
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 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町中軽井沢11－16 レストラン＆バルエスパニョールエステーリャ 0267－31－6466 https://www.estellakaruizawa.com 21.その他（スペイン料理店）

2 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢491-5 旧軽井沢Ｋikyo キュリオコレクションbyヒルトン 0267-46-8160 https://www.kyukaruizawa-kikyo.com 16.洋食

3 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢東11-4 レンタサイクル市村輪店 0267-42-2484 https://www.ichimurarinten.com 3.乗り物レンタル(レンタサイクル),

4 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢東23-11 手作りジュエリー金の日辻 0267-41-0066　 jewelry-sow.jp 10.その他(手作り指輪)

5 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉3294-1 くつかけステイ中軽井沢 0267-46-8906 https://kutsukake-stay.jp 15.和食,

6 東信 軽井沢町 軽井沢町軽井沢1373-6 ホテル鹿島ノ森 0267-42-3535 https://kajimanomori.co.jp 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

7 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉3148-1 ろぐ亭 0267-45-6007 www.logtei.jp 21.その他【焼肉、しゃぶしゃぶ】,

8 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2459-6 おらが製菓 0267-45-6152 https://oraga-karuizawa.jp/ 11.土産物店(土産用菓子販売), 20.和洋菓子店,

9 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉3037-18くつかけテラス２Ｆ Ａ－ＷＯＴＯ（アウォート） 0267-42-7711 www.hotel-otowanomori.co.jp 18.喫茶店（カフェ）,

10 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2147 ル・ヴァンベール 0267-45-8200 https://www.hotelsoyokaze.com/restaurant/ 16.洋食,

11 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉1178軽井沢駅北口３Ｆ カフェ＆ダイニング　フェルマータ 0267-45-8200 https://www.hotelsoyokaze.com/fermata/ 18.喫茶店（カフェ）,

12 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉字横吹2145-5　ハルニレテラス内 和泉屋　傳兵衛（でんべい）軽井沢店 0267-31-0811 http://www.izumiya-saku.co.jp/ 11.土産物店(和菓子・各種銘菓),

13 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉957-63 ロンブラ 090-3908-4048 https://ristrante-lombra.business.site/ 16.洋食,

14 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1151-11 TWIN-LINE　HOTEL　KARUIZWA　JAPAN 0267-42-2121 https://twin-line-hotel.com/ 3.乗り物レンタル(電動自転車、電動バイク),4.食べ物作成(スペイン料理・軽食), 11.土産物店(スーベニア類), 21.その他【レストラン・デリ・スーベニア】,

15 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町追分675-3 肉の炎 0267-46-8829 21.その他【焼肉店】,

16 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字東野沢原1151-14 ブラッスリーシュエット 0267-42-0642 http://www.karuizawa-chouette.com 16.洋食,

17 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-80 Bon Okawa 軽井沢チョコレートファクトリー 047-367-5445 https://www.bon-okawa.co.jp/ 20.和洋菓子店,

18 東信 軽井沢町 軽井沢町発地1506-55 とう華 0267-44-6755 https://handm-company.jimdofree.com/ 14.その他(個人の手作り作品) 18.喫茶店（カフェ）,

19 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢586 軽井沢紅茶館サンビーム 0267-42-2263 http://www.kouchakan.com 14.その他(紅茶小売り販売)

20 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 Gallery　樹環　ju-KAN 0267-31-0023 https://www.hoshino-area.jp/ 14.その他(観光施設内ギャラリー・雑貨)

21 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 和泉屋菓子店 0267-31-0811 https://www.hoshino-area.jp/ 11.土産物店(和洋菓子店),

22 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2148番地 星野温泉トンボの湯 0267-44-3580 https://www.hoshino-area.jp/ 9.日帰り温泉施設,

23 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2148番地 村民食堂 0267-44-3571 https://www.hoshino-area.jp/ 15.和食,

24 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 常世 0267-31-0987 https://www.hoshino-area.jp/ 10.その他( 観光施設内リラクゼーション )

25 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 モリアソビ 0267-31-6998 https://www.hoshino-area.jp/ 14.その他(観光施設内雑貨店)

26 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 NATUR 0267-31-0737 https://www.hoshino-area.jp/ 14.その他(観光施設内雑貨店)

27 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 karuizawa Vegetable ココペリ 0267-46-4355 https://www.hoshino-area.jp/ 11.土産物店,

28 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 我蘭憧 0267-31-0036 https://www.hoshino-area.jp/ 14.その他(観光施設内雑貨店)

29 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 TEAM7　軽井沢 0267-41-6057 https://www.hoshino-area.jp/ 14.その他(観光施設内雑貨店)

30 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 せきれい橋　川上庵 0267-31-0266 https://www.hoshino-area.jp/ 21.その他【蕎麦屋】,

31 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 SAJILO　CAF?　LINDEN 0267-46-8191 https://www.hoshino-area.jp/ 21.その他【スパイス料理】,
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32 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 丸山珈琲　ハルニレテラス店 0267-31-0553 https://www.hoshino-area.jp/ 18.喫茶店（カフェ）,

33 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 HARVEST　NAGAI　FARM 0267-31-0082 https://www.hoshino-area.jp/ 20.和洋菓子店（ジェラート）,

34 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 希須林 0267-31-0411 https://www.hoshino-area.jp/ 17.中華,

35 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 イル・ソーニョ 0267-31-0031 https://www.hoshino-area.jp/ 16.洋食,

36 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 CERCLE　wine　and　deli 0267-31-0361 https://www.hoshino-area.jp/ 16.洋食,

37 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2145番地 ベーカリー＆レストラン　沢村 0267-31-0144 https://www.hoshino-area.jp/ 16.洋食,

38 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町旧軽井沢1314 スイーツby軽井沢エレガンス 0267-42-8188 www.karuizawa-elegance.jp/ 20.和洋菓子店,

39 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢6-1 レストラン・カフェ　キッツビュール 0267-42-1288 http://www.kitzbuehl.jp 16.洋食,

40 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1-8 デリカテッセン　キッツビュール 0267-42-5488 http://www.kitzbuehl.co.jp 16.洋食,

41 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢東3-1 地産サイクル 0267-42-5614 http://www.chisan-kanko.com 3.乗り物レンタル(レンタサイクル),

42 東信 軽井沢町 軽井沢町軽井沢762 どんぶり彩時記「いろはな」 0267-41-2300 15.和食,

43 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町東軽井沢480-7 shica shica(シカシカ） 0267-46-9072 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

44 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉747-12 レストラン　メリ・メロ 0267-41-0345 https://facebook.com/melimelo.karuizawa/ 16.洋食,21.その他【フレンチレストラン】,

45 東信 軽井沢町 軽井沢町大字軽井沢751-2 軽井沢彫シバザキ 0267-42-2468 http://sibazaki.com 12.伝統工芸品等の販売店(軽井沢彫),

46 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉504-1 ティーサロン「軽井沢の芽衣」 0267-45-6961 http://www.asami-mitsuhiko.or.jp 18.喫茶店（カフェ）,

47 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉504-1 浅見光彦記念館 0267-45-6961 http://www.asami-mitsuhiko.or.jp 8.博物館等(文学記念館),

48 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-1465 Sugar Spot Coffee 0267-41-0044 http://sugaarspotcoffee.com 18.喫茶店（カフェ）

49 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2148番地 ピッキオ 0267-45-7777 https://www.hoshino-area.jp 10.その他(ネイチャーツアー)

50 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町追分861-21 春告げ鳥 0267-46-9170 https://harutsuge.karuizawaa.be/ 16.洋食,

51 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1 クレープリー・アンジェリーナ 0267-42-7502 https://karuizawa-crape.com 20.和洋菓子店,(クレープ店）

52 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町発地1712 白ほたる豆腐店 0267-41-0245 http://www.karuizawa.jp.net/ 21.その他【豆腐、豆腐加工の揚物の販売】,

53 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町発地2564-1 白ほたるキッチン 0267-41-6539 http://www.karuizawa.jp.net/kitchen/
15.和食,16.洋食,18.喫茶店(カフェ)，21.その他【玄米ご飯、バーガー、

豆腐ドリンクを提供するお店】,

54 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町1178　軽井沢プリンスショッピングプラザ味の街 ㈱明治亭　軽井沢店 0267-41-1112 http://meijitei.com 15.和食,

55 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢　軽井沢プリンスホテルイースト内 アミーチアドベンチャー軽井沢 0267-41-1750 https://www.amiciadventure.com 5.アウトドア・スポーツ施設(ツリートレッキング),

56 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢691番4 株式会社ちもと総本店 0267-42-2860 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,20.和洋菓子店,

57 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字追分119番地7 そば処きこり 0267-45-1330 sobakikori.com 10.その他(そば教室（そば打ち）) 15.和食,

58 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉3671-13 旬彩　伍合 0267-31-0595 http://blog.livedoor.jp/shunsaigongou/ 19.居酒屋,

59 東信 軽井沢町 軽井沢町軽井沢1178　プリンスショッピングプラザスーベニアコート内 軽井沢旬粋 0267-41-1114 https://kk-takachiho.jp 11.土産物店(地元特産品・特産物を使用した独自商品), 21.その他【テイクアウトクレープ】,

60 東信 軽井沢町 軽井沢町軽井沢1178　プリンスショッピングプラザスーベニアコート内 軽井沢ハートメモリー店 0267-42-8159 https://kk-takachiho.jp 11.土産物店(地元特産品・特産物を使用した独自商品),

61 東信 軽井沢町 軽井沢町軽井沢1178　プリンスショッピングプラザ ニューウエスト内 旬粋カレー工房 0267-42-5530 https://kk-takachiho.jp 16.洋食,

62 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 万平ホテル売店 0267-42-1234 www.mampei.co.jp 11.土産物店(ホテル内販売、オリジナル商品、物産品の販売),
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63 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1263-5 Restaurant Hamy' s　軽井沢（レストラン ハミーズ カルイザワ） 0267-46-8383 http://hamys.jp/ 16.洋食,

64 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1151-11 TWIN-LINE  HOTEL  KARUIZAWA  JAPAN 0267-42-2121 https://twin-line-hotel.com/ 3.乗り物レンタル(電動自転車,電動バイク),4.食べ物作成(スペイン料理,軽食), 11.土産物店(スーベニア類), 21.その他【レストラン,デリ,スーベニア】,

65 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢175-3 幸楽 0267-42-2194 21.その他【焼肉】,

66 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町追分725 Caf?ブーベ 0267-46-5005 18.喫茶店（カフェ）,

67 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178 ホテルマロウド軽井沢 0267-42-8444 https://www.marroad.jp/karuizawa/ 11.土産物店, 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

68 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢571－2 軽井沢物産館 0267-42-2299 11.土産物店(ソフトクリーム等テイクアウト飲食あり),

69 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉774-1 カフェB 0267-41-0831 https://cafeb-k.com/ 18.喫茶店（カフェ）,

70 東信 軽井沢町 軽井沢町軽井沢762 ながくら 0267-41-0852 15.和食,

71 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢東16-4 福万寿 0267-42-4733 karuizawa-fukumasu.com/ 15.和食,

72 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢634しむらビル2階 スプーン 090-8872-4578 16.洋食,

73 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉244-7 レストラン菊水 0267-44-1188 16.洋食,

74 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 軽井沢万平ホテル　ダイニング 0267-42-1234 www.mampei.co.jp 16.洋食,

75 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 軽井沢万平ホテル　中華 0267-42-1234 www.mampei.co.jp 17.中華,

76 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 万平ホテル　テラス 0267-42-1234 www.mampei.co.jp 18.喫茶店（カフェ）

77 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 万平ホテル　バー 0267-42-1234 www.mampei.co.jp 11.土産物店(ホテル内売店、オリジナル商品、物産品の販売), 21.その他【ber】,

78 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 （株）万平ホテル 0267-42-1234 www.mampei.co.jp 20.和洋菓子店？

79 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 割烹　熊魚庵 0267-42-1234 www.mampei.co.jp 15.和食,

80 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 熊魚庵　たん熊北店 0267-42-1234 www.mampei.co.jp 15.和食,

81 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178 特産品店　プリムローズ 026-228-5545 11.土産物店(観光菓子等),

82 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178 名産品店　ラリクス 026-228-5545 11.土産物店(観光菓子等),

83 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６?７５ 日本料理からまつ 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/restaurant/karamatsu/ 15.和食,

84 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６?７５ ダイニングルーム　ボーセジュール 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/the_prince_karuizawa/restaurant/bose/ 16.洋食,

85 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６?７５ ライブラリーカフェ　りんどう 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/the_prince_karuizawa/restaurant/rindo/ 18.喫茶店（カフェ）

86 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６?７５ バー　ウインザー 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/the_prince_karuizawa/restaurant/windsor/ 21.その他【バー】,

87 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６?７５ All Day Dining Karuizawa Grill 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-east/restaurant/karuizawa_grill/ 16.洋食,

88 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６?７５ すき焼　しゃぶしゃぶ　鉄板焼　爽風 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-east/restaurant/soufu/ 15.和食,

89 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６?７５ 鉄板焼　森 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-east/restaurant/mori/ 15.和食,

90 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６?７５ レストラン　ポルト 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-east/restaurant/porto/ 16.洋食,

91 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６?７５ ダイニング　ブルーム（Dining Bloom） 0267-48-0001 https://www.princehotels.co.jp/asama/restaurant/dining/ 16.洋食,

92 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６?７５ イースト　スーベニアショップ 0267-42-1111 11.土産物店,

93 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６?７５ イースト売店 0267-42-1111 11.土産物店,
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94 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６?７５ ウエスト売店 0267-42-1111 11.土産物店,

95 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６?７５ ザ・プリンス軽井沢売店 0267-42-1111 11.土産物店,

96 東信 軽井沢町 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６ 軽井沢72ゴルフ 0267-48-0072 https://www.princehotels.co.jp/golf/karu72/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ゴルフ場),

97 東信 軽井沢町  長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６ 軽井沢ゴルフ練習場 0267-44-6672 https://www.princehotels.co.jp/golf/karu-range/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ゴルフ場),

98 東信 軽井沢町 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１１７８-１６１ 軽井沢プリンスホテルゴルフコース 0267-42-8811 https://www.princehotels.co.jp/golf/karu-ph/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ゴルフ場),

99 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 馬越ゴルフコース 0267-48-3470 https://golf-karuizawa-magoe.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ゴルフ場),

100 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢 晴山ゴルフ場 0267-42-8611 https://www.princehotels.co.jp/golf/seizan/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ゴルフ場),

101 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 和美パー3ゴルフコース＆ゴルフ練習場 0267-48-0072 https://golf-karuizawa-wami.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ゴルフ場),

102 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 軽井沢浅間ゴルフコース 0267-48-0001 https://www.princehotels.co.jp/golf/asama/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ゴルフ場),

103 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢プリンスホテルスキー場 0267-42-5588 https://www.princehotels.co.jp/ski/karuizawa/summer/ 6.レジャー施設,

104 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町千ヶ滝温泉 軽井沢千ヶ滝温泉 0267-46-1111 https://www.princehotels.co.jp/sengataki/ 9.日帰り温泉施設,

105 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-161 軽井沢プリンスボウル 0267-42-1133 https://www.princehotels.co.jp/bowling/karuizawa/ 5.アウトドア・スポーツ施設,

106 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1019-155 軽井沢72ゴルフ軽井沢給油所 0267-42-8182 https://eneos-ss.com/search/ss/pc/detail.php?SCODE=200707 6.レジャー施設,

107 東信 軽井沢町 軽井沢町軽井沢東16-7 白樺堂　駅前通り店 0267-42-2305 http://www.shirakabado.com/ 11.土産物店(菓子、ジャム等),

108 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢750-3 サンクゼールワイナリー　軽井沢旧道店 0267-41-3903 http://www.stcousair.co.jp 11.土産物店(ワイン、ジャム、パスタソース等),

109 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉193 木のおもちゃのお店 0267-48-3340 http://museen.org/
11.土産物店(くるみ割り人形など、エルツ地方の代表的なおもちゃやヨーロッ

パ各地の知育玩具を取り揃えております。入館チケットは不要です。),

110 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉193 絵本のお店 0267-48-3340 http://museen.org/
11.土産物店(懐かしい絵本や洋書絵本、企画展に合わせたグッズやオリジ

ナルグッズを購入できるミュージアムショップです。入館チケットは不要です。),

111 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉193-3 カフェ「ルーエ」 0267-48-3340 http://museen.org/
18.喫茶店（カフェ）※ルーエはドイツ語で「静けさ・憩い」を意味します。人

気のランチメニューをはじめ、手作りジンジャー・エールやオリジナルジュース、ア

ルコールドリンク、各種スイーツなどもご用意しております。

112 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉193 エルツおもちゃ博物館・軽井沢 0267-48-3340 http://museen.org/
8.博物館等(「エルツおもちゃ博物館・軽井沢」はドイツ・エルツ地方でマイスター（高度な技

術を承継する職人）によって生み出された、くるみ割り人形やパイプ人形など、300年以上

の歴史を持つ伝統木工芸品」と欧州の良質な知育玩具を展示する博物館です。ショップや

113 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉182 軽井沢絵本の森美術館 0267-48-3340 http://museen.org/
8.博物館等（1990年（平成2）開館。欧米絵本を中心に、近・現代に活躍する画家の

原画、初版本などを展示する絵本専門の美術館で、年間2～3回企画展を開催。また英

米児童文学研究者である吉田新一氏の研究資料や、ピーターラビットに関する展示もあり、

114 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢199-3 BENSON 0267-42-7829 16.洋食

115 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢330-8 トラットリア　プリモ 0267-42-1129 https://www.primo-karuizawa.com 16.洋食,

116 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1339-130 三笠珈琲　旧道店 0267-42-1307 http://b-foot.co.jp 16.洋食,

117 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢12-20 軽井沢キッチン 0267-32-6914 http://b-foot.co.jp 16.洋食,

118 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉291-1 東急ハーヴェストクラブ軽井沢＆VIALA内　和食新樹 0267-46-8109 resorthotels109.com/karuizawa/ 11.土産物店(SHOP), 15.和食,

119 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉3357-7 玉川食堂 0267-45-5322 15.和食,

120 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉塩沢702 カフェ　こどうテラス 0267-46-2400 https://www.sawaya-jam.com 3.乗り物レンタル(ジャム作り体験), 18.喫茶店（カフェ）,

121 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉塩沢702 森の中のレストランこどう 0267-46-2400 https://www.sawaya-jam.com 4.食べ物作成(ジャム作り体験), 16.洋食,

122 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉塩沢702 カフェこどうテラス 0267-46-2400 https://www.sawaya-jam.com 4.食べ物作成(ジャム作り体験), 18.喫茶店（カフェ）,

123 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉塩沢702 森の中のレストランこどう 0267-46-2400 https://www.sawaya-jam.com 4.食べ物作成(ジャム作り体験), 16.洋食,

124 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町発地2785番地108 沢屋ジャムファクトリー 0267-46-2400 https://www.sawaya-jam.com 4.食べ物作成(ジャム作り体験), 11.土産物店(ジャム等),
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125 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢　軽井沢・プリンスショッピングプラザ内 沢屋プリンスショッピングプラザ店 0267-46-2400 https://www.sawaya-jam.com 11.土産物店(ジャム等),

126 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢746-1 沢屋旧軽井沢店・喫茶サロン 0267-46-2400 https://www.sawaya-jam.com 11.土産物店(ジャム等), 18.喫茶店（カフェ）,

127 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢811-2 沢屋旧軽ロータリー店 0267-46-2400 https://www.sawaya-jam.com 11.土産物店(ジャム等),

128 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢東1178 沢屋新軽井沢店 0267-46-2400 https://www.sawaya-jam.com 11.土産物店(ジャム等),

129 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178　軽井沢駅3Fしなの屋KARUIZAWA内 沢屋軽井沢駅店 0267-46-2400 https://www.sawaya-jam.com 11.土産物店(ジャム等),

130 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉塩沢702 沢屋軽井沢バイパス店 0267-46-2400 https://www.sawaya-jam.com 11.土産物店(ジャム等),

131 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉291-1 東急ハーヴェストクラブ軽井沢＆VIALA内　洋食maison de foret・ラウンジ　ワイン＆デリ・カジュアルダイニングadamadining 0267-46-8109 resorthotels109.com/karuizawa/
16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,21.その他【カジュアルダイニング

asamadining】,

132 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉291-1 東急ハーヴェストクラブ軽井沢＆VIALA内SHOP 0267-46-8109 resorthotels109.com/karuizawa/ 11.土産物店(SHOP),

133 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢899-28 マイカシミヤ軽井沢店 0267-31-0468 http://www.mycashmere.com/ 1.工芸体験(刺繍・ビーズ・フラワー), 11.土産物店, 18.喫茶店（カフェ）,

134 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町1178-232　軽井沢ショッピングプラザニューウエスト内 久世福商店　軽井沢店 0267-31-0929 http://www.stcousair.co.jp/ 11.土産物店(調味料、和食材等),

135 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町1178-232　軽井沢ショッピングプラザニューウエスト内 久世福食堂　軽井沢本店 0267-42-5039 http://www.stcousair.co.jp/ 15.和食,

136 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1067-9 エロイーズカフェ 050-5835-0554 18.喫茶店（カフェ）,

137 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢東2-10 ラ・ティエ 0267-41-2539 18.喫茶店（カフェ）,20.和洋菓子店,

138 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢軽井沢プリンスショッピングプラザNE06 サクレフルール軽井沢 0267-31-6030 https://karuizawa-sacreefleur.com 16.洋食,

139 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町発地 たんぽぽ食堂 0267-41-6219 https://www.tanpoposyokudo.com 16.洋食,

140 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2009 ミネルバ茶房 0267-42-5981 https://minerubasabou.net 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

141 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢・プリンスショッピングプラザ　ニューウエスト　軽井沢ファーマーズギフト 0267-41-1147 https://farmers-gift.com 11.土産物店(食品等),

142 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢・プリンスショッピングプラザ　スーベニアコート　軽井沢りぞーとまーけっと 0267-41-2211 https://farmers-gift.com 11.土産物店(食品等),

143 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢・プリンスショッピングプラザ　イースト　軽井沢こだわりステーション 0267-41-0088 https://farmers-gift.com 11.土産物店(食品等),

144 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢628 軽井沢芳光本店 0267-42-1424 https://farmers-gift.com 11.土産物店(食品等),

145 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢・プリンスショッピングプラザ　フードコート　信州ぐるめ農場 0267-41-6641 https://farmers-gift.com 15.和食、16.洋食

146 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢780 軽井沢芳光旧道店 0267-41-0884 https://farmers-gift.com 11.土産物店(食品等),

147 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢806 806軽井沢　軽井沢フードギャラリー 0267-42-0689 https://farmers-gift.com 11.土産物店(食品等),

148 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢ショッピングプラザC-4 びんむぎ軽井沢店 0267-41-6713 ajino-mingei.co.jp/binmugi 15.和食,

149 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢PSPTM-26 DOG DEPT＋CAF?　軽井沢プリンス店 0267-31-6610 https://www.dogdept.com/ 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

150 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町南軽井沢1398-99 DOG DEPT GARDEN KARUIZAWA 0267-48-3910 https://www.dogdept.com/ 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

151 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町発地2564-1 アトリエ・ド・フロマージュ軽井沢発地市庭店 0267-45-0037 www.a-fromage.co.jp 16.洋食,

152 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢東22-1 アトリエ・ド・フロマージュ軽井沢ピッツェリア 0267-42-0601 www.a-fromage.co.jp 16.洋食,

153 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢2-1 アトリエ・ド・フロマージュ旧軽井沢店 0267-41-4033 www.a-fromage.co.jp 11.土産物店(乳製品の販売),

154 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢東18-9 アトリエ・ド・フロマージュ軽井沢チーズ熟成所・売店 0267-42-7394 www.a-fromage.co.jp 11.土産物店(乳製品の販売),

155 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢大字軽井沢611番地 どんぐり共和国 0267-42-4336 14.その他(どんぐり共和国)
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156 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉3364-15 星野リゾートBEB5軽井沢 0267-44-3013 https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5karuizawa/ 11.土産物店(菓子・雑貨), 18.喫茶店（カフェ）,

157 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178 オーデパール 0267-31-6223 https://www.rising-field.com/ 21.その他【一般食堂・弁当屋】,

158 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢467-21 軽井沢ARTBOX 0267-42-0381 http://artbox.jp 11.土産物店(ギャラリー・アート雑貨販売）,12.伝統工芸品等の販売店,

159 東信 軽井沢町 軽井沢町大字軽井沢605 白樺堂　旧軽銀座本店 0267-42-3900 http://www.shirakabado.com/ 11.土産物店(菓子、ジャム等),

160 東信 軽井沢町 軽井沢町軽井沢プリンスショッピングプラザ　スーベニアコート 白樺堂　しらかば店 0267-42-6911 http://www.shirakabado.com/ 11.土産物店(菓子、ジャム等),

161 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1-12 カクテルワークス軽井沢 0267-41-0503 16.洋食,21.その他【イタリアン&バー】,

162 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178 木の花屋軽井沢店 0267-48-6007 https://konohanaya.co.jp 11.土産物店, 15.和食,

163 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉2129番地（長倉山国有林） ライジング・フィールド軽井沢 0267-41-6889 https://www.rising-field.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(キャンプ場),

164 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢654番地2 かるいざわ・ガラスの森 0267-42-3175 http://karuizawa-bourree.com/ 14.その他(ヴィンテージスワロフスキー、オリジナルアクセサリーの制作販売)

165 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢 タリーズコーヒー軽井沢・プリンスショッピングプラザ店 0267-42-5211 http://www.karuizawa-psp.jp/shopguide/detail/226 18.喫茶店（カフェ）,

166 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉1276番地 ゆとりろ軽井沢ホテル 03-5312-8520 https://www.yutorelo-karuizawa.com/ 18.喫茶店（カフェ）,

167 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢東184-1 軽井沢べジビエ 0267-41-6939 16.洋食,

168 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉4404 ゆうすげ温泉 0267-45-6117 http://www.karuizawa.jp 9.日帰り温泉施設, 15.和食,

169 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-1181 桜井甘精堂　軽井沢駅店 0267-48-6001 https://www.kanseido.co.jp/ 14.その他(栗菓子)

170 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-1246 桜井甘精堂　茶菓幾右衛門 0267-42-9966 https://www.kanseido.co.jp 18.喫茶店（カフェ）,

171 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1373-6 ホテル鹿島ノ森 0267-42-3535 https://kajimanomori.co.jp/ 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

172 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2148 ホテルブレストンコート　ザ　ラウンジ 050-3538-5037 blestoncourt.com 18.喫茶店（カフェ）,

173 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2148 ホテルブレストンコート　YUKAWATAN 050-3538-5037 blestoncourt.com 16.洋食,

174 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢プリンスショッピングプラザウェスト内 四季の味蔵ウェスト店 0267-42-8520 http://www.ajikura.com 11.土産物店(漬物・菓子等),

175 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町191-2 NICOcafe（ニコカフェ） 090-9666-0980 18.喫茶店（カフェ）,

176 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1151-3 中国料理　榮林　軽井沢店 0267-42-2196 https://akasaka-eirin.jp/ 17.中華,

177 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1 フィーヌ軽井沢 0267-41-2118 http://www.fine-karuizawa.com 11.土産物店(地産のジャム、ディップの販売),

178 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉2484-19 ビストロじゅん 0267-46-6350 16.洋食,21.その他【フランス料理】,

179 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1 キューカルアトリエ 0267-41-2501 www.churchst.jp 11.土産物店(作家物食器、小物、ストールなど),

180 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1 Second 0267-41-2501 www.churchst.jp 11.土産物店(作家物ガラス、置物、小物、ぬいぐるみなど),

181 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1 よいと 0267-41-2501 www.churchst.jp 11.土産物店(作家物食器、ハンカチ、小物、カードなど),

182 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1 モンテ・クッチーナ 0267-41-2501 www.churchst.jp 16.洋食,

183 東信 軽井沢町 軽井沢町大字軽井沢12-2 四季の味蔵旧軽井沢店 0267-41-6677 http://www.ajikura.com 11.土産物店(漬物菓子等),

184 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢東11-17 竹風堂　軽井沢駅前店 0267-46-8844 https://chikufudo.com/ 11.土産物店(栗菓子・弁当販売),

185 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉2148番地 星のや軽井沢 0570-073-066 https://hoshinoya.com/karuizawa/
1.工芸体験(陶芸),3.乗り物レンタル(自転車),5.アウトドア・スポーツ施設(ネイチャーツ

アー、乗馬),
11.土産物店(館内土産物売店),

186 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2758-18 軽井沢ガイドサービス（KGS) 090-6958-3616 http://www7a.biglobe.ne.jp/kgs/ 5.アウトドア・スポーツ施設(英語ガイド付旧軽井沢ウォーキング),

6
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187 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1 フィーヌ軽井沢 0267-41-2118 http://www.fine-karuizawa.com 11.土産物店(地産のジャム・ディップの販売),

188 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町中軽井沢6-14 新宿スカラ座 090-8728-0673 www.shinjuku-scalaza,com 18.喫茶店（カフェ）,21.その他【64年続く珈琲の味と軽食】,

189 東信 軽井沢町 軽井沢町軽井沢674 あづまや 0267-42-1701 15.和食,

190 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉南原646-3 韓国宮廷料理　南大門 0267-48-2311 21.その他【焼肉店舗】,

191 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢東19-48 カフェ　コンヴェルサ 0267-42-1166 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

192 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢　軽井沢PSP　FC-8 L ATELIER de Cafe＆Deli 045-642-7112 18.喫茶店（カフェ）,

193 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町峠町20 みすずや 0267-42-6440 https://www.slow-style.com/gourmet/misuzuya-karuizawa/index.html 15.和食,20.和洋菓子店,

194 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町348-16 ファミールド軽井沢 0267-48-5677 www.familledekaruizawa.com 21.その他【ペルシャ料理など洋食含む】,

195 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢649-1 手工藝　佐や 0267-41-0083 12.伝統工芸品等の販売店(山中塗漆器・絨毯),

196 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢10-15 ビストロポモドーロ 0267-42-7752 bistro-pomodoro.com 16.洋食,

197 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2232　プリムローズスクエア　S103号 みちくさ　蕎麦粉のガレットのお店 090-9699-1537 21.その他【蕎麦粉のガレットの移動販売営業車】,

198 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町中軽井沢17-11 軽井沢オーガニックラボ 050-3138-1711 https://www.karuizawa-lab.co.jp 14.その他(地元発祥化粧品店)

199 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉4404-3 川魚料理ゆうすげ 0267-45-5378 15.和食,

200 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢618 フランスベーカリー 0267-42-2155 http://www.french-bakery.jp/ 20.和洋菓子店,

201 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町中軽井沢4-2 パティスリー・シェ・カジワラ 0267-44-1780 http://www.chez-kajiwara.jp 20.和洋菓子店,

202 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢　軽井沢PSP　CM-B-7 ミカド珈琲　軽井沢ショッピングプラザ店 0267-42-0549 https://mikado-coffee.com 18.喫茶店（カフェ）,

203 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢屋敷東側786-2 ミカド珈琲　軽井沢旧道店 0267-42-2453 https://mikado-coffee.com 18.喫茶店（カフェ）,

204 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2707 ミカド珈琲　軽井沢　ツルヤ店 0267-46-1900 https://mikado-coffee.com 18.喫茶店（カフェ）,

205 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢709 クチュール軽井沢 090-3448-8027 www.couture-gift.com 14.その他(ハント刺しゅう商品の販売)

206 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町東7-7 のみくい処　いなせ 0267-42-6533 http://www.inase.oov.jp/ 19.居酒屋,

207 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢東6-1 日和亭 0267-31-6188 www.yamate-co.com/company_data.html 4.食べ物作成(定食屋さんです。), 15.和食,

208 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町発地1398-58 石臼挽　蕎麦　東間 0267-44-6566 15.和食,

209 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町東7-7 のみくい処いなせ 0267-42-6533 http://www.inase.oov.jp/ 19.居酒屋,

210 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉746-10 十割さらしな蕎麦志な乃 0267-44-1830 http://www.soba-shinano.jp 11.土産物店(店舗内にコーナー有り), 15.和食,

211 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢東10番地2 林百貨店 0267-42-2241 11.土産物店(地酒・地ワイン・地ビール),

212 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町中軽井沢6-6 パティスリーイロドリ 0267-31-0265 http://www.patisserie-irodori.com/ 20.和洋菓子店,

213 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉13-77 株式会社　弥助鮨 0267-42-7959 15.和食(すし),

214 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢　軽井沢ショッピングプラザAJ-16 0267-31-0048 www.tokyo-rf.com 15.和食,

215 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢648 0267-42-3583 11.土産物店(革製品・土産物),

216 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢801 浅間高原農場軽井沢旧道店 0267-42-2255 https://www.asamakougenfarm.com 11.土産物店(名産食品), 21.その他【ブルーベリージュース、スムージーテイクアウト】

217 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢プリンスショッピングプラザ内 KVA AINA 軽井沢店 0267-41-1881 16.洋食,
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218 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1181-4 雲場亭 0267-42-0810 16.洋食,

219 東信 御代田町 北佐久郡御代田町御代田2450 明治屋旅館 0267-32-2028 https://meijiyaryokan.com/ 15.和食,

220 東信 御代田町 北佐久郡御代田町御代田2215番地1 四季の味処　旬香 0267-32-8833 19.居酒屋,21.その他【和洋中食もあります】,

221 東信 御代田町 北佐久郡御代田町御代田2437-3 ハピネス1階 ジンギスカン・焼鳥だいせん 0267-32-3400 19.居酒屋,

222 東信 御代田町 北佐久郡御代田町大字馬瀬口1591 西軽井沢ゴルフ練習場 0267-32-3272 http://www.nishikarruizawa-golf.jp/ 6.レジャー施設(ゴルフ場), 18.喫茶店（カフェ・スリール）,

223 東信 御代田町 北佐久郡御代田町大字馬瀬口2085 寿司処　ひょうたん 0267-32-2391 https://hyoutan-miyota.com 15.和食,

224 東信 御代田町 北佐久郡御代田町字鉢久保2338-2 Dining Restaurant THOMAS 0267-32-7805 16.洋食,

225 東信 御代田町 北佐久郡御代田町大字馬瀬口1917番地イの2 ヤカクラ 0267-32-4261 16.洋食,

226 東信 御代田町 北佐久郡御代田町馬瀬口1808-18 鮮 0267-31-2080 15.和食,

227 東信 御代田町 北佐久郡御代田町大字御代田2384-6 そば処石尊 0267-32-8908 15.和食,21.その他【日本そば】,

228 東信 御代田町 北佐久郡御代田町御代田3998-11 浅間　翁 0267-41-0558 15.和食,

229 東信 御代田町 北佐久郡御代田町御代田2568-10 蕎蔵兎月（そばくら　とげつ） 0267-31-0797 15.和食,19.居酒屋,

230 東信 御代田町 北佐久郡御代田町大字御代田2437－3 ジンギスカン・焼鳥だいせん 0267-32-3400 19.居酒屋,

231 東信 御代田町 北佐久郡御代田町大字馬瀬口2085 寿司処ひょうたん 0267-31-2388 https://hyoutan-miyota.com 15.和食,

232 東信 御代田町 北佐久郡御代田町大字御代田2437-3 辨慶 0267-31-2437 15.和食,17.中華,

233 東信 佐久市 佐久市下平尾2682 平尾温泉みはらしの湯 0267-68-0261 http://www.hiraoonsen.jp 5.アウトドア・スポーツ施設(トレーニングジム),9.日帰り温泉施設(日帰り温泉), 15.和食,

234 東信 佐久市 佐久市佐久平駅南11-10　イオンモール佐久平店内 和泉屋菓子店　イオン佐久平店 0267-66-3027 http://www.izumiya-saku.co.jp/ 11.土産物店(和菓子・各種銘菓),

235 東信 佐久市 佐久市中込3020-1 和泉屋菓子店　ツルヤ佐久中央店 0267-54-7118 http://www.izumiya-saku.co.jp/ 11.土産物店(和洋菓子・各種銘菓),

236 東信 佐久市 佐久市野沢129-1 和泉屋菓子店　ツルヤ野沢店 0267-64-1180 http://www.izumiya-saku.co.jp/ 11.土産物店(和洋菓子・各種銘菓),

237 東信 佐久市 佐久市岩村田749 和泉屋菓子店　本店 0267-68-5000 http://www.izumiya-saku.co.jp/ 11.土産物店(和洋菓子・各種銘菓),

238 東信 佐久市 佐久市佐久平駅東2-6 佐久平プラザ21 0267-65-8811 http://sakudaira.ikenotaira-resort.co.jo/ 9.日帰り温泉施設,10.その他(エステ,ゲーム) 15.和食,16.洋食,17.中華,18.喫茶店（カフェ）,19.居酒屋,

239 東信 佐久市 佐久市春日2258-1 かすがの森 0267-52-2111 www.kasuganomori.com 9.日帰り温泉施設(旅館),

240 東信 佐久市 佐久市協和3597番地27 望月東急ゴルフクラブ 0267-53-6109 http://www.tokyu-golf-resort.com/mochizuki/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ゴルフ場),

241 東信 佐久市 佐久市原481番地 花月 0267-62-0153 39koi.com 15.佐久鯉料理専門店料理店

242 東信 佐久市 佐久市原457番地 魚甲商店 0267-62-0304 uoko-nagano.com 11.土産物店(鯉、川魚加工品),

243 東信 佐久市 佐久市中込2471-1 トラットリアSIN 0267-63-1110 http://www.hotpepper.jp/strJ000364019/ 16.洋食,

244 東信 佐久市 佐久市小田井913-1 USHIBEYA 0267-77-7059 19.居酒屋,21.その他【信州そば・定食屋】,

245 東信 佐久市 佐久市中込2991-1 麺匠佐蔵　佐久店 0267-63-7274 21.その他【ラーメン】,

246 東信 佐久市 佐久市布施1228 布施温泉 0267-53-0181 https://www.shinkou.or.jp/fuse/ https：//www.shinkai.or.jp 9.日帰り温泉施設(温泉), 11.土産物店, 21.その他【一般食堂】,

247 東信 佐久市 佐久市佐久平駅東1-1 プラザ佐久 0267-68-7433 ①http://www.shinkou-saku.or.j/plazasaku/ ②http：//www.shikou.or.jp 11.土産物店,

248 東信 佐久市 佐久市春日5921 国民宿舎もちづき荘 0267-52-2515 ①https://www.shinkou-saku.or.jp/mochizuki/ ②https：//www.shinkou-sakukou-saku.or.jp 11.土産物店(売店),
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249 東信 佐久市 佐久市春日5924-4 春日温泉ゆざわ荘 0267-52-0022 ①https://www.shinkou-saku.or.jp/yuzawa/ ②https：//www.shinkou-sakukou-saku.or.jp 11.土産物店(売店),

250 東信 佐久市 佐久市内山352-1 山荘あらふね 0267-65-2021 ①http://www.shinkou-saku.or.jp/arafune/ ②http：//www.shinkou-sakukou-saku.or.jp 11.土産物店(売店),

251 東信 佐久市 佐久市甲1071-1 あさしな温泉穂の香乃湯 0267-58-0033 ①　https://www.shinkou-saku.or.jp/honoka/ ②　https：//www.shinkou.or.jp 9.日帰り温泉施設(温泉), 11.土産物店(地元特産品販売コーナー),

252 東信 佐久市 佐久市佐久平駅南10-2永存第一ビル2F croissance（クロワサンス） 0267-88-5085 16.洋食,21.その他【フランス料理】,

253 東信 佐久市 佐久市臼田2179-5 お料理れもん 0267-82-2325 15.和食,

254 東信 佐久市 佐久市臼田258 手打処　ともせん　臼田中央店 0267-82-0281 4.食べ物作成(手打そば・うどん体験), 15.和食,

255 東信 佐久市 佐久市中込1914番地2 株式会社土屋酒造店小売部 0267-62-0113 11.土産物店(日本酒,食品),

256 東信 佐久市 佐久市協和3491 サニーカントリークラブ 0267-54-2001 https://sunny-cc.co.jp 6.レジャー施設(ゴルフ場), 21.その他【ゴルフ場内レストラン】,

257 東信 佐久市 佐久市中込1914番地2 株式会社土屋酒造店小売部 0267-62-0113 http://www.kamenoumi.sakura.ne.jp/ 11.土産物店(日本酒、食品),

258 東信 佐久市 佐久市佐久平駅東1-1 コスモスカフェ佐久平駅店 0267-78-5853 https://www.instagram/cosmos_cafe_/ 18.喫茶店（カフェ）,

259 東信 佐久市 佐久市伴野7-1 道の駅　ヘルシーテラス佐久南 0267-78-3383 http://www.healthyterrace-saku.jp/ 13.道の駅(直売所・物産品販売), 21.その他【道の駅内飲食スペース,麺類,定食,ソフトクリーム等提供】

260 東信 佐久市 佐久市臼田623-2 KURABITO　STAY 0267-74-0588 https://kurabitostaay.com 4.食べ物作成(日本酒仕込み体験),

261 東信 佐久市 佐久市臼田653-2 アンテナショップ酒楽 0267-82-2006 https://kitsukura.co.jp 10.その他(蔵/資料見学・試飲) 14.その他(蔵元アンテナショップ)

262 東信 佐久市 佐久市瀬戸1624-3 相撲料理大鷲 0267-63-0118 15.和食,

263 東信 佐久市 佐久市臼田67-17 るろう酒場灯雲 0267-82-6788 19.居酒屋,

264 東信 佐久市 佐久市甲2177-1 道の駅ほっとぱーく浅科 0267-58-0581 http://hotpark-asashina.com/ 13.道の駅(豆腐や野菜など), 15.和食,16.洋食,

265 東信 佐久市 佐久市春日5928-21 ボスケソ・ウマバル 050-1170-2575 11.土産物店(チーズ販売), 16.洋食,

266 東信 佐久穂町 南佐久郡佐久穂町八郡2049-183 ロッヂ八ヶ嶺 0267-88-2567 http://yatsugane.com 15.和食,

267 東信 佐久穂町 南佐久郡佐久穂町穂積1400 黒澤酒造　酒蔵SHOP＆ギャラリーくろさわ　喫茶くろさわ 0267-88-2002 www.kurosawa.biz
11.土産物店(清酒等自社製品の販売/その他食品・工芸品の販売/酒の

資料館付属の施設),
18.喫茶店（カフェ/酒の資料館付属の施設）,

268 東信 小海町 南佐久郡小海町2088 レストハウスふるさと 0267-93-2004 http://www.koumi-furusato.com/ 11.土産物店(お菓子),

269 東信 小海町 南佐久郡小海町豊里5918-2 小海町高原美術館 0267-93-2133 http://www.koumi-town.jp/museum/ 8.博物館等(美術館),

270 東信 小海町 南佐久郡小海町豊里5918-2 花更妙 0267-93-2151 18.喫茶店（カフェ）,

271 東信 小海町 南佐久郡小海町豊里4945-1 1・2・3アウトドア 080-4793-1230 https://123outdoors.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設,

272 東信 小海町 南佐久郡小海町豊里5907 小海リエックス・ホテル 0267-93-2211 https://www.reex.co.jp/KOUMI/HOTEL 5.アウトドア・スポーツ施設(テニスコート), 11.土産物店(ホテル売店), 15.和食,16.洋食,

273 東信 小諸市 小諸市高峰高原　高峰高原ビジターセンター内 浅間山麓国際自然学校 0267-23-3124 https://asama2000.com/green/ 5.アウトドア・スポーツ施設(トレッキング・ハイキング),

274 東信 小諸市 小諸市甲又4766 天狗温泉浅間山荘 0267-22-0959 http://www.tenguspa.com 5.アウトドア・スポーツ施設(乗馬体験),9.日帰り温泉施設(立ち寄り入浴),

275 東信 小諸市 小諸市東小諸1581-3 大西製粉 0267-22-0585 https://www.konaya.jp/ 11.土産物店(信州そば麺、そば粉、そば茶),

276 東信 小諸市 小諸市御影新田2590-1 和泉屋菓子店　ツルヤみかげ店 0267-31-5300 http://www.izumiya-saku.co.jp/ 11.土産物店(和菓子・各種銘菓),

277 東信 小諸市 小諸市菱平762-2 露天風呂雲の助 0267-22-0516 http://www.tokiwakan.com/furo/ 9.日帰り温泉施設(雲の助),

278 東信 小諸市 小諸市菱平762-2 きのこの森ふわり家 0267-22-6665 http://www.tokiwakan.com/fuwariya/ 15.和食,

279 東信 小諸市 小諸市本町3-2-19 旅籠つるやホテル 0267-22-0041 http://www.tsuruya-hotel.com/ 15.和食,
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280 東信 小諸市 小諸市滝原1101 アサマリゾート小諸高原ゴルフクラブ 0267-23-9583 http://komoro-kogen.com/ 6.レジャー施設(ゴルフ場),

281 東信 小諸市 小諸市相生町1-1-9　 停車場ガーデン 0267-24-2525 www.t-garden.org 6.レジャー施設(庭園), 11.土産物店(地域生産者による苗,菓子,クラフト品), 18.喫茶店（カフェ）,

282 東信 小諸市 小諸市市町一丁目2-24 粂屋 0267-27-1482 http://www.kumeya.com/ 18.喫茶店（カフェ）,

283 東信 小諸市 小諸市大字菱平1972-1 山岳マルシェ 090-2454-5680 https://sangakumarche.jp 11.土産物店(信州の食べ物、山雑貨),

284 東信 小諸市 小諸市大久保620-3 布引温泉こもろ 0267-22-2288 http://nunohikionsen.info/ 9.日帰り温泉施設, 11.土産物店,

285 東信 小諸市 小諸市甲4385 松井農園 0267-22-0881 http://www.matsui-farm.co.jp/ 7.果物狩り・観光農園(つり堀、りんご、ブルーベリー狩り), 11.土産物店(ジュース、ジャム等), 21.その他【BBQ、ソフトクリーム】,

286 東信 小諸市 小諸市本町2丁目1-3 そば蔵　丁子庵 0267-23-0820 http://choujiya.jp 21.その他【信州そば店】,

287 東信 小諸市 小諸市乙1210-8 はりこし亭 0267-26-6311 https://www.nakadanasou.com/ 15.和食,

288 東信 小諸市 小諸市大字菱平535－1 あさまの森オートキャンプ場 0267-25-2977 http://www.asamanomori.com/ 10.その他(キャンプ場)

289 東信 小諸市 小諸市大字平原624-5 芳光本店 0267-23-9068 https://farmers-gift.com 11.土産物店(食品等),

290 東信 小諸市 小諸市相生町2-2-1 HARADA 0267-22-0253 https://hrd1898.jp 16.洋食,

291 東信 小諸市 小諸市大字山浦939-5 TEPPAN kitchen　PORKY 0267-23-0639 www.porky.jp/index.html 21.その他【鉄板焼】,

292 東信 小諸市 小諸市松井甲4450 浅間高原農場小諸ファーム 0267-22-1646 https://www.asamakougenfarm.com 7.果物狩り・観光農園(ブルーベリー狩り),

293 東信 小諸市 小諸市市町1-2-4 アンワイナリー＆ステイ 0267-22-1518 http://plusforest.com 11.土産物店(ワイン・シードル), 21.その他【バル　グラスワインの提供】,

294 東信 小諸市 小諸市大手2-1-24 大塚酒造株式会社 0267-22-0002 http://www.asamadake.co.jp/ 11.土産物店(清酒、焼酎、リキュール、甘酒),

295 東信 上田市 上田市武石上本入2085-70 美ヶ原高原美術館 0268-86-2331 https://www.utsukushi-oam.jp 8.博物館等(美術館),

296 東信 上田市 上田市別所温泉1850-20 酒　栄屋　別所店 090-4011-3932 (0268-55-8618) 11.土産物店(酒類販売),

297 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1380-1 酒　栄屋 0268-44-2314 11.土産物店(酒類販売),

298 東信 上田市 上田市別所温泉1627 旅館中松屋　売店 0268-38-3123 https://www.nakamatuya.com/ 11.土産物店(旅館内売店),

299 東信 上田市 上田市武石沖565-2 ツーリスト美乃和 0268-85-2539 https://www.yadominowa.com/ 10.その他(釣り堀,BBQ)

300 東信 上田市 上田市富士山2464-226 リフレッシュパークあおき 0268-39-8522 http://www.jforest.jp/
5.アウトドア・スポーツ施設(釣り堀,アスレチック),6.レジャー施設(マレットゴルフ,パターゴル

フ),
15.和食,

301 東信 上田市 上田市別所温泉212 別所ブランチ ～ Bessho Branch ～ 0268-38-2800 http://www.nanjyoryokan.com 10.その他(コワーキングスペース)

302 東信 上田市 上田市別所温泉212 南條旅館　売店 0268-38-2800 http://www.nanjyoryokan.com
11.土産物店(みすず飴など地元の商品),12.伝統工芸品等の販売店(上

田紬を使った商品など),

303 東信 上田市 上田市別所温泉169番地 花屋ホテル 0268-38-3131 https://www.hanaya.ne.jp 11.土産物店(みすゞ飴、ジャム等),12.伝統工芸品等の販売店(上田紬),

304 東信 上田市 上田市別所温泉1660－4 カラオケスナック　スケッチブック２ 080-5407-7038 https://sketchbook.nagano.jp/ 18.喫茶店（カフェ）,

305 東信 上田市 上田市武石上本入美ヶ原2085 道の駅　美ヶ原高原 0268-86-2331 m-utsukushigahara.jp/ 13.道の駅(物産品・菓子・オリジナルグッズ等),

306 東信 上田市 上田市中央東2-10 COCO壱番屋　上田中央東店 0268-29-6700 16.洋食,

307 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1332-4 さいとう菓子工房 0268-75-2241 https://www.saito-sweets.com 20.和洋菓子店,

308 東信 上田市 上田市天神1-1887-3　JR上田駅構内 上田特産品店　科の木 026-228-5545 11.土産物店(観光菓子等),

309 東信 上田市 上田市天神三丁目5番1号　アリオモール　区画1-29-1 サンクゼール・久世福商店・久世福茶寮アリオ上田店 0268-71-5139 http://www.stcousair.co.jp/ 11.土産物店(調味料、和食材等),

310 東信 上田市 上田市別所温泉1699-1 ハレterrace本店 0268-38-2047 18.喫茶店（カフェ）,
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311 東信 上田市 上田市別所温泉1660 柏原商店 0268-38-3166 11.土産物店(菓子・漬物類、おもちゃ・陶器など),

312 東信 上田市 上田市菅平高原1278番地 菅平高原ホテル柄澤 0268-74-2555 http://www.hotel-karasawa.co.jp 5.アウトドア・スポーツ施設(テニスコート),6.レジャー施設,

313 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1322 清涼堂 0268-44-2447 11.土産物店(観光土産品), 20.和洋菓子店,

314 東信 上田市 上田市別所温泉1660 カラオケスナックスケッチブック 090-8740-6540 21.その他【カラオケスナック】,

315 東信 上田市 上田市菅平高原1223-5751 やまぼうし自然学校 0268-74-2735 https://www.yamaboushi.org/ 5.アウトドア・スポーツ施設(自然体験・環境教育),

316 東信 上田市 上田市前山710-2 きのこむら深山 0268-38-7333 http://www.e-shinzan.com/ 11.土産物店(きのこ・県内土産品), 15.和食,

317 東信 上田市 上田市別所温泉227番地 玉屋旅館　土産処七久里 0268-38-3015 http://tamaya-ryokan.jp 11.土産物店(玉屋旅館内の土産店。　地元土産店、特産物の販売),

318 東信 上田市 上田市別所温泉1661 ギャラリー作る屋 0268-39-2968 作る屋
12.伝統工芸品等の販売店(工芸作家作品（焼き物,木彫品,染物,革工

芸他）),

319 東信 上田市 上田市菅平高原1238 無国籍居酒屋ワルンジュン 0268-74-0035 19.居酒屋,

320 東信 上田市 上田市別所温泉1849-3 七久里煮みづほ 0268-38-2071 11.土産物店(七久里煮製造販売),

321 東信 上田市 上田市菅平高原1223-2108 ホテル白樺荘 0268-74-2511 http://www.shirakaba.com 21.その他【一般食堂】,

322 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1428-2 おきな商店 0268-44-2503 https://okina-kakeyu.com 11.土産物店(まんじゅう製造販売), 18.喫茶店（カフェ）,

323 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1428-2 おきな商店 0268-44-2503 http://okina-kakeyu.com 11.土産物店(まんじゅう製造販売), 18.喫茶店（カフェ）,

324 東信 上田市 上田市長瀬146-2 シャトー・メルシャン　椀子ワイナリー 0268-75-8790 www.chateaumercian.com 10.その他(ワイナリー（ワイナリーツアーの販売）) 21.その他【ワイナリー（グラスワイン販売、おつまみとお弁当の販売あり）】,

325 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1369-1 文殊の湯 0268-44-2331 http://www.kakeyu.or.jp 9.日帰り温泉施設(文殊の湯),

326 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1434-2 里山セラピー公園 0268-44-2331 http://www.kakeyu.or.jp 10.その他(マレットゴルフ場)

327 東信 上田市 上田市別所温泉1659-2 土産品　諏訪商店 0268-38-2111 11.土産物店,

328 東信 上田市 上田市別所温泉1853-3 別所温泉旅館組合 0268-38-2020 www.bessho-onsen.com 10.その他(ノルディックウォーク、ヨガ、ガイド)

329 東信 上田市 上田市別所温泉68番地4 フレッシュ池田 0268-38-3140 http://www.fresh-ikeda.com/ 11.土産物店(おはぎ、酒),14.その他(野菜、ジャム、総菜) 21.その他【イタリアン（ピッツァ、パスタ）テイクアウト可】,

330 東信 上田市 上田市下塩尻36番地 信州清酒「福無量」直売店「郷の蔵」 0268-21-9232 https://kutsukake-sake.com/ 11.土産物店(日本酒),

331 東信 上田市 上田市天神3-15-15サントミューゼ内 発芽珈琲ロジェカフェ　サントミューゼ内 080-5525-4724 roger-nagano.com 18.喫茶店（カフェ）,

332 東信 上田市 上田市菅平高原1223 八幡屋 0268-74-2215 https://www.yawataya.net/ 21.その他【一般食堂】,

333 東信 上田市 上田市大手2-8-4 上田観光会館売店 0268-25-4403 http://www.ueda-cb.gr.jp/ 11.土産物店(菓子・歴史グッズ・酒類他),

334 東信 上田市 上田市真田町長6090-1 ゆきむら夢工房売店 0268-72-2204 http://www.ueda-cb.gr.jp/ 11.土産物店(菓子・歴史グッズ・酒類他),

335 東信 上田市 上田市天神1-6-1若菜館ビル1階 竹風堂上田店 0268-75-7031 https://chikufudo.com/ 11.土産物店(栗菓子・弁当販売),

336 東信 上田市 上田市別所温泉181-2 鎌原まんぢゅう 090-7836-5134 https://rokumon.amebaownd.com 11.土産物店(厄除まんぢゅう), 20.和洋菓子店,

337 東信 上田市 上田市中央一丁目1-21 みすゞ飴本舗　飯島商店　上田本店 0268-23-2150 https://www.misuzuame.com 14.その他【ゼリー菓子やジャムなどの販売】

338 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1374番地 つるや旅館 0268-44-2121 http://www.tsuruya-ryokan.co.jp 9.日帰り温泉施設(立ち寄り入浴), 15.和食,

339 東信 上田市 上田市別所温泉149 米屋商店 0268-38-2003 https://r.goope.jp/komeyasake/ 14.その他(地酒、ワイン等の小売店)

340 東信 上田市 上田市別所温泉58 相染閣あいそめの湯 0268-38-2100 http://www.bessho-spa.jp/aisome/index.html 9.日帰り温泉施設(内湯・露店・岩盤浴), 11.土産物店(施設内土産物店), 21.その他【施設内食堂】,

341 東信 上田市 上田市小泉2575-2 上田　道と川の駅おとぎの里 お食事処　岩鼻 0268-75-0587 https://www.otoginosato.jp/ 13.道の駅(土産品・６次産品・農産物), 21.その他【道の駅食堂地産地消、ジビエ「馬鹿バーガー」、テイクアウト可】,
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342 東信 上田市 上田市野倉524-1 茶房パニ 0268-38-3830 http://pani.jp 18.喫茶店（カフェ）,

343 東信 上田市 上田市中央2丁目11番20号 犀の角 0268-71-5221 http://sainotsuno.org/ 18.喫茶店（カフェ）,

344 東信 上田市 上田市菅平高原1225番地1号 みやげセンターしゃくなげ 0268-74-2318 11.土産物店(オリジナルグッズ・地元の銘菓など),

345 東信 上田市 上田市天神3-5-1アリオ上田2F 小木曽製粉所　アリオ上田店 0268-71-7678 https://www.ogiso-seifunjo.com/ 15.和食,

346 東信 青木村 長野県小県群青木村田沢293-5 パラグライダーパーク青木 0268-49-3887 https://www.paragliderpark.jp/ 5.アウトドア・スポーツ施設(パラグライダー),

347 東信 青木村 小県群青木村田沢1875-6 信州昆虫資料館 0268-49-0111 8.博物館等(入館料・体験料、グッズ),

348 東信 青木村 小県郡青木村大字村松26-1 道の駅あおき 0268-49-0333 http://michinoeki-aoki.eek.jp/ 13.道の駅(野菜、加工品、酒類、お菓子等), 15.和食,

349 東信 青木村 小県郡青木村夫神277 義民そば 0268-49-2145 21.その他【そば屋】,

350 東信 青木村 小県群青木村田沢293-5 パラグライダーパーク青木 0268-49-3887,090-3082-6662 https://www.paragliderpark.jp/ 5.アウトドア・スポーツ施設(パラグライダー),

351 東信 青木村 小県郡青木村天神162 和院 0268-49-2717 19.居酒屋,

352 東信 青木村 小県郡青木村3321 そば処　ますだ屋 0268-49-2477 21.その他【蕎麦屋】,

353 東信 青木村 小県郡青木村天神277 義民そば 0268-49-2145 21.その他【そば屋】,

354 東信 青木村 小県郡青木村大字村松26-1 道の駅あおき　農産物直売所・味処こまゆみ 0268-49-0333 http://michinoeki-aoki.eek.jp/ 13.道の駅(野菜,加工品,酒類,お菓子等), 15.和食,

355 東信 青木村 小県青木村大字村松154-2 俵屋 0268-49-2732 15.和食,

356 東信 青木村 小県郡青木村沓掛427 味処千楽 0268-49-2815 https://www.kanouya-inn.com/senraku 15.和食,

357 東信 青木村 小県郡青木村大字村松26－1 道の駅あおき 0268-49-0333 http://michinoeki-aoki.jp/ 13.道の駅(野菜，加工品，酒類，お菓子類), 15.和食,

358 東信 青木村 小県郡青木村村松208-1 炭火焼き鳥　駒 0268-75-8534 19.居酒屋,

359 東信 青木村 小県郡青木村田沢128-8 居酒屋　くつかけ 0268-49-2239 19.居酒屋,

360 東信 青木村 小県郡青木村沓掛1274-6 Cafe&Pattiserie Vient(ヴィエント) 0268-49-2288 18.喫茶店（カフェ）,

361 東信 青木村 小県郡青木村村松56-1 萬屋八丁 0268-75-8078 19.居酒屋,

362 東信 青木村 小県郡青木村当郷2501-1 青木村郷土美術館 0268-49-3838 8.博物館等(美術館), 18.喫茶店（カフェ）,

363 東信 青木村 青木村当郷233 山本のおやき 0268-37-3636 14.その他(おやき製造) 20.和洋菓子店

364 東信 青木村 小県郡青木村奈良本761-8 おやこカフェ青木村 0268-71-5357 15.和食(そば),18.喫茶店（カフェ）,

365 東信 青木村 小県郡青木村田沢3270-3 五島慶太未来創造館 0268-49-0303 8.博物館等(入館料,体験料), 11.土産物店(ミュージアムグッズ),

366 東信 川上村 南佐久郡川上村樋沢1417 五光牧場 090-3817-6110 http://goko-autocamp.p2.weblife.me/ 5.アウトドア・スポーツ施設(キャンプ場),

367 東信 長和町 小県郡長和町大門3539－2 長門牧場 0267－51－2033 www.nagatofarm.com 11.土産物店 16.洋食

368 東信 長和町 小県郡長和町大門3582 鷹山ファミリー牧場 0268-69-0550 www.famiboku.jp 6.レジャー施設(観光牧場), 11.土産物店(観光牧場売店), 21.その他【バーベキュー、軽食】,

369 東信 長和町 小県郡長和町大門3518 石臼挽手打ちそば利休庵 0268-69-2337 http://rikyuan.net 15.和食,

370 東信 長和町 小県郡長和町大門姫木平3518-18 つりぼり＆BBQガーデン清流 0268-69-2120 http://www.seiryu.biz 6.レジャー施設（つりぼり） 21.その他【魚塩焼き・ファストフード】,

371 東信 長和町 小県郡長和町古町2424-17 かりん亭佐久店 0268-68-0188 http://karin-g.com/ 15.和食,

372 東信 長和町 小県郡長和町古町2424-17 かりん亭長野南店 0268-68-0188 http://karin-g.com/ 15.和食,
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373 東信 長和町 小県郡長和町古町2424-17 信州かりん茶屋 0268-68-0188 http://karin-g.com/ 21.その他【店頭販売】,

374 東信 長和町 小県郡長和町古町2424-17 かつや長野佐久店 0268-68-0188 http://karin-g.com/ 15.和食,

375 東信 長和町 小県郡長和町古町2424-17 かりん亭須坂店 0268-68-0188 http://karin-g.com/ 15.和食,

376 東信 長和町 小県郡長和町古町2424-17 かりん亭長和本店 0268-68-0188 http://karin-g.com/ 15.和食,

377 東信 長和町 小県郡長和町和田2884-1 和田宿ステーション 0268-88-0008 https://twitter.com/wadajukustation 11.土産物店(特産物直売所),

378 東信 東御市 東御市加沢682-2 イタリア料理ノンナジーニャ 0268-62-6780 www.facebook.com/nonnaginia 21.その他【イタリア料理】,

379 東信 東御市 東御市和6667 アルカンヴィーニュ（ワイナリー） 0268-71-7082 https://jw-arc.co.jp/ 10.その他(案内付き工場見学) 14.その他(県産ワイン販売) 18.喫茶店（カフェ）,21.その他【ワイン有料試飲】,

380 東信 東御市 東御市和6027 ヴィラデスト ガーデンファーム アンド ワイナリー 0268-63-7373 www.villadest.com 16.洋食,

381 東信 東御市 東御市和3875 湯楽里館 0268-63-4126 tomi-kosya.com/yurari/ 9.日帰り温泉施設(入浴・物産販売・ワイン＆ビアミュージアム),

382 東信 東御市 東御市布下35-4 御牧乃湯・食事処御牧苑 0268-67-3467 http://www.tomi-kosya.com 9.日帰り温泉施設(入浴、物産売店), 15.和食,

383 東信 東御市 東御市田中278-18 ゆぅふるtanaka 0268-63-3715 www.tomi-kosya.com/tanaka/ 9.日帰り温泉施設(日帰り温泉、食堂、物販),

384 東信 東御市 東御市和6733-1 大田区休養村とうぶ 0268-63-0261 https://recreationvillage-tobu.com/ 11.土産物店(当宿舎内売店),

385 東信 東御市 東御市県281-2 アートヴィレッジ明神館 0268-67-0001 https://myojinkan.com 9.日帰り温泉施設, 11.土産物店, 15.和食,

386 東信 東御市 東御市新張682-2 アトリエ・ド・フロマージュ　リストランテ　フォルマッジオ 0268-63-0121 www.a-fromage.co.jp 16.洋食,

387 東信 東御市 東御市新張504-6 アトリエ・ド・フロマージュ本店売店・カフェ 0268-64-2767 www.a-fromage.co.jp 11.土産物店(乳製品の販売), 18.喫茶店（カフェ）,

388 東信 東御市 東御市新張湯の丸1270 湯の丸高原ホテル　信州そば処　ふるさとの草笛 0268-62-0376 www.yunomaru.jp 5.アウトドア・スポーツ施設(マレットゴルフ、キャンプ場),9.日帰り温泉施設(湯の丸温泉), 11.土産物店(ホテル内売店), 15.和食,16.洋食,

389 東信 東御市 東御市祢津413 はすみふぁーむ&ワイナリー　shop&cafe@上田柳町店 0268-64-5550 http://hasumifarm.com 18.喫茶店（カフェ）,

390 東信 東御市 東御市祢津413 はすみふぁーむ&ワイナリー 0268-64-5550 http://hasumifarm.com 14.その他(ワイナリー直営ショップ)

391 東信 東御市 東御市滋野乙4524番地1 雷電くるみの里 0268-63-0963 11.土産物店(特産品,土産品),13.道の駅(農産物直売), 15.和食,

392 東信 東御市 東御市祢津2075-5 ホテル紅や 0266-53-2323 http://hotel-beniya.co.jp/ 11.土産物店(売店), 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

393 東信 南相木村 南佐久郡南相木村4392-1 pachamama 0267-78-1018 https://www.pachamama.minamiaiki.com/　　http://facebook.com/pachamama.minamiaiki./ 18.喫茶店（カフェ）,21.その他【地物の食材を利用した料理】,

394 東信 南相木村 南佐久郡南相木村5633-1 南相木温泉　滝見の湯 0267-91-7700 https://www.takiminoyu.com/ 9.日帰り温泉施設(温泉・食事処・土産物販売),

395 東信 南牧村 南佐久郡南牧村野辺山23-1 滝沢牧場 0267-98-2222 http://www.takizawa-bokujo.jp
7.果物狩り・観光農園(乗馬、野菜狩り),10.その他【ふれあい体験、乳しぼり、アイス作り、

バター作りほか】
16．洋食,18.喫茶店（カフェ）

396 東信 南牧村 南佐久郡南牧村海ノ口2244-1 八ヶ岳高原ロッジ 0267-98-2131 https://www.yatsugatake.co.jp/ 11.土産物店(菓子他), 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

397 東信 南牧村 南佐久郡南牧村大字野辺山214番地32 レストラン最高地点 0267-98-3210 15.和食,21.その他【手打ちそば・手作りケーキ・ソフトクリーム】,

398 東信 南牧村 南佐久郡南牧村野辺山693-160 ホワイトラビット 0267-98-3114 11.土産物店(観光土産品),

399 東信 南牧村 南佐久郡南牧村野辺山126－13 はるき屋 0267-98-4575 17中華

400 東信 南牧村 南佐久郡南牧村板橋949－250 陶工房たわん 0267-98-2882 http://www.t-tawan.com 1.工芸体験(陶芸),

401 東信 南牧村 南佐久郡南牧村大字野辺山217-1 清里アーリーバードゴルフクラブ 0267-98-5115 http://www.earlybird-gc.jp 6.レジャー施設(ゴルフ場),

402 東信 南牧村 南佐久郡南牧村海ノ口2057 レストラン141 0267-98-2813 nakajima-141@ybb.ne.jp 21.その他【野菜と焼肉と洋食】,

403 東信 南牧村 南佐久郡南牧村野辺山183-5 古民家　ごはんとおやつ　ふるさと 0267-98-3118 15.和食,

13



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

404 東信 南牧村 佐久郡南牧村野辺山100-4 南牧村農畜産物直売所 0267-98-2028 https://www.yatsuren.jp 14.その他(農畜産物直売所)

405 東信 南牧村 南佐久郡南牧村野辺山412-1 南牧村農村文化情報交流館（べジタボール・ウィズ） 0267-91-1771 http://star-nobeyama.com 6.レジャー施設(プラネタリウム), 11.土産物店(食品，キーホルダーなど), 21.その他【そば、カレーなどの軽食と喫茶（ジュース、ソフトクリームなど）】,

406 東信 南牧村 南佐久郡南牧村海ノ口1086-2 レストラン　ストローハット 0267-96-2445 http://www.strawhat-1982.com 21.その他【ファミリーレストラン】,

407 東信 北相木村 南佐久郡北相木村5616-6 長者の森 0267-77-2726 https://kitaaiki.com/ 6.レジャー施設(キャンプ場),

408 東信 立科町 長野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野1522 蓼科テディベア美術館 0267-55-7755 www.1027.jp/ 8.博物館等(テディベア美術館), 11.土産物店(テディベアショップ),

409 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野女神湖975 ホテルアンビエント蓼科 0267-55-7711 https://tateshina.izumigo.co.jp/hotel/ 11.土産物店(プラザショップ),14.その他(コンビニエンス　ハーティーズ) 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

410 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野750　白樺高原蓼科牧場 池の平白樺高原ホテル 0267-55-6244 https://kogen.ikenotaira-resort.co.jp/ 3.乗り物レンタル,9.日帰り温泉施設,10.その他(星空ツアー), 11.土産物店, 21.その他【バーベキュー・和洋レストラン】,

411 東信 立科町 北佐久郡立科町茂田井2480 蓼科農ん喜村 0267-51-4100 http://www.nonki-mura.com 13.道の駅, 15.和食,

412 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1596 池の平ホテル 0266-68-2100 www.ikenotaira-resort.co.jp 5.アウトドア・スポーツ施設(ボーリング、卓球),9.日帰り温泉施設(池の平温泉), 11.土産物店(PB、地元食品), 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

413 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1596 池の平ファミリーランド 0266-68-2100 http://familyland.ikenotaira-resort.co.jp 6.レジャー施設(遊園地), 11.土産物店(売店),

414 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1594-1 黄金アカシアの丘展望リフト 0266-68-2100 http://familyland.ikenotaira-resort.co.jp 6.レジャー施設(夏山リフト),

415 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1526-1 世界の影絵切り絵ガラスオルゴール美術館 0266-68-2100 http://familyland.ikenotaira-resort.co.jp 1.工芸体験(影絵製作体験他),8.博物館等(美術館), 11.土産物店(ガラス製品他),

416 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1515 白樺リゾートオートキャンプ場 0266-68-2100 http://familyland.ikenotaira-resort.co.jp 5.アウトドア・スポーツ施設(キャンプ場),

417 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1042 食事処　山木錦 0267-55-6508 https://yamayou.info 15.和食,

418 東信 立科町 北佐久郡立科町大字山部363-2 立科温泉　権現の湯 0267-56-0606 http://www.town.tateshina.nagano.jp/ 9.日帰り温泉施設(入館料、館内販売),

419 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1388 ペンション　おやまのえんどう 0267-55-6722 https://www.oyamanoendo.jp 11.土産物店(ペンションで提供するジャム、ワインの販売), 18.喫茶店（カフェ）,

420 東信 立科町 北佐久郡立科町茂田井2500-1 蓼科牛いっとう 0267-56-3317 11.土産物店(牛肉加工品、ソーセージなど), 21.その他【焼肉】,

421 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1575　池の平レイクサイドプラザ３F やまぼうし 0266-68-2105 https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/plaza/index.html 15.和食,16.洋食,

422 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1575　池の平レイクサイドプラザ２F 彩り館 0266-68-2105 https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/plaza/index.html 11.土産物店(菓子・食品),

423 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1575　1階 池の平ホテル＆リゾーツ 0266-68-2100 https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ヨガ、トレッキング、体力測定、スポーツジム),

424 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1026 レンタサイクル　MEGAチャリ 090-8728-9345 mt-cb.jp 3.乗り物レンタル(スポーツ自転車),

425 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野410-1 ホテル　コロシアム・イン・蓼科　メインダイニングパノラマ 0267-55-6341 http://colosseum.jp 14.その他(ホテル内売店) 16.洋食,

426 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野410－21 ゲストハウス　森の木びと 0267-55-7750 www.megamiko.info 5.アウトドア・スポーツ施設(森の案内、ポールウォーキング、カヤック体験), 18.喫茶店（カフェ）,

427 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1596 池の平ホテル＆リゾーツ 0266-68-2100 www.ikenotaira-resort.co.jp
5.アウトドア・スポーツ施設(ボーリング・卓球・室内プール),9.日帰り温泉施設(池の平温

泉),
11.土産物店(PB・地元食品), 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

428 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1045 一般社団法人　信州たてしな観光協会 0267-55-6654 https://shirakabakogen.jp/ 3.乗り物レンタル(電動自転車), 11.土産物店(ポロシャツ・キーホルダー),

429 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芹田八ヶ野1571-1 ポタsキッチン 0266-68-2100 http://familyland.ikenotaira-resort.co.jp 1.工芸体験(陶芸絵付け体験), 15.和食,16.洋食,17.中華,18.喫茶店（カフェ）,

430 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ケ野1571-1 フードコートはっぴぃ 0266-68-2100 http://familyland.ikenotaira-resort.co.jp 15.和食,16.洋食,17.中華,18.喫茶店（カフェ）,

431 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野2030番地 ルミエール 0267-55-6246 www.2in1-lumiere.jp 1.工芸体験(陶芸体験),3.乗り物レンタル(四輪バギー),4.食べ物作成(そば打ち体験), 11.土産物店(信州限定いろいろ), 21.その他【そば屋】,

432 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野745 蓼科牧場ゴンドラリフト・御泉水自然園 0267-55-6201 http://www.town.tateshina.nagano.jp https://shirakaba-kogen.jp 6.レジャー施設(蓼科牧場ゴンドラリフト),8.博物館等(御泉水自然園),

433 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田3273-10 季節料理ろくかわ 0267-56-0138 10.その他(ウォーキング) 11.土産物店(地元物産品), 19.居酒屋,

434 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1025 そば処　せんすい 0267-55-7575 http://www.sas.janis.or.jp/~stream-m/ 21.その他【そば店】,
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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

435 東信 立科町 北佐久郡立科町大字茂田井2564-1 カフェ&ショップ　たてしなップル 0267-56-3555 https://tateshinapple.jp/ 11.土産物店(りんごジュース、シードル、アップルパイ等※加工品販売), 18.喫茶店（カフェ）,

436 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1043 sora MESHI（B&B sora内） 0267-55-7890 https://bnb-sora.com/sorameshi 19.居酒屋,

437 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1026 Picnicbase & Hostel 0267-55-7890 https://picnicbase.com 3.乗り物レンタル(自転車レンタル),5.アウトドア・スポーツ施設(BBQ･たき火), 11.土産物店(野菜・加工食品), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

438 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野40-1 蓼科第二牧場鳴石売店 牛乳専科もうもう 0267-55-7557 http://tateshina-moumou.com 18.喫茶店（カフェ）,

439 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1575 池の平レイクサイドプラザ　やまぼうし 0266-68-2105 https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/plaza/index.html 11.土産物店(食品), 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

440 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1575 池の平レイクサイドプラザ　白樺ファーム 0266-68-2105 https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/plaza/index.html 11.土産物店(食品), 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

441 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1575 池の平レイクサイドプラザ　白樺ファーム 0266-68-2105 https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/plaza/index.html 11.土産物店(食品), 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

442 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野女神平1190 ホテルアンビエント蓼科コテージ 0267-55-6331 https://tateshina.izumigo.co.jp/cottage/ 5.アウトドア・スポーツ施設(バーベキュー), 11.土産物店(売店),

443 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1010 マーガレットリフレクパーク 0267-55-6942 http://www.sas.janis.or.jp/-mrp6942 5.アウトドア・スポーツ施設(BBQ　釣り堀),6.レジャー施設(パターゴルフ),

444 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1435-1 釣り堀　対山園 0267-55-6622 http://taizanen.blog115.fc2.com/ 6.レジャー施設,
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