750 バイキングレストラン菜々ちゃん 21.その他【ランチバイキングレストラン】,

191 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂497-2048 0265-81-1166 カントリーカフェ https://www.countrycafe.biz/ 18.喫茶店（カフェ）,

192 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂147-2 0265-83-0141 元祖光前寺そば　やまだや保翁 http://www.yamadaya-yasuou.com/ 15.和食,

193 南信 駒ヶ根市 長野県駒ケ根市赤穂光前寺前31-4 0265-83-7725 お菓子の里　信州苑　光前寺店 11.土産物店(お菓子、赤飯万十、ごま団子など),

194 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂5番地1184 0265-81-8181 山野草の宿　二人静 http://www.futarishizuka.com
14.その他(旅館　山野草の宿　二人静１Fにある地場産品のお土産販

売)

195 南信 駒ヶ根市 駒ヶ根市赤穂497-779 0265-81-8011 足湯茶屋　東右衛門 https://futarishizuka.com/toemon/ 15.和食,

196 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂10871-1 0265-81-8401 焼肉食堂わっしょい https://yakiniku-restaurant-622.business.site/ 21.その他【焼肉店】,

197 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂」23-170 0265-83-7227 駒ケ根高原アルプスの丘家族旅行村（こぶしの湯） https://chuo-alps-resort.com/family/ 5.アウトドア・スポーツ施設(キャンプ場),9.日帰り温泉施設(こぶしの湯),

198 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂759-487 0265-82-1233 明治亭　中央アルプス登山口店 http://meijitei.com 15.和食,

199 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂898-6 0265-83-1115 ㈱明治亭　駒ケ根本店 http://meijitei.com 15.和食,

200 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤須町18-11 0265-83-8080 茶そば　ソースカツ丼　いな垣 http://www.sousukatudon.jp/ 15.和食,

201 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂4-190 0265-83-4505 駒草屋 https://tabelog.com/nagano/A2006/A200602/20001343/ 11.土産物店(観光土産品), 15.和食

202 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂759-447 0265-81-7711 JA上伊那駒ケ根ファームス
11.土産物店(地元産菓子・南信州土産他),14.その他(イートインコー

ナー（軽食施設）)

15.和食,16.洋食,17.中華,21.その他【ソフトクリーム、アイスクリーム等の

飲食物】,

203 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂759番地447 0265-81-7722 南信州ビール　味わい工房 http://www.ms-beer.co.jp 16.洋食,

204 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市上穂北3-13 0265-82-2842 手打ち蕎麦処　なごみ 15.和食,

205 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市上穂北145 0265-82-3995 らーめん道　黒こくや 21.その他【ラーメン店】,

206 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂20-911 0265-83-3655 ピッツェリア堀内 https://pizzeria-horiuchi.wixsite.com/mysite 21.その他【ピッツァ専門店】,

207 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市中央4番19号 0265-83-3635 水車 http://www.suisha-seigetsu.com/ 15.和食,

208 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市上穂北11-14 0265-83-7777 カフェグース http://www.goos.cafe/ 18.喫茶店（カフェ）,

209 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市上穂栄町19番5号 0265-82-2913 そば処　喜野ヤ 21.その他【そば店】,

210 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂5-1119 0265-83-8024 ウッドイン https://indoor-lodging-980.business.site/ 18.喫茶店（カフェ）,
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211 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂北割1区1467 0265-96-7950 そば処小木曽製粉所駒ケ根店 https://www.ogiso-seifunjo.com/ 15.和食,

212 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂759-446 0265-81-7288 信州駒ケ根高原すずらんハウス http://www.suzuran-h.co.jp/ 11.土産物店, 21.その他【テイクアウト】,

213 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂5-1198 0266-55-1287 駒ケ根高原リトリートすずらん颯 https://www.suzuranso.com/ 11.土産物店,12.伝統工芸品等の販売店,

214 南信 駒ヶ根市 駒ヶ根市赤穂759-489 0265-83-3107 駒ヶ岳ロープウェイ https://www.chuo-alps.com 6.レジャー施設(ロープウェイ),

215 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市中央4番19号 0265-83-3635 割烹食堂　水車 http://www.suisha-seigetsu.com/ 15.和食,

216 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市北町3番5号 0265-83-8263 味処おおくら 19.居酒屋,

217 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂497-514 0265-83-4133 ウッディナナ 18.喫茶店（カフェ）,

218 南信 駒ヶ根市 駒ヶ根市赤穂1505-1 0265-82-6708 カレーハウスCoCo壱番屋駒ケ根インター店 https://www.ichibanya.co.jp/ 21.その他【カレーライス】,

219 南信 駒ヶ根市 駒ケ根市赤穂497-1497 0265-83-3870 ホテルやまぶき https://www.hotel-yamabuki.com 11.土産物店, 15.和食,

220 南信 駒ヶ根市 駒ヶ根市東伊那578-4 0265-82-3344 きりの実 https://kirinomi.com 15.和食,

221 南信 駒ヶ根市 駒ヶ根市中央16-3 0265-83-6273 唐子亭（カラシテイ） https://karashitei.rwop.jp 21.その他【焼肉】,

222 南信 駒ヶ根市 駒ヶ根市赤穂497－444 0265-96-0929 COWBOY GRILL（カウボーイグリル） https://www.cwby.net 16洋食

223 南信 原村 諏訪郡原村11369-1 0266-79-7587 アルル http://www.arlesflower.com 1.工芸体験(花の工芸品),

224 南信 原村 諏訪郡原村17217-1652Wandsworth 0266-70-2501  Ｈattie's Ⅾining(Wandsworth) https://wandsw.net/delicatessen/ 14.その他(雑貨販売) 21.その他【デリカテッセン（イートイン有】,

225 南信 原村 諏訪郡原村18101-1 0266-75-5510 たてしな自由農園原村店 https://www.tateshinafree.co.jp/haramura/ 11.土産物店(土産物店,農産物直売),

226 南信 原村 諏訪郡原村18113-1 0266-75-5510 808Kitchen&Table https://www.tateshinafree.co.jp/808kitchen/ 16.洋食,

227 南信 原村 諏訪郡原村15469-1 0266-79-6163 手打ちそば　一八 15.和食,

228 南信 原村 諏訪郡原村17217-2821 0266-74-2041 グリーンプラザホテル https://www.gplazahotel.com/ 15.和食,

229 南信 原村 諏訪郡原村字原山17217-1729 0266-74-2311 樅の木荘 http://www.lcv.ne.jp/~mominoki/ 21.その他【宿泊施設、併設飲食店】,

230 南信 原村 諏訪郡原村原山 0266-75-3450 八ヶ岳小さな絵本美術館 https://www.ba-ba.net/ 8.博物館等(美術館),

231 南信 原村 諏訪郡原村17217-1613 0266-74-2681 八ヶ岳自然文化園 http://www.yatsugatake-ncp.com
1.工芸体験(クラフトキット),3.乗り物レンタル(自転車),5.アウトドア・スポーツ施設(パター

ゴルフ、マレットゴルフ),10.その他(プラネタリウム)
11.土産物店(お菓子・グッズ),

232 南信 原村 諏訪郡原村17217-1613 0266-74-2684 デリ＆カフェ　K　原村 https://k-haramura.com/ 17.中華,

233 南信 原村 諏訪郡原村大石10699 0266-72-5335 中央道原パーキングエリア（下り）（王滝水産） https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand30/ 14.その他 15.和食,

234 南信 高森町 下伊那高森町牛牧834-5 0265-35-8260 信州たかもり温泉　湯ヶ洞 https://takamori-onsen.com/ 9.日帰り温泉施設(日帰り温泉施設), 11.土産物店(土産物店), 15.和食,

235 南信 高森町 下伊那郡高森町牛牧303-4 0265-35-9833 らーめんじゃげな高森店 21.その他【ラーメン店】,

236 南信 高森町 下伊那郡高森町山吹1646番地12 0265-98-5660 花の里いいじま　アップルパイ・ラボ http://hananosato-iijima.jp/shopping/applepielab.html 11.土産物店,13.道の駅(花の里いいじょ),

237 南信 高森町 下伊那郡高森町山吹1646-12 0265-35-7766 治部坂高原ジャム工房 https://www.jibuzaka-jam.com 11土産物店（自家製ジャム、洋菓子類）

238 南信 松川町 下伊那郡松川町大島2784-1 0265-36-2000 信州まつかわ温泉　清流苑 http://www.seiryuen.jp 9.日帰り温泉施設(日帰り入浴), 11.土産物店(館内土産売店), 21.その他【館内レストラン】,

239 南信 松川町 下伊那郡松川町大島2784-1 0265-36-5520 リフレッシュタウンまつかわの里　スポーツ施設 http://www.seiryuen.jp
5.アウトドア・スポーツ施設(パターゴルフ、テニスコート、屋外スポーツ),9.日帰り温泉施設

(日帰り入浴),

240 南信 松川町 下伊那郡松川町大島2805-1 0265-49-8555 フォレストアドベンチャー・松川 http://www.seiryuen.jp/adventure.htm 5.アウトドア・スポーツ施設(フォレストアドベンチャー),

8



ディスカバー信州県民応援割　長野県民支えあい観光キャンペーン

観光クーポン登録施設一覧（南信） 更新日：6月30日（火）

具体的な施設の種別

No エリア 市町村 住所 施設名 代表番号・施設電話 ホームページ アクティビティ・体験施設 土産物店 飲食店

241 南信 松川町 下伊那郡松川町上片桐3309 0265-37-2020 （お酒とお菓子の）恵比寿屋商店 https://sakuranbou.com/0265-EbisuYa.html 11.土産物店(地酒、ワイン、和菓子),

242 南信 松川町 下伊那郡松川町大島2319 0265-36-3238 マルダイ　大場農園 https://www.janis.or.jp/users/marudai/ 7.果物狩り・観光農園(プルーン狩り・梨狩り),

243 南信 松川町 下伊那郡松川町元大島4913 0265-36-2039 マルゲン　鈴木農園 7.果物狩り・観光農園(サクランボ販売等),

244 南信 松川町 下伊那郡松川町大島2995 0265-36-6608 さんさんファーム　森の家　　森のバーベキューハウスさんさん http://www.sunsunfarm2.sakura.ne.jp 4.食べ物作成(ソーセージ体験、ガレット体験),7.果物狩り・観光農園(りんご狩り), 11.土産物店(農畜産物販売), 21.その他【バーベキュー焼肉屋】,

245 南信 松川町 下伊那郡松川町大島3347 0265-36-2534 フルーツガーデン北沢/マルカメ醸造場 https://fgkita.com/ 7.果物狩り・観光農園(りんご狩り、梨狩り、BBQ), 11.土産物店(シードル、果物加工品),

246 南信 松川町 下伊那郡松川町大島2784-1 0265-36-5520 リフレッシュタウンまつかわの里 http://www.seiryuen.jp 5.アウトドア・スポーツ施設(パターゴルフ、テニスコート、屋内スポーツ),

247 南信 松川町 下伊那郡松川町大島3251番地 0265-36-3206 （株）なかひら農場 http://www.nakahirafarm.com/ 7.果物狩り・観光農園(りんご狩り), 11.土産物店(ジュース、土産販売),

248 南信 松川町 下伊那郡松川町元大島3807-3 0265-36-5727 たかさご 15.和食,

249 南信 松川町 下伊那郡松川町元大島1585 0265-36-5344 スナックくみ 21.その他【スナック】,

250 南信 松川町 下伊那郡松川町大島476-1 0265-36-6639 粋な居酒屋よかよか https://r.gnavi.co.jp/jrzh72wz0000/?sc_aid=plan_alli_kireistyle 19.居酒屋,

251 南信 松川町 下伊那郡松川町元大島4763-2 0265-36-2677 奥村農園 7.果物狩り・観光農園(桃・りんご・プラム・プルーン),

252 南信 松川町 下伊那郡松川町大島2181-1 0265-34-1256 JAみなみ信州直売所もなりん http://www.ja-mis.iijan.or.jp 11.土産物店(JA直売所),

253 南信 諏訪市 諏訪市湖岸通り2-7-21 0266-57-1111 ホテル紅や　 http://hotel-beniya.co.jp/ 3.乗り物レンタル(足漕ぎボート、レンタサイクル),9.日帰り温泉施設, 11.土産物店(売店), 15.和食,16.洋食,

254 南信 諏訪市 諏訪市豊田2400-7 0266-57-2000 SUWAガラスの里 http://www.garasunosato.com
1.工芸体験(ガラスのはんこ　他　全種10種の体験),8.博物館等(ガラスの美術館),10.

その他(一般用レストラン)

11.土産物店(地元お菓子など),12.伝統工芸品等の販売店(プレミアム商

品),
16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

255 南信 諏訪市 諏訪市大手1-2-7 0266-52-3111 賀茂鶴今井商店 14.その他(酒販店、地酒・地ビール・地ワイン販売)

256 南信 諏訪市 諏訪市湖岸通り3-2-9 0266-52-5500 布 半 http://www.nunohan.co.jp/ 11.土産物店(旅館内売店),

257 南信 諏訪市 諏訪市高島2－1200－3 0266-54-0555 RAKO華乃井ホテル　売店（１F) http://www.hananoi.co.jp 11.土産物店(お菓子、民芸品など),

258 南信 諏訪市 諏訪市高島2－1200－3 0266-57-0325 レストラン華林（RAKO華乃井ホテル１F) http://www.hananoi.co.jp 17.中華,

259 南信 諏訪市 諏訪市湖岸通り1丁目13番28号 0266-58-6000 北澤美術館 https://kitazawamuseum.kitz.co.jp 8.博物館等(美術館),

260 南信 諏訪市 諏訪市湖岸通り3-1-24 070-6423-0057 ペルシャビアガーデン https://www.facebook.com/persiabeergarden/ 19.居酒屋,

261 南信 諏訪市 諏訪市沖田町3-68ココモールB号 090-3343-9189 ココパーム諏訪本店 http://cocoworld.jp 14.その他(地域限定土産アパレル店)

262 南信 諏訪市 諏訪市湖岸通り5-17-3 0266-58-3515 仙岳 http://www.sengaku.co.jp/ 15.和食,

263 南信 諏訪市 諏訪市湖岸通り3-2-14 0266-52-0480 ホテル鷺乃湯 https://www.saginoyu.com 11.土産物店, 15.和食,

264 南信 諏訪市 諏訪市沖田町4-16-3 0266-78-8848 麵屋　しるし 21.その他【ラーメン店】,

265 南信 諏訪市 諏訪市大手2-6-4 0266-58-8003 大手ワイン食堂　びっけ 21.その他【ワイン居酒屋】,

266 南信 諏訪市 諏訪市大字中洲201 0266-58-1235 こだわりの土産処　風和里 11.土産物店,

267 南信 諏訪市 諏訪市大字中洲201 0266-58-1235 風来麺 17.中華,

268 南信 諏訪市 諏訪市大字中洲201 0266-58-1235 風楽っとカフェ 18.喫茶店（カフェ）,

269 南信 諏訪市 諏訪市大字中洲201 0266-58-1235 信州手焼せんべい本舗 11.土産物店(手焼せんべい加工・販売),

270 南信 諏訪市 諏訪市湖岸通り5丁目5-2 0266-58-0114 うなぎのうな藤 15.和食,
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271 南信 諏訪市 諏訪市大手1丁目14-5　成田屋1F 0266-52-2300 魚魚亭 19.居酒屋,

272 南信 諏訪市 諏訪市湖岸通り1-4-1 0266-52-2285 ウインドウェーブ https://wind-wave.jp
3.乗り物レンタル(小型船舶・ジェット),5.アウトドア・スポーツ施設(小型船舶),10.その他

【ボード免許講習】
21.その他【バーベキュー】,

273 南信 諏訪市 諏訪市大手1-14-5　諏訪シティーホテル城田屋1F 0266-57-5840 ごちそう処きむら http://www.gochikimu.com./ 15.和食,19.居酒屋,21.その他【定食屋】,

274 南信 諏訪市 諏訪市高島1-3-22-7 0266-53-8355 わけしめ亭 21.その他【お好み焼き店】,

275 南信 諏訪市 諏訪市高島2丁目1201-44 0266-75-5324 多国籍バルGadogado 21.その他（多国籍料理）

276 南信 諏訪市 諏訪市中洲201　社乃風内 0266-75-2523 つきのつゆ facebook ページ有り 11.土産物店(雑貨・無添加食品), 21.その他【テイクアウトドリンク等】,

277 南信 諏訪市 諏訪市中洲4335-1 0266-58-0106 田毎庵 http://www.suwa-sobasyou.com/tagotoan/ 15.和食，

278 南信 諏訪市 諏訪市沖田町4-39 0266-53-1111 荻野屋　諏訪店 https://www.oginoya.co.jp 11.土産物店(弁当・菓子・雑貨), 15.和食,16.洋食,17.中華,

279 南信 諏訪市 諏訪市湖岸道り3-2-2 0266-52-2600 双泉の宿　朱白　売店 http://www.suhaku.co.jp 11.土産物店(地元菓子類・酒類）

280 南信 諏訪市 諏訪市湖岸通り3-2-2 0266-52-0739 双泉の宿　朱白　諏訪湖観光汽船 http://www.suwako-kanko.com/ 10.その他(遊覧船乗船)

281 南信 諏訪市 諏訪市湖岸通り3-2-2 0266-52-2600 双泉の宿　朱白　お茶処　詩諏華 http://www.suhaku.co.jp 18.喫茶店（カフェ）,

282 南信 諏訪市 諏訪市大手1-18-13 0266-75-2738 RIDERE ～リーデレ～ http://www.facebook.com/ridere.kamisuwa 16.洋食,

283 南信 諏訪市 諏訪市中洲201社乃風内 0266-72-5142 活の森上社本宮前店 http://www.katsumizu.jp/ 11.土産物店(信州味噌等土産物),

284 南信 諏訪市 諏訪市大手2丁目1-8 0266-58-0059 999匹の羊 https://www.instagram.com/sheep999_hitsuji/ 16.洋食,

285 南信 諏訪市 諏訪市諏訪1丁目821番他 026-228-5545 特産品店　温泉舎 11.土産物店(観光菓子等),

286 南信 諏訪市 諏訪市大手2-2-1 0266-53-8480 飲食処ばんや http://www.banya.co.jp/ 19.居酒屋,

287 南信 諏訪市 諏訪市渋崎1792-375 0266-54-1881 諏訪市原田泰治美術館 http://www.taizi-artmuseum.jp/ 8.博物館等(美術館),

288 南信 諏訪市 諏訪市沖田町3-68 ココモールE号 0266-78-5552 カフェココア http://cocoworld.jp/cafecocoa/cafecocoa.php 18.喫茶店（カフェ）,

289 南信 諏訪市 諏訪市大字豊田732番地 0266-54-2626 すわっこランド http://suwakko-land.com 9.日帰り温泉施設, 21．その他【飲食コーナー】

290 南信 諏訪市 諏訪市中洲201上社ドライブイン内 080-5140-9138 ピーマンのたまご 11.土産物店(土産品，民芸品等),

291 南信 諏訪市 諏訪市中洲201上社ドライブイン内 080-5140-9138 もこゑまき https://www.yashironokaze.jp/ 11.土産物店(土産品，民芸品等),

292 南信 諏訪市 諏訪市諏訪2丁目9番21号 0266-52-3121 麗人酒造 http://www.reijin.com/ 14.その他(酒蔵)

293 南信 諏訪市 諏訪市諏訪2-9-25 0266-52-0078 ギャラリー舞姫 http://www.maihime.co.jp 11.土産物店(日本酒販売),

294 南信 諏訪市 諏訪市末広5-7 080-5648-7734 カフェと暮らしの雑貨　fumi https://www.instagram.com/__fumi2019/ 18.喫茶店（カフェ）,

295 南信 諏訪市 諏訪市小和田3-8 0266-78-8967 ReBuilding Center JAPAN（cafe live in sense） http://rebuildingcenter.jp 11.土産物店, 18.喫茶店（カフェ）,

296 南信 諏訪市 諏訪市中洲5723-8 0266-54-3555 まんぷく家族 https://www.ohtaya.co.jp/manpuku/ 15.和食,

297 南信 諏訪市 諏訪市湖岸通り3-4-14 0266-52-0720 えびす屋 https://ja-jp.facebook.com/suwa.ebisuya 11.土産物店(わかさぎ等川魚加工品),12.伝統工芸品等の販売店,

298 南信 諏訪市 諏訪市中洲5723-3 0266-56-3203 ミラノ・サローネ・スイーツ工房 https://www.ohtaya.co.jp/ 20.和洋菓子店,

299 南信 諏訪市 諏訪市中洲5723-3 0266-56-3200 海鮮の國 https://www.ohtaya.co.jp/ 15.和食,

300 南信 諏訪市 諏訪市高島2丁目1201-44 0266-75-2991 諏訪湖ホワイトモール https://skyseaproject.co.jp/ 5.アウトドア・スポーツ施設,
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301 南信 諏訪市 諏訪市城南1-2556-7 0266-54-7971 ヌーベル梅林堂　諏訪店 http://www.nouvel-bairindo.com 11.土産物店(和洋菓子販売),

302 南信 諏訪市 諏訪市諏訪2-3-6 0266-52-0108 伊東酒造 https://www.yokobue.co.jp/ 11.土産物店(日本酒販売),

303 南信 諏訪市 諏訪市湖岸通り5-15-2 0266-52-3211 うなぎのねどこ　おび川 15.和食,

304 南信 諏訪市 諏訪市高島3丁目1201-100 0266-57-1023 松尾商店ヨットハーバー店 http://www.matuo.net/ 11.土産物店(漬物製造販売),

305 南信 諏訪市 諏訪市諏訪2-1-2 0266-55-7275 Caffe Val Bagni（カフェバルバーニ） https://caffevalbagni.jimdofree.com/ 18.喫茶店（カフェ）,

306 南信 諏訪市 諏訪市元町1番16号 0266-52-6161 蔵元ショップ　セラ真澄 https://www.masumi.co.jp/ 14.その他(酒類小売店)

307 南信 諏訪市 諏訪市諏訪1-2-4 0266-52-3267 れすとらん割烹いずみ屋 https://akr6460327847.owst.jp/ 15.和食,

308 南信 諏訪市 諏訪市中洲201 0266-53-0665 大商 https://www.yashironokaze.jp/shop/daisyo/ 11.土産物店(一般みやげ他　手作りところ天他), 15.和食,

309 南信 諏訪市 諏訪市沖田町5-39  0266-82-3988 カレーハウスCoCo壱番屋諏訪ステーションパーク店 https://www.ichibanya.co.jp/ 21.その他【カレーライス】,

310 南信 諏訪市 諏訪市四賀2930 0266-78-6466 PLUM SHOP諏訪店 https://www.pmoa.co.jp/plumshop/ 10.その他(自作イラスト・写真を使ったグッズ製作) 14.その他(ホビー商品・ご当地キャラクターグッズ)

311 南信 諏訪市 諏訪市大手2-9-5 0266-53-4800 宴屋とんぼ https://www.tonbo55.com 19.居酒屋,

312 南信 諏訪市 諏訪市湖岸通り4-1-9 0266-52-0604 片倉館 http://www.katakurakan.or.jp 9.日帰り温泉施設, 15.和食,16.洋食,17.中華,

313 南信 諏訪市 諏訪市大字中洲三ツ俣5709番地33 0266-52-4708 株式会社信濃屋 http://www.sake-shinanoya.co.jp/ 11.土産物店(酒類・食品),

314 南信 諏訪市 諏訪市湖岸通り3丁目1番30 0266-52-9630 くらすわ https://www.clasuwa.jp 11.土産物店(オリジナル商品,セレクト商品), 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,21.その他【ベーカリー】,

315 南信 諏訪市 諏訪市城南2丁目2481 0266-58-3498 すし春 https://sushiharu.net/
1.工芸体験(切り絵),4.食べ物作成(すしの握り方、飾りすし作成),6.レジャー施設(落語

体験),10.その他(落語一席サービス)
11.土産物店(切り絵販売), 15.和食,21.その他【寄席がありいつでも落語が聞ける】,

316 南信 諏訪市 諏訪市沖田町1-131-2 0266-57-5502 やきとり大吉　上諏訪店 https://tabelog.com/nagano/A2004/A200403/20000277/ 19.居酒屋,

317 南信 諏訪市 諏訪市大字上諏訪10318番地1 そば処　登美 https://tomi-soba.com/ 15.和食,

318 南信 諏訪市 諏訪市大手1-12-5 0266-56-2370 焼き鳥酒房　鳥せん https://www.tabelog.com/nagano/A2004/A200404/20000129/ 19.居酒屋,

319 南信 諏訪市 諏訪市諏訪2丁目8番21号 0266-58-0161 酒ぬのや本金酒造 http://honkin.net/ 11.土産物店(地酒),

320 南信 諏訪市 諏訪市末広8-3 0266-52-3180 そば処　徳八 http://www.sobadokoro-tokuhachi.com/ 15.和食,

321 南信 諏訪市 諏訪市四賀飯島2418-1 0266-57-8190 俺たちの旅 https://ja-jp.facebook.com/oretabi.love/ 19.居酒屋,

322 南信 諏訪市 諏訪市大手1-4-11 0266-56-2370 串焼き串せん https://www.deli-koma.com/dk/shop/?clid=1021963 19.居酒屋,

323 南信 諏訪市 諏訪市沖田町4-21-2　THビル 0266-78-7720 居酒屋バガボンド https://tabelog.com/nagano/A2004/A200404/20014833/ 19.居酒屋,

324 南信 諏訪市 諏訪市沖田町1-132-2 0266-53-2101 中国食堂　城満 https://tabelog.com/nagano/A2004/A200404/20009704/ 17.中華,

325 南信 諏訪市 諏訪市沖田町1-153 0266-57-2411 Bakery Cafe MOZART http://www.mozart-nextone.com/ 21.その他【ベーカリーレストラン】,

326 南信 諏訪市 諏訪市諏訪1-2-3 0266-75-1022 十割蕎麦　そばや https://suwa-soba.com/ 15.和食,

327 南信 諏訪市 諏訪市四賀2343-3 0266-78-3213 きよ兵衛 https://kiyobe.com/ 15.和食,

328 南信 諏訪市 諏訪市南町13-2 0266-75-5514 かこみ http://www.kakomi.biz/ 15.和食,

329 南信 諏訪市 諏訪市諏訪2-2-2 0266-75-5634 AMBIRD https://ambird.jp 18.喫茶店（カフェ）,

330 南信 諏訪市 諏訪市元町5-12 0266-75-2720 あゆみ食堂 https://www.instagram.com/ayumishokudo/?hl=ja 21.その他【食堂】,
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331 南信 諏訪市 諏訪市沖田町3-68　ココモール2F 0266-78-8941 cafe&kitchen honeybee https://www.facebook.com/CafeKitchen-Honeybee-265970634101656/ 16.洋食,

332 南信 諏訪市 諏訪市中洲2943-1 0266-75-5691 薬膳しゃぶしゃぶ　みつ葉 kitchen https://website-4160583985198122916232-snackbar.business.site/ 15.和食,

333 南信 諏訪市 諏訪市四賀1829-1 0266-75-2645 小木曽製粉所　諏訪インター店 https://www.ogiso-seifunjo.com/ 15.和食,

334 南信 諏訪市 諏訪市四賀1829-1 0266-78-1061 田所商店　諏訪インター店 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand31/ 17.中華,

335 南信 諏訪市 諏訪市大字豊田所久保3118 0266-53-4115 信州グルメ工房 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop/detail?sapashopid=612#panel 21.その他【テイクアウトコーナー】,

336 南信 諏訪市 諏訪市大字豊田所久保3118 0266-53-4115 おにぎり屋 21.その他【テイクアウトコーナー】,

337 南信 諏訪市 諏訪市大字豊田所久保3118 0266-53-4115 諏訪湖サービスエリア上り線 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa?sapainfoid=119 9.日帰り温泉施設(ハイウェイ温泉諏訪湖), 11.土産物店(OMIアベニュー),

338 南信 諏訪市 諏訪市大字豊田所久保3118 0266-53-4115 峠の釜めし本舗「おぎのや」 https://www.oginoya.co.jp/ 21.その他【テイクアウトコーナー　峠の釜めし本舗「おぎのや」】,

339 南信 諏訪市 諏訪市湖岸通り3-3-10 0266-58-8000 浜の湯 https://www.hamanoyu.co.jp 11土産物店（菓子、漬物等）, 15和食,

340 南信 諏訪市 諏訪市四賀626 0266-53-4143 正栄軒 17.中華,

341 南信 大鹿村 下伊那郡大鹿村大河原390番地 0265-39-2844 道の駅　歌舞伎の里　大鹿 https://kabukinosato.com 7.果物狩り・観光農園(ブルーベリー狩り), 13.道の駅(土産物、食料品、雑貨販売),

342 南信 大鹿村 下伊那郡大鹿村大河原390 0265-39-2228 道の駅　歌舞伎の里大鹿　おい菜 http://kabukinosato.com/

343 南信 大滝村 木曽郡大滝村4713-2 0264-25-6000 木曽おんたけ観光局　松原スポーツ公園 http://www.ontake.jp/
3.乗り物レンタル(MTB,E-MTB,カヌー),5.アウトドア・スポーツ施設(MTB体験,カヌー体

験),6.レジャー施設(MTBツーリング,カヌーツーリング),

344 南信 辰野町 上伊那郡辰野町伊那富1585-2 0266-55-5735 古民家民宿　おおたき 21.その他【カレー＆ナンセット3種、水餃子定食、おまかせ丼＆カフェ】,

345 南信 辰野町 上伊那郡辰野町伊那富4835 0266-43-2885 らーめんじゃげな辰野店 21.その他【ラーメン店】,

346 南信 辰野町 上伊那郡辰野町大字横川2766 0266-44-8888 グリーンビレッジ横川　かやぶきの館 https://kayabukinoyakata.jp/
1.工芸体験(草木染め　要予約),2.織物体験(はた織り　要予約),4.食べ物作成(おや

き・そば　要予約),9.日帰り温泉施設,10.その他(写経・筆ペンアート)
21.その他【宴会】,

347 南信 辰野町 上伊那郡辰野町樋口2396-20 0266-41-2001 たつの荒神山温泉 http://www.tatsunopark.com 9.日帰り温泉施設(たつの荒神山温泉), 11.土産物店(ホテル内売店), 21.その他【ホテル内レストラン　和洋食　ランチ営業のみ　】,

348 南信 辰野町 上伊那郡辰野町赤羽169-1 0266-43-3157 カジュアルレストラン陽 https://tabelog.com/nagano/A2006/A200601/20018115/ 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）

349 南信 辰野町 上伊那郡辰野町平出牧垣外2226 0266-41-3790 辰野パーキングエリア（上り）（麺家　龍王） https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand18/ 14.その他 21.その他,

350 南信 中川村 上伊那郡中川村片桐4107 0265-88-3888 いさわ 15.和食,

351 南信 中川村 上伊那郡中川村片桐2824-1 0265-88-4009 スィートショップしまや 11.土産物店(まんじゅう等の菓子),

352 南信 中川村 上伊那郡中川村大草2145-3 090-9747-1645 basecampCOFFEE http://basecampcoffee.wixsite.com/1445 18.喫茶店（カフェ）,

353 南信 中川村 上伊那郡中川村大草4489 0265-88-6303 いろり　なかがわ亭 15.和食,

354 南信 中川村 上伊那郡中川村片桐3873-1 0265-88-4139 喜多方らーめん　めんまま中川 21.その他【らーめん】,

355 南信 中川村 上伊那郡中川村片桐226-1 0265-88-2411 ラーメンまた旅 21.その他【らーめん】,

356 南信 中川村 上伊那郡中川村大草3953-1 080-5109-0196 あかいみ 20.和洋菓子店,

357 南信 中川村 上伊那郡中川村四徳542 0265-88-3929 四徳温泉キャンプ場 http://shitoku.net/ 5.アウトドア・スポーツ施設,9.日帰り温泉施設, 18.喫茶店（カフェ）,

358 南信 中川村 上伊那郡中川村片桐6029-1 0265-88-3825 sakuRabito https://www.sakurabito.net/ 10.その他(植物を使った体験)

359 南信 中川村 上伊那郡中川村片桐4089-1 080-4985-5085 アドゥマン https://www.facebook.com/adwuman.nagano/ 21.その他【カレー、アジア料理】,

360 南信 中川村 上伊那郡中川村大草4182-1 0265-88-3012 米澤酒造㈱　直営ショップ https://imanisiki.co.jp/ 14その他（地域の特産品と地酒の販売）
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361 南信 中川村 中川村片桐5095 0265-88-3324 暮らしの工房　こねり https://koneri.amebaownd.com/ 1工芸体験（木工・黒板づくり）　4食べ物作成（クッキー作り,サンドイッチ作り等） 11土産物店（木工作品） 20和洋菓子店（パン・菓子）

362 南信 天龍村 下伊那郡天龍村平岡1280-4 0260-32-1088 龍泉閣 http://www.vill-tenryu.jp/tourism/tourism_info/fureaistationryusenkaku 11.土産物店(お茶玄米パン), 15.和食（レストラン龍泉）19.居酒屋,

363 南信 天龍村 下伊那郡天龍村神原5786-14 0260-32-3918 天龍温泉おきよめの湯内　レストラン湯とり 21.その他【一般食堂】,

364 南信 南箕輪村 上伊那郡南箕輪村2358番地5 0265－76－0048 大芝荘 http://oshiba.jp/ 5.アウトドア･スポーツ施設（大芝高原）、9.日帰り温泉施設（大芝の湯） 11.土産物店（味工房）、13.道の駅（大芝高原） 15.和食、16.洋食、18.喫茶店（カフェ）

365 南信 南箕輪村 上伊那郡南箕輪村1629番地52 0265－98－7607 味工房　ガレットカフェ（大芝高原） 5.アウトドア･スポーツ施設、7.果物狩り・観光農園、9.日帰り温泉施設 13.道の駅 16.洋食、18.喫茶店（カフェ）

366 南信 南箕輪村 上伊那郡南箕輪村298-5 0265-97-1376 これぞパンです 18.喫茶店（カフェ）,

367 南信 南箕輪村 上伊那郡南箕輪村8304-615 0265-78-1220 レストランびざび https://restaurant-vis-a-vis.webnode.jp/ 16.洋食,

368 南信 南箕輪村 上伊那郡南箕輪村1282-4 0265-71-6465 らーめんじゃげな南箕輪店 21.その他【ラーメン店】,

369 南信 南箕輪村 上伊那郡南箕輪村4115-1 0265-77-0167 麺場風麟 21.その他【ラーメン店】,

370 南信 南箕輪村 上伊那郡南箕輪村334-1 0265-73-5450 そば処　新兵ヱ 15.和食,

371 南信 売木村 下伊那郡売木村543-1 0260-28-1051 道の駅南信州うるぎ http://www.urugi.jp/db/miyage/post-25.html 13.道の駅(道の駅南信州うるぎ), 21.その他【道の駅南信州うるぎの飲食ラーメン・蕎麦・カレー等】,

372 南信 飯田市 飯田市上郷黒田1927-4 0265-23-7374 信州旨酒　加藤商店 http://katosyoten.com/ 11.土産物店(地酒),

373 南信 飯田市 飯田市下久堅知久平1815 0265-29-8130 花薫る宿　よし乃亭 http://yoshino-tei.jp 11.土産物店,

374 南信 飯田市 長野県飯田市中央通り４丁目39番地 0265-24-1310 一茶堂 http://issado.com/ 11.土産物店(信州のおみやげ販売), 18.喫茶店（カフェ）,19.居酒屋,

375 南信 飯田市 飯田市常盤町40 0265-22-5454 春月　売店 http://www.syungetsu.co.jp/ 11.土産物店(煮豆、川魚加工品),

376 南信 飯田市 飯田市鼎切石4293 0265-22-2300 翠嶂館 https://kikusuisake.co.jp 14.その他(酒造直営店（お酒の試飲販売、酒造りのVTR鑑賞ほか）)

377 南信 飯田市 飯田市川路7600 0265-49-5868 ボンマンジェ天龍峡 11.土産物店(地場産品他), 15.和食,21.その他【ごへいもち】,

378 南信 飯田市 飯田市北方813-1 0265-25-8865 ドライブイン酒蔵 http://iimachi.net/ms/1058/#tel 11.土産物店(ドライブイン), 15.和食,21.その他【個人団体受入食】,

379 南信 飯田市 飯田市本町2丁目15番地 0265-24-1372 いとうや http://www.iida-itouya.co.jp/ 20.和洋菓子店,

380 南信 飯田市 飯田市北方3442-3 0265-25-4729 三和観光農園 http://www.clio.ne.jp/home/sanwa/ 7.果物狩り・観光農園(ブルーベリー狩、パイ作り),

381 南信 飯田市 飯田市南信濃和田358 0260-34-2109 蕎麦処　丸西屋 http://tohyamago.com/stay_and_eat/marunishiya-2/ 15.和食,

382 南信 飯田市 飯田市南信濃町和田456-1 0260-34-2012 食楽工房　元家 http://tohyamago.com/stay_and_eat/genya/ 15.和食,19.居酒屋,

383 南信 飯田市 飯田市今宮町3丁目70番地 0265-22-0564 松岡屋醸造場 http://www.matuokaya1534.com/
11.土産物店(信州みそ),12.伝統工芸品等の販売店(仕込み蔵),13.道

の駅(つけもの),

384 南信 飯田市 飯田市桐林1951-5 0265-28-5901 天竜川ラフティング　ランナバウト http://www.runabout-rafting.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ラフティング),

385 南信 飯田市 飯田市中央通り1-15 0265-23-1238 一二三屋まん十店 11.土産物店(和菓子（黒糖まんじゅう）), 20.和洋菓子店,

386 南信 飯田市 飯田市上殿岡628 0265-28-1111 殿岡温泉　湯元　湯～眠 https://yu-min.com 11.土産物店, 15.和食,17.中華,

387 南信 飯田市 飯田市鼎一色49-1 0265-52-5355 とんかつしゃぶしゃぶ　3びきのこぶた本店 http://sun-corp.jp/wp/ 21.その他【とんかつ・しゃぶしゃぶ・焼肉・イタリア料理】,

388 南信 飯田市 飯田市座光寺3349-1 0265-49-0978 熟成とんかつ　3びきのこぶた座光寺店 http://sun-corp.jp/wp/ 21.その他【とんかつ・しゃぶしゃぶ・焼肉・イタリア料理】,

389 南信 飯田市 飯田市鼎名護熊2587-1 0265-23-9922 焼肉　一番カルビ　飯田店 http://sun-corp.jp/wp/ 21.その他【とんかつ・しゃぶしゃぶ・焼肉・イタリア料理】,

390 南信 飯田市 飯田市座光寺3948-1 0265-56-1717 焼肉　一番かるび　座光寺店 http://sun-corp.jp/wp/ 21.その他【とんかつ・しゃぶしゃぶ・焼肉・イタリア料理】,
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391 南信 飯田市 飯田市上郷別府1403-1 0265-49-8195 イタリア料理　ロカンディーナミヤザワ http://sun-corp.jp/wp/ 21.その他【とんかつ・しゃぶしゃぶ・焼肉・イタリア料理】,

392 南信 飯田市 飯田市中央通り4-16 0265-22-0581 多月堂みやげ品店 https://garden4s.com/shop/detail/71 11.土産物店(地場産品、果物、水引細工),

393 南信 飯田市 飯田市中央通り3-9 0265-48-8082 どんでん https://www.donden.jp/ 19.居酒屋,

394 南信 飯田市 飯田市座光寺3708-1 0265-24-5666 村さ来　座光寺店 https://g-taste.co.jp/fi/murasaki/ 19.居酒屋,

395 南信 飯田市 飯田市知久町1-4 0265-24-1682 村さ来　知久町店 https://g-taste.co.jp/fi/murasaki/ 19.居酒屋,

396 南信 飯田市 飯田市銀座3-7銀座堀端ビル１階 0265-48-5511 そば処かざこし 15.和食,

397 南信 飯田市 飯田市銀座2-11 0265-22-0253 和泉庄 https://izusho.com/ 11.土産物店(和菓子販売),

398 南信 飯田市 飯田市松尾新井7170 0265-24-3345 信州飯田　天竜舟下り http://gokai-tenryu.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(舟下り・ラフティング), 11.土産物店(舟下り弁天港売店),

399 南信 飯田市 飯田市座光寺3948-2 0265-52-5559 鮨ごちそうや　松乃本店 https://matsunohonten.jimdofree.com/ 15.和食,

400 南信 飯田市 飯田市育良町3丁目1-12 0265-22-8877 お菓子の里　飯田城 http://www.tsuguya-hd.com 11.土産物店(観光土産品),

401 南信 飯田市 飯田市育良町1-10-2 0265-25-8989 焼肉大紋　伊賀良店 http://aski-soba.com/ 15.和食,

402 南信 飯田市 飯田市育良町1-10-2 0265-25-1000 戸隠そば　あすき http://aski-soba.com/ 15.和食,

403 南信 飯田市 飯田市川路7620 0265-49-5560 COCORO　FARM　VILLAGE https://cocorofarm-vil.com 10.その他(BBQ施設) 11.土産物店(農産物直売所兼土産・酒・シールド販売), 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

404 南信 飯田市 飯田市上郷別府2311-1 0265-23-7820 焼肉とお食事　京城園 http://keijouen.net/ 21.その他【焼肉店】,

405 南信 飯田市 飯田市育良町2-3-5 0265-25-1622 ホテルルートイン飯田 https://www.route-inn.co.jp 15.和食,

406 南信 飯田市 飯田市追手町1丁目19番地 0265-22-0121 舞鶴 http://www.iida-maizuru.jp/ 15.和食,

407 南信 飯田市 飯田市鼎上山3800－1 0265-24-2099 キッチンこいけ 16.洋食,

408 南信 飯田市 飯田市中央通り3の2 0265-22-7011 割烹にしべ 15.和食,

409 南信 飯田市 飯田市座光寺3349-1エス・バード内 0265-52-1615 おいでなんしょ https://oide.xyz/
11.土産物店(農産物加工品等の地場産品),12.伝統工芸品等の販売

店(水引、飯田紬、皮革製品等の地場産品),

410 南信 飯田市 飯田市竜江7115番地の1 0265-27-2247 天龍ライン遊舟 https://tenryuline.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(舟下り),

411 南信 飯田市 飯田市座光寺3604-4 0265-23-8564 吉丸屋まんじゅう店 https://www.zakoujimanjuu.com 14.その他(名物菓子製造販売)

412 南信 飯田市 飯田市主税町1 0265-22-0437 食事処満津田 15.和食,

413 南信 飯田市 飯田市仲の町1-5 0265-24-4086 ビアレストランオールドウェスト 16.洋食,

414 南信 飯田市 飯田市上村979番地53 0260-36-2131 しらびそ高原山岳オートキャンプ場 http://shirabiso.com/ 6.レジャー施設(キャンプ場),

415 南信 飯田市 飯田市上村1250番地1 0260-36-1005 はんば亭 http://shirabiso.com 11.土産物店, 15.和食,

416 南信 飯田市 飯田市上村413番地4 0260-36-2744 喫茶かみ http://shirabiso.com/ 15.和食,

417 南信 飯田市 飯田市上村753番地 0260-36-2005 上村まつり伝承館 http://shirabiso.com/ 8.博物館等,

418 南信 飯田市 飯田市上村631番地3 0260-36-2744 上村農産物直売所 http://shirabiso.com/ 11.土産物店,

419 南信 飯田市 飯田市上村149番地2 0260-36-2888 村の茶屋 http://shirabiso.com/ 11.土産物店, 15.和食,

420 南信 飯田市 飯田市上村4番地10 0260-36-2131 大島河原河川公園キャンプ場 http://shirabiso.com/ 6.レジャー施設(キャンプ場),
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421 南信 飯田市 飯田市上村979番地53 0260-36-2744 しらびそ高原　’天の川’ http://shirabiso.com/ 11.土産物店,13.道の駅(　),

422 南信 飯田市 飯田市伝馬町1-41 0265-22-1378 信州飯田の茶房　田月 http://www.ringo-pie.jp/ 10.その他(お菓子教室) 11.土産物店(和菓子), 20.和洋菓子店,

423 南信 飯田市 飯田市北方3872-18 0265-25-7406 割烹　小鈴 http://www012.upp.so-net.ne.jp/kosuzu/ 15.和食,

424 南信 飯田市 飯田市主税町27 0265-24-0953 天ぷら金万 http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20071800201/index.html 15.和食,

425 南信 飯田市 飯田市鼎一色110番地の1 0265-22-8188 かなえ茶屋 15.和食,

426 南信 飯田市 飯田市座光寺3895番地の1 0265-53-1515 さすが家 15.和食,

427 南信 飯田市 飯田市鼎名古熊2507-1 0265-56-3788 ちゃあしゅう屋飯田店 http://www.ntb-k.jp/content/blogcategory/2/4/ 17.中華,

428 南信 飯田市 飯田市上郷飯沼1575番地　イオン飯田店内 0265-53-0090 メレンダイオン飯田店 16.洋食,21.その他【フードコート】,

429 南信 飯田市 飯田市上郷飯沼1575番地　イオン飯田店内 0265-21-3346 しなとらイオン飯田店 http://www.shinatora.jp/ 17.中華,21.その他【フードコート】,

430 南信 飯田市 飯田市上郷飯沼1575番地　イオン飯田店内 0265-21-3344 旨い屋イオン飯田店 15.和食,21.その他【フードコート】,

431 南信 飯田市 飯田市南信濃八重河内104 0260-34-5808 食・酒・人　たまり場　光穂 21.その他【 昼）食堂、夜）居酒屋 】,

432 南信 飯田市 飯田市中央通り4-10-1 0265-22-2301 TATSU屋製麺所 16.洋食,19.居酒屋,

433 南信 飯田市 飯田市南信濃和田1206-2 0260-34-5623 殿町の茶屋　かたくり 11.土産物店(万十屋),

434 南信 飯田市 飯田市鼎東鼎281 0265-56-2822 JAみなみ信州直売所　およりてふぁーむ http://www.ja-mis.iijan.or.jp 11.土産物店,

435 南信 飯田市 飯田市育良町1-2-1 0265-28-2770 JAみなみ信州直売所　りんごの里 http://www.ja-mis.iijan.or.jp 11.土産物店,

436 南信 飯田市 飯田市中央通り1-25 0265-52-1915 BAR時代屋 21.その他【】,

437 南信 飯田市 飯田市馬場町1-7　B1 0265-22-0750 BAR古時計 21.その他【オーセンティックBAR】,

438 南信 飯田市 飯田市中央通り1-15 0265-52-6450 BOURBON&COCKTAILフィフティーズ1950 https://bar-navi.suntory.co.jp/shop/0265526450/ 21.その他【オーセンティックBAR】,

439 南信 飯田市 飯田市中央通り4丁目40　ステーションスクエアビル1F 070-3339-3156 デコちゃん　飯田駅前店 https://www.facebook.com/decochanJRiidaST/ 21.その他【たこ焼きファーストフード】,

440 南信 飯田市 飯田市龍江2355 0265-27-3156 デコちゃん　移動販売車 https://www.facebook.com/decochan11/ 21.その他【たこ焼きファーストフード】,

441 南信 飯田市 飯田市川路4918の1 0265-27-2136 喜目屋みやげ店 11.土産物店(自作の陶芸の販売),

442 南信 飯田市 飯田市川路4757 0265-27-2484 福沢商店 11.土産物店(天竜峡みやげ), 18.喫茶店（カフェ）,

443 南信 飯田市 飯田市銀座3-1-1 0265-22-1369 上海楼 21.その他【中華そば】,

444 南信 飯田市 飯田市長野原93-3 0265-26-9386 カレーハウスCoCo壱番屋　飯田座光寺店 https://tenpo.ichibanya.co.jp/map/2077 21.その他【カレー】,

445 南信 飯田市 飯田市長野原93-3 0265-26-9386 カレーハウスCoCo壱番屋　イオン飯田アップルロード店 https://tenpo.ichibanya.co.jp/map/1543 21.その他【カレー】,

446 南信 飯田市 飯田市通り町2-1 050-3635-0333 三の蔵 https://3kura.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral 19.居酒屋,

447 南信 飯田市 飯田市通り町2-22-3 0265-21-0733 焼肉&もつ鍋　丸中商會（まるなかしょうかい） https://filare.net/ 15.和食(焼肉),19.居酒屋,

448 南信 飯田市 飯田市錦町1丁目10番地 0265-23-8383 シルクホテル　カジュアルダイニング　フルフル https://www.silkhotel.co.jp// 16.洋食,17.中華,

449 南信 飯田市 飯田市今宮町4-5610-2 0265-22-4627 今宮半平 https://imamiyahanbei.com/ 15.和食,21.その他【地元での伝統の五平餅を提供】,

450 南信 飯田市 飯田市南信濃八重河内580 0260-34-2286 いろりの宿　島畑 http://irori-shimabata.com/ 11.土産物店(ハチミツ他),
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451 南信 飯田市 飯田市松尾町2-6 0265-24-4835 糸へん https://www.itohen.online/ 15.和食,

452 南信 飯田市 飯田市松尾町3-10-1　今井ビル 0265-49-0704 個室酒房ながぐつ 15.和食,16.洋食,19.居酒屋,

453 南信 飯田市 飯田市松尾町3-10-1　今井ビル 0265-49-0704 炭火居酒屋のんべえ 15.和食,16.洋食,19.居酒屋,

454 南信 飯田市 飯田市鼎名古熊2581-2 0265-52-6885 ソットオーリオ https://www.facebook.com/sottolio/ 16.洋食,

455 南信 飯田市 飯田市桜町1丁目35番地 0265-23-9931 信濃屋 http://shinanoya-iida.com/ 15.和食,16.洋食,

456 南信 飯田市 飯田市通り町2-1三連蔵 0265-23-0023 カフェ三連蔵 18.喫茶店（カフェ）,

457 南信 飯田市 飯田市本町1丁目2番地 0265-52-3594 飯田市川本喜八郎人形美術館 http://kawamoto-iida.com/ 8.博物館等,

458 南信 飯田市 飯田市中央通り3-4　木下ビル１F 0265-56-8839 海旬 https://kaisyun2005.com/ 15.和食,

459 南信 飯田市 飯田市北方3872-18 0265-25-7406 割烹小鈴 http://www012.upp.so-net.ne.jp/kosuzu/ 15.和食,

460 南信 飯田市 飯田市鼎中平1995-29 0265-53-5497 西洋割烹吉祥寺 http://www7.plala.or.jp/kichijouji/ 4.食べ物作成(地産物を使ったお料理), 16.洋食,

461 南信 飯田市 飯田市松尾町3-10-1 0265-49-0704 すし処魚魚魯 https://iienkai.com/shop/%E3%81%99%E3%81%97%E5%87%A6%E3%80%80%E9%AD%9A%E9%AD%9A%E9%AD%AF/ 15.和食,16.洋食,19.居酒屋,

462 南信 飯田市 飯田市育良町1-2-1 0265-28-2770 JAみなみ信州直売所りんごの里 http://www.ja-mis.iijan.or.jp 11.土産物店(JA直売所),

463 南信 飯田市 飯田市通り町2-1三連蔵 0265-48-5114 旨肉酒場やきまる https://www.facebook.com/YakimaruIida 21.その他【焼肉店】,

464 南信 飯田市 飯田市通り町2-22-3 0265-21-0733 焼肉＆もつ鍋　丸中商會（まるなかしょうかい） https://filare.net/marunaka/ 15.和食（焼肉）,19.居酒屋,

465 南信 飯田市 飯田市中央通り2-23-1　2F 0265-24-5334 串焼き　月うさぎ https://filare.net/tsukiusagi/ 19.居酒屋,

466 南信 飯田市 飯田市松尾町2-30 0265-23-5151 海鮮酒場　裏萬房 https://filare.net/uramambo/ 19.居酒屋,

467 南信 飯田市 飯田市本町2-1 0265-48-0150 ナチュラルキッチン　TESSHIN https://filare.net/tesshin/ 16.洋食,

468 南信 飯田市 飯田市松尾町2-30 0265-56-8855 slowfood　萬房（まんぼう） https://filare.net/mambo/ 19.居酒屋,

469 南信 飯田市 飯田市知久町4-1226 0265-22-0349 丸井亭（まるいてい） http://kappomaruitei.web.fc2.com/wan_jing_tingnohomupeji/wan_jing_tinghomupeji.html 15.和食(うなぎ),

470 南信 飯田市 飯田市大瀬木3565-2 0265-49-0970 加賀美 9日帰り温泉施設（外来入浴） 11土産物店 15和食

471 南信 飯島町 上伊那郡飯島町日曽利43-3 0265-73-8855 いなかの風キャンプ場 https://inakanokaze.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(キャンプ場),

472 南信 飯島町 上伊那郡飯島町七久保2252 0265-86-6580 道の駅・花の里いいじま http://hananosato-iijima.jp/ 13.道の駅(道の駅・花の里いいじま),

473 南信 飯島町 上伊那郡飯島町田切2749番地 0265-98-5525 道の駅  田切の里 https://tagirinosato.com 13.道の駅(農産物、土産品販売),

474 南信 飯島町 上伊那郡飯島町七久保2252 0265-95-1407 道の駅花の里いいじま内　食堂味処みよし http://hananosato-iijima.jp/ 13.道の駅(道の駅花の里いいじま内　食堂味処みよし), 21.その他【一般食堂】,

475 南信 飯島町 上伊那郡飯島町七久保454-1 0265-96-7234 Cuore  Verde　（クオーレ　ヴェルデ） https://www.cuore-verde.net/
16.洋食,　ナポリ風ピッツァとトランゴッツィ（郷土パスタ）中心としたイタリア

料理店

476 南信 飯島町 上伊那郡飯島町飯島2169-６ 0265-86-2868 レストランあかさか 16.洋食,（ソースかつ丼）

477 南信 飯島町 上伊那郡飯島町七久保2513番地2 0265-86-8730 信州里の菓工房 20.和洋菓子店,

478 南信 飯島町 上伊那郡飯島町田切2598-1「道の駅田切の里」内 0265-98-5525 食事処　見駒亭 https://tagirinosato.com/restaurant/ 15.和食,

479 南信 飯島町 上伊那郡飯島町飯島3907-318 0265-86-5312 すみれ自然農園♡食堂 http://sumirefarm-sachi.com/ 15.和食,

480 南信 飯島町 上伊那郡飯島町七久保3017-12 0265-86-6764 紡縁社 https://senninzuka.site/ 5.アウトドア・スポーツ施設(SUP、MTB),6.レジャー施設(キャンプ),
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481 南信 富士見町 諏訪群富士見町冨士見6666－703 0266－62－7691 ＪＭＢ冨士見パノラマパラグライダースクール https://www.windhop.com/ 5.アウトドア･スポーツ施設（パラグライダースクール）

482 南信 富士見町 諏訪郡富士見町富士見6666-703 0266-62-5666 富士見パノラマリゾート http://www.fujimipanorama.com 5.アウトドア・スポーツ施設(ＭＴＢコース),6.レジャー施設(ゴンドラ・リフト), 11.土産物店(食品・民芸品・雑貨等), 15.和食,16.洋食,17.中華,18.喫茶店（カフェ）,

483 南信 富士見町 諏訪郡富士見町11404番地 0266-62-2332 山彦荘 http://www.mid.janis.or.jp/~yamabiko/ 11.土産物店(山の土産、バッチ等), 15.和食,

484 南信 富士見町 諏訪郡富士見町富士見9275番地1 0266-78-3935 カゴメ野菜生活ファーム https://www.kagome.co.jp/ysfarm/ 4.食べ物作成(調理体験), 11.土産物店(カゴメ商品や地域の商品の販売), 16.洋食,

485 南信 富士見町 諏訪郡富士見町落合11227-19 0266-78-3480 手打ち蕎麦　彩春 http://teuchisoba-tsukushi.com/ 15.和食,

486 南信 富士見町 諏訪郡富士見町落合10408-5 0266-62-3308 すみれ亭 15.和食,

487 南信 富士見町 諏訪郡富士見町富士見9547 0266-62-8080 お食事処くーとろん https://yuutoron.com/ 9.日帰り温泉施設, 15.和食,

488 南信 富士見町 諏訪郡富士見町落合9984-209 0266-62-8292  /  090-5443-1243 パワーライン http://konayuki-snowboard.com/sup/ 5.アウトドア・スポーツ施設(SUP),

489 南信 富士見町 諏訪郡富士見町富士見11667-2 0266-62-8666 洋食飯屋　mamaya 土産物産店12番に〇付いてる 12.伝統工芸品等の販売店, 16.洋食,

490 南信 富士見町 諏訪郡富士見町落合9984 0266-62-2207 両国屋豆腐店 https://ryogokuya1028.business.site 14.その他(食品販売)

491 南信 富士見町 諏訪郡富士見町落合9942-1 0266-62-7040 Osteria　agiato http://www7b.biglobe.ne.jp/~osteria_agiato/ 16.洋食,

492 南信 富士見町 諏訪郡富士見町落合9994-5 0266-62-7677 スシ＆ビストロダイニング　京平 15.和食,21.その他【すし,海鮮系の店内飲食及びテイクアウト販売】,

493 南信 富士見町 諏訪郡富士見町富士見7514-4 0266-55-5080 陶板浴みらい http://toubanyoku-mirai.com/ 10.その他(陶板浴（温浴施設）)

494 南信 富士見町 諏訪郡富士見町落合9984-559 0266-62-2210 café　DanDan 18.喫茶店（カフェ）,

495 南信 富士見町 諏訪郡富士見町境12067 0266-66-2121 富士見高原リゾート https://fujimikogen-resort.jp/

3.乗り物レンタル(遊覧カート、車椅子),4.食べ物作成(蕎麦打ち),5.アウトドア・スポーツ

施設(キャンプ場、陸上競技場、体育館),6.レジャー施設(ゴルフ場),7.果物狩り・観光農

園(花の里),8.博物館等(創造の森),9.日帰り温泉施設(八峯苑鹿の湯),

11.土産物店(花の里), 15.和食,16.洋食,17.中華,18.喫茶店（カフェ）,

496 南信 富士見町 諏訪郡富士見町富士見3679-18 0266-78-1708 菓子工房　キャトルセゾン https://www.quatresaisons-yatsugatake.com/ 20和洋菓子店

497 南信 平谷村 下伊那郡平谷村318-1 0265-48-2818 藤丸 15.和食,16.洋食,

498 南信 平谷村 下伊那郡平谷村443-1 090-3443-2682 cafe sueis fine http://blog.livedoor.jp/sue_is_fine/ 21.その他【イタリアンレストラン】,

499 南信 平谷村 下伊那郡平谷村737番地134 090-3582-6378 高原カフェこもれび http://caffekomorebi.web.fc2.com/ 18.喫茶店（カフェ）,

500 南信 平谷村 下伊那郡平谷村1511 0265-48-2100 平谷湖フィッシングスポット https://www.hirayako.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(釣り), 15.和食,16.洋食,17.中華

501 南信 平谷村 下伊那郡平谷村237-1 050-3555-5069 苔庵介る http://moss-scale.com/ 11.土産物店,

502 南信 平谷村 下伊那郡平谷村308-1 0265-48-2306 グランマ 21.その他【パン製造販売、イートインスペース保有】,

503 南信 豊丘村 下伊那郡豊丘村大字神稲12410 0265-48-8061 道の駅南信州とよおかマルシェ　農産物直売所　四季彩市場 https://www.toyooka-marche.jp/ 11.土産物店(道の駅内直売所兼土産物店),

504 南信 豊丘村 下伊那郡豊丘村大字神稲12410 0265-48-8061 道の駅南信州とよおかマルシェ　Bread & Sweets きらら https://www.toyooka-marche.jp/ 21その他【パン、アイスクリームテイクアウト販売】

505 南信 豊丘村 下伊那郡豊丘村大字神稲12410 0265-48-8061 道の駅南信州とよおかマルシェ　Kitchen　そらら https://www.toyooka-marche.jp/ 15.和食,16.洋食,

506 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町大字中箕輪2134番地42 0265-70-1234 みのわ温泉　ながたの湯 9.日帰り温泉施設(みのわ温泉　ながたの湯), 11.土産物店(伊那谷名産品), 15.和食,16.洋食,17.中華,

507 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町中箕輪1029-1 0265-70-7785 Former's Kitchen雪・月・花 21.その他【居酒屋レストラン】,

508 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町大字中箕輪9498 0265-79-9581 養老乃瀧　箕輪町店 https://www.yoronotaki.co.jp/search/detail.html?CN=2929 19.居酒屋,

509 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町大字中箕輪3730-156 0265-96-0129 やまびこテラス 21.その他【レストラン】,

510 南信 箕輪町 伊那市山寺293-1 0265-98-4129 赤から伊那店 http://akakara-kawaguchiko.com/ 21.その他【焼肉と赤から鍋メインの飲食店】,
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具体的な施設の種別

No エリア 市町村 住所 施設名 代表番号・施設電話 ホームページ アクティビティ・体験施設 土産物店 飲食店

511 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町大字中箕輪2931 0265-79-9841 木曽水車家 21.その他【日本そば店】,

512 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町中箕輪8932-1 0265-95-1965 餃子食堂 http://g-factory.info/ 21.その他【ラーメン店】,

513 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町中箕輪8051-1 0265-70-6665 らーめん竜雅 21.その他【ラーメン店】,

514 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町大字中箕輪9560-1 080-2394-1550 クアトロ　フォリオ https://www.quattro-foglio.jp/ 16.洋食,

515 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町中箕輪8051-1 0265-71-3249 カレーハウスCoCo壱番屋　長野箕輪店 http://tenpo.ichibanya.co.jp/search/shop/pc/detail.php?SCODE=1824 21.その他【カレー専門店】,

516 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8420-1 0265-79-9035 スナックダイアナ http://www.minowa.or.jp/com/33 21.その他【スナック】,

517 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町大字中箕輪9417－3 0265-98-7401 燈火 15.和食，21.その他【仕出し】

518 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町大字中箕輪2866-4 0265-79-5653 酒楽堂あいびー 19.居酒屋,

519 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町大字中箕輪9560-1 0265-79-3406 花菱 15.和食,

520 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町大字箕輪9560-1 080-3207-6541 麺屋　かなた 21.その他【ラーメン屋】,

521 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町大字中箕輪9025　イオン箕輪店内 0265-79-1077 藤乃園　イオン店 https://www.aeon.com/store/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E7%AE%95%E8%BC%AA%E5%BA%97/shop_info/specialty_store/ 11.土産物店(地元土産品販売),

522 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町大字東箕輪1208-1 0265-79-3204 有限会社とざ和 https://tabelog.com/nagano/A2006/A200601/20001093/ 15.和食,

523 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町1640-3 0266-43-3157 やる樹家 https://tabelog.com/nagano/A2006/A200601/20007607/ 15.和食,19.居酒屋,

524 南信 箕輪町 上伊那郡箕輪町中箕輪12645-5 0265-79-9308 軽～ろ楽ちょ（か～ろらっちょ） 21その他（蕎麦とカフェ）
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