
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（東信） 更新日：6月25日（木）

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 中信 安曇野市 安曇野市三郷小倉4028－1 安曇野地球宿　 080－5486－6111 http://chikyuyado.com 7.果物狩り･観光農園（ブルーベリー狩り）

2 中信 安曇野市 長野県安曇野市穂高牧2230 ホテル アンビエント安曇野 0263-83-5550 https://azumino.izumigo.co.jp/
11.土産物店(箱菓子・お酒　他),12.伝統工芸品等の販売店(ガラス細

工),
15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

3 中信 安曇野市 安曇野市三郷小倉6687-5 安曇野ワイナリー 0263-77-7700 https://www.ch-azumino.com/ 11.土産物店(ワイン、飲むヨーグルト等),

4 中信 安曇野市 安曇野市堀金烏川11-1 ほりでーゆ～四季の郷 0263-73-8500 http://www.holiday-you.co.jp/
5.アウトドア・スポーツ施設(須砂渡キャンプ場、憩の森オートキャンプ場),6.レジャー施設

(四季の郷パターゴルフ場),9.日帰り温泉施設(ほりでーゆ～四季の郷),
11.土産物店, 21.その他【レストラン四季】,

5 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明3628-24 安曇野市天蚕センター 安曇野市天蚕センター 0263-83-3835 http://azumino-tensan.jp 2.織物体験(コースター製作), 12.伝統工芸品等の販売店(天蚕紬製品の販売),

6 中信 安曇野市 安曇野市豊科高家1090-1 EH酒造 0263-72-3011 http://www.eh-shuzo.com 14.その他(酒蔵見学及び酒販売)

7 中信 安曇野市 安曇野市豊科南穂高1115 あづみ堂 安曇野インター店 0263-71-1400 http://azumido.jp/ 11.土産物店(おやき、漬物、わさび漬),

8 中信 安曇野市 安曇野市豊科南穂高6431－3 アルプスラインクルーズ 0263-50-6756 http://www.alpslinecruise.com 5.アウトドア・スポーツ施設(ラフティング),

9 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明7326-5 ダイヤモンドあずみ野温泉ホテル 0263-83-2231 www.diamond-s.co.jp/azumino/ 11.土産物店(食品販売、ホテル内売店),

10 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明7726-4 安曇野しゃくなげの湯 0263-88-4126 http://syakunagenoyu.info/ 9.日帰り温泉施設(安曇野しゃくなげの湯), 11.土産物店(安曇野しゃくなげの湯に併設), 15.和食,

11 中信 安曇野市 安曇野市三郷小倉6524番地1 ファインビュー室山 0263-77-7711 http://www.fineview.co.jp 9.日帰り温泉施設(日帰り温泉),

12 中信 安曇野市 安曇野市穂高5952-3 安曇野市観光情報センター 0263-82-9363 https://www.azumino-e-tabi.net/ 11.土産物店(食品、雑貨、酒など),

13 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明2215-9 森のおうち 0263-83-5670 http://www.morinooouchi.com/ 8.博物館等(絵本美術館), 14.その他(雑貨、絵本) 18.喫茶店（カフェ）,

14 中信 安曇野市 安曇野市穂高5095-1 碌山美術館 0263-82-2094 http://www.rokuzan.jp/ 8.博物館等(美術館),

15 中信 安曇野市 安曇野市堀金鳥川2696番地 道の駅　アルプス安曇野ほりがねの里 0263-73-7002 http://horigane.or.jp/
11.土産物店(土産全般),13.道の駅(アルプス安曇野ほりがねの里),14.

その他(野菜,手作り加工品)
21.その他【一般食堂,弁当,そうざい】,

16 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明2186-201 湯の宿常念坊 0263-83-4984 http//www.jonenbo.jp 9.日帰り温泉施設(AM10:00~PM19:30), 21.その他【日帰り会食】,

17 中信 安曇野市 安曇野市穂高牧2050番地1 あづみ野カントリークラブ 0263-83-5225 www.azumino.cc 5.アウトドア・スポーツ施設(ゴルフ場), 21.その他【ゴルフ場内レストラン】,

18 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明7713－2 檜湯の宿　松伯 0263-83-3822 www.syouhaku.com 9.日帰り温泉施設(湯ぶね、シャワーのみ、立ち寄り湯500円),

19 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明2105-22 江戸川区立　穂高荘 0263-83-3041 http://www.hotakaso.jp/ 11.土産物店(施設内売店),

20 中信 安曇野市 安曇野市穂高10025 ままそば 0263-87-5255 15.和食,

21 中信 安曇野市 安曇野市穂高3580-1 そば処　ごほーでん 0263-82-6820 21.その他【そば】,

22 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明3618-44 お宿　なごみ野 0263-81-5566 11.土産物店(旅館内、施設内),

23 中信 安曇野市 安曇野市豊科2648-7 御食事処　しき美本店 0263-72-0968 http://www.star-meal.com 15.和食,

24 中信 安曇野市 安曇野市穂高柏原1139-3 体験倶楽部　道祖神 090-9354-3626 http://sobauchi.sub.jp/ 4.食べ物作成(そば打ち、おやき),

25 中信 安曇野市 安曇野市豊科南穂高148-8 竹風堂　あづみ野店 0263-73-0211 https://chikufudo.com/ 11.土産物店(栗菓子販売), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

26 中信 安曇野市 安曇野市穂高9636-1 W－Asobi（わそび） 090-9392-5364 https://w-asobi.weebly.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(サイクリング・登山ガイド),

27 中信 安曇野市 安曇野市豊科南穂高6815-4 わんだぁえっぐネイチャー&レクリエーションズ 0263-71-6073 http://blog.livedoor.jp/wonder_egg/ 5.アウトドア・スポーツ施設(リバークルーズ,ラフティング),

28 中信 安曇野市 安曇野市豊科南穂高140-1 カレーハウスCoCo壱番屋　安曇野インター店 0263-73-7791 www.ichibanya.co.jp 21.その他【カレーライス】,

29 中信 安曇野市 安曇野市穂高柏原4524-4 あづみ野菓子工房彩香　本店 0120-049-719 https://www.saica.co.jp/shop/ 11.土産物店(和洋菓子),

30 中信 安曇野市 安曇野市穂高8207-2 安曇野气船 0263-87-9828 info@azuminokisen.com 5.アウトドア・スポーツ施設(ボート体験),
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31 中信 安曇野市 安曇野市豊科高家972-5 梓川サービスエリア上り線 026-72-8816 https://www.alpico.co.jp/traffic/servicearea 11.土産物店(安曇野マルシェ（和菓子の特設コーナー含む）),

32 中信 安曇野市 安曇野市豊科南穂高1115 王滝　安曇野店 0263-31-3140 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand02/ 15.和食,

33 中信 安曇野市 安曇野市豊科南穂高131-1 あっちゃん　安曇野インター店 0263-71-3220 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand03/ 15.和食,

34 中信 安曇野市 安曇野市豊科南穂高133-1 小木曽製粉所　安曇野店 0263-71-2288 https://www.ogiso-seifunjo.com/ 15.和食,

35 中信 安曇野市 安曇野市三郷温6725-1 信州安曇野　そばの郷 0263-31-5412 https://www.sa-sobanosato.com/ 15.和食,

36 中信 塩尻市 塩尻市奈良井837－252 奈良井宿市場 0264－34－3305 11.土産物店（菓子・食品など） 21.その他【ソフトクリーム・五平餅・おやき】

37 中信 塩尻市 塩尻市奈良井837－101 カフェ深山 0264－34－2500 18.喫茶店（カフェ）

38 中信 塩尻市 塩尻市奈良井388 御宿伊勢屋 0264-34-3051 https://oyado-iseya.jp 11.土産物店(宿泊施設内の売店),

39 中信 塩尻市 塩尻市奈良井365 斉藤漆器店 0264-34-2367 11.土産物店,12.伝統工芸品等の販売店(漆器のアクセサリー等),

40 中信 塩尻市 塩尻市奈良井724 湖月堂 080-1130-2719 11.土産物店(家具、雑貨、古民具),

41 中信 塩尻市 塩尻市奈良井583 松屋茶房 0264-34-3105 http://matsuyasabo.jimdo.com/ 18.喫茶店（カフェ）,

42 中信 塩尻市 塩尻市奈良井596 さわや漆器店 0264-34-3228 11.土産物店(椀、箸), 18.喫茶店（カフェ）,

43 中信 塩尻市 塩尻市大字奈良井722 アトリエ深雪 090-5195-2649 http://atelier-miyuki.net/ 11.土産物店(手書きTシャツ、雑貨　等),

44 中信 塩尻市 塩尻市奈良井413 そば処　相模屋 0264-34-3117 15.和食,

45 中信 塩尻市 塩尻市大字奈良井298 才田屋 0264-34-2294 11.土産物店(木製品全般),12.伝統工芸品等の販売店(漆器類),

46 中信 塩尻市 塩尻市木曽平沢1736番地1 ちきりや手塚万右衛門漆器店 0264-34-2002 https://www.chikiriya.co.jp/ 1.工芸体験（漆絵体験）8.博物館等(木曽漆資料館), 12.伝統工芸品等の販売店(木曽漆器販売),

47 中信 塩尻市 塩尻市奈良井340 そば処かぎの手 0264-34-3646 15.和食,

48 中信 塩尻市 塩尻市奈良井289 そば処山なか 0264-34-2230 15.和食,

49 中信 塩尻市 塩尻市奈良井618-1 島屋漆器店 0264-34-3058 12.伝統工芸品等の販売店(漆器類等),

50 中信 塩尻市 塩尻市奈良井666-1 越後屋 0264-34-3048  @kisoechigoya 15.和食　手打そば

51 中信 塩尻市 塩尻市大字奈良井298 才田屋漆器店 0264-34-2294 11.土産物店(木製品全般),12.伝統工芸品等の販売店(漆器類),

52 中信 塩尻市 塩尻市大門8-2-1 あさひ館 0263-52-0005 https://hotel-asahikan.jp/ 15.和食,

53 中信 塩尻市 塩尻市奈良井1127 楽々亭 0264-34-3199 21.その他【そば店】,

54 中信 塩尻市 塩尻市大字奈良井404 大源商店　奈良井宿店 0264-34-3014
11.土産物店(百草丸など),12.伝統工芸品等の販売店(お六櫛、ひのき

笠など),
21.その他【ソフトアイスクリームなど】,

55 中信 塩尻市 塩尻市奈良井580 お食事処　いなかや 0264-34-3300 15.和食,

56 中信 塩尻市 塩尻市大門八番町552番2及び3他　JR塩尻駅ホーム 塩尻しなの 026-228-5545 11.土産物店(観光菓子等),

57 中信 塩尻市 塩尻市大門並木町700-8 カレーハウスCoCo壱番屋　塩尻大門並木町店 0263-51-6755 https://www.ichibanya.co.jp 21.その他【カレー専門店】,

58 中信 塩尻市 塩尻市奈良井613 コナヤ 090-3143-4340 14.その他(和小物) 18.喫茶店（カフェ）,

59 中信 塩尻市 塩尻市奈良井201 いずみや 0264-47-1045 izumiya.jimdosite.com 10.その他(着物体験) 18.喫茶店（カフェ）,

60 中信 塩尻市 塩尻市奈良井403 喫茶たなかや 0264-34-2706 18.喫茶店（カフェ）,
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61 中信 塩尻市 塩尻市大字奈良井368 こころ音 0264-34-3345 15.和食,

62 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　丘のレストラン 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 15.和食,16.洋食,21.その他【パスタ、そばうどん等、地ビール・ドリンク類】,

63 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　バーベキューハウス 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 21.その他【バーベキュー】,

64 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　グレンツェ 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 21.その他【自家製ソフトクリーム、ドリンク類】,

65 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　ハーゼ 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 21.その他【自家製ソフトクリーム、ドリンク類】,

66 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　石釜ピザ工房 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 21.その他【石窯ピザ、地ビール、ドリンク類】,

67 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　石釜パン工房 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 21.その他【石窯パン】,

68 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　おみやげの店 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 11.土産物店(自家製品、箱菓子ほか総合的な売店),

69 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　ファンシーの家 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 11.土産物店(ファンシー雑貨販売),

70 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　自家製品のお店 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 11.土産物店(自家製品やワイン、その他ドリンク類の販売),

71 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　受付カウンター a 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 6.レジャー施設(アーチェリー、バズーカ砲、芝すべりの受付、遊具回数券販売),

72 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　受付カウンター b 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 6.レジャー施設(おもしろ自転車、ゴーカート、ボートの受付、遊具回数券販売),

73 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　チューチュートレイン乗り場A 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 6.レジャー施設(チューチュートレイン乗降所),

74 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　チューチュートレイン乗り場B 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 6.レジャー施設(チューチュートレイン乗降所),

75 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　牧舎 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 6.レジャー施設(動物のえさ販売),

76 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　クラフト体験 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 1.工芸体験(オカリナの絵付け、キャンドルやアクセサリー作り体験会場、作品等の販売),

77 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　食の体験 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 4.食べ物作成(そば打ち、アイス作り体験会場（ペットボトル飲料販売）),

78 中信 塩尻市 塩尻市北小野5050 チロルの森　木工クラフト体験 0263-51-8100 http://www.tirol.gr.jp/ 1.工芸体験(自然素材を使った作品作り),

79 中信 塩尻市 塩尻市大字塩尻町1090 道の駅小坂田公園　食事処　茜里 0263-51-5611 https://www.ekiichi.com/ 15.和食,

80 中信 塩尻市 塩尻市大字塩尻町1090 道の駅小坂田公園 Café SENRI 0263-51-5678 https://www.minoriya-ice.com/ 18.喫茶店（カフェ）,

81 中信 塩尻市 塩尻市大字塩尻町1090 道の駅小坂田公園食事処茜里 0263-51-5611 https://www.ekiichi.com/ 15.和食,

82 中信 塩尻市 塩尻市大字塩尻町1090 道の駅小坂田公園売店 0263-51-5611 https://www.ekiichi.com/ 13.道の駅(農産物・ワイン・地酒・地場物産品・地元銘菓　他),

83 中信 塩尻市 塩尻市大字塩尻町1090 道の駅小坂田公園　Cafe SENRI 0263-51-5678 https://www.minoriya-ice.com/ 18.喫茶店（カフェ）,

84 中信 塩尻市 塩尻市北小野4956 塩嶺カントリークラブ 0263-56-2211 http://www.enrei.co.jp 6.レジャー施設(ゴルフ場), 11.土産物店(地元ワイン他), 15.和食,16.洋食,

85 中信 塩尻市 塩尻市大門7番町10-1 山賊 0263-52-0743 19.居酒屋,

86 中信 塩尻市 塩尻市大字塩尻町1090 0263-51-5611 https://www.ekiichi.com/ 13.道の駅(農産物・ワイン・地酒・地場物産品・地元銘菓他),

87 中信 塩尻市 塩尻市大字奈良井291 0264-34-3260 11.土産物店(菓子販売),

88 中信 塩尻市 塩尻市大字大門八番町9-36 お弁当のカワカミ 0263-52-1234 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/post_1/ 21.その他【宅配飲食サービス】,

89 中信 王滝村 木曽郡王滝村3162 Ontake2240 0264-48-2240 ontake2240.jp
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),6.レジャー

施設(スキー場),
15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

90 中信 王滝村 木曽郡王滝村2758 奥田秀夫商店 0264-48-2016 11.土産物店(地酒,県産ワイン等),
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91 中信 王滝村 木曽郡王滝村此島100－1 百草の郷本舗 0264-46-3003 http://www.jyakuso.co.jo/
11.土産物店(地酒、お茶、ドリンク、そば),14.その他(医薬品店舗販売

業)

92 中信 王滝村 木曽郡王滝村2967-1 ムラビトミライ 0264-48-2276 11.土産物店(Tシャツ),

93 中信 山形村 東筑摩郡山形村7977　アイシティ21 5HORN　アイシティ21 0263-88-7733 https://gosenjaku.com/ 11.土産物店(ジャム・ジュース・洋菓子・和菓子),

94 中信 小谷村 北安曇郡小谷村千国乙12851 白馬アルプスホテル 0261-82-2811 http://www.hakuba-alps.co.jp 6.レジャー施設(パターゴルフ),9.日帰り温泉施設(施設内温泉浴場), 11.土産物店(施設内土産物店),

95 中信 小谷村 北安曇郡小谷村中小谷丙2504-9 サンテインおたり 0261-82-2228 https://www.santeinn.jp/ 9.日帰り温泉施設(0), 11.土産物店(0), 15.和食,

96 中信 小谷村 北安曇郡小谷村中小谷丙2504-9 雨飾荘 0261-82-2228 https://www.amakazari.jp/ 9.日帰り温泉施設(0), 11.土産物店(0), 15.和食,

97 中信 小谷村 北安曇郡小谷村中小谷丙2504-9 栂池山荘 0261-82-2228 https://www.tsugaikesansou.jp/ 11.土産物店(0), 15.和食,

98 中信 小谷村 北安曇郡小谷村千国乙12860-1 ホテルグリーンプラザ白馬 0261-82-2500 https://www.hgp.co.jp/hakuba/ 5.アウトドア・スポーツ施設(フィールドアスレチック), 11.土産物店(ホテル内売店), 18.喫茶店（カフェ）,

99 中信 小谷村 北安曇郡小谷村千国乙514-4 ろまん 0261-83-2283 11.土産物店(観光土産、地酒),

100 中信 小谷村 北安曇郡小谷村大字千国乙12883-1 栂池ヒュッテ 0261-72-3122 11.土産物店, 18.喫茶店（カフェ）,

101 中信 小谷村 北安曇郡小谷村大字千国乙12883-1 白馬大池山荘 0261-72-3122 11.土産物店, 18.喫茶店（カフェ）,

102 中信 松川村 北安曇郡松川村5375-1 道の駅　安曇野松川 0261-61-1200 suzumushi.jp/yottetei/ 13.道の駅(安曇野松川),

103 中信 松川村 北安曇郡松川村3363-1082 松川村温泉施設（すずむし荘） 0261-62-8500 http://suzumushi.jp/suzumushiso/ 15.和食,16.洋食,

104 中信 松川村 北安曇郡松川村3363-1082 松川村温泉施設（すずむし荘） 0261-62-8500 http://suzumushi.jp/suzumushiso/ 9.日帰り温泉施設,

105 中信 松本市 松本市清水1-1-2 瓦RECORD 090-9345-3240 21.その他【バー】,

106 中信 松本市 松本市大手4－8－9 松本ホテル花月　HOTEL SHOP 0263－32－0114 http://matsumotohotel-kagetsu.com 11.土産物店（ HOTEL SHOP ） 15.和食、16.洋食、17.中華、18.喫茶店（カフェ）

107 中信 松本市 松本市梓川倭4262－１ 梓水苑 0263-78-5550 http://www.shisuien.jp/
5.アウトドア･スポーツ施設（オートキャンプ・キャンプ・BBQ）、6.レジャー施設（梓川ラフ

ティング）,9.日帰り温泉（松香寮入浴）
11.土産物店（梓水苑・松香寮売店） 15.和食、21.その他【手ぶらＢＢＱ】

108 中信 松本市 松本市浅間温泉3－13－5 冨士之湯 0263－46－1516 https://fujinoyu.com 9.日帰り温泉施設（富士乃湯） 15.和食、

109 中信 松本市 松本市並柳2丁目11番21号 民芸旅館　深志荘 0263－28－6500 https://www.fukashiso.com/ 15.和食

110 中信 松本市 松本市深志一丁目2番18号 すきやきしゃぶしゃぶ池国 0263-32-1451 https://ikekuni.com/ 15.和食,

111 中信 松本市 松本市里山辺1145 追分屋旅館 0263-33-3378 https://www.oiwakeya.com 21.その他【旅館（日帰り会食あり）】,

112 中信 松本市 松本市大手4-10-17 居酒屋一歩 0263-36-8484 matsumoto-ippo.com 19.居酒屋,

113 中信 松本市 松本市安曇4306-7 リトルピークス 0263-93-1243 https://www.littlepeaks.jp/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ラフティング・ＳＵＰ・シャワークライミング・トレッキング),

114 中信 松本市 松本市浅間温泉3丁目16番3号 天然日帰り温泉ホットプラザ浅間 0263-46-1224 http://www.asamaonsen.com/ 9.日帰り温泉施設,

115 中信 松本市 松本市安曇上高地4468 五千尺ホテル上高地　LOUNGE（カフェ・バー） 0263-95-2111 https://www.gosenjaku.co.jp/cuisine/sweets-cafe/ 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

116 中信 松本市 松本市安曇上高地4468 上高地のおみやげや 0263-95-2119 https://www.gosenjaku.co.jp/online-shop/ 11.土産物店(ジャム・ジュース・洋菓子・地酒・漬物・アウトドア用品),

117 中信 松本市 松本市安曇上高地4468 FIVESENSE（ファイブセンス） 0263-95-2111 https://fivesense.guide/ 5.アウトドア・スポーツ施設(上高地ネイチャーガイド),

118 中信 松本市 松本市中央2－3－20 株式会社ランドサービス／PUBLIC BEER HOUSE OLD ROCK 0263-38-0069 http://pub-oldrock.com 19.居酒屋,

119 中信 松本市 松本市里山辺484 ホテルニューことぶき 0263-36-0517 https://www.newkotobuki.co.jp/ 9.日帰り温泉施設(※チェックのみ、記載なし), 11.土産物店(売店), 15.和食,

120 中信 松本市 松本市入山辺美ヶ原高原王ケ頭 王ケ頭ホテル　カフェ2034 0263-31-2751 https://www.ougatou.jp/ 9.日帰り温泉施設(内容記載なし),
11.土産物店(内容記載なし),12.伝統工芸品等の販売店(内容記載な

し),
18．喫茶店（カフェ）
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121 中信 松本市 松本市里山辺484－1 ホテルニューことぶき 0263-36-0517 https://www.newkotobuki.co.jp/ 9.日帰り温泉施設(内容記載なし), 11.土産物店(売店), 15.和食,

122 中信 松本市 松本市中央1-10-30　松本パルコ1階 5HORN　Dining　パルコ松本 0263-38-2140 https://gosenjaku.com/ 16.洋食,20.和洋菓子店,

123 中信 松本市 松本市深志1-2-30　アルピコプラザB1F 松本のおみやげや 0263-88-0101 https://gosenjaku.com/ 11.土産物店(ジャム・ジュース・洋菓子・和菓子・漬物・地酒),

124 中信 松本市 松本市中央2-3-5　ミワビル2F メインバーコート 0263-34-7133 mainbarcoat.com 21.その他【バー】,

125 中信 松本市 松本市深志2丁目4番24号 手づくり食堂　ぱんぷきん 0263-33-9000 https://www.trist.co.jp/ 15.和食,16.洋食,19.居酒屋,

126 中信 松本市 松本市埋橋1丁目8番1号 石井味噌 http://ishiimiso.com/ 10.その他(味噌蔵見学) 11.土産物店(味噌・味噌関連商品), 15.和食,

127 中信 松本市 松本市深志1-2-8 珈琲美学アベ 0263-32-0174 https://www.novabuild.info/new-cover-page 18.喫茶店（カフェ）,

128 中信 松本市 松本市大村1082-4 信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ 0263-34-1543 https://www.yamatami.com 10.その他(ネイチャーガイド)

129 中信 松本市 松本市大手2-4-2 いろりにんにく屋 0263-32-4600 19.居酒屋,

130 中信 松本市 松本市大手4丁目9番11号 株式会社三代澤酒店 0263-32-1525 www.miyosawa.jp 11.土産物店(地酒),

131 中信 松本市 松本市穴沢756 松茸山荘別館東山館 0263-64-2102 https://www.matsutake-sansou.jp 9.日帰り温泉施設(外来入浴), 11.土産物店(酒・菓子・漬物・乳製品等), 15.和食,

132 中信 松本市 松本市中央2-20-2-3F信毎メディアガーデン 松本ブルワリータップルーム本町店 0263-88-1560 www.matsu-brew.com 21.その他【クラフトビール専門店】,

133 中信 松本市 松本市中央3-4-21 松本ブルワリータップルーム中町店 0263-31-0081 www.matsu-brew.com 21.その他【クラフトビール専門店】,

134 中信 松本市 松本市北深志2-1-2-2 原口剣太郎 登山ガイド事務所 090-8338-4827 https://kentaro-mountain.com 5.アウトドア・スポーツ施設(登山のガイド),

135 中信 松本市 松本市中央2-9-19 御菓子処　藤むら 0263-32-1421 https://wagashi-fujimura.com/ 11.土産物店(和洋菓子販売),

136 中信 松本市 松本市深志2-2-15 割烹 仙岳 松本店 0263-35-7849 sengaku.co.jp 15.和食,

137 中信 松本市 松本市安曇4306-4 ノーススターアウトドアアドベンチャー 0263-93-1688 https://ridenorthstar.com 3.乗り物レンタル(レンタサイクル),5.アウトドア・スポーツ施設(マウンテンバイクツアー),

138 中信 松本市 松本市中央3-4-8 女鳥羽そば 0263-35-8502 https://www.metobasoba.com 21.その他【そば】,

139 中信 松本市 松本市中央3-2-13 すぐり 0263-33-7736 www.warehouse_suguri.com 11.土産物店(松本土産),12.伝統工芸品等の販売店(てまり), 21.その他【フレッシュジュースのテイクアウト】,

140 中信 松本市 松本市安曇4306-8 ヤムヤムツリー 0263-93-2360 http://yumyumtree.jp 11.土産物店, 20.和洋菓子店,

141 中信 松本市 松本市大手4丁目１０番８号 しづか 0263-32-0547 http://www.shiduka.co.jp 15.和食,

142 中信 松本市 松本市中央三丁目2-15 山平食料品店 0263-32-2305 11.土産物店(信州土産佃煮漬物),

143 中信 松本市 松本市石芝3-9-44 林檎の湯屋　おぶ～ 0263-24-2602 http://www.orchard.co.jp/obu/ 9.日帰り温泉施設(スーパー銭湯), 14.その他【お風呂グッズ・衛生用品・食品】 21.その他【セルフレストラン・カフェ＆ドルチェ】,

144 中信 松本市 松本市中央2-3-14 パントリーマルナカ 0263-32-0110 18.喫茶店（カフェ）,

145 中信 松本市 松本市大手2-10-2 ジュレ・ブランシュ 0263-33-2252 http://love.ap.teacup.com/geleeblanche/ 14.その他【長野県産ナチュラルチーズ販売】 16.洋食,

146 中信 松本市 松本渚3-10-6 赤から松本渚店 0263-88-2917 http://akakara-kawaguchiko.com/ 21.その他【焼肉と赤から鍋メインの飲食店】,

147 中信 松本市 松本市安曇4195 白骨温泉湯元齋藤旅館(売店） 0263-93-2311 https://www.shirahone.net 11.土産物店(館内売店), 21.その他【】,

148 中信 松本市 松本市奈川2356 そばの里奈川 0263-79-2906 https://nagawa-sinko.jp/ 11.土産物店(地元特産品など） 15.和食,

149 中信 松本市 松本市奈川3301 ながわ山彩館 0263-79-2815 https://www.nagawa-sinko.jp/sansaikan 11.土産物店(地域の特産品), 15.和食,

150 中信 松本市 松本市中央1丁目4番5号 レストランどんぐり 0263-35-9505 peraich.com 16.洋食,

5
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151 中信 松本市 松本市安曇3994-21 乗鞍 BASEいがやレクリエーションランド 0263-88-0300 https://norikurabase.com 3.乗り物レンタル,5.アウトドア・スポーツ施設, 11.土産物店(土産物販売), 18.喫茶店（カフェ）,

152 中信 松本市 松本市岡田松岡116-3 食事珈房　はしら　 0263-46-4272 http://www002.upp.so-net.ne.jp/hashira/index.html 16.洋食

153 中信 松本市 松本市中央1-3-1 おみやげ処　門 090-5438-2756 11.土産物店(菓子、グッズ、酒),

154 中信 松本市 松本市大手4-1ナワテ通り たい焼きふるさと 0263-39-5552 http://www.taiyaki-ya.com 21.その他【テイクアウト専門店】,

155 中信 松本市 松本市大手4-7-10 きく蔵 0263-36-3728 www.matumoto_kikuzou.com/ 15.和食,

156 中信 松本市 松本市安曇3929-5 Café & Bar Spring Bank 0263-93-3013 springbanknorikura.wixsite.com/mysite 16.洋食,

157 中信 松本市 松本市浅間温泉3-4-16 梅の湯 0263-46-0345 http://www.umenoyu.com/ 15.和食,

158 中信 松本市 松本市大手4-12-16 (株）水城漬物工房　本店 0263-33-2310 11.土産物店(漬物、おやき等販売),

159 中信 松本市 松本市深志1丁目1-1 (株）水城漬物工房　駅ビル店 0263-35-3170 11.土産物店(漬物、おやき等販売),

160 中信 松本市 松本市中央2-10-16 伊原漆器専門店 0263-32-0449 11.土産物店(漆器小売),

161 中信 松本市 松本市安曇上高地4469-1 上高地ルミエスタホテル売店 0263-95-2121 http://www.lemeiesta.com 11.土産物店

162 中信 松本市 松本市安曇上高地4469-1 上高地ルミエスタホテル　バスターミナル売店 0263-95-2121 http://www.lemeiesta.com 11.土産物店

163 中信 松本市 松本市大字里山辺527 信州松本美ヶ原温泉　翔峰　売店 0263-38-7711 hotel-shoho.jp 11.土産物店,

164 中信 松本市 松本市大字里山辺527 信州松本美ヶ原温泉　翔峰　和食処　喜八 0263-38-7711 hotel-shoho.jp 19.居酒屋,

165 中信 松本市 松本市本庄1-2-1 ホテルブエナビスタ内　ホテルショップ&ペストリー　パセオ 0263-37-0111 http://www.buena-vista.co.jp/ 11.土産物店,

166 中信 松本市 松本市中央1-2-11 居酒屋しんざん 0263-36-3670 19.居酒屋,

167 中信 松本市 松本市中央3-5-10 陶片木 0263-32-0646 12.伝統工芸品等の販売店(陶磁器,木製品他),

168 中信 松本市 松本市中央1-5-6 居酒屋ごんべ村 0263-31-0231 19.居酒屋,

169 中信 松本市 松本市深志1-2-33 和風レストラン　むさし 0263-32-3281 15.和食,

170 中信 松本市 松本市大字島立1054－2 カレーハウスCoCo壱番屋　松本合庁前店 0263-47-3364 21.その他【カレー全般】,

171 中信 松本市 松本市安曇4203 白船グランドホテル 0263-93-3333 http://www.shirafune.net 11.土産物店(旅館内売店),14.その他(宿泊業) 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

172 中信 松本市 松本市安曇4206－2 白骨ゑびすや 0263-93-2031 http://www.e-bi-su-ya.com 11.土産物店(旅館内売店), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

173 中信 松本市 松本市中央2丁目10-16 小料理いとう家 0263-32-3826 19.居酒屋,

174 中信 松本市 松本市大手三丁目5-12 和食そば処　たかぎ 0263-32-5337 www.e-takagi.net/ 1.工芸体験(手まり作り),4.食べ物作成(そば打ち), 11.土産物店(信州土産処), 15.和食,

175 中信 松本市 松本市中央2-1-18 豆吉本舗　松本店 0263-35-1215 http://www.matsuzawa.gr.jp/ 11.土産物店(豆菓子), 18.喫茶店（カフェ）,

176 中信 松本市 松本市大手3丁目9-18 季節料理手打そば　川船 0263-33-7107 11.土産物店(おやき、アイス、土産、酒の販売), 15.和食,21.その他【そば】,

177 中信 松本市 松本市大手2-7-2 TRATTORIA MINORI　トラットリア ミノリ 0263-88-5332 http://trattoria-minori.com 16.洋食,

178 中信 松本市 松本市安曇3961-1 そば処　中之屋 0263-93-2152 15.和食,

179 中信 松本市 松本市里山辺131-2 金宇館 0263-32-1922 http://kanaukan.com 15.和食,

180 中信 松本市 松本市深志1-1-1ステーションビルMIDORI 信州地場産の館ふるた 0263-32-7729 11.土産物店(菓子・そばなど),
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181 中信 松本市 松本市埋橋1-5-6 松本マフィン 0263-36-9543 http://www.matsumoto-muffin.com 14.その他(クッキー等の焼き菓子)

182 中信 松本市 松本市安曇4306-1 (プチホテル アルム）ティー＆グリルアルム 0263-93-2951 https://alumu.com 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

183 中信 松本市 松本市深志1-2-4 松本酒場　まえじ 0263-34-7080 19.居酒屋,

184 中信 松本市 松本市深志1丁目170番1他　JR松本駅構内 特産品店　レガロス 026-228-5545 11.土産物店(観光菓子等),

185 中信 松本市 松本市深志1丁目170番1他　JR松本駅構内 駅弁あずさ 026-228-5545 11.土産物店(駅弁・観光菓子等),

186 中信 松本市 松本市深志1丁目170番1他　JR松本駅構内 売店しなの 026-228-5545 11.土産物店(観光菓子等),

187 中信 松本市 松本市大手3-8-11 コーヒーラウンジ　紫陽花 0263-35-5533 https://www.instagram.com/ajisai1974 18.喫茶店（カフェ）,

188 中信 松本市 松本市安曇4306 GiFT　NORiKORA Gelato&Café 0263-93-2746 https://giftnorikura.com 11.土産物店(ジャム等), 18.喫茶店（カフェ）,

189 中信 松本市 松本市松本駅ビルMIDORI 菓舖小林　駅ビルMIDORI松本店 0263-72-2245 http://www.azusado.com/ 11.土産物店(松本駅ビル内店舗),

190 中信 松本市 松本市安曇4306 Gift NORiKURA Gelato&Café 0263-93-2746 https://giftnorikura.com 11.土産物店(ジャム等), 18.喫茶店（カフェ）,21.その他【ジェラート】,

191 中信 松本市 松本市安曇4160 ドライブインひぐち 0263-93-2146 15.和食,

192 中信 松本市 松本市大手4丁目9-1 桜家 0263-33-2660 https://www.sakuraya.ne.jp 15.和食,

193 中信 松本市 松本市大手4丁目6-18 酒と雪 0263-31-3699 https://saketoyuki.therestaurant.jp 19.居酒屋,

194 中信 松本市 松本市深志1丁目2番11号 昭和ビル1F東館 Au CRiEUR de vin 0263-37-1966 crieur-japan.com 16.洋食,

195 中信 松本市 松本市女鳥羽3丁目8番15号 鎌倉麺業本社売店 0263-32-1751 http://www.mcci.or.jp/www/kamakura/ 11.土産物店(工場直売店),

196 中信 松本市 松本市深志1-1-1ステーションビルMIDORI松本4F そば倉　鎌倉麺業 0263-36-2711 http://www.mcci.or.jp/www/kamakura/ 11.土産物店(そば、土産販売),

197 中信 松本市 松本市中央1丁目12-9　マツミビル2F 満腹厨房だぶる 0263-34-0229 http://www.manpuku-double.com 19.居酒屋,

198 中信 松本市 松本市中央1丁目3-7　LON第６ビル５F U/Re酒場 19.居酒屋,

199 中信 松本市 松本市安曇上高地4469-1 上高地ルミエスタホテル　ラウンジ 0265-95-2121 http://www.lemeiesta.com 18.喫茶店（カフェ）,

200 中信 松本市 松本市安曇上高地4469-1 上高地ルミエスタホテル　レストランLaRiviere 0263-95-2121 http://www.lemeiesta.com 16.洋食,

201 中信 松本市 松本市深志1-3-21 アルピコプラザホテル　オールディダイニングNAGOMIZA 0263-36-5972 http://www.alpico-plaza-hotel.jp/ 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

202 中信 松本市 松本市本庄1-2-1 ホテルブエナビスタ内　中国料理　聖紫花 0263-37-0111 http://www.buena-vista.co.jp/ 17.中華,

203 中信 松本市 松本市本庄1-2-1 ホテルブエナビスタ内　フランス料理ソルプレーサ 0263-37-0111 http://www.buena-vista.co.jp/ 16.洋食,

204 中信 松本市 松本市本庄1-2-1 ホテルブエナビスタ内　料亭　深志楼 0263-37-0111 http://www.buena-vista.co.jp/ 15.和食,

205 中信 松本市 松本市本庄1-2-1 ホテルブエナビスタ内　カフェ＆ダイニング　ラ・カフェテラサ 0263-37-0111 http://www.buena-vista.co.jp/ 16.洋食,

206 中信 松本市 松本市大手2-1-9 カフェ・ド・クリエ松本駅前店 0263-87-3381 https://www.pokkacreate.co.jp/shops/detail/265 18.喫茶店（カフェ）,

207 中信 松本市 松本市大手2-1-9 シメパフェ＆SWEETS 080-2647-4023 https://www.quattrocuore.co.jp/ 20.和洋菓子店,

208 中信 松本市 松本市大手2-1-9 クワトロクオーレ　イオンモール松本店 0263-87-4077 https://www.quattrocuore.co.jp/ 20.和洋菓子店,

209 中信 松本市 松本市大手２丁目1番9号 新三よし 0263-39-0141 http://sinmitoshi.com/ 21.その他【馬肉バル】,

210 中信 松本市 松本市大手２丁目1番9号 スポカフェ＆イタリアンバル　GREEN BASE. 0263-36-2082 http://dreamhotel.co.jp/greenbase/ 18.喫茶店（カフェ）,19.居酒屋,
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211 中信 松本市 松本市大手２丁目1番9号 串カツ田中　松本店 0263-31-6900 https://kushi-tanaka.com/restaurant/datail/matsumoto 19.居酒屋,

212 中信 松本市 松本市大手２丁目1番9号 エゾバルバンバン　松本店 0263-88-4077 https://ezobarubangbangmatsuototen.owst.jp/ 19.居酒屋,

213 中信 松本市 松本市大手２丁目1番9号 ビアードパパ　イオンモール松本店 0263-87-3988 https://www.beardpapa.jp/shop/detail/3385/ 14.その他(手づくりの実演販売)

214 中信 松本市 松本市大手２丁目1番9号 カフェ・ド・クリエ　リーブル　イオンモール松本店 0263-87-3370 https://www.pokkacreate.co.jp/shops/detail/275 18.喫茶店（カフェ）,

215 中信 松本市 松本市大手２丁目1番9号 Café&Sweets Quattro Cuore 0263-88-3480 https://www.quattrocuore.co.jp/ 18.喫茶店（カフェ）,

216 中信 松本市 松本市宮渕1-1-6 ソコカフェ 090-3587-9626 18.喫茶店（カフェ）,

217 中信 松本市 松本市大手4丁目7番14号 ヒカリヤヒガシ 0263-38-0068 www.hikari-ya.com 15.和食,

218 中信 松本市 松本市深志1-2-33 ムラタ 0263-32-3325 21.その他【パン販売】,

219 中信 松本市 松本市大手4丁目7番14号 ヒカリヤニシ 0263-88-3266 hikari-ya.com/index.html 16.洋食,

220 中信 松本市 松本市浅間温泉1-31-1 星野リゾート　界　松本 0263-46-1150 https://kai-ryokan.jp/matsumoto/ 11.土産物店(旅館内販売),

221 中信 松本市 松本市安曇4469-1 カフェ・ド・コイショ 0263-95-2211 http://yamanohidaya.wixsite.com 18.喫茶店（カフェ）,

222 中信 松本市 松本市中央4-4-37 手打ちそば　山がた 0263-33-7688 15.和食

223 中信 松本市 松本市中央2丁目5番15号　クリヴィーレ増田1階 信州蕎麦ラウンジ　くりや 0263-35-8387 http://www.kuriya.info 15.和食,

224 中信 松本市 松本市大字笹賀4655-1 ちゃあしゅう屋松本南店 0263-59-7833 17.中華,

225 中信 松本市 松本市梓川倭1-1 ちゃあしゅう屋あずみ野店 0263-76-2122 17.中華,

226 中信 松本市 松本市浅間温泉1-16-5 満月や浅間店 0263-45-1010 15.和食,

227 中信 松本市 松本市安曇4171番地 上高地ホテル 0263-93-2910 https://kamikochi-hotel.com 9.日帰り温泉施設(入浴), 11.土産物店(販売), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

228 中信 松本市 松本市大手4-8-22 Pizza Verde Matsumoto 0263-87-1617 verde-matsumoto.jp 16.洋食,

229 中信 松本市 松本市中央1-4-7 食彩酒房ぼんさんて松本店 0263-35-1068 http://r.gnavi.co.jp/n810601/ 19.居酒屋,

230 中信 松本市 松本市安曇4468番地 大正池ホテル 0263-95-2301 www.taisyoike.co.jp 11.土産物店, 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

231 中信 松本市 松本市浅間温泉3-4-16 梅の湯 0263-46-0345 http://www.umenoyu.com/ 15.和食,

232 中信 松本市 松本市中央3-4-20 トキシラズ 0263-36-7559 http://www.totinabe.net/ 15.和食,

233 中信 松本市 松本市安曇4294-3 乗鞍観光センター 0263-93-2645 https://norikura.co.jp/center/ 11.土産物店(乗鞍観光センター),

234 中信 松本市 松本市大手4丁目3-19-1 STORYHOUSE　CAFÉ&BAR 080-4355-6283 https://www.facebook.com/StoryhouseCafeBar/ 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,21.その他【バー】,

235 中信 松本市 松本市中央3-5-8 鍋屋商店 0263-35-0544 http://www.nabeyashouten.jp 11.土産物店(花ござ等のい草製品),

236 中信 松本市 松本市中央1-5-5 御食事処　しき美松本駅前店 0263-36-7716 http://www.star-meal.com 15.和食,

237 中信 松本市 松本市村井町北1-9-81 CoCo壱番屋　松本村井店 0263-85-6127 16.洋食,

238 中信 松本市 松本市深志1-2-3 翁堂駅前店 0263-35-4192 http://www.mcci.or.jp/okinado 11.土産物店(和洋菓子小売), 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

239 中信 松本市 松本市大手4丁目7番14号 ビストロヒカリヤ 0263-38-0068 hikari-ya.com/bistro/ 16.洋食,

240 中信 松本市 松本市深志2丁目1番２号 麺屋りゅうま 0263-38-1114 17.中華,
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241 中信 松本市 松本市中央2-9-11 Café SENRI　中町 0263-33-5868 https://www.monoriya-ice.com/
11.土産物店(地元果物ジュース等),12.伝統工芸品等の販売店(手作り

布マスク等),
18.喫茶店（カフェ）,

242 中信 松本市 松本市大字内田3405番地ロ号 薬師平茜宿 0263-58-2141 https://akanejyuku.com/ 9.日帰り温泉施設(日帰り入浴),
11.土産物店(信州みそ・銘菓「など),13.道の駅(農産物・地場物産品他

販売),

243 中信 松本市 松本市開智1-1-27 信州城下そばと天ぷら　やまとう 0263-32-3733 https://www.soba-yamatou.com/ 15.和食,

244 中信 松本市 松本市中央3丁目7-23 べラミ人形店 0263-33-1314 https://www.facebook.com/%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%9F%E4%BA%BA%E5%BD%A2%E5%BA%97-belle-amie-doll-shop-2052242611459622/ 12.伝統工芸品等の販売店(松本押絵、七夕人形など),

245 中信 松本市 松本市大字空港東8909松本空港ターミナル2F 四季の味蔵松本空港店 0263-86-3233 http://www.ajikura.com 11.土産物店(漬物菓子等),

246 中信 松本市 松本市開智1-1-28 竹風堂　松本開智店 0263-36-0769 https://chikufudo.com/ 11.土産物店(栗菓子・弁当販売),

247 中信 松本市 松本市中央3-4-20 竹風堂　松本中町店 0263-36-1102 https://chikufudo.com/ 11.土産物店(栗菓子販売), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

248 中信 松本市 松本市大字内田3405番地ロ号 薬師平茜宿 0263-58-2141 https://akanejyuku.com/ 9.日帰り温泉施設(日帰り入浴), 11.土産物店(信州みそ・銘菓など),

249 中信 松本市 松本市安曇上高地4469-1 上高地温泉ホテル 0263-95-2311 http://www.kamikouchi-onsen-spa.com 9.日帰り温泉施設(上高地温泉), 11.土産物店(おみやげ処), 18.喫茶店（カフェ）,

250 中信 松本市 松本市高宮東7-12 あけぼの寿司 0263-25-3211 15.和食,

251 中信 松本市 松本市浅間温泉3丁目28番6号 浅間温泉みやま荘 0263-46-1547 http://www.miyamaso.org 9.日帰り温泉施設(浅間温泉), 11.土産物店(みやま荘), 18.喫茶店（カフェ）,

252 中信 松本市 松本市中央2-9-15 中町・蔵シック館ＳＡＢＯ 070-4314-3735 18.喫茶店（カフェ）,

253 中信 松本市 松本市深志1-1-1松本駅ビルMIDORI4F カンポ・ディ・ジラソーレ 0263-50-5854 www.gira-sole.com 16.洋食,

254 中信 松本市 松本市巾上4-32 トラットリア　ジラソーレ 0263-32-2900 www.gira-sole.com 16.洋食,

255 中信 松本市 松本市大手4-6-18 DOON食堂　印度山 0263-34-3103 21.その他【インド家庭料理】,

256 中信 松本市 松本市中央3-2-9 草菴 0263-36-3023 soan.co.jp 15.和食,

257 中信 松本市 松本市深志2-5-16 リフレッシュメントハウス天神 0263-38-1345 soan.co.jp 15.和食,16.洋食,

258 中信 松本市 松本市中央1丁目2-19 カレーハウスCoCo壱番屋松本駅前店 0263-34-8095 www.ichibanya.co.jp 21.その他【カレーライス】,

259 中信 松本市 松本市松本市深志1-1-1 あづみ野菓子工房彩香　MIDORI松本店 0263-88-3339 https://www.saica.co.jp/shop/ 11.土産物店(和洋菓子), 20.和洋菓子店,

260 中信 松本市 松本市中央1丁目4-2 蔵のむこう 0263-35-3766 https://r.goope.jp/syuraku/free/kaisyagaiyou 15.和食,19.居酒屋,

261 中信 松本市 松本市筑摩1-2-5 信州家 0263-25-6579 https://shinshuya.shinshu-soba.shop/ 15.和食,21.その他【蕎麦店】,

262 中信 松本市 松本市深志1-1-1　駅ビル　ミドリ4階 信州土産処たかぎ 0263-36-4488 www.e-takagi.net/ 11.土産物店(菓子、漬物、酒、民芸品),

263 中信 松本市 松本市安曇4159-12 そば処　杣乃家 0263-93-2623 15.和食,

264 中信 松本市 松本市深志1-1-1　松本駅ビルMIDORI 4F 信州松本　手打ちそば　いいだや 0263-35-9814 http://www.iidayaken.co.jp 15.和食,21.その他【手打ちそば】,

265 中信 松本市 松本市安曇4144-1 グレンパークさわんど 0263-93-1810 11.土産物店(農産物、箱菓子、民芸品等), 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

266 中信 松本市 松本市中央2-20-2信毎メディアガーデン3F 和ダイニングくらすわ 0263-87-0098 https://www.clasuwa.jp 11.土産物店(オリジナル商品,セレクト商品), 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,21.その他【ベーカリー】,

267 中信 松本市 松本市深志1丁目2番5号 0263-33-6021 16.洋食,

268 中信 松本市 松本市中央2-10-15 食い飲み屋BUN 0263-35-9897 19.居酒屋,

269 中信 松本市 松本市丸の内7-39 割烹松本館 0263-32-8000 https://www.mcci.or.jp/www/matukan/ 21.その他【割烹料亭】,

270 中信 松本市 松本市深志2-1-4 魅惑の酒屋mikami 0263-50-5091 https://miwakunosakaya-mikami.jp/ 19.居酒屋,

9
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271 中信 松本市 松本市中央1-20-26 麺匠佐蔵　本店 0263-34-1050 21.その他【ラーメン】,

272 中信 松本市 松本市大手4-6-18 DOON食堂印度山 0263-34-3103 21.その他【インド家庭料理】,

273 中信 松本市 松本市深志1-1-1 信州アルプス市場 0263-39-7188 https://www.eki-midori.com/matsumoto/shop-list/shop/alps/ 11.土産物店,

274 中信 松本市 松本市村井町南1-7-2 東京つきぢや　村井店 0263-86-5005 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand05/ 19.居酒屋,

275 中信 松本市 松本市白板2-3-35 おおたき　総本店 0263-39-4649 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand01/ 15.和食,

276 中信 松本市 松本市村井町南1-7-4 あっちゃん　村井本店 0263-86-0360 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand04/ 15.和食,

277 中信 松本市 松本市中央1-4-6 築地市場食堂　松本駅前店 0263-33-8887 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand08/ 19.居酒屋,

278 中信 松本市 松本市中央1-3-9第２セントラルビル2F 築地市場食堂　松本駅前別館 0263-35-2115 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand10/ 19.居酒屋,

279 中信 松本市 松本市中央1-10-7リッチモンドホテル松本1F 信州まつもと夜噺 0263-39-4874 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand06/ 19.居酒屋,

280 中信 松本市 松本市中央1-5-18 Bar Yobanashi 0263-33-4874 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand11/ 19.居酒屋,

281 中信 松本市 松本市深志1-2-30アルピコプラザ屋上 マツモトビアガーデン 0263-35-3855 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand24/ 19.居酒屋,

282 中信 松本市 松本市中央1-5-18 ドラゴン大飯店 0263-31-0196 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand13/ 19.居酒屋,

283 中信 松本市 松本市中央1-5-18 王滝会館 0263-31-0095 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand26/ 17.中華,

284 中信 松本市 松本市島内7412 レストラン　コルソ（サニープレイス） 0263-48-5210 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand20/ 18.喫茶店（カフェ）,

285 中信 松本市 松本市本庄2-5-1相澤病院内 レストラン　ル・シール 0263-39-8740 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand19/ 16.洋食,

286 中信 松本市 松本市中央2-1-24五幸本町ビル1F そばきり　みよ田　松本店 0263-37-1434 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand14/ 15.和食,

287 中信 松本市 松本市中央1-10-30カワショウスクエア1F そばきり　みよ田　松本パルコ店 0263-38-2166 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand15/ 15.和食,

288 中信 松本市 松本市深志1-1-1 小木曽製粉所　松本駅前店 0263-33-5551 https://www.ogiso-seifunjo.com/ 15.和食,

289 中信 松本市 松本市筑摩2-19-9 小木曽製粉所　筑摩店 0263-26-5789 https://www.ogiso-seifunjo.com/ 15.和食,

290 中信 松本市 松本市村井町南1-28-8 小木曽製粉所　村井店 0263-50-6616 https://www.ogiso-seifunjo.com/ 15.和食,

291 中信 松本市 松本市双葉5-20イオン南松本1F 小木曽製粉所　イオン南松本店 0263-87-0281 https://www.ogiso-seifunjo.com/ 15.和食,

292 中信 松本市 松本市梓川倭913-2 小木曽製粉所　梓川店 0263-31-5521 https://www.ogiso-seifunjo.com/ 15.和食,

293 中信 松本市 松本市中央4-9-51風庭3F 小木曽製粉所　イオンモール松本店 0263-88-6255 https://www.ogiso-seifunjo.com/ 15.和食,

294 中信 松本市 松本市笹賀7600-51 王滝ケータリングサービス 0263-85-0141 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand27/ 21.その他【宅配飲食サービス】,

295 中信 上松町 木曽郡上松町小川2409 ねざめ亭 0264-24-0116 8.博物館等(企画展),10.その他(カルチャー教室)
11.土産物店(菓子、食品、雑貨),12.伝統工芸品等の販売店(木工品、

布製品),
15.和食,16.洋食,17.中華,18.喫茶店（カフェ）,19.居酒屋,

296 中信 上松町 木曽郡上松町本町通り2丁目18 コミカルカフェ 0264-24-0207 kiso-jin.com 8.博物館等(企画展),10.その他(カルチャー教室)
11.土産物店(菓子、食品、雑貨),12.伝統工芸品等の販売店(木工品、

布製品),
15.和食,16.洋食,17.中華,18.喫茶店（カフェ）,19.居酒屋,

297 中信 上松町 木曽郡上松町本町通り2-101 菓子処　和心 0264-52-5588 https://www.wagashiwashin.com/ 18.喫茶店（カフェ）,20.和洋菓子店,

298 中信 上松町 木曽郡上松町大字上松159-3 （一社）上松町観光協会　せせらぎの里赤沢 0264-52-1133 https://kiso-hinoki.jp/ 11.土産物店(特産品、木工品), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

299 中信 上松町 木曽郡上松町大字上松159-3 （一社）上松町観光協会　赤沢森林鉄道 0264-52-1133 https://kiso-hinoki.jp/ 6.レジャー施設(赤沢森林鉄道), 11.土産物店(森林鉄道グッズ),

300 中信 上松町 木曽郡上松町大字小川2343-1 食堂中村 0264-52-2183 http://www012.upp.so-net.ne.jp/gohei-nakamura/ 21.その他【五平餅】,

10
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301 中信 上松町 木曽郡上松町大字上松1710-1 越前屋 0264-52-2081 21.その他【そば店】,

302 中信 上松町 木曽郡上松町大字上松1888 ねざめホテル 0264-52-2245 nezame-hotel.com 11.土産物店(お菓子,雑貨), 21.その他【ホテル内のレストラン】,

303 中信 生坂村 東筑摩郡生坂村5804番地 生坂村営　やまなみ荘 0263-69-2032 http://yamanamiso.com
4.食べ物作成(そば打ち),5.アウトドア・スポーツ施設(パラグライダー・マレットゴルフ・

BBQ),9.日帰り温泉施設(やまなみ荘平日プラン等),
16.洋食,17.中華,

304 中信 生坂村 東筑摩郡生坂村6339-1 かあさん家 0263-69-2712 http://iksk-agri.com/ 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

305 中信 生坂村 東筑摩郡生坂村5049番地1 かあさん家 0263-69-3431 http://iksk-agri.com/ 15.和食,

306 中信 生坂村 東筑摩郡生坂村5204番地1 道の駅いくさかの郷 0263-69-1930 http://www.village.ikusaka.nagano.jp/ikusakanosato/index.html 13.道の駅(農林水産物直売所),

307 中信 大桑村 木曽郡大桑村大字須原982-44 割烹 本陣 0264-55-3526 15.和食,

308 中信 大桑村 木曽郡大桑村野尻3081-277 おんたけ食堂 0264-55-2205 teuchisoba-ontake.jp 21.その他【そば店】,

309 中信 大桑村 木曽郡大桑村野尻1724-1 珈琲刀 080-5117-6166 coffeekatana.wixsite.com 18.喫茶店（カフェ）,

310 中信 大桑村 木曽郡大桑村大字野尻160番地27 グルメリアきらく 0264-55-3741 http://www.michinoeki-ookuwa.jp/ 15.和食,16.洋食,

311 中信 大桑村 木曽郡大桑村大字野尻160番地27 きそ木楽舎 0264-55-4192 http://www.michinoeki-ookuwa.jp/
11.土産物店(地域特産物),13.道の駅(土産物、農家生産物、軽食コー

ナー、焼きたてパン　他),

312 中信 大桑村 木曽郡大桑村野尻1765 珈琲どんぐり 0264-55-3701 18.喫茶店（カフェ）,

313 中信 大桑村 木曽郡大桑村野尻36－3 米っ子大桑 0264-55-3633 21.その他【加工、製造、飲食】,

314 中信 大桑村 木曽郡大桑村大字野尻160番地27 グルメリア　きらく 0264-55-3741 http://www.michinoeki-ookuwa.jp/ 15.和食,16.洋食,

315 中信 大桑村 木曽郡大桑村大字野尻160番地27 きそ木楽舎 0264-55-4192 http://www.michinoeki-ookuwa.jp/
11.土産物店(地域特産物),13.道の駅(土産物,農家生産物,　軽食コー

ナー,焼きたてパン　他),

316 中信 大桑村 木曽郡大桑村大字野尻160-16 みちくさ 0264-24-0461 11.土産物店(農産物・加工品), 21.その他【テイクアウト中心】,

317 中信 大桑村 木曽郡大桑村大字野尻939-36 おらが村の味処いなほ 0264-55-3398 15.和食,

318 中信 大町市 大町市平高瀬入2118－37 七倉山荘 0261－22－4006 http://www.webmarunaka.com./nanakura/ 9.日帰り温泉施設（内湯・露天風呂） 11.土産物店（雷鳥の里等銘菓や地元産農産品の販売） 15.和食、16.洋食、18.喫茶店（カフェ）

319 中信 大町市 大町市大町3200番地 大町市観光協会 0261-22-0190 https://www.kanko-omachi.gr.jp 3.乗り物レンタル(レンタサイクル),10.その他(物見湯産手形販売)
11.土産物店(おおまぴょんグッズ、ポストカード　他),12.伝統工芸品等の

販売店(松﨑和紙製品),

320 中信 大町市 大町市大町3306-14 こまつうどん店 0261-22-0646 15.和食,

321 中信 大町市 大町市平2891-2 黒部ビューホテル 0261-22-3515 https://www.kurobeview.com 9.日帰り温泉施設(日帰り入浴), 11.土産物店(千花),

322 中信 大町市 大町市大町2561番地1号 立田屋（リュウダヤ） 0261-22-0011 https://www.cowbell.ne.jp/ 20.和洋菓子店,

323 中信 大町市 大町市大字平2870-4 旅館 叶家 0261-23-4500 http://kanoya.info/ 9.日帰り温泉施設,

324 中信 大町市 大町市大町3224-8 割烹 桂 0261-22-3625 19.居酒屋,

325 中信 大町市 大町市八坂8583-2 エコーハウスたかがり 0261-26-2556 21.その他【展望レストラン】,

326 中信 大町市 大町市大町3304-2 居酒屋　和家 0261-85-4753 19.居酒屋,

327 中信 大町市 大町市大町3302 菜の花ステーション 0261-22-7601 http://npo.omachi.org/ 11.土産物店(地場産品),

328 中信 大町市 大町市美麻16784 道の駅ぽかぽかランド美麻 0261-29-2030 9.日帰り温泉施設(ぽかぽかランド美麻), 13.道の駅(ぽかぽかランド美麻),

329 中信 大町市 大町市平20780-1 大町・青木湖アドベンチャークラブ 0261-23-1021 http://www.avis.ne.jp/~aokiko/
3.乗り物レンタル（ボート・自転車),5.アウトドア・スポーツ施設(ボヤージャーカヌー),10.そ

の他(トレッキング)

330 中信 大町市 大町市平20490-4 レッドシーダー 0261-23-1231 https://www.kashimayari.net/ 3.乗り物レンタル(ロードバイク他),4.食べ物作成(そば打ち他),5.アウトドア・スポーツ施設, 16.洋食,21.その他【BBQ】,
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331 中信 大町市 大町市手2811-11 コンディトライ・アン・マリーレ 0261-85-0702 anne-marille.com/ 20.和洋菓子店,

332 中信 大町市 大町市常盤9729-2 ラ・カスタ　ナチュラル　ヒーリング ガーデン 0261-21-1611 www.alpenrose.co.jp 8.博物館等(植物園),

333 中信 大町市 大町市平2822番地 黒部観光ホテル 0261-22-1520 https://www.kurokan.com 9.日帰り温泉施設(日帰り入浴), 11.土産物店(売店販売), 15.和食,16.洋食,17.中華,

334 中信 大町市 大町市大町4136 横川商店 0261-22-0133 https://www.yokokawasyoten.jp/ 14.その他(地酒,信州みそ･しょうゆ)

335 中信 大町市 大町市平19004-1 木崎POW WOW キャンプ&アウトドア 0261-85-2494 Kizakiko-powwow.com 5.アウトドア・スポーツ施設(キャンプ、SUP),

336 中信 大町市 大町市大町3204-5 カフェテラスマロン 0261-22-1187 18.喫茶店（カフェ）,

337 中信 大町市 大町市平2010-17 黒部ダムレストハウス 0261-22-1562 https://www.k-amenix.co.jp/ 11.土産物店(観光土産品), 15.和食,16.洋食,17.中華,

338 中信 大町市 大町市平6180番1 山麓ファームダイニング健菜樂食　Zen 090-1706-5391 https://ksgszen.exblog.jp/ 21.その他【創作健康料理】,

339 中信 大町市 大町市平2010-17 扇沢レストハウス 0261-22-1562 https://www.k-amenix.co.jp/ 11.土産物店(観光土産品), 15.和食,16.洋食,17.中華,

340 中信 大町市 大町市平2010-17 黒部湖遊覧船ガルベ 0261-22-1562 https://www.k-amenix.co.jp/ 10.その他(観光遊覧船)

341 中信 大町市 大町市大町3210番地 手打ちそば処こばやし 0261-22-1200 http://teuchisoba-kobayasi.hp.gogo.jp/ 15.和食【手打ちそば】

342 中信 大町市 大町市平2010-17 関電トンネル電気バス 0261-22-0800 https://www.kurobe-dam.com/ 10.その他(電気バス)

343 中信 大町市 大町市社6561 信州松崎和紙工業 0261-22-0579 1.工芸体験(紙すき体験),

344 中信 大町市 大町市平20754-1 ライジング・フィールド白馬 0261-85-2162 https://www.rising-field.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(キャンプ場),

345 中信 大町市 大町市平2884-26 星野リゾート　界　アルプス 0261-26-6012 https://kai-ryokan.jp/alps/ 11.土産物店(旅館内売店),

346 中信 大町市 大町市八坂1160 信州金熊温泉　明日香荘 0261-22-8895 https://asukasou.net/ 9.日帰り温泉施設, 11.土産物店(灰焼きおやき他), 15.和食,21.その他【お弁当のテイクアウト】,

347 中信 大町市 大町市平180番地2 そば処　高瀬川 0261-23-3038 https://yoikome.com 15.和食,

348 中信 大町市 大町市大町1601番地2 おひさまカフェ＆レスト 0261-22-8895 http://ohisamacafe.net/ 18.喫茶店（カフェ）,

349 中信 大町市 大町市平2106 温宿かじか 0261-22-1311 https://onjuku-kajika.com/ 9.日帰り温泉施設(日帰り入浴・喫茶・土産品など), 11.土産物店, 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

350 中信 大町市 大町市大町3312 中国料理　俵屋飯店 0261-22-0218 17.中華,

351 中信 大町市 大町市仁科町3205 四季彩　葉月 0261-85-2557 15.和食,

352 中信 大町市 大町市常磐4773-2 本格手打ちうどん　樂乃里 0263-73-4268 rakunosato.kita-alps.org 21.その他【うどん屋】,

353 中信 大町市 大町市平6426-1 和食織是 0261-85-2371 https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/和食-織是-793207067736621/ 15.和食,

354 中信 大町市 大町市大町3303 ビストロカフェ　ミルフィーユ 0261-22-6898 16.洋食,

355 中信 大町市 大町市常盤6367-29 小木曽製粉所　おふくろそば　大町店 0261-23-0296 https://www.ogiso-seifunjo.com/ 15.和食,

356 中信 池田町 北安曇郡池田町会染4856-1 グラスアート　アトリエSHO 0261-61-5345 http://www6.plala.or.jp/atoriesho/ 1.工芸体験(とんぼ玉製作体験), 11.土産物店(当施設製作のアクセサリーなど),

357 中信 池田町 北安曇郡池田町大字池田2097-11 七りん亭 0261-85-6077 http://shichirintei.naganoblog.jp/ 21.その他【焼肉居酒屋】,

358 中信 池田町 北安曇郡池田町4144 双葉 0261-62-2174 15.和食,

359 中信 池田町 北安曇郡池田町大字会染7964番地5 オーベルジュ　ラ　ヴィ　トランキーユ 0261-29-6635 http://www.azumino-auberge.com/ 16.洋食,

360 中信 池田町 北安曇郡池田町大字会染2926-1 そばの家鬼無里 0261-62-0141 21.その他【そば店】,
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361 中信 池田町 北安曇郡池田町会染3439 手打そば　かたせ 0261-62-5505 15.和食,21.その他【そば店】,

362 中信 池田町 北安曇郡池田町大字会染6330-1 カフェ野のかおり 0261-85-4226 18.喫茶店（カフェ）,

363 中信 池田町 北安曇郡池田町大字会染11017-9 家族亭龍門 0261-62-6388 15.和食,17.中華,

364 中信 池田町 北安曇郡池田町中鵜3056-6 メイヤの樹 0261-62-6796 http://www.meiyanoki.com/ 16.洋食,

365 中信 池田町 北安曇郡池田町会染7782 北アルプス展望　池田食堂　臣喰館 0261-85-2733 http://www.shin-ku-kan.com/ 15.和食,

366 中信 池田町 北安曇郡池田町大字会染9004-12 あ・うん 0261-62-1585 http://www.matsuaz.biz/a-un/ 16.洋食,

367 中信 池田町 北安曇郡池田町会染9631 安曇の館　松倉 0261-62-7706 http://www3.plala.or.jp/azuminoyakata/ 15.和食,

368 中信 池田町 北安曇郡池田町中鵜1376 しぜん酵母と石窯ぱん　bungaーぶんがー 080-5454-7031 http://www.matsuaz.biz/bunga/ 21.その他【ベーカリー（パン）&カフェ】,

369 中信 池田町 北安曇郡池田町中鵜782-1 お食事処しもさと 0261-62-2546 15.和食,

370 中信 池田町 北安曇郡池田町大字会染9642番地2 花紋大雪渓 0261-62-3125 https://www.jizake.co.jp/store.html 11.土産物店(日本酒蔵元直営店　地酒販売),

371 中信 池田町 北安曇郡池田町会染6329-1　エルブいけだ内 ショップお茶のみましょ 090-1653-4465 11.土産物店(ドライフルーツ、漬物、白馬ハムウインナー、菓子),

372 中信 池田町 北安曇郡池田町大字池田2713-48 20th 0261-62-4010 https://ikeda20th.exblog.jp/ 1.工芸体験(ステンドグラス制作), 12.伝統工芸品等の販売店(20th),

373 中信 池田町 池田町大字会染7782 北アルプス展望美術館 0261-62-6600 https://navam.jp/ 8.博物館等(美術館),

374 中信 池田町 北安曇郡池田町池田3170-5 ワールド 0261-62-3942 18.喫茶店（カフェ）,

375 中信 池田町 北安曇郡池田町大字池田2189 藤廼屋 0261-62-2101 15.和食,21.その他【そば屋】,

376 中信 池田町 北安曇郡池田町池田919-2 カフェ風のいろ 0261-85-0005 http://cafe-kazenoiro.com/ 18.喫茶店（カフェ）,

377 中信 池田町 北安曇郡池田町中鵜3056-5 安曇野　翁 0261-62-1017 http://azuminookina.com/ 15.和食,

378 中信 池田町 北安曇郡池田町会染2922-1 池田町ハーブセンター（ハーブガーデン） 0261-85-0211 http://www.herbcenter.or.jp/ 10.その他(ハーブ鑑賞、足湯) 11.土産物店(花、ハーブ苗他),

379 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻4689-108 カネキン小椋製盆所 0264-58-2021 http://www.kanekin-ogura.co.jp 1.工芸体験(ろくろ体験), 12.伝統工芸品等の販売店(南木曽ろくろ細工),

380 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町読書3592-9 澤田屋 0573-70-3005 http://www.sawadaya.com/ 11.土産物店(和菓子販売),

381 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻805イ-2 好日珈琲　Good days coffee ＆ Bar 0264-24-0287 www.localplace.jp/t100475679/ 21.その他【コーヒーをメインとしたカフェ】,

382 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻805イ-2 好日珈琲　Good days coffee ＆ Bar 0264-24-0287 www.localplace.jp/t100475679/ 21.その他【コーヒーをメインとしたカフェ】,

383 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻866-23 田丸屋 0264-57-3275 11.土産物店(玩具,民芸品,桧の枕 等),

384 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻1223-1 御食事処　音吉 0264-57-3600 15.和食,

385 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町読書3465-3 郷土民芸石川 0264-57-2228 valley.sanshi@gmail.com 11.土産物店(食品・民芸品),

386 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻2189-1 永徳屋 0264-57-3010 12.伝統工芸品等の販売店(木曽漆器),

387 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町読書3466-1 ふくすけ 0264-57-2411 21.その他【一般食堂】,

388 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻805-1 あぶらやみやげ店 0264-57-3178 www.kisone.jp/tu.aburaya.nt 11.土産物店(地場産品),

389 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町読書3465 大間見屋食堂 0264-57-2318 15.和食,16.洋食,17.中華,

390 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻4689-1 木地屋やまと 0264-58-2144 www.yama.to 12.伝統工芸品等の販売店,
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391 中信 南木曽町 木曽郡木曽町吾妻4689-239 木地師の里ヤマイチ 0264-58-2041 http://www.yamaichi-rokuro.com 1.工芸体験, 12.伝統工芸品等の販売店,

392 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻2170-1 鈴屋 0264-57-3891 18.喫茶店（カフェ）,

393 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻4689-51 ヤマダイ大蔵 0264-58-2652 1.工芸体験(ろくろ体験), 12.伝統工芸品等の販売店(南木曽ろくろ細工),

394 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻4689番地644 野原工芸 0264-58-2330 www.nohara.jp 12.伝統工芸品等の販売店(南木曽ろくろ細工),

395 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻2179-1 やまぎり食堂 0264-57-3134 https://yamagiri3134.web.fc2.com/ 15.和食,

396 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻805-1 あぶらや 0264-57-3178 http://tsumago-aburaya.com/ 11.土産物店(地場産品),

397 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻1646-16 峠の茶屋 0573-69-3550 18.喫茶店（カフェ）,

398 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻805-1 丁子屋 0264-57-2327 11.土産物店,

399 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻2176-1 茶房ゑびや 0264-57-3054 http://www.tumago.jp/eat/ebiya.html 20.和洋菓子店,

400 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町田立1383-1 山下屋 0573-75-2200 15.和食,16.洋食,19.居酒屋,

401 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻2176-1 茶房ゑびや 0264-57-3054 http://www.tumago.jp/eat/ebiya.html 20.和洋菓子店,

402 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町読書294-7 桃介亭 090-2428-2998 15.和食,

403 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻1785-3 お食事処　金剛屋 0264-57-3116 15.和食,

404 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町読書3465-2 カフェ　いずみや 0264-57-2482 18.喫茶店（カフェ）,

405 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町読書3436の13 わちのや 0264-57-2453 11.土産物店(おやき),

406 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22184-10 白馬パラトピア五竜パラグライダースクール 0261-75-3210 https://www.paratopia.jp/ 5.アウトドア・スポーツ施設(パラグライダー),

407 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5306-1 㐂八（キハチ） 0261-72-3950 19.居酒屋,

408 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字神城7361-8 白馬EXアドベンチャー 0261-72-7860 https://pahakuba.com 5.アウトドア・スポーツ施設(ラフティング・アスレチック),

409 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2937-682 あめんぼう 090-4602-8702 http://www.amenbou.net/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ラフティング),

410 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字神城21474番地1 道の駅　白馬 0261-75-3788 michinoeki.hakubakousha.com 13.道の駅(道の駅白馬), 21.その他【道の駅レストラン（そば・和洋食）】,

411 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城10060 スパイシー岩岳店 0261-72-7527 https://spicy.co.jp/ 3.乗り物レンタル,5.アウトドア・スポーツ施設,6.レジャー施設,

412 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5157-1 Bar mercato（バールメルカート） 0261-85-2963 16.洋食,19.居酒屋,

413 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5061 白馬八方温泉　まるいし 0261-72-2116 www.happo.jp 15.和食,

414 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4377 エヴァーグリーン・アウトドアーセンター 0261-72-5150 evergreen-hakuba.com 5.アウトドア・スポーツ施設(MTB、カヌー、カヤック、キャニオンリングなど),

415 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城7587-1 ヤマノオト 050-3701-2187 5.アウトドア・スポーツ施設(アウトドアクライミング・登山),

416 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城21582 白馬ハイランドホテル 0261-72-3450 http://www.hakuba-highland.net 3.乗り物レンタル(レンタサイクル),9.日帰り温泉施設(白馬村姫川温泉天神の湯), 11.土産物店(ホテル売店),

417 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3020-567 白馬ライオンアドベンチャー 0261-72-5061 https://hakuba.lion-adventure.com 5.アウトドア・スポーツ施設(熱気球、ラフティング),

418 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5746-3 LION CAFE 0261-72-5061 http://lioncafe.shopinfo.jp/ 18.喫茶店（カフェ）,

419 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3020-90 蕎麦処　りき 0261-85-4311 https://www.sobadokororiki.com 15.和食,

420 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3020-870 ノマド白馬 0261-85-2618 https://nomad-hakuba.com/ 18.喫茶店（カフェ）,21.その他【バー　ノマド白馬】,
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421 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城4895番地 あぜくら山荘 0261-72-5238 azekura.com 9.日帰り温泉施設(貸切露天風呂),

422 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3020-49 蕎麦酒房　膳 0261-72-3637 http://zen.artbi.net/ 15.和食,

423 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3322-1 白馬タップルーム 0261-75-0075 http://tenguproperties.com/jp/hakuba-taproom/ 16.洋食,

424 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22184-10 白馬五竜高山植物園 0261-75-2101 www.hakubaescal.com 6.レジャー施設(ゴンドラ・リフト),

425 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22184-10 エスカルショップ 0261-75-2101 www.hakubaescal.com 11.土産物店(スキーセンター内土産店),

426 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22184-10 あるぷす360 0261-75-2101 www.hakubaescal.com 21.その他【スキーセンター内レストラン】,

427 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22184-10 緑の食卓はる 0261-75-2101 www.hakubaescal.com 21.その他【スキーセンター内レストラン】,

428 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城4688番地 レストラン シャモニー 0261-72-3001 https://www.tokyuhotels.co.jp/hakuba-h/ 16.洋食,

429 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城4688番地 日本料理　万葉 0261-72-3001 https://www.tokyuhotels.co.jp/hakuba-h/ 15.和食,

430 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城4688番地 ラウンジ＆バー　ザ・ロッジ 0261-72-3001 https://www.tokyuhotels.co.jp/hakuba-h/ 21.その他【ラウンジ＆バー】,

431 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字神城24196番地47 Ｈakuba47 0261-75-3533 https://www.hakuba47.co.jp
3.乗り物レンタル(マウンテンバイク),4.食べ物作成(そば打ち体験),5.アウトドア・スポーツ施

設(アスレチック、キャンプ）など
16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

432 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3140 手打蕎麦　和味亭 0261-72-7797 http://www17.plala.or.jp/nagomi-tei/ 21.その他【蕎麦屋】,

433 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22184-10 自然派喫茶　sol 080-3104-9842 http://solorganicfood.com/ 18.喫茶店（カフェ）,

434 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3020-962 タロークラブ 0261-72-8202 11.土産物店(菓子、酒、雑貨),

435 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22201-43 和膳みき 090-6126-0400 https://m.facebook.com/wazen.miki.hakuba 15.和食,

436 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22548 白馬五竜観光協会 0261-75-3886 https://www.hakubagoryu.com/ 3.乗り物レンタル(レンタサイクル),

437 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城25555 白馬かたくり温泉　十郎の湯 0261-71-8160 http://www.hakubamura.net/juro 9.日帰り温泉施設,

438 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5281番地 マウント 0261-72-3020 11.土産物店(土産、酒類　他),

439 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2126-2 白馬　そば神 0261-72-2055 15.和食,

440 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城6350番地 藤屋食堂 0261-72-2037 hakubafujiya.com 11.土産物店(箱菓子等), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

441 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城23603 農かふぇ　白馬そだち 0261-75-3202 http://www.hakubasodachi.com 7.果物狩り・観光農園(ブルーベリー・野菜収穫), 11.土産物店(自社加工品販売), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

442 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北條6329-1 栂池パノラマウェイ 0261-72-3150 https://www.nsd-hakuba.jp/ 6.レジャー施設(ゴンドラリフト), 11.土産物店(栂の湯売店), 18.喫茶店（コナユキ café）,

443 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北條6329-1 白馬岩岳マウンテンリゾート 0261-72-3150 https://www.nsd-hakuba.jp/ 6.レジャー施設(ゴンドラリフト), 11.土産物店(ノア売店), 18.喫茶店（シティベーカリー）,

444 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北條6329-1 八方アルペンライン 0261-72-3150 https://www.nsd-hakuba.jp/ 6.レジャー施設(ゴンドラリフト・ゴンドラ), 11.土産物店(アダムプラザ), 18.喫茶店（カフェ）,

445 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2920-1 kirakira glass. 070-4317-6205 http://kirakiraglass.com/ 1.工芸体験(ガラスアクセサリー制作体験),

446 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3901 スカイブルー八方尾根パラグライダースクール 0261-72-7013 http://hakubapara.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設,

447 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3030-1 ルポゼ白馬イタリアンレストラン 0261-85-2822 reposer-hakuba.com 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

448 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城白馬山国有林125チ林小班 スカイプラザ白馬（白馬山荘） 0261-72-3122 11.土産物店, 18.喫茶店（カフェ）,

449 中信 白馬村 北佐久郡白馬村大字神城23390 まるに茶房 0261-75-2603 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

450 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字神城11574－イ 木塵 0261-75-2375 hakubagoryu.com/mokuzin/ 11.土産物店(ジャム),14.その他(オリジナルグッズ) 15.和食,16.洋食,
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451 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5701-2 白馬八方温泉　八方の湯 0261-72-5705 http://hakuba-happo-onsen.jp/ 9.日帰り温泉施設(入浴),

452 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城八方口5480-1 白馬八方温泉　みみずくの湯 0261-72-6542 http://hakuba-happo-onsen.jp/ 9.日帰り温泉施設(入浴),

453 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3020-961 Penguin Café 080-8182-4246 https://ja-jp.facebook.com-penguincafe898/ 18.喫茶店（カフェ）,

454 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城6360-2 HAKUBA　COFFEE　STAND 070-3928-5640 https://www.facebook.com/hakubacoffeestand 18.喫茶店（カフェ）,

455 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22203-7 Concrete 0261-85-0239 concretehakuba.com 21.その他【バー】,

456 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城24840 虹屋　丼丸　白馬店 0261-75-3224 15.和食,

457 中信 白馬村 白馬村北城3360-1 ロンドール 090-7271-8617 http://rondor.jp/tomo-guide-service.html 5.アウトドア・スポーツ施設(フィッシングガイド),

458 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22900-2 酒菜肴房ゆきまる 0261-75-3126 19.居酒屋,

459 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城2936-13 ペンション・セレナーデ 0261-72-3757 http://hakuba-serenade.com 16.洋食,

460 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4260 ハンドメイドハウス4260 0261-72-2563 16.洋食,

461 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2935 白馬三枝美術館 0261-72-4685 https://www.hakuba-saegusa-artmuseum.info 8.博物館等,（美術館）

462 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3353 ホテル五龍館 0261-72-3939 http://www.goryukan.jp/ 9.日帰り温泉施設(11:30～16:00,7/18.19.22～26は除外日,休館あり),

463 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3020-837 ダイニングバー　トマティート 0261-72-4637 19.居酒屋,

464 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城9549-8 白馬塩の道温泉倉下の湯 0261-72-7989 https://www.kurashitanoyu.com 9.日帰り温泉施設(温泉),

465 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字神城21474番地1 道の駅白馬 0261-75-3788 michinoeki.hakubakousha.com 13.道の駅(道の駅白馬), 21.その他【道の駅レストラン(そば・和洋食)】

466 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4260 0261-72-2563 16.洋食,

467 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2935 0261-72-4685 https://www.hakuba-saegusa-artmuseum.info 8.博物館等(美術館),

468 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城828-316 風の子カフェ 0261-72-6463 http://www.janis.or.jp/users/kazenoko/ 18.喫茶店（カフェ）,

469 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城24195-17 AgiTrek 090-8980-2977 10.その他(登山ガイド)

470 中信 麻績村 東筑摩郡麻績村日3434 シェーンガルテンおみ 0263-67-2800 http://www.kk-giken.jp/sehongarten-omi/ 11.土産物店, 15.和食,16.洋食,

471 中信 麻績村 東筑摩郡麻績村麻5889-1 聖レイクサイド館 0263-67-3511 http://www.kk-giken.jp/sehongarten-omi/ 15.和食,16.洋食,

472 中信 木曽町 木曽郡木曽町新開福4950 くるまや国道店 0264-22-3183 http://www.soba9608.com/ 15.和食,

473 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野5346-1 御岳ロープウェイ 0264-44-1111 www.ontakerope.co.jp 6.レジャー施設(御岳ロープウェイ・ゴンドラ), 11.土産物店(御岳ロープウェイ内売店), 21.その他【御岳ロープウェイ内レストラン】,

474 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島5071-1 とうふ料理　和幸家（かずさや） 0264-22-2211 kisokazusaya.blog114.fc2.com 15.和食,

475 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島5002-3 かしわ屋 0264-23-3105 19.居酒屋,

476 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島5084 和庵肥田亭・広小路プラザ観光案内所 0264-22-2766 https://tmokiso.com/ 14.その他(観光案内所) 15.和食,

477 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原末川4119-2 彩菜館 0264-42-1360 kaidakougen.jp 11.土産物店(自社加工品販売),

478 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原末川4119-2 あいばし亭 0264-42-1360 kaidakougen.jp 21.その他【和食・洋食・喫茶】,

479 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原末川2303-1 カフェレスト　はーと 0264-42-3048 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

480 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原未川5552-8 木曽馬の里　おみやげお食事センター 0264-42-3225 http://www.kisoumanosato.or.jp 11.土産物店, 15.和食,
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481 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原未川5596-1 木曽馬乗馬センター 0264-42-3085 http://www.kisoumanosato.or.jp 5.アウトドア・スポーツ施設(乗馬体験), 11.土産物店(馬グッズ),

482 中信 木曽町 木曽郡木曽町吾妻4689-423 田上民芸 0264-58-205 https://tauemingei.jimdofree.com 12.伝統工芸品等の販売店(南木曽ろくろ細工),

483 中信 木曽町 木曽郡木曽町日義4398 旗挙そば源氏 0264-24-2600 15.和食,

484 中信 木曽町 木曽町福島5371 海老屋　漆器店 0264-23-3565 https://www.a-b-ya.com 12.伝統工芸品等の販売店(漆器・木工),

485 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島810 en-shouten 0264-24-0875 https://www.en-shouten.com
11.土産物店(地域の食品など),12.伝統工芸品等の販売店(地域の作

家ものなど),

486 中信 木曽町 木曽郡木曽町日義4800-1 aaltokitchen 0264-24-0322 http://www.aalto-kitchen.com 16.洋食,

487 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島1662-1 ラーメン大学木曽福島店 0264-22-2202 17.中華,

488 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野6756 そば処　のらくろ 0264-44-2059 https://www.kiso.ne.jp/~norakuro.kt 15.和食,（そば処のらくろ）

489 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野1-39 中西屋 0264-42-3231 15.和食,

490 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野5346-1 京こじま 0264-44-2780 http://kyokojima.com 15.和食,16.洋食,19.居酒屋,

491 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島5115-6 旬菜　たま菜 0264-22-2633 http://www.facebook.com/shunsai.tamana/ 15.和食,

492 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原末川1899-4 木曽おんたけ健康ラボ 0264-24-0870 http://ontakelabo.jp/ 3.乗り物レンタル(自転車),5.アウトドア・スポーツ施設(ウォーキング・アーチェリー), 11.土産物店(菓子・レトルト品・飲み物),

493 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島5135番地 七笑酒造 0264-22-2073 http://www.nanawarai.co.jp/ 11.土産物店(地酒、手作り食品),

494 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島2012-5 木曽おんたけ観光局　松原スポーツ公園 0264-25-6000 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),

495 中信 木曽町 木曽郡木曽町日義4898-8 YOSHINAKA森のホテル 0264-23-7331 https://www.morinohotel.com/ 11.土産物店(ホテル内売品),

496 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原末川3904-1 そば処　まつば 0264-42-3100 15.和食,

497 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島5076 御菓子司宝来屋 0264-22-2372 http://horai-ya.com 11.土産物店(和菓子製造販売（朴葉巻など）),

498 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島5398-47 ナイトイン銀河 0264-23-2280 21.その他【スナック】,

499 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原末川4411－9 開田高原アイスクリーム工房 0264-42-1133 http://www.hif.jp 14.その他(ソフトクリーム、アイス、ヨーグルト等販売)

500 中信 木曽町 木曽郡木曽町日義4730-3 道の駅　日義木曽駒高原 0264-23-3644 www.michinoeki-kisokoma.jp 13.道の駅(木曽路土産・特産品), 15.和食,

501 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島4061-1 道の駅木曽福島 0264-21-1818 http://www.michinoeki-kisofukushima.jp/ 13.道の駅(直売所・特産品販売所), 15.和食,16.洋食,17.中華

502 中信 木曽町 木曽郡木曽町新開6959 信州木曽ふるさと体験館 0264-27-1011 https://taikenkan.jp/
1.工芸体験(木工・草木染),2.織物体験,4.食べ物作成(そば打ち、五平餅、朴葉巻

他),
11.土産物店(菓子、食品、手作り品など), 15.和食,

503 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原未川2868 手打ちそばおおめ 0264-42-3406　080-5029-2732 15.和食,

504 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島2289-1 むつみ食堂 0264-22-3257 https://yakiniku-restaurant-535.business.site/ 21.その他【一般食堂】,

505 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野5346-1 京こじま 0264-44-2780 http://kyokojima.com 15.和食,16.洋食,19.居酒屋,

506 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野947-18 カフェレスト花猿亭 080-1375-3467 http://kaentei.jp 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

507 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島6057-1 ちゃんこ辰乃家 0264-22-3113 15.和食,

508 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野4739-2 そば処たけみ 0264-44-2019 21.その他【そば店】,

509 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野6322-245 Cafe kaze 0264-44-1007 http://cafekaze.jp 18.喫茶店（カフェ）,

510 中信 木曽町 木曽郡木曽町三岳10869 0264-46-2155 11.土産物店(石けん・クリーム他),
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511 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島47-2 木曽古道　ぬくもりの宿　駒の湯 0264-23-2288 www.komanoyu.com 9.日帰り温泉施設(外来入浴), 11.土産物店(館内売店), 15、和食（館内食事処）

512 中信 木曽町 木曽郡木曽町新開7618-3 みやま苑 0264-27-6177 http://miyamaen.jimdo.com/ 15.和食,

513 中信 木曽町 木曽郡木曽町吾妻878-1 えのき坂　満寿庵 0264-57-4111 11.土産物店(和菓子), 18.喫茶店（カフェ）,20.和洋菓子店,

514 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原末川3904-1 そば処まつば 0264-42-3100 15.和食,

515 中信 木曽町 木曽郡木曽町三岳10491-9 道の駅「三岳」（ほっとひと市　梅の里） 0264-46-2011 https://www.freemobile-navi.jp/s/c_michi_mitake/ 13.道の駅(地元野菜・特産品・惣菜等),

516 中信 木祖村 木曽郡木祖村薮原1123-1 木曽　おぎのや　そば処 0264-36-2012 http://www.kiso-oginoya.jp 21.その他【蕎麦店】,

517 中信 木祖村 木曽郡木祖村薮原1020-1 十石屋米酒店 0264-36-2005 14.その他(木曽路地酒及び生活雑貨)

518 中信 木祖村 木曽郡木祖村大字小木曽172番地2 せせらぎの四季 0264-24-2626 http://www.kiso-spa.com 9.日帰り温泉施設(豊かな効能成分の天然温泉), 15.和食,

519 中信 木祖村 木曽郡木祖村菅524 焼肉　権兵衛 0264-36-3739 https://www.yakinikugonbe.com/
15.和食,16.洋食,17.中華,19.居酒屋,21.その他【銘撰木曽牛取扱店

の焼肉店】,
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