
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（北信） 更新日：2020/7/6

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 北信 栄村 下水内郡栄村18210-10 楽養館 025-767-2297 9.日帰り温泉施設(入浴、食事、休憩),

2 北信 栄村 下水内郡栄村大字堺17599-ロ-1 屋敷温泉　秀清館 025-767-2168 http://www.syuuseikan.burari.biz/ 9.日帰り温泉施設(立ち寄り入浴), 15.和食,

3 北信 栄村 下水内郡栄村大字北信3746-1 道の駅　信越さかえ 0269-87-3180 https://www.michi-no-eki.jp/stations/view/389 13.道の駅(土産品及び農産物販売),

4 北信 栄村 下水内郡栄村大字堺17878-3 秋山郷雄川閣 025-767-2252 http://yadoroku.jp 9.日帰り温泉施設(日帰り入浴), 11.土産物店(旅館内お土産屋), 18.喫茶店（カフェ）,

5 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田3681-130 見晴茶屋 026-242-2804 11.土産物店(チーズ、山菜加工品),
15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,21.その他【ソフト

クリーム、牛乳、チーズ】,

6 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田1323-1 おやき茶屋たちべり 026-242-2929 11.土産物店(郷土食製造販売),

7 北信 高山村 上高井郡高山村山田温泉3507-1 梅の屋リゾート松川館 026-242-2721 https://ryokan-matsukawa.com
9.日帰り温泉施設(梅の屋リゾート松川館),10.その他(キッ

ズ知育体験)
11.土産物店(梅の屋リゾート松川館), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

8 北信 高山村 上高井郡高山村大字高井字裏原7926 信州たかやまワイナリー 026-214-8726 https://www.shinshu-takayama.wine 14.その他(ワイナリー)

9 北信 高山村 上高井郡高山村大字牧1655-3 藤田屋酒店 026-242-2046 http://www.klc.co.jp/ 11.土産物店(地酒・ワイン),

10 北信 高山村 上高井郡高山村奥山田3681-87 ペンション樹里庵 026-242-2508 https://www.julian-compass.com 16.洋食,

11 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田3604番地 山田館 026-242-2525 https://www.yamadakan.co.jp/ 11.土産物店,

12 北信 高山村 上高井郡高山村山田温泉3608 有限会社小林商店 026-242-2602 11.土産物店(地酒など),

13 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田1320 旅館わらび野 026-242-2901 https://ryokan-warabino.com/ 7.果物狩り・観光農園(ブルーベリー狩り体験), 11.土産物店(当旅館内　土産物品),

14 北信 高山村 上高井郡高山村大字高井4994-9 村の小さなピザ屋さん　和 080-9572-9240 https://pizza-nagomi.com 21.その他【地粉100％手作りピザ専門店】,

15 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田3588 朝日屋亭 080-5314-4895 15.和食,

16 北信 高山村 上高井郡高山村大字高井4647 ワイン＆カフェ　ヴェレゾン 090-5789-2129 18.喫茶店（カフェ）,

17 北信 高山村 上高井郡高山村山田温泉3598 風景館 026-242-2611 https://www.fukeikan.co.jp 9.日帰り温泉施設(立寄入浴), 11.土産物店(館内売店),

18 北信 高山村 上高井郡高山村大字牧1336-2 子安そば　文の藏 026-242-2076 https://nagano-soba.com/ 15.和食,

19 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田3562-イ ㈲恵豆倉商店 026-242-2605 11.土産物店,

20 北信 高山村 上高井郡高山村大字高井3712-2 どりー夢 026-245-7010 21.その他【イタリアン】,

21 北信 高山村 高山村大字奥山田3681-351 ニュー笠岳 026-242-2529 http://kasadake.com 18.喫茶店（カフェ）,

22 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田3579-1スパ・ワインセンター内1F 常盤屋 026-242-2601 11.土産物店(食品), 18.喫茶店（カフェ）,

23 北信 高山村 上高井郡高山村大字高井字旅屋56番地1 高山亭高井店 026-248-1320 http://soba-kouzantei.jp 15.和食,

24 北信 高山村 上高井郡高山村奥山田3681-35 ヤマボクグリーンサイト 026-242-2731 https://www.yamaboku.jp/green/index.html 5.アウトドア・スポーツ施設(キャンプ場),

25 北信 高山村 下高井郡高山村大字奥山田3681-334 セルバン白雲館 026-242-2911 https://cervin.jp/ 9.日帰り温泉施設(セルバン白雲館), 18.喫茶店（カフェ）,

26 北信 高山村 上高井郡高山村牧783 子安温泉 026-242-2219 http://www.koyasu-onsen.com/ 9.日帰り温泉施設, 15.和食,16.洋食,

27 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田3681-347 レッドウッドイン 026-242-2418 http://redwoodinn.jp 9.日帰り温泉施設(日帰り入浴), 11.土産物店(オリジナルタオル), 15.和食,16.洋食,

28 北信 高山村 上高井郡高山村大字高井56-1 高山亭　高井本店 026-248-1320 http://soba-kouzantei.jp 15.和食,

29 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田3563 藤井荘 026-242-2711 https://www.fujiiso.co.jp 21その他（旅館内　食事処）

30 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田3563 藤井荘 026-242-2711 https://www.fujiiso.co.jp 11土産物店（旅館内売店）
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31 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2091 御宿　炭乃湯 0269－33－3128 http://www.suminoyu.com/ 15.和食、

32 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11700－96 ホテル タガワ 0269－33－6111 https://www.hotel-tagawa.co.jp/
5.アウトドア･スポーツ施設（体育館・グランド）9.日帰り温

泉施設
11.土産物店 21.その他（日帰り・宴会）

33 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7149 志賀高原オリンピックホテル 0269－34－2125 http://www.shiga-olympic.com 15.和食、16.洋食、17.中華

34 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2184 若葉屋商店 0269-33-3305 11.土産物店(食品、民芸品), 20.和洋菓子店,

35 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-315 石臼挽き蕎麦香店　山の実 0269-33-7577 http://hdayi.com/yamanomi/ 21.その他【手打ちそば】,

36 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7149-16 (有)高天ヶ原ホテル 0269-34-2911 http://www.takamagahara-hotel.co.jp/ 11.土産物店(旅館内売店), 15.和食,21.その他【旅館内　レストラン　和食】,

37 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 株式会社S&T観光開発 0269-34-2600 https://yokoteyama2307.com 6.レジャー施設(夏季リフト), 18.喫茶店（カフェ）,

38 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町佐野2580-22 松美食堂 0269-33-2276 15.和食,16.洋食,17.中華,21.その他【一般食堂】,

39 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700 竜王マウンテンパーク（SORAterrace） 0269-33-7131 https://www.ryuoo.com/soraterrace/ 6.レジャー施設(ロープウェイ、SORAterraceの運営), 11.土産物店(お土産物の販売), 18.喫茶店（カフェ）,

40 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2994 みかさ 0269-33-2321 15.和食,16.洋食,17.中華,

41 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字佐野2565-2 畔上製菓舗 0269-33-0057 11.土産物店(おやき・温弁まんじゅう),

42 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏549番地 MOUNTAIN　DISCOVERY 090-9359-6656 https://www.shigakogen-md.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(SUP、キャニオニング、MTB),

43 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2865 関谷醸造場 0269-33-2535 http://www5.plala.or.jp/sekiyajozo/ 11.土産物店(みそ漬物),

44 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏3227-1 Japanese Dining GOEN 0269-38-0550 https://japanese-dining-goen.com/ 15.和食,

45 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7148 志賀高原自然保護センター 0269-34-2133 http://shizenhogo-center.shigakogen.gr.jp/guidetour.php
1.工芸体験(クラフト体験),5.アウトドア・スポーツ施設(トレッ

キングガイド),

46 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏1455-5 ノースフィッシュタケフシ 0269-33-5883 15.和食,

47 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏3282 一田屋 0269-33-5683 19.居酒屋,

48 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2138 居酒屋ちょっくん 090-9666-2846 https://www.facebook.com/chocknshibu/ 19.居酒屋,

49 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏3246-2 ホテルゆだなか 0269-33-5888 https://www.yudanaka.com/ 9.日帰り温泉施設,

50 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7148 熊の湯ホテル 0269-34-2311 http://www.kumanoyu.co.jp 9.日帰り温泉施設, 11.土産物店(売店), 18.喫茶店（カフェ）,

51 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏 ホテル・ジャパン志賀 0269-34-2801 https://www.japanshiga.com/ 11.土産物店(雑貨・お土産),

52 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2197　いかりや旅館内 カフェレストラン　ダルマ 0269-33-3168 https://shibu-ikariya.jimdofree.com/ 16.洋食,

53 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏 エスニックレストランかもしか&焼肉おてんま 0269-34-2801 https://yakiniku-ikariya.jimdo.com/ 21.その他【エスニック・焼肉】,

54 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏 トルナモンターニャ 0269-34-2801 https://bbq-torna-montagna.jimdofree.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(BBQ),

55 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏 アルトピアーノ 0269-34-2801 https://ristorante-altopiano.jimdofree.com/ 16.洋食,

56 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏4128 関英ドライブイン 0269-33-2705 https://www.facebook.com/sekiei.d/ 21.その他【食堂】,

57 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏3227番地1 湯田中駅前温泉楓の湯 0269-33-2133 http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/ 9.日帰り温泉施設(湯田中駅前温泉楓の湯),

58 北信 山ノ内町 山ノ内町大字佐野393-2 道の駅北信州やまのうち 0269-31-1009 http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/ 13.道の駅(道の駅北信州やまのうち),

59 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏3246-2 湯田中ヘルスケアーセンター 0269-33-5888 http://www.yudanaka.com/ 9.日帰り温泉施設,

60 北信 山ノ内町 山ノ内町平穏2271番地 ラーメン徳味 090-3564-1252 21.その他【ラーメン店】,
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61 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2267番地２ 金新商店 0269-33-3565 15.和食,

62 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏3137番地 よろづや 0269-33-2111 https://yudanaka-yoroduya.com
11.土産物店(売店),12.伝統工芸品等の販売店(フロント

脇),
15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

63 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏3137番地 よろづやアネックス湯楽庵 0269-33-2117 https://yurakukan.com 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

64 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏3137番地 華灯りの宿　加命の湯 0269-33-1010 https://kameinoyu.com 12.伝統工芸品等の販売店, 15.和食,

65 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2061 竹内商店 0269-33-4581 11.土産物店(野菜、食品、酒),

66 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2200 渋温泉　古久屋 0269-33-2511 http://www.ichizaemon.com 11.土産物店(旅館内売店), 21.その他【旅館内飲食】,

67 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏1403-2 THE　FARMHOUSE 0269-38-1630 https://www.facebook.com/farmshiga/ 16.洋食,19.居酒屋,21.その他【カフェ＆ビアレストラン】,

68 北信 山ノ内町 上高井郡山ノ内町大字平穏6845 地獄谷野猿公苑 0269-33-4379 http://jigokudani-yaenkoen.co.jp 8.博物館等(野猿公苑), 11.土産物店(土産物販売),

69 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2187番 旅の宿　初の湯 0269-33-2595 https://hatunoyu.jp/index.html 9.日帰り温泉施設,

70 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2299 山崎屋旅館 0269-33-3025 http://www.yamazakiya.com 9.日帰り温泉施設, 21.その他【食事提供】,

71 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2941-50 ホテル星川館 0269-33-3278 http://breezbay-group.com/hoshikawakan/ 11.土産物店(地元土産),

72 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2941-47 福十拉（ふくとら） 0269-27-4738 https://localplace.jp/t100407105/
15.和食,17.中華,19.居酒屋,21.その他【ラーメン、とんか

つ、夜は居酒屋】,

73 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7149番地 ホテル一ノ瀬 レストランビクトリア・カフェロッキー 0269-34-2802 http://www.shigakogen.jp/ichinose/ 11.土産物店, 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

74 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7148 志賀高原の家グリーン 0269-34-2552 https://shiga-green.com/ 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

75 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 S&T観光開発 0269-34-2600 https://yokoteyama2307.com 6.レジャー施設(夏季リフト), 18.喫茶店（カフェ）,

76 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2173番地 渋ホテル　館内売店 0269-33-2551 https://www.shibuhotel.com 11.土産物店(渋ホテル館内売店),

77 北信 山ノ内町 山ノ内町大字平穏4109-30 居食亭　こまどり 0269-33-5941 https://www.facebook.com/isyokutei.komadori/ 19.居酒屋,

78 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2993-5 キッチンバー　D-LINE 0269-38-1224 https://www.facebook.com/%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BCD-Line-681923808545122/ 15.和食,16.洋食,19.居酒屋,

79 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏4123-12 タイレストラン　ランパン 0269-38-0277 https://www.facebook.com/pages/category/Thai-Restaurant/Lamphang-Thai-restaurant-171647576506378/ 21.その他【タイレストラン　】,

80 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2171 春蘭の宿　さかえや 0269-33-2531 https://e-sakaeya.jp 9.日帰り温泉施設(日帰り温泉), 15.和食,

81 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2296 和風の宿ますや 0269-33-2171 http://www.masuya-yushinan.com 9.日帰り温泉施設(立寄入浴、貸切温泉), 11.土産物店(館内売店での土産販売), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,21.その他【】,

82 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2173番地 渋ホテル 0269-33-2551 https://www.shibuhotel.com 11.土産物店(渋ホテル館内売店),

83 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏1410 上林ホテル仙壽閣 0269-33-3551 http://www.senjukaku.com/ 11.土産物店(旅館内売店),

84 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148番地 志賀高原一望閣 0269-34-2031 http://www.ichibokaku.jp/ 5.アウトドア・スポーツ施設,9.日帰り温泉施設, 11.土産物店, 15.和食,

85 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2277番地 小石屋旅館 0269-38-0311 http://yadoroku.jp 11.土産物店(旅館内お土産屋), 18.喫茶店（カフェ）,

86 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町佐野2562 ホテル豊生 0269-33-3281 http://yudanaka-housei.com/ 11.土産物店(まんじゅうなど), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

87 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬7654 岩本そば屋 0269-33-6536 21.その他【そば専門店】,

88 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2187番 初の湯旅館 0269-33-2595 https://hatunoyu.jp/index.html 11.土産物店(初の湯旅館),

89 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字戸狩４０５-１ 元湯　箱山温泉 0269-31-1088 9.日帰り温泉施設(内湯,露天,サウナ,食堂,休憩所),

90 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏3294 ホテル椿野 0269-33-3508 http://www.tsubakino.com 11.土産物店(土産物販売),
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91 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町夜間瀬8276-1 民宿そば処竜王荘 0269-33-6032 http://ryuooso.cup.com/ 15.和食,

92 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏3246-2 呑喰処きらく 0269-33-3250 https://www.instagram.com/yudanaka.kiraku/ 19.居酒屋,

93 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏3010 HAKKO　YAMANOUCHI 0269-38-8500 https://wakuwaku-yamanouchi.com/hakko/ 21.その他【創作料理】,

94 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148番地5 ホテル白樺荘 0269-34-3311 https://www.shirakaba.co.jp 11.土産物店(土産菓子・雑貨), 15.和食,

95 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 ホテルニューサニー志賀 0269-34-2604 https://sunny-shiga.com 11.土産物店 21.その他【レストラン】,

96 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏1421-1 猿座Cafe（エンザカフェ） 0269-38-1736 https://enzacafe.com/
21.その他【地獄谷野猿公苑の麓に位置し多数の観光客が

訪れる休憩スポット】,

97 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏3227-1 Japanese　Dining　GOEN（ジャパニーズダイニングゴエン） 0269-38-0550 https://japanese-dining-goen.com/
21.その他【湯田中駅前に位置し多数の観光客が訪れる御

食事処】,

98 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2951-1 一茶のこみち美湯の宿 0269-33-4126 http://yudanakaview.co.jp 9.日帰り温泉施設（宿泊施設として運営） 14.その他(旅館内売店・お土産コーナー) 21.その他【旅館内ラウンジにて喫茶スぺース有り】,

99 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 志賀パレスホテル 0269-34-2221 http://shigapalace.co.jp/ 9.日帰り温泉施設（宿泊施設として運営） 14.その他(旅館内売店・お土産コーナー) 21.その他【ホテル内ラウンジにて喫茶スペース有り】,

100 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2202番地 歴史の宿金具屋 0269-33-3131 http://www.kanaguya.com/ 11.土産物店(旅館内売店), 21.その他【旅館内食事処】,

101 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 木戸池温泉キャンプ場 0269-34-2821 https://kidoike.com 5.アウトドア・スポーツ施設(キャンプ場),

102 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 木戸池ドライブイン＆レストラン樹林 0269-34-2821 https://kidoike.com 15.和食,16.洋食,

103 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148-10 硯川ホテル 0269-34-2921 https://suzurikawa-hotel.com/ 9.日帰り温泉施設(日帰り温泉), 11.土産物店,

104 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町渋温泉2178番地 手打蕎麦うどん玉川本店 0269-33-2252 https://r.goope.jp/sr-20-205611s0001 15和食　21その他（そば・うどん）

105 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2091 御宿　炭乃湯 0269-33-3128 http://www.suminoyu.com 11土産物店

106 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬7078 ホテル明幸 0269-33-1171 https://hotel-meiko.jp アウトドア・スポーツ施設（BBQ）,9日帰り温泉施設, 21その他（BBQスペース提供）

107 北信 小川村 上水内郡小川村高府1502-2 食事処　味菜（道の駅おがわ） 026-269-3262
11.土産物店(おやき、土産各種),13.道の駅(道の駅おが

わ飲食店),

15.和食,21.その他【酒の提あり　夜はお客も多い　居酒屋

風になります】,

108 北信 小川村 上水内郡小川村瀬戸川870-1 shimoooz（食品加工） 080-5143-0215 http://www.facebook.com/itumoegaodegenkiyoku/ 7.果物狩り・観光農園(季節の果物もぎとり、農業体験), 11.土産物店(りんごジュースや自家栽培果物の菓子など),

109 北信 小川村 下水内郡小川村高府6937 小川の庄　おやき村 026-269-3767 http://www.ogawanosho.jp 4.食べ物作成(おやき体験), 11.土産物店(おやき・漬物), 15.和食,

110 北信 小川村 小川村稲丘3903-1 Gelateria SUONO 090-3533-7838 21.その他【ジェラートショップ　Gelateria SUONO】,

111 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字小布施778－１ 松葉屋本店 026ｰ247ｰ2019 https://www.nobori-sake.com/shouhin/zenkoku_nihonsyu/matsubaya/top.html 10.その他(酒蔵見学） 11.土産物店

112 北信 小布施町 上高井郡小布施町大島609ー２ オブセオープンオアシス 026-213-4833 http://obuse-open-oasis.jp/ 5.アウトドア・スポーツ施設（ボルダリング）

113 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字雁田1311 小布施温泉　あけびの湯 026-247-4880 https://obuse-akebinoyu.co.jp 9.日帰り温泉施設(日帰り宿泊温泉施設),

114 北信 小布施町 上高井郡小布施町小布施1101番地4 NAMAプリンモンブラン 026-213-7123 http://www.elysee-hikaru.com/obuse/new_obuse.html 14.その他【テイクアウト】 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

115 北信 小布施町 上高井郡小布施町小布施34-8 ヴァンヴェール 026-247-5512 http://www.ventvert.server-shared.com/ 16.洋食,

116 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字雁田1194番地 おぶせ温泉 026-247-2525 http://www.obuseonsen.sakura.ne.jp/ 9.日帰り温泉施設(入浴・飲食・土産物販売),

117 北信 小布施町 上高井郡小布施町山王島90-2 花と木の実cocochiya（完全予約制） 090-4158-7317 https://www.hanatokinomicocochiya.com 10.その他(フラワーアレンジ)

118 北信 小布施町 上高井郡小布施町小布施上町西側977 きなり旬粋 026-247-6780 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】,

119 北信 小布施町 上高井郡小布施町小布施102-1 小布施　鈴花 026-247-6487 https://www.obuse-suzuhana.com/ 15.和食,

120 北信 小布施町 上高井郡小布施町小布施982-2 マロナップル 0269-22-2438 http://www.maronapple.jp/guide.html 11.土産物店, 20.和洋菓子店,
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121 北信 小布施町 小布施町小布施627-15 手打百藝おぶせ 28第1号の16262083 http://obuse.gonna.jp/ 21.その他【そば･うどん】,

122 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字小布施491-3 サンクゼールワイナリー　小布施店 026-247-7390 http://www.stcousair.co.jp/ 11.土産物店(ワイン、ジャム、パスタソース等),

123 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字小布施485 北斎館 026-247-5206 http://hokusai-kan.com/ 8.博物館等(美術館), 11.土産物店(北斎館売店),

124 北信 小布施町 上高井郡小布施町小布施774 桜井甘精堂　本店 026-247-1088 https://www.kanseido.co.jp/ 14.その他(栗菓子)

125 北信 小布施町 上高井郡小布施町小布施779 桜井甘精堂　泉石亭 026-247-5166 https://www.kanseido.co.jp/ 15.和食,

126 北信 小布施町 上高井郡小布施町小布施1497-2 桜井甘精堂　六斎舎 026-247-4899 https://www.kanseido.co.jp/ 11.土産物店(栗菓子　他), 20.和洋菓子店,

127 北信 小布施町 上高井郡小布施町小布施810-3 桜井甘精堂　北斎亭 026-247-5740 https://www.kanseido.co.jp 14.その他(栗菓子) 15.和食,

128 北信 小布施町 上高井郡小布施町小布施784 桜井甘精堂　栗の木テラス 026-247-5848 https://www.kanseido.co.jp/ 18.喫茶店（カフェ）,

129 北信 小布施町 上高井郡小布施町小布施779 桜井甘精堂　カフェ茶蔵 026-247-5601 https://www.kanseido.co.jp/ 20.和洋菓子店,

130 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字小布施534 パティスリーロント 026-247-2057 20.和洋菓子店,

131 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字小布施973 竹風堂　小布施本店 026-247-2569 https://chikufudo.com/ 11.土産物店(栗菓子販売), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

132 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字小布施973番地 自在屋 026-247-5988 https://chikufudo.com 12.伝統工芸品等の販売店(民工芸品),

133 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字小布施973 日本のあかり博物館 026-247-5669 https://nihonnoakari.or.jp/ 8.博物館等(日本の灯りの歴史),

134 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字小布施808の1 小布施堂傘風楼 026-247-2027 https://obusedo.com/ 11.土産物店(菓子), 18.喫茶店（カフェ）,

135 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字小布施808の1 小布施堂えんとつ 026-247-2027 https://obusedo.com/ 18.喫茶店（カフェ）,

136 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字小布施807 桝一市村酒造場 026-247-2011 https://www.masuichi.com/ 11.土産物店(酒), 21.その他【試飲（有料）】,

137 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字小布施808の1 小布施堂本店 026-247-2027 https://obusedo.com/ 11.土産物店(菓子), 15.和食,

138 北信 小布施町 上高井郡小布施町大島601 小布施ハイウェイオアシス／道の駅オアシスおぶせ 026-251-4111 https://www.oasisobuse.co.jp/ 13.道の駅(土産処おぶせ),

139 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字中松496-1 OBUSE　花屋 026-242-1187 http://www.obuse.or.jp 11.土産物店, 16.洋食,

140 北信 小布施町 上高井郡小布施町小布施618-7 スポーツ自転車レンタル＆カフェまある 050-5328-1305 https://maaru-obuse.com/ 3.乗り物レンタル（レンタサイクル） 18喫茶店（カフェ）

141 北信 信濃町 上水内郡信濃町大字柏原1260－4 道の駅しなの 026－255－2900 https://f-tenbou.com/ 11.土産物店（道の駅しなの）

142 北信 信濃町 上水内郡信濃町大字古海字斑尾山3575－8 ホテル　タングラム 026-258-3511 https://www.tangram.jp/green/

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（キッズパーク、スーパーボブスレー、パターゴルフ、釣り堀、

野尻湖テラス観光リフト）・6.レジャー施設（タングラム斑尾

11.土産物店（ホテルタングラム売店） 18.喫茶店（カフェ）、21.その他【昼食レストラン】

143 北信 信濃町 上水内郡信濃町大井高山2433 信濃ゴルフ倶楽部 026-255-6700 http://www.shinano-golf.co.jp/ 6.レジャー施設(ゴルフ場),

144 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻371-2 一滴　Paddle & Mountain Guide 090-4911-1114 https://www.itteki-guide.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(カヤック　SUP、登山),

145 北信 信濃町 上水内郡信濃町柏原2711-23 萬屋酒店 026-255-2078 https://www.facebook.com/kurohime2711/ 11.土産物店(信州の地酒、ワイン、焼酎、ジュースなど),

146 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻268-1 ウクディパドリングスクール 026-258-1005 https://www.kayak-canoe-ucdi.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(カヌースクール),

147 北信 信濃町 上水内郡信濃町大字野尻2195-1 そば処たかさわ 026-255-5076 21.その他【そば店】,

148 北信 信濃町 上水内郡信濃町大字野尻261番地 宮川旅館＋コハクテラス 026-258-2501 https://www.kohakuterrace.com/

1.工芸体験(ハーバリウム, キャンドル体験ワークショップ),4.

食べ物作成(ピザ作り体験),10.その他(野尻湖モーターボー

ト遊覧,ウェイクボード,水上スキー,トーイングボート)

14.その他(飲食店内にてハーバリウム･キャンドルおよび花

材･雑貨等の販売)
16.洋食（ピザ）,18.喫茶店（カフェ）,

149 北信 信濃町 上水内郡信濃町古海1511 しなのディスカバリー 090-6514-0855 https://shinanodiscovery.com/ja/ 5.アウトドア・スポーツ施設(サイクリング,ハイキングツアー),

150 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻3807-30 信濃町黒姫童話館 026-255-2250 http://douwakan.com 8.博物館等(信州黒姫童話館＆童話の森ギャラリー), 11.土産物店(ミュージアムショップ), 18.喫茶店（カフェ）,
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151 北信 信濃町 上水内郡信濃町大井2742-2041 信州信濃町　癒しの森 026-255-5925 http://iyashinomori.main.jp/ 5.アウトドア・スポーツ施設(森林セラピー),

152 北信 信濃町 上水内郡信濃町柏原4951-10 コテージログハウスGOO！ 026-255-2989 https://gooi90.wixsite.com/gooweb 6.レジャー施設(バーベキュー施設),

153 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻1848 ラボランドくろひめ 026-255-5723 https://www.laboland.jp/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ハイロープコース),

154 北信 信濃町 上水内郡信濃町柏原4289-140 黒姫ツリーサービス 026-255-6687 http://bunatree.o.oo7.jp 5.アウトドア・スポーツ施設(ツリークライミング),

155 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻660-2 グリーンスポーツクラブ 026-255-3645 https://www.gsc-nojiriko.com
5.アウトドア・スポーツ施設(ヨット、ウインドザーフィン、カヌー、

カヤック、SUPの体験・スクール・レンタル),

156 北信 信濃町 上水内郡信濃町大字野尻287-5 野尻湖ナウマンゾウ博物館 026-258-2090 http://nojiriko-museum.com/ 8.博物館等(博物館), 11.土産物店(ミュージアムショップ),

157 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻2151-21 キッチンカフェ　茶房主 026-255-4960 16.洋食,

158 北信 信濃町 上水内郡信濃町大字柏原2437-2 一茶記念館 026-255-3741 http://www.issakinenkan.com/ 8.博物館等(歴史博物館),

159 北信 信濃町 上水内郡信濃町大字野尻2014-2 ホテル若月 026-255-2577 http://hotelwakatsuki.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(釣り堀),10.その他(バーべQ) 15.和食,

160 北信 信濃町 上水内郡信濃町大字野尻53-1 リゾートハウス　スピンネーカー 026-258-3232 http://www.ngn.janis.or.jp/~spin/
3.乗り物レンタル(レンタルボート),5.アウトドア・スポーツ施設

(ウエイクボード、バナナボート),
16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

161 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻55-2 Sakamotoya(Ya-man's) 026-258-2737 http://www.sakamoto-ya.com
3.乗り物レンタル(バスボートレンタル),5.アウトドア・スポーツ

施設(ウェイクボード・ウェイクサーフィン・バナナボート)

162 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻45-3 ランバージャック 026-258-3091 https://nojiriko-lumberjack.jimdofree.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ウエイクボード), 21.その他【一般飲食】,

163 北信 信濃町 上水内郡信濃町柏原2711-3 (有)しなの物産 026-255-2030 11.土産物店(ジャム,栗菓子), 18.喫茶店（カフェ）,

164 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻379-2 ゲストハウスLAMP 0262-58-2978 https://lamp-guesthouse.com/
3.乗り物レンタル(SUP、カヤック),5.アウトドア・スポーツ施設

(カヤックスクール、SUPスクール),10.その他(サウナ)

16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,19.居酒屋,21.その他【ハ

ンバーガー】,

165 北信 須坂市 須坂市大字日滝3114－8 黒岩果樹園 026－245－5030 http://kudamonoya.co.jp 7.果物狩り･観光農園（さくらんぼ） 11.土産物店（地場産果物）

166 北信 須坂市 須坂市大字須坂702 松葉屋そば店 026-245-0418 https://www.suzaka.info/matsubaya/ 15.和食,

167 北信 須坂市 須坂市大字須坂352-2 蔵のまち観光交流センター 026-248-6867 https://www.suzaka-kankokyokai.jp 11.土産物店(観光案内所),

168 北信 須坂市 須坂市井上2912-1 ファームハウスわっくん 026-400-3831 https://farmhousewackn.wixsite.com/homepage 4.食べ物作成(畑の野菜で窯焼きピザ作り),

169 北信 須坂市 須坂市福島311 ブルーベリー農園　森の畑 026-237-7110 https://morinohatake.co.jp/ 7.果物狩り・観光農園(ブルーベリー狩り),

170 北信 須坂市 須坂市大字須坂847-3 楠わいなりー 026-214-8568 http://www.kusunoki-winery.com
7.果物狩り・観光農園(醸造用ぶどう収穫),10.その他(醸

造設備見学)
11.土産物店(日本（長野）ワイン),

171 北信 須坂市 須坂市大字須坂1528-3島田ビル1F Leo Coffee Roasters 080-8475-6020 18.喫茶店（カフェ）,

172 北信 須坂市 須坂市仁礼3153-927 レストラン　HIROSTRADA INUTO 0268-74-3432 http://www.hirostrada.com/ 10.その他(ドッグラン) 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

173 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-719 T.M.N.スキースクール 090-8775-4469 https://sites.google.com/view/tmnskiskole
5.アウトドア・スポーツ施設(サイクリングツアーなどのガイド、マ

ウンテンバイク講習、トレッキングガイド),

174 北信 須坂市 須坂市穀町476番地 喫茶「龍潜」 026-248-8008 http://www.tanakahonke.org 18.喫茶店（カフェ）,

175 北信 須坂市 須坂市穀町476番地 田中本家博物館ミュージアムショップ 026-248-8008 http://www.tanakahonke.org 11.土産物店(グッズ、土産物など),

176 北信 須坂市 須坂市穀町476番地 豪商の館　田中本家博物館 026-248-8008 http://www.tanakahonke.org 8.博物館等(歴史・美術),

177 北信 須坂市 須坂市大字日滝4295-1 やまとフルーツ農園 026-246-8443 http://members.stvnet.home.ne.jp/yamato-nouen/ 7.果物狩り・観光農園(ぶどう・りんご),

178 北信 須坂市 須坂市臥竜2-2-4 金箱 026-245-1990 21.その他【麺類中心の食事処、お休み処】,

179 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-271 ペンション　ぷれじーる 0268-74-3609 https://nekodake.com 11.土産物店(製菓製パン、ジャム、クラフト作品など), 16.洋食,

180 北信 須坂市 須坂市大字米持591 信州りんご菓子工房　BENI-BENI 026-246-0011 https://www.futabado.com/ 11.土産物店(菓子の販売), 20.和洋菓子店,
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181 北信 須坂市 須坂市仁礼3153-927 レストランHIROSTRADA　INUTO 0268-74-3432 http://www.hirostrada.com/ 10.その他(ドッグラン) 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

182 北信 須坂市 須坂市大字仁礼峰の原3153-885 ペンションスタートライン 0268-74-3538 https://oldriver4.wixsite.com/startline 11.土産物店(キーホルダー等),

183 北信 須坂市 須坂市大字仁礼字峰の原3153-3 時空の杜（そらのもり） 0268-71-5691 http://www.soramori.info 5.アウトドア・スポーツ施設(キャンプ,キャンプファイヤー), 11.土産物店(ジャム,栽培野菜),

184 北信 須坂市 須坂市臥竜2丁目5-8 みすずや 026-245-2021 15.和食,17.中華,20.和洋菓子店,

185 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-598 富田ペンション 0268-74-2120 http://happami.wixsite.com/tomita 11.土産物店(ジャム、そば等), 18.喫茶店（カフェ）,21.その他【ランチ】,

186 北信 須坂市 須坂市大字須坂369-32 Naturance(ナチュランス） 090-1401-9414 https://www.naturance.co/ 3.乗り物レンタル(SUP/スタンドアップパドルボード),

187 北信 須坂市 須坂市峰の原高原 ペンションホワイトイーグル 0268-74-2697 http://whiteeagle.my.coocan.jp 11.土産物店(ジャム販売),

188 北信 須坂市 須坂市豊丘742-1 そのさとブルーベリー農園 026-248-4627 http://www.sonosato.com 7.果物狩り・観光農園(ブルーベリー), 11.土産物店(ジャム、アイス),

189 北信 須坂市 須坂市大字仁礼峰の原3153番地124 菅平グリーンゴルフ 0268-74-2450 http://www.green-golf.biz/ 6.レジャー施設(ゴルフ場),

190 北信 須坂市 須坂市大字野辺1367-1 世界の民俗人形博物館 026-245-2340 http://www.culture-suzaka.or.jp/doll/index.html 8.博物館等, 11.土産物店,

191 北信 須坂市 須坂市大字野辺1386-81 須坂版画美術館・平塚運一版画美術館 026-248-6633 http://www.culture-suzaka.or.jp/hanga/index.html 8.博物館等, 11.土産物店,

192 北信 須坂市 須坂市大字須坂423-1 旧小田切家住宅 026-246-2220 http://www.culture-suzaka.or.jp/otagiri/index.html 8.博物館等, 11.土産物店, 18.喫茶店（カフェ）,

193 北信 須坂市 須坂市大字須坂410-1 笠鉾会館ドリームホール 026-246-7100 http://www.culture-suzaka.or.jp/kasaboko/index.html 8.博物館等, 11.土産物店,

194 北信 須坂市 須坂市大字須坂371-6 須坂クラシック美術館 026-246-6474 http://www.culture-suzaka.or.jp/classic/index.html 8.博物館等, 11.土産物店,

195 北信 須坂市 須坂市東横町358 須坂煎餅堂 026-246-5750 http://senbeido.jp/ 11.土産物店(せんべい),

196 北信 須坂市 須坂市墨坂南2丁目15-1 りんごの木須坂墨坂店 026-248-8687 http://www.dl-ringonoki.co.jp/ 11.土産物店(洋菓子店),

197 北信 須坂市 須坂市小河原高畑町1096-1 かりん亭須坂店 0268-68-0188 http://karin-g.com/ 15.和食,

198 北信 須坂市 須坂市日滝5414 須坂温泉　古城荘 026-245-1460 https://kojousou.co.jp 9日帰り温泉施設, 11土産物店,14その他（売店）, 15和食,16洋食,17中華,18喫茶店（カフェ）,

199 北信 須坂市 須坂市大字須坂1528-1 臥竜公園（須坂市動物園） 026-245-1400 https://www.city.suzaka.nagano.jp/suzaka_zoo/ 8.博物館等(動物園),

200 北信 須坂市 須坂市大字須坂1528-1 臥竜公園（須坂市動物園） 026-245-1400 https://www.city.suzaka.nagano.jp/suzaka_zoo/
8.博物館等(動物園),5.アウトドア・スポーツ施設（ボー

ド）

201 北信 千曲市 千曲市戸倉1855-1　酒造コレクション内　明治蔵 工房陶（すえ） 070-4817-7016 http://koubousue.main.jp 1.工芸体験(陶芸教室),

202 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1-39-1 アーツプロデュース 026-275-1123 http://www.stainedglass-arts.com/ 1.工芸体験(ステンドガラス・ガラスアクセサリー), 12.伝統工芸品等の販売店(ガラスアクセサリー　他),

203 北信 千曲市 千曲市戸倉1855－1 萱の庵 026-276-0033 http://www.sakagura.co.jp 11.土産物店(地元土産、地酒販売),

204 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1-33-4 遊子　千曲館 026-275-1111 https://chikumakan.co.jp 11.土産物店(地元お菓子、民芸品の販売),

205 北信 千曲市 千曲市羽尾1165-2 さらしなの里　展望館 026-276-1800 15.和食,

206 北信 千曲市 千曲市上山田温泉一丁目5番地6 笹鈴製菓 026-275-1228 11.土産物店(温泉まんじゅう製造販売),

207 北信 千曲市 千曲市大字屋代2788 信州そば処一松亭 026-273-1102 https://www.facebook.com/isshotei/ 11.土産物店(乾そば、生そば、そば菓子、杏菓子等), 15.和食,

208 北信 千曲市 千曲市戸倉1980-1コーポ米沢１F bar&dish apache（アパッシュ） 026-275-3392
18.喫茶店（カフェ）,21.その他【ショットバー（ランチ営業

あり）】,

209 北信 千曲市 千曲市上山田温泉3-12-2 ホテルプラトン 026-275-5111 https://www.hotel-platon.jp 9.日帰り温泉施設(温泉入浴),

210 北信 千曲市 千曲市上山田温泉3-12-2 かわいぃ食堂（ホテルプラトン） 026-275-5711 http://www.hotel-platon.jp 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

7
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211 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1-54-4 Pasta & Pudding COCORO 026-275-1539 http://pastaandpuddingcocoro.com/ 16.洋食,

212 北信 千曲市 千曲市磯部1349-1 ステーキワン長野戸倉店 026-276-2288 16.洋食,

213 北信 千曲市 千曲市上山田温泉3-43-1 多世代健康交流プラザ　つるの湯 026-261-0770 http://戸倉上山田温泉日帰り.com 9.日帰り温泉施設(多世代健康交流プラザ　つるの湯), 11.土産物店(つるの湯に併設),

214 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1丁目69番地3 宵待草 026-275-1005 21.その他【カラオケ、クラブ、バー】,

215 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1-66-8 レストラン　ラピス・ラズリ 026-275-5575 16.洋食,

216 北信 千曲市 千曲市稲荷山954 田中園茶店 026-272-1333 https://inariyama-kura.jimdofree.com/
4.食べ物作成(おやき作り教室・そば打ち教室を行う。10日

までに事前予約お願いいたします。),
11.土産物店(おやき),

21.その他【メインはおやき、いなり寿しなど、希望があれば弁

当も用意します。】,

217 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1丁目38番地1 中央売店 026-275-3322 11.土産物店(アクセサリー、下駄、足袋),

218 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1-10-2 古炉奈 026-276-0953 15.和食,

219 北信 千曲市 千曲市戸倉温泉3055 笹屋ホテル　杏苑 026-275-0338 http://www.sasaya.co.jp/kyo-en/ 11.土産物店(食品,民芸品等), 17.中華,

220 北信 千曲市 千曲市上徳間205 手打ちそば福太郎 026-275-2289 https://chikuma-kanko.com/facilities/post-773/ 15.和食,

221 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1-37-5 土屋菓子店 026-275-1203 11.土産物店(温泉まんじゅう),

222 北信 千曲市 千曲市大字屋代515-1 あんずの里アグリパーク 026-273-4346 http://www.anzunosato.co.jp
7.果物狩り・観光農園(みかん狩り10/1~, いちご狩り

12/1~),
11.土産物店,

15.和食,17.中華,18.喫茶店（カフェ）,21.その他【パ

ン】,

223 北信 千曲市 千曲市大字上山田567番地 辰勢 026-275-2646 https://chikuma-kanko.com/facilities/post-700/ 15.和食,

224 北信 千曲市 千曲市上山田温泉3-8-10 食処　河菜 026-275-0194 https://chikuma-kanko.com/facilities/post-1588/ 15.和食,

225 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2丁目17番9 みのや四代目 026-275-3938 https://minoya4.net/ 19.居酒屋,

226 北信 千曲市 千曲市大字稲荷山856 榮泉堂 026-272-2044 11.土産物店(地元のフルーツを使った菓子), 20.和洋菓子店,

227 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2-32-11 YUZAN 026-275-2333 https://www.yuuzan.jp 9.日帰り温泉施設(温泉入浴),

228 北信 千曲市 千曲市中355 木の花屋千曲本店 026-274-3001 https://konohanaya.co.jp 11.土産物店, 15.和食,

229 北信 千曲市 千曲市森1401-6 あんずの里　あんずショップ（横島物産） 026-273-1311 http://yokoshimabussan.com/ 11.土産物店(あんず加工品等), 18.喫茶店（カフェ）,

230 北信 千曲市 千曲市寂蒔949-1 CoCo壱番屋　千曲国道18号店 026-273-9058 16.洋食,

231 北信 千曲市 千曲市杭瀬下4-15 牡丹荘千曲店 026-273-2331 17.中華

232 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2-16-7 麺屋　壱星 090-8452-5046 21.その他【ラーメン店】,

233 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2-9-6 ホテル圓山荘 026-275-1119 http://www.marusansou.com/ 9.日帰り温泉施設(ホテル圓山荘), 11.土産物店(ホテル圓山荘内売店), 19.居酒屋（居酒屋雪）,21その他（日帰り飲食代）

234 北信 千曲市 千曲市鋳物師屋568-1 りんごの木千曲店　りんくりあんcafe 026-285-2618 http://www.dl-ringonoki.co.jp/ 11.土産物店(洋菓子店), 20.和洋菓子店,

235 北信 千曲市 千曲市上山田温泉一丁目69番地3 上山田ホテル　売店「宵待草」 026-275-1005 http://www.kamiyamada.com 11.土産物店(菓子・酒・雑貨),

236 北信 千曲市 千曲市上山田温泉三丁目7番地4 信州小麦ラーメン亀屋 026-275-1631 21.その他【自家製ラーメンの店】,

237 北信 千曲市 千曲市戸倉2144-1 柳五家 080-4197-6096 19.居酒屋,

238 北信 千曲市 千曲市大字八幡字脱間7608-2 姨捨サービスエリア下り線 026-274-2982 https://www.alpico.co.jp/traffic/servicearea/ 11.土産物店(ショッピングコーナー),

239 北信 千曲市 千曲市大字八幡字柳田7340 姨捨サービスエリア上り線 026-274-2981 https://www.alpico.co.jp/traffic/servicearea/ 11.土産物店(ショッピングコーナー), 18.喫茶店（月の里カフェ）,

240 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2-10-1 うな竹 026-275-1174 15.和食,

8
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241 北信 千曲市 千曲市大字上徳間2番地5 御菓子司　青柳 026-261-0854 https://okasisiaoyagi.jimdofree.com/ 20.和洋菓子店,

242 北信 千曲市 千曲市上山田温泉一丁目64-5 酒処　まめ 090-1463-4988 https://www.hotpepper.jp/strJ000976136/ 19.居酒屋,

243 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2-17-5 ジンギスカン　万蔵 026-276-2134 https://foodplace.jp/manzo/ 21.その他【ジンギスカン専門店（焼肉）】,

244 北信 千曲市 千曲市上山田温泉二丁目2番地2 信州の湯　清風園 026-275-1016 https://www.seifuen.co.jp 14.その他(館内売店) 21.その他【夕食時の飲み物】,

245 北信 千曲市 千曲市上山田温泉１丁目32番地の1 中島醸造 026-275-1069 http://homaremiso.com/ 11土産物店（味噌等）

246 北信 千曲市 千曲市戸倉1855－1 蕎麦料理処　萱 026-276-0033 http://www.sakagura.co.jp/ 15.和食,

247 北信 中野市 中野市草間安源寺境1356-1 信州フルーツランド信州中野インター店 0269-22-2530 http://www.fruitsland.co.jp 7.果物狩り・観光農園(さくらんぼ・ブルーベリー・桃狩り),
11.土産物店(信州の土産・名産品等),14.その他(フルー

ツ販売)
15.和食

248 北信 中野市 中野市西1-4-34 ドリームスパイス 0269-24-1139 https://www.shinshu-nakano.jp/shop/1dreamspices 16.洋食（本格カレー店）,

249 北信 中野市 中野市大字豊津字赤坂8156番地 斑尾高原カントリー倶楽部 0269-38-3766 https://www.madaraokogen-cc.jp/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ゴルフ場),

250 北信 中野市 中野市中央四丁目2-33 創作土人形工房まちなか交流の家 0269-23-2077 https://www.city.nakno.nagano.jp/ 1.工芸体験(土人形絵付け体験),

251 北信 中野市 中野市田麦338 長嶺温泉 0269-26-1010 http://www.nakanokanko.jp/spots/13 9.日帰り温泉施設(日帰り温泉施設),

252 北信 中野市 中野市南宮1番11号 日本土人形資料館 0269-22-2111 https://nakano-ipc.jp/facilities/shisetsu02_1.php?p=list
1.工芸体験(土人形絵付け体験),8.博物館等(土人形の

展示),

11.土産物店(月の兎関連グッズの販売),12.伝統工芸品

等の販売店(絵付け土人形の販売),

253 北信 中野市 中野市南宮1番11号 中野市晋平の里間山温泉公園ぽんぽこの湯 0269-22-2111 http://nakano-ipc.jp/facilities/shisetsu01_2.php 9.日帰り温泉施設（ぽんぽこの湯） 11.土産物店(地酒等の販売),14.その他(野菜等の販売) 15.和食,16.洋食,17.中華,

254 北信 中野市 中野市南宮1番11号 中野陣屋・県庁記念館 0269-22-2111 https://nakano-ipc.jp/facilities/shisetsu04_1.php?p=list 8.博物館等(資料等展示，貸館での展示),
11.土産物店(地酒等販売),12.伝統工芸品等の販売店

(絵付け土人形等の販売),14.その他
18.喫茶店（カフェ）,

255 北信 中野市 中野市南宮1番11号 信州中野観光センター 0269-22-2111 http://nakano-ipc.jp/facilities/shisetsu05_1.php?p=list 1.工芸体験(土人形絵付け体験),
11.土産物店(地酒等の販売),12.伝統工芸品等の販売

店(絵付け土人形の販売),14.その他

256 北信 中野市 中野市大字永江1809番地 高野辰之記念館 0269-38-3070 https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2015090700011/ 8.博物館等(高野辰之記念館),

257 北信 中野市 中野市南宮1番11号 北信濃ふるさとの森文化公園 0269-22-2111 https://www.nakano-ipc.jp/

3.乗り物レンタル(キックボード),5.アウトドア・スポーツ施設

(フィールドアスレチック、デイキャンプ場、サマーボブスレー、

BBQ),6.レジャー施設(マレットゴルフ場),8.博物館等(昆虫

21.その他【かき氷等】,

258 北信 中野市 中野市三好町一丁目3番9番 中山晋平記念館 0269-22-7050 https://www.city.nakano.nagano.jp/shinpei/index.htm 8.博物館等(中山晋平記念館),

259 北信 中野市 長野市南千歳一丁目22-6MIDORI長野店２F 無添加ドライフルーツ専門店ripe 026-223-5727 https://www.dryfruits.co.jp/ 11.土産物店(ドライフルーツ販売),

260 北信 中野市 中野市大字片塩1221 中野市立博物館 0269-22-2005 https://www.city.nakano.nagano.jp/city/hakubutukan/index.htm 8.博物館等(展示、プラネタリウム),

261 北信 中野市 中野市大字永江2136番地 道の駅ふるさと豊田 0269-38-2277 http://www.furusato-toyota.com/ 13.道の駅（土産物、直売所）

262 北信 長野市 長野市元善町486 高田屋銘産店 026－232－6011 http://takadaya.net/ 11.土産物店（善光寺みやげ・信州特産品の販売）
15.和食、20.和洋菓子店（イートインスペースを保有する

施設）

263 北信 長野市 長野市元善町462 信州善光寺 緑起堂 淵之坊 026－232－3669 https://fuchinobo.or.jp/ 21.その他（精進料理）

264 北信 長野市 長野市篠ノ井小松原2475 中尾山温泉　松仙閣 026－292－2343 https://www.shyosenkaku.co.jp 15.和食

265 北信 長野市 長野市松代町西寺尾1372-1 ロイヤルホテル長野 026-278-1811 https://www.daiwaresort.jp/nagano/ 11.土産物店
15.和食,16.洋食,17.中華,18.喫茶店（カフェ）,19.居

酒屋

266 北信 長野市 長野市豊野町石417 豊野温泉りんごの湯 026-257-6161 https://ringonoyu.co.jp/ 9.日帰り温泉施設(入浴・食事・お土産),

267 北信 長野市 長野市南石堂町1346番地 スカイラウンジ”アポロ”（ホテルメトロポリタン長野） 026-291-7000 https://nagano.metropolitan.jp/restaurant/list/apollo/ 21.その他【バー】,

268 北信 長野市 長野市南石堂町1346番地 中国料理　皇華（ホテルメトロポリタン長野） 026-291-7000 https://nagano.metropolitan.jp/restaurant/list/fanfahr/index.html 17.中華,

269 北信 長野市 長野市南石堂町1346番地 日本料理　しなの（ホテルメトロポリタン長野） 026-291-7000 https://nagano.metropolitan.jp/restaurant/list/shinano/index.html 15.和食,

270 北信 長野市 長野市戸隠3503 御土産処　宝泉（中谷旅館） 026-254-2533 http://www.nakataniryokan.com
11.土産物店(そば・竹細工等),12.伝統工芸品等の販売

店,

9
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271 北信 長野市 長野市松代町清野2120 松代陶苑 026-278-7302 https://matsushiro-touen.com/ 1.工芸体験(松代焼作陶体験), 12.伝統工芸品等の販売店(松代焼),

272 北信 長野市 長野市大字上ヶ屋2471番地 飯綱高原観光協会 026-239-3185 http://www.iizuna-navi.com 3.乗り物レンタル(レンタサイクル),

273 北信 長野市 長野市戸隠3423 戸隠そば山口屋 026-254-2351 https://www.togakushisoba.com/ 4.食べ物作成(そば打ち体験),
11.土産物店(戸隠竹細工・戸隠そば・信州銘菓),12.伝

統工芸品等の販売店(戸隠竹細工・あけび細工・松代焼),
21.その他【戸隠そば】,

274 北信 長野市 長野市大字長野元善町483番地 つち茂物産店 026-234-1044 http://www.tsuchimo-zenkoji-shinshu.flips.jp 11.土産物店(豆菓子　信州特産物販売), 21.その他【おやき等のテイクアウト販売】

275 北信 長野市 長野市南石堂町1426 Mash Cafe & Bed NAGANO 026-217-0606 https://nagano.mashcafe-bed.com/ 16.洋食,

276 北信 長野市 長野市信州新町日原西300-1 信州不動温泉　さぎり荘 026-264-2103 http://sagirisou.com/ 10.その他(日帰り入浴) 21.その他【ジンギスカンを中心とした食事処】,

277 北信 長野市 長野市戸隠3419 そば処仁王門屋 026-254-2244 http://www.niohmonya.com/ 15.和食,

278 北信 長野市 長野市戸隠2039-10 鏡池どんぐりハウス 026-254-3719 http://www.kagamiike.jp 11.土産物店(そば、地場商品), 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

279 北信 長野市 長野市戸隠3018 戸隠そば博物館とんくるりん 026-254-3773 http://www.togakushi-tq.jp 4.食べ物作成(そば打ち体験),8.博物館等(そば博物館),
11.土産物店(そば、雑貨),12.伝統工芸品等の販売店

(竹籠、竹ざる),
15.和食,

280 北信 長野市 長野市南千歳町1-16-14 川中島Ｈｉｒｏｂａ 026-219-2144 https://www.hiroba-n.jp/
9.日帰り温泉施設(川中島温泉),10.その他(ボールプール

等遊具有すキッズスペース)

281 北信 長野市 長野市南千歳町1-16-14 ぱうちカフェ 026-219-2144 https://www.hiroba-n.jp/ 18.喫茶店（カフェ）,

282 北信 長野市 長野市南千歳町1-16-14 なから 026-219-2144 19.居酒屋,

283 北信 長野市 長野市南千歳町1-16-14 colorful 026-219-2144 18.喫茶店（カフェ）,

284 北信 長野市 長野市元善町486 尾張屋そば店 026-232-5347 15.和食,

285 北信 長野市 長野市東後町2番地1 PISE 090-1588-9965 http://nagano-guesthouse.com/ お酒やドリンク、様々な国の料理が食べられます。

286 北信 長野市 長野市大字南長野妻科962 うるおい館 026-234-5555 https://uruoikan.com 9.日帰り温泉施設(日帰り温泉・施設内土産物店), 21.その他【和洋中混合飲食店】,

287 北信 長野市 長野市大字長野元善町484番地 喫茶 中村屋、中村屋吉右衛門 026-232-2912 18.喫茶店（カフェ）,

288 北信 長野市 長野市戸隠2924 蕎麦切茶房　戸隠日和 026-254-2707 https://togakushi-biyori.com/ 15.和食,

289 北信 長野市 長野市南千歳1-28-3長野NCビル ワインの酒場　ディプント長野駅前店 026-217-5899 https://www.dipunto.wine/ 19.居酒屋,

290 北信 長野市 長野市南千歳1-22-6　MIDORI長野3階 ㈱明治亭長野駅前店 026-219-1182 http://meijitei.com 15.和食,

291 北信 長野市 長野市南千歳1丁目22-6 小川の庄　ミドリ長野店 026-223-5772 http://www.ogawanosho.jp 11.土産物店(おやき・ビン),

292 北信 長野市 長野市大門町53 小川の庄　大門店 026-232-5786 http://www.ogawanosho.jp 4.食べ物作成(おやき体験), 11.土産物店(おやき・漬物),

293 北信 長野市 長野市大門町57-2 MONZEN TERRACE ENYA 026-266-0885 https://monzen-terrace-enya.com/ 15.和食,

294 北信 長野市 長野市篠ノ井西尾寺赤川2328-2 荻野屋　長野店 026-293-2300 https://www.oginoya.co.jp 11.土産物店(弁当・菓子・雑誌), 15.和食,16.洋食,17.中華,

295 北信 長野市 長野市元善町486 九九や旬粋 026-235-5557 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】,

296 北信 長野市 長野市南千歳1-22-6　MIDORI長野2階 九九や旬粋MIDORI長野店 026-219-6038 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),

297 北信 長野市 長野市元善町482 門前そば　ももとせ 026-262-1510 https://kk-takachiho.jp 15.和食,

298 北信 長野市 長野市大豆島1641 まめじま湯ったり苑 026-222-1126 https://www.yuttarien.com/mamejima/ 9.日帰り温泉施設(入浴・飲食・リラクゼーション),

299 北信 長野市 長野市大門町54ぱてぃお大門1F カフェ＋まち案内　えんがわ 026-232-4178 https://www.patio-daimon.com/shop/engawa.php 18.喫茶店（カフェ）,

300 北信 長野市 長野市信州新町水内4619 手打そば　そば信 026-262-2788 http://sobashin.co.jp/ 21.その他【そば】,

10
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301 北信 長野市 長野市元善町482 丸八たきや 026-232-4424 http://www.maruhachi-takiya.com/ 11.土産物店(おやき、菓子、漬物など), 21.その他【手打そば】,

302 北信 長野市 長野市大門町504 かどの大丸 026-232-2502
11.土産物店(干そば、菓子等),12.伝統工芸品等の販売

店(民芸品)
15.和食,

303 北信 長野市 長野市大字上ヶ屋2471-1294 そば処　飯綱 026-239-2455 https://www.oishii-shinshu.net/shop/nagano/nagano-city/16322.html 15.和食,

304 北信 長野市 長野市戸隠2548-6 菓子工房クローバー 026-254-3168 http://www.ngn.janis.or.jp/~clover/ 18.喫茶店（カフェ）,20.和洋菓子店,

305 北信 長野市 長野市大門町67 創業文政十年　門前そば　藤木庵 026-232-2531 http://www.fujikian.co.jp 15.和食,

306 北信 長野市 長野市大豆島東沖4187-1 カレーハウスCoCo壱番屋　長野大豆島店 026-266-6156 https://www.ichibanya.co.jp/ 21.その他【カレー専門店】,

307 北信 長野市 長野市大門町512番地イ号 武井工芸店 026-232-4111 http://takei-kougei.com/ 12.伝統工芸品等の販売店,

308 北信 長野市 長野市大門町503 門前茶寮　弥生座 026-232-2311 http://www.yayoiza.jp 15.和食,21.その他【創作郷土料理】,

309 北信 長野市 長野市大字南長野西後町625番地 すや亀　食味処 026-235-4022 https://www.suyakame.co.jp 11.土産物店(みそ、漬物), 15.和食,

310 北信 長野市 長野市東後町15 そば処　吉祥庵 026-231-5177 15.和食,

311 北信 長野市 長野市元善町486 高田屋銘産店 026-232-6011 http://takadaya.net/ 11.土産物店(善行寺みやげ・信州特産品の販売), 15.和食,20.和洋菓子店,

312 北信 長野市 長野市大字上ヶ谷字麓原2471 長野カントリークラブ 026-239-2121 http://www.naganocountry.co.jp/index2.php 10.その他(ゴルフ場)

313 北信 長野市 長野市大字長野元善町484 丸清 026-232-5776 https://www.marusei-soba.com 15.和食,

314 北信 長野市 長野市鬼無里日影8855 鬼無里の湯　ホテル&コテージ 026-256-2140 http://kinasanoyu.com/ 9.日帰り温泉施設,

315 北信 長野市 長野市問御所町1221 ホテルJALシティ長野　中国料理　美麗華 026-225-1131 https://www.nagano.jalcity.co.jp 17.中華,

316 北信 長野市 長野市戸隠3356 叶屋そば店 026-254-2111 15.和食,21.その他【手打ちそば】,

317 北信 長野市 長野市大字南長野西後町1580 長喜園 026-232-2511 18.喫茶店（カフェ）,

318 北信 長野市 長野市東町147 匠の舘　花酒蔵 026-232-2442 2.織物体験(草木染め、友禅染),
11.土産物店(手づくり商品),12.伝統工芸品等の販売店

(草木染、陶、竹、他),

319 北信 長野市 長野市戸隠3501-イ 有限会社　岩戸屋 026-254-2038 21.その他【そば店】,

320 北信 長野市 長野市元善町486 雨宮仏具店 026-232-3575 12.伝統工芸品等の販売店(仏具),

321 北信 長野市 長野市川合新田370-416 漁師酒場　やひろ丸 026-221-9680 https://yahiromaru.owst.jp/ 19.居酒屋,

322 北信 長野市 長野市戸隠1584 そばの里二番館 026-254-3950
11.土産物店(戸隠そば製品),12.伝統工芸品等の販売

店(竹細工品),
15.和食,

323 北信 長野市 長野市元善町468番地 長門屋 026-233-2286 https://nagatoya.jimdofree.com/ 15.和食（そば・うどん）,

324 北信 長野市 長野市大字栗田字源田窪992番6他 科の木新幹線口店 026-228-5545 11.土産物店(観光菓子等),

325 北信 長野市 長野市大字栗田字北川原1038番地15 科の木東口店 026-228-5545 11.土産物店(観光菓子等),

326 北信 長野市 長野市大字栗田字源田窪992番6他 駅弁科の木 026-228-5545 11.土産物店(駅弁・観光菓子等),

327 北信 長野市 長野市大字栗田1038　JR長野駅構内第4ホーム 長野駅7番線ホーム信州蕎麦処しなの 026-228-5545 15.和食(そば店),

328 北信 長野市 長野市大字栗田1038-4 ベックスコーヒーショップ　長野店 026-228-5545 18.喫茶店（カフェ）(喫茶店),

329 北信 長野市 長野市南千歳1丁目22番地61丁目22番地6　MIDORI長野2F ナカジマ会館 026-228-5545 15.和食(そば店),

330 北信 長野市 長野市南千歳1丁目22番地61丁目22番地6　MIDORI長野2F いとうや 026-228-5545 11.土産物店(観光菓子等),

11
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331 北信 長野市 長野市南千歳1丁目22番地61丁目22番地6　MIDORI長野2F 信州里の菓工房 026-228-5545 11.土産物店(観光菓子等),

332 北信 長野市 長野市大門町84番地 サンクゼールワイナリー　門前店 026-238-3911 http://www.stcousair.co.jp/ 11.土産物店(ワイン、ジャム、パスタソース等),

333 北信 長野市 長野市大字大門町79-1 久世福商店　大門本店 026-219-2988 http://www.stcousair.co.jp/ 11.土産物店(調味料、和食材等),

334 北信 長野市 長野市大字南長野西後町1637-3 (有)今むらそば本店 026-232-3518 https://www.kuichi.co.jp 15.和食,

335 北信 長野市 長野市中御所5丁目9-7 カレーハウスCoCo壱番屋　長野中御所店 026-229-6620 http://tenpo.ichibanya.co.jp/search/shop/pc/detail.php?SCODE=1785 21,その他【日本食カレー】

336 北信 長野市 長野市徳間一丁目12-2 カレーハウスCoCo壱番屋　長野若槻店 026-239-7366 http://tenpo.ichibanya.co.jp/search/shop/pc/detail.php?SCODE=2374 21.その他【日本食カレー】

337 北信 長野市 長野市東町142番地2 新小路カフェ 026-217-0555 http://rifare-web.com/cafe/ 18.喫茶店（カフェ）,

338 北信 長野市 長野市元善町486番地 木彫工芸やまさき 026-232-0328
12.伝統工芸品等の販売店(木彫品、工芸品、オリジナル

作品),

339 北信 長野市 長野市戸隠3400番地の1 碓井製菓 026-254-2250 https://togakushi.org/gift/usuiseika/ 11.土産物店(菓子製造卸),

340 北信 長野市 長野市大字長野岩石町222-1 大福屋・成満堂 026-235-5477 https://twitter.com/dai298_monzen 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

341 北信 長野市 松本市深志1-3-11　丸善書店1階 ウィーゴカントリー倶楽部 026-290-3000 http://www.wego.-co.com 6.レジャー施設(ゴルフ場),

342 北信 長野市 長野市県町576
ホテル国際21（イタリアンレストランDONO DONO・中国料理 花

梨）
026-234-1111 http://www.kokusai21.jp/

15.和食,16.洋食,17.中華,18.喫茶店（カフェ）,21.そ

の他【鉄板焼き】,

343 北信 長野市 長野市大字長野元善町482番地 山城屋 026-232-4604 http://www.yamashiroya-soba.jp/ 11.土産物店, 15．和食

344 北信 長野市 長野市鶴賀緑町1398 ビストロ　リバティ 026-405-6188 https://twitter.com/bistro_liberty 16.洋食,

345 北信 長野市 長野市戸隠3517-8 ゆたかや 026-254-2235 http://teutisobaya.web.fc2.com/ 15.和食,

346 北信 長野市 長野市南千歳1-22-6　MIDORI長野店2F 沢屋MIDORI長野店 0267-46-2400 https://www.sawaya-jam.com 11.土産物店(ジャム等),

347 北信 長野市 長野市戸隠1511-5 紅葉（もみじ） 026-254-3433 http://www.miyamotoryokan.com/html/momiji.html 15.和食,

348 北信 長野市 長野市柳町102-1 八幡屋磯五郎横町カフェ 026-232-3966 http://www.yawataya.co.jp 18.喫茶店（カフェ）,

349 北信 長野市 長野市柳町102-1 八幡屋磯五郎　本店 026-232-3966 http://www.yawataya.co.jp 11.土産物店(唐からし販売),

350 北信 長野市 長野市柳町102-1 八幡屋磯五郎長野MIDORI店 026-232-3966 http://www.yawataya.co.jp 11.土産物店(唐からし販売),

351 北信 長野市 長野市元善町486 市川商店 026-232-7825 11.土産物店,

352 北信 長野市 長野市篠ノ井杵淵胴合7-1 信州そば蔵　長野店 026-293-5620 http://www.watanabeseimen.co.jp/ 4.食べ物作成(そば打ち体験と試食), 11.土産物店(そばを中心とした、地元土産), 15.和食,

353 北信 長野市 長野市戸隠豊岡10217 たんぼ　そば店 026-254-2261 15.和食,

354 北信 長野市 長野市元善町482 やなぎ屋仏壇店 026-232-5998 http://www.nakamise.org/Yanagiya/yanagiya.htm 12.伝統工芸品等の販売店(仏壇仏具販売),

355 北信 長野市 長野市大字鶴賀権堂町2373 インドネパール料理ビアホールトピ 026-405-4140 http://beerhalltopi.com 16.洋食

356 北信 長野市 長野市大字長野大門町44番地1 とんかつ専門店からり 026-266-0477 https://karari-tonkatsu.com/ 15.和食,

357 北信 長野市 長野市東後町21-102 能登重鰹節店 026-232-2828 http://www.avis.ne.jp/~mishiza/notojuu.htm 11.土産物店(鰹節・花かつお),

358 北信 長野市 長野市大字上ケ屋2471-2508 ピカイチ 026-239-1131 21.その他【ラーメン・焼肉】,

359 北信 長野市 長野市戸隠2179-4 そば処よつかど 026-254-2145 http://yotsukado-togakushi.com/ 15.和食,

360 北信 長野市 長野市南千歳一丁目1番地1 ながの東急百貨店 B１お土産品店 026-226-8181 https://www.nagano-tokyu.co.jp/ 11.土産物店(信州名産品、和洋酒),

12
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361 北信 長野市 長野市鶴賀権堂町2259 和shokuかぶと 026-232-0226 19.居酒屋,

362 北信 長野市 長野市東之門町393 そば処北野家本店 026-232-2492 15.和食,19.居酒屋,

363 北信 長野市 長野市鶴賀権堂町2269 旬宴酒場海せん山せん権堂店 026-217-0628 http://r.gnavi.co.jp/n810602/ 19.居酒屋,

364 北信 長野市 長野市元善町486 みよし屋名産店 026-232-6467 11.土産物店(土産品販売),

365 北信 長野市 長野市大門町513 木の花屋大門町店 026-252-7001 https://konohanaya.co.jp 11.土産物店, 15.和食,

366 北信 長野市 長野市南千歳1-22-6　2階 桜井甘精堂　MIDORI長野店 026-219-6141 https://www.kanseido.co.jp 14.その他(栗菓子) 20.和洋菓子店,

367 北信 長野市 長野市戸隠3393 原山竹細工店 026-254-2098 1.工芸体験, 11.土産物店,12.伝統工芸品等の販売店,

368 北信 長野市 長野市戸隠3517-6 二葉屋葉隠 026-254-2176 http://www.islay-ellen.com/futaba/ 15.和食,

369 北信 長野市 長野市南千歳1-22-6　MIDORI長野２F 信州くらうど 026-219-6139 http://www.matsuzawa.gr.jp/shinshu-kuraudo/ 11.土産物店(食品と酒類), 21.その他【店内併設立ち飲みBar】,

370 北信 長野市 長野市南千歳1-22-6　MIDORI長野２F 軽井沢メープルストック 11.土産物店(土産販売とワッフル製造販売),

371 北信 長野市 長野市大門町54ぱてぃお大門 リストランテ　カンパネッラ 026-233-4560 https://www.patio-daimon.com/shop/canpanella.php 16.洋食,

372 北信 長野市 長野市大字南長野西後町610番地 フルーツとや 026-232-5236 https://web-nagano.jp/toya/ 14.その他(果物、野菜、加工品)

373 北信 長野市 長野市南石堂町1259-1千曲ビルB1F そば八 026-227-7878 21.その他【そば店】,

374 北信 長野市 長野市松代町松代1051-7 大渡製菓舗 026-278-2244 http://matsu-ten.com/owatari.html 11.土産物店(和菓子),

375 北信 長野市 長野市長野市西後町1549 丸新食堂 026-232-2986 15.和食,

376 北信 長野市 長野市大門町46-1 十割そば大善 026-233-5002 http://daizen-soba.com/ 15.和食,

377 北信 長野市 長野市大字長野字岩石町348番地 もんぜんカシェット 026-217-2539 https://hitosara.com/0006128899/ 16.洋食,

378 北信 長野市 長野市平林1-30-1 西洋料理店　もりたろう 026-259-9970 http://www.moritoki.jp/moritarou.html 16.洋食,

379 北信 長野市 長野市平林1-30-1 森乃珈琲店　曇り時々晴れ 026-259-9970 http://www.moritoki.jp/morinocafe.html 18.喫茶店（カフェ）,

380 北信 長野市 長野市権堂町2227番地1 レストラン　シェ・ヒロ 026-232-7467
16.洋食（フランスコース料理、先日まで要予約、ランチは火

木土日のみ）,

381 北信 長野市 長野市松代町殿町10 竹風堂　松代店 026-227-6574 https://chikufudo.com/ 11.土産物店(栗菓子販売), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

382 北信 長野市 長野市南千歳1-22-14 りんごの木長野駅前店 026-227-1222 http://www.dl-ringonoki.co.jp/ 11.土産物店(洋菓子店),

383 北信 長野市 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2F りんごの木MIDORI長野店 026-217-8281 http://www.dl-ringonoki.co.jp/ 11.土産物店(洋菓子店),

384 北信 長野市 長野市青木島4丁目2-1 ラメールりんごの木青木島本店 026-285-2618 http://www.dl-ringonoki.co.jp/ 11.土産物店(洋菓子店), 20.和洋菓子店,

385 北信 長野市 長野市里島6-2 りんごの木篠ノ井店 026-293-6833 http://www.dl-ringonoki.co.jp/ 11.土産物店(洋菓子店),

386 北信 長野市 長野市上松4丁目7-12 りんごの木上松店 026-259-3280 http://www.dl-ringonoki.co.jp/ 11.土産物店(洋菓子店),

387 北信 長野市 長野市西和田2丁目12-58 りんごの木西和田店 026-263-1555 http://www,dl-ringonoki.co.jp/ 11.土産物店(洋菓子店),

388 北信 長野市 長野市中条住良木1704 道の駅中条 026-267-2188 http://www.nakajyo-actio.jp 13.道の駅(中条),
15.和食,21.その他【おぶっこ・手打ちそば・ラーメン・各種定

食】,

389 北信 長野市 長野市松代町松代84 トラベラーズカフェ　マツシロウォーカーズ 026-274-5142 https://www.facebook.com/pg/matsushiro.walkers/posts/?ref=page_internal 11.土産物店(松代特産品販売), 18.喫茶店（カフェ）,

390 北信 長野市 長野市松代町松代577番地 松代まち歩きセンター 026-278-1277 http://www.npo-yumekuukan.com/ 11.土産物店(松代関連書籍等),

13
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391 北信 長野市 長野市松代町松代577番地 寺町商家 026-278-1277 http://www.npo-yumekuukan.com/ 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

392 北信 長野市 長野市若里1-3　3F ロジェカフェ　長野県民文化会館店 080-5525-4724 https://roger-nagano.com/ 18.喫茶店（カフェ）,

393 北信 長野市 長野市戸隠字大洞沢3694 白樺食堂 026-254-3153 15.和食(そば店),

394 北信 長野市 長野市戸隠2285 そば処　たからや 026-254-2270 15.和食,

395 北信 長野市 長野市大門町511 竹風堂善光寺大門店 026-238-1511 https://chikufudo.com/ 11.土産物店(栗菓子販売), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

396 北信 長野市 長野市南石堂町1281-1 竹風堂長野駅前店 026-213-8155 https://chikufudo.com/ 11.土産物店(栗菓子販売), 18.喫茶店（カフェ）,

397 北信 長野市 長野市村山534 竹風堂アップルライン店 026-296-9153 https://chikufudo.com/ 11.土産物店(栗菓子販売), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

398 北信 長野市 長野市上ケ屋2471-2226 ぴあのカフェドルチェ 090-4153-3787 https://localplace.jp/t100455151/ 18.喫茶店（カフェ）,

399 北信 長野市 長野市松代町松代4番地1 信州松代観光協会 026-278-3366 http://www.matsushiro-kankou.com/ 14.その他(ガイドブック・Tシャツ　etc)

400 北信 長野市 長野市戸隠3510番25 そばの実 026-254-2102 https://www.sobanomi.co.jp 15.和食,

401 北信 長野市 長野市南長野南石堂町1421三福ビル2F おもてなしイタリアン和伊ん 026-225-6786 19.居酒屋,

402 北信 長野市 長野市南長野南石堂1426リファーレ南石堂町ビル１F イタリア酒場わいん 026-244-9910 19.居酒屋,

403 北信 長野市 長野市南石堂町1254 Le.reve　ル・レーヴ 026-264-5565 16.洋食,

404 北信 長野市 長野市南石堂1422-1 蕎麦ダイニング音菜 026-217-2888 21.その他【そば】,

405 北信 長野市 長野市大字南長野南石堂1259-2コーポ石堂1F uanci e cheer 026-262-1762 https://pizzeriauanciecheer.gorp.jp/ 16.洋食,

406 北信 長野市 長野市南石堂町1423-48 ラ・ポスト 026-226-0264 http://la-poste.jp/ 16.洋食,

407 北信 長野市 長野市南石堂町1418-11 漁火食堂　浜の波平 026-217-7761 https://hamanonamihey.owst.jp/ 19.居酒屋,

408 北信 長野市 長野市鬼無里1687番地1 いろは堂 026-256-2033 http://www.irohado.com 11.土産物店(おやき), 18.喫茶店（カフェ）,21.その他【おやき】,

409 北信 長野市 長野市南千歳一丁目22-6MIDORI長野店２F みすゞ飴本舗　飯島商店　MIDORI長野店 026-262-1416 https://www.misuzuame.com 14.その他【ゼリー菓子やジャムなどの販売】

410 北信 長野市 長野市鶴賀権堂町2321-4　KS長野第2ビル1F ブルー・ウィング 090-2651-4889 https://www.bluewinggondo.com/ 15.和食,16.洋食,19.居酒屋,

411 北信 長野市 長野市大字鶴賀1446 戸隠そば大木屋 026-234-7853　(080-6937-6853) 21.その他【そば店】,

412 北信 長野市 長野市松代町松代1129-2 こむぎ亭 026-274-5536 21.その他【うどん,定食】,

413 北信 長野市 長野市大門町55-1ぱてぃお大門内 四季食彩YAMABUKI 026-233-2181 http://yamabuki.px2.jp/ 15.和食,

414 北信 長野市 長野市大字西和田432-4 カレーハウスCoCo壱番屋長野西和田店 026-256-9377 https://www.ichibanya.co.jp/ 21.その他【カレーライス】,

415 北信 長野市 長野市大字南長野南石堂町1346 ホテルメトロポリタン長野カフェレストランアイリス 026-291-7061 https://iris.owst.jp 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

416 北信 長野市 長野市戸隠豊岡2764 大久保の茶屋 026-254-2062 http://www.ookubonotyaya.jp/ 21.その他【そば店】,

417 北信 長野市 長野市上ヶ屋2471-2510 陶公房　楽　RAKU 080-8001-9090 http://r.goope.jp/tokobo-raku 1.工芸体験(陶芸体験),

418 北信 長野市 長野市大字鶴賀字苗間平1,613番地 フォレストアドベンチャー・長野 026-226-3272 https://www.n-kaihatu.com 5.アウトドア・スポーツ施設(アドベンチャー),

419 北信 長野市 長野市南石堂1418-11 漁火食堂　浜の波平 026-217-7761 https://hamanonamihey.owst.jp/ 19.居酒屋,

420 北信 長野市 長野市戸隠3520 手打ち蕎麦　戸隠堂 026-254-2129 https://togakushido.com 11.土産物店(手そば、半生そば等), 15.和食,
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421 北信 長野市 長野市大字南長野南石堂町1261 本店　西澤餅屋 026-226-5295 http://www.oyaki-2438.com/ 11.土産物店(おやき),

422 北信 長野市 長野市大字南長野南石堂1259-2　コーポ石堂1F uancie cheer 026-262-1762 16.洋食,

423 北信 長野市 長野市大字南長野南石堂町1221-8-1101 ボスコ　長野駅前店 026-264-6270 16.洋食,

424 北信 長野市 長野市南石堂町1420-4　ロンビル2F 夕酒家　櫻井 026-227-1122 19.居酒屋,

425 北信 長野市 長野市松代町松代701 かどや本店 026-278-2118 11.土産物店(菓子類),

426 北信 長野市 長野市戸隠3503 有限会社中谷旅館　御土産処　宝泉 026-254-2533 http://www.nakataniryokan.com
11.土産物店(そば、竹細工　等),12.伝統工芸品等の販

売店,

427 北信 長野市 長野市大字鶴賀権堂町2296-1 ダイナマイト関西 080-7818-5032 19.居酒屋,

428 北信 長野市 長野市大字鶴賀権堂町2373 ら～めん　てんてん 026-234-6911 21.その他【ら～めん店】,

429 北信 長野市 長野市松代町松代477 旅館　定鑑堂 026-278-2045 https://www.teikando.net 15.和食,

430 北信 長野市 長野市戸隠奥社3688-1 奥社前なおすけ 026-254-2551 http://www.okusyamae-naosuke.com/ 21.その他【そば店】,

431 北信 長野市 長野市戸隠3611-5 極楽坊 026-254-3267 21.その他【そば店】,

432 北信 長野市 長野市北石堂町1398-4　西光寺ビル1F たこやき＆ダイニングバーあめいろ 026-219-6039 https://ameiro.owst.jp/ 19.居酒屋,

433 北信 長野市 長野市松代町松代628 梅田屋 026-278-2174 15.和食,

434 北信 長野市 長野市南千歳1-22-6長野駅ステーションビルMIDORI3F 丸山珈琲　MIDORI長野店 026-217-6690 https://www.maruyamacoffee.com/shop/midorinagano/ 18.喫茶店（カフェ）,

435 北信 長野市 長野市松代町松代1496の22 松代象山店しんこきゅう（心幸食） 026-214-3108 https://www.facebook.com/OrganicMomsKitchenShinkokyu/ 19.居酒屋,

436 北信 長野市 長野市南石堂町1420-3 麺匠佐蔵長野店 026-262-1107 https://mensyousakura-naganoekimaeten.business.site/ 21.その他【ラーメン】,

437 北信 長野市 長野市南千歳1-6-1 DINER＆BAR　BASE. 026-223-2203 https://dinerbar-base.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral 16.洋食,

438 北信 長野市 長野市稲里町中央4-9-16 かりん亭長野南店 0268-68-0188 http://karin-g.com/ 15.和食,

439 北信 長野市 長野市大字三輪1346番地 Bearny 026-232-1498 http://www.nagano-bearny.com/ 11.土産物店

440 北信 長野市 長野市長野大門町57-2 MONZEN　TERRACE　ENYA（モンゼンテラスエンヤ） 026-266-0885 https://monzen-terrace-enya.com/
21.その他【善光寺門前に位置し多数の観光客が訪れる休

憩と御食事処】

441 北信 長野市 長野市戸隠3510-86 小鳥の森 026-254-3083 http://www.kotorinomori.jp 10.その他(アウトドアガイド・事務所) 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

442 北信 長野市 長野市信州新町竹房1336 太田農園 080-4334-3441 7.果物狩り・観光農園(野菜／果樹／BBQ等),

443 北信 長野市 長野市戸隠3283 忍者の里チビッ子忍者村 026-254-3723 http://www.ninjamura.com 6.レジャー施設(忍者をテーマにしたアミューズメントパーク),

444 北信 長野市 長野市南長野北石堂町1381パティオ二線路1F cloud nine 026-217-7779 https://www.ucm-next.com/ 21.その他【ダイニングバー】,

445 北信 長野市 長野市戸隠3498 しなの屋 026-254-2248 11.土産物店, 15.和食

446 北信 長野市 長野市南千歳1-7-9 四季食彩鶴翔 026-227-1008 http://www.kakushou-group.jp/turusyo/ 15.和食,

447 北信 長野市 長野市南千歳1-7-9 縁起居酒屋　鶴亀 026-228-9003 http://www.kakushou-group.jp/ 19.居酒屋,

448 北信 長野市 長野市松代町松代524番地 蔦屋本店 026-278-2005 http://www.tsutayahonten.co.jp 11.土産物店(大名おやき、和洋菓子、松代せんべい),

449 北信 長野市 長野市北石堂町1450-1 Baccara 026-217-7404 https://www.hotpepper.jp/strJ001027416/?vos=cphppsocface20110701001 19.居酒屋,

450 北信 長野市 長野市北石堂町1454-1ファミリーマート2F 酒然みちのか 026-227-7775 http://www.hotpepper.jp/strJ000963112/ 19.居酒屋,
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451 北信 長野市 長野市北石堂町1454-1ファミリーマート1F ます福 090-9660-9885 19.居酒屋,

452 北信 長野市 長野市末広町1368ワコープラザビル2F 信州居酒屋　酔来処 026-264-6984 https://tabelog.com/nagano/A2001/A200101/20005354/ 19.居酒屋,

453 北信 長野市 長野市稲田3-37-10 ドルチェヴィータ 026-244-9910 https://www.facebook.com/dolcevita.nagano/ 16.洋食,

454 北信 長野市 長野市稲田3-37-10 おもてなしイタリアン和伊ん 026-244-9910 http://omotenashiitarianwine.naganoblog.jp/ 19.居酒屋,

455 北信 長野市 長野市権堂町2373-1 信州ミートセンター 026-466-6419 21.その他【焼肉】,

456 北信 長野市 長野市元善町484 松屋旅館 026-232-2811 https://matsuyaryokan.jp 15.和食,

457 北信 長野市 長野市南千歳1丁目1番地1 ながの東急百貨店　信州の名産品 026-226-8181 https://www.nagano-tokyu.co.jp/shop/main/main-b1f/entry-624.html 11.土産物店(信州名産品),

458 北信 長野市 長野市南長野北石堂町1175-9　リーベ石堂２Ｆ ひ魯ひ魯 026-217-1757 15.和食,21.その他【焼肉】,

459 北信 長野市 長野市大門町54　2F 夏至 026-237-2367 http://www.geshi.jp/ 12.伝統工芸品等の販売店(器・籠・衣料品等),

460 北信 長野市 長野市大字鶴賀上千歳町1138-5 マルベリーデリカテッセン＆カフェ 026-223-8270 https://www.marudeli.com/ 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

461 北信 長野市 長野市北石堂町1414-1　タカギビル3階 Jigger Club（ジガークラブ） 026-226-2160 http://www.facebook.com/jo2club 21.その他【ダイニング・バー】,

462 北信 長野市 長野市南千歳町1-20-2-1　アンジェラックスビルBF SIGNAL（シグナル） 026-219-4976 https://ja-jp.facebook.com/signal20171113/ 21.その他【ダイニング・バー】,

463 北信 長野市 長野市戸隠3400-1 碓井製菓 026-254-2250 11.土産物店,

464 北信 長野市 長野市戸隠3501 岩戸屋 026-254-2038 15.和食(そば),

465 北信 長野市 長野市鶴賀南千歳町876-1 千歳　夜噺 026-225-4874 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand07/ 19.居酒屋,

466 北信 長野市 長野市鶴賀南千歳町876-1 コミック・バスター　YOBANASHI The Room 026-219-4120 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/_yobanashi_the_room/ 10.その他(娯楽業)

467 北信 長野市 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野3F グリルザブッチャー　NAGANO 026-219-6086 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand12/ 16.洋食,

468 北信 長野市 長野市末広町1358 築地市場食堂　長野駅前店 026-229-8818 https://www.ohtaki-gp.jp/brand/brand09/ 19.居酒屋,

469 北信 長野市 長野市南千歳町1-28-3東急REIホテル1F 小木曽製粉所　長野駅前店 026-217-3436 https://www.ogiso-seifunjo.com/ 15.和食,

470 北信 長野市 長野市松代町東条3541 松代荘 026-278-2596 https://www.matusirosou.com/ 9.日帰り温泉施設(入浴、休憩), 11.土産物店(食品、工芸品、雑貨販売), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

471 北信 長野市 長野市権堂町2284-８ いろは雷電 026-235-1530 15和食（寿司）

472 北信 長野市 長野市岩石町222-5 ハーロンヌービル 080-4454-2211 13工芸体験（クラフト体験） 11土産物店

473 北信 長野市 長野市戸隠3360 辻旅館 026-254-2337 http://oumeitei.net/ 11土産物店（旅館売店） 21その他（旅館）

474 北信 長野市 長野市松代町松代1502 象山神社 026-278-2461 11土産物店（御守り等）

475 北信 長野市 長野市南長野南石堂町1420-3 麺匠　佐蔵　長野店 026-262-1107 21その他（ラーメン）

476 北信 長野市 長野市横町90 お香の店　古薫 026-217-5355 https://www.kotaki.site/ 10その他（匂い袋制作・塗香制作） 11土産物店（リンゴ匂い袋他）

477 北信 長野市 長野市戸隠3694 戸隠キャンプ場 026-254-3581 http://www.togakusi.com 11土産物店（戸隠内の土産物販売）

478 北信 長野市 長野市戸隠3517-8 ゆたかや 026-254-2235 http://teutisobaya.web.fc2.com/ 15和食

479 北信 長野市 長野市南石堂町1418-1 門前酒場　山里 050-5303-0249 https://r.goope.jp/syuraku/free/kaisyagaiyou 15和食，19居酒屋

480 北信 長野市 長野市鬼無里1690 そば処　鬼無里 026-256-2428 http://www.furusato-kinasa.co.jp 11土産物店, 21その他（そば店）
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481 北信 長野市 長野市南千歳2-5-3 ジンホア長野店 026-217-3122 http://www.jinghua.sg/ 17中華

482 北信 長野市 長野市門沢5299 信州天空resort ARCADIA～ふたつとない景色～アルカディア 026-239-1122 https://arcadia.eternal-story.com/ 11.土産物店, 16.洋食,

483 北信 長野市 長野市松代町東条2832 コトリの湯 026-213-5510 http://kotorinoyu.jp/ 9.日帰り温泉施設, 18.喫茶店（カフェ）,

484 北信 長野市 長野市中条日下野5286 やきもち家 026-267-2641 https://xn--w8jxbxfg7046c.com/ 9.日帰り温泉施設, 15.和食,

485 北信 長野市 長野市大岡中牧1142 大岡温泉 026-266-1088 https://oookaonsen.eternal-story.com 9.日帰り温泉施設,

486 北信 長野市 長野市戸隠2348番地 いろりの蕎麦処　築山 026-254-2545 https://tsukiyamakan.com 11土産物店（戸隠そば等） 15和食　21その他（会食も承っております）

487 北信 長野市 長野市箱清水1-10-24 うなぎとかにの専門店　花ぶき（かぶき） 090-1054-0821 https://www.deli-koma.com/dk/shop/?olid=1010376 15和食

488 北信 長野市 長野市川中島町御厨1109-1 割烹志麻 026-284-7144 http://www.kappou-shima.com/ 15和食

489 北信 飯綱町 上水内郡飯綱町川上2755-345 飯綱東高原リゾート 026-253-3210 https://iizunaresort.com
3.乗り物レンタル(Ｅ－Ｂｉｋｅ),5.アウトドア・スポーツ施

設(キャンプ場・ＢＢＱ場),6.レジャー施設(ゴルフ場),

490 北信 飯綱町 飯綱町川上2755-1918 アリコ・ルージュ 026-253-7551 http://haricot-rouge.la.coocan.jp/ 16.洋食,

491 北信 飯綱町 上水内郡飯綱町大字川上2755-345 飯綱東高原観光開発 026-253-3210 https://iizunaresort.com
3.乗り物レンタル(Ｅ－Ｂｉｋｅ),5.アウトドア・スポーツ施

設(キャンプ場ＢＢＱ場),6.レジャー施設(ゴルフ場),9.日帰

り温泉施設,

21.その他【日帰り温泉内レストラン】,

492 北信 飯綱町 上水内郡飯綱町牟礼1313 長野国際カントリークラブ 026-253-3333 http://www.naganokokusai.com 5.アウトドア・スポーツ施設(ゴルフ場), 21.その他【クラブハウスレストラン】,

493 北信 飯綱町 上水内郡飯綱町大字芋川1260番地 サンクゼールワイナリー本店 026-253-8002 http://www.stcousair.co.jp/ 10.その他(ワイナリー) 11.土産物店(ワイン、ジャム、パスタソース等),

494 北信 飯綱町 上水内郡飯綱町大字芋川1260番地 ワイナリーレストラン・サンクゼール 026-253-8070 http://www.stcousair.co.jp/ 16.洋食,

495 北信 飯山市 飯山市大字飯山八坊塚11488 斑尾高原ホテル　ジップライン 0269-64-3311 http://www.madarao.jp/hotel 5.アウトドア・スポーツ施設(ZIPLINE ADVENTURE),

496 北信 飯山市 飯山市大字常郷1147番地 角口酒造店 0269-65-2006 http://www.kadoguchi.jp/ 11.土産物店(地酒販売),

497 北信 飯山市 飯山市飯山669-4 塩崎農園 0269-62-4814 https://shiozakinouen.com/ 7.果物狩り・観光農園(ブドウ狩り、りんご狩り、贈答),

498 北信 飯山市 飯山市大字飯山11492-339　2425号室
①アウトドア体験施設　North　Nagano　Outdoor　Sports　②

飲食店　Aki's　Pub＆Cafe
090-4461-7354 http://naganooutdoorsports.net/

3.乗り物レンタル(電気自動車),5.アウトドア・スポーツ施設

(自転車ツアー),
18.喫茶店（カフェ）,

499 北信 飯山市 飯山市飯山1200 そば処　幸輪 0269-63-2978 https://itp.ne.jp/info/206524939040781530/ 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,21.その他【そば、うどん】,

500 北信 飯山市 飯山市旭644 旬菜料理 はたの 0269-67-0393 http://www.kominka-washoku.com 15.和食,

501 北信 飯山市 飯山市南町32-5 雪と寺の町のダイニング　六兵衛 0269-62-4359 15.和食,

502 北信 飯山市 飯山市飯山1117 うなぎ専門店　本多 0269-62-2213 http://www.unadon.server-shared.com/ 15.和食,

503 北信 飯山市 飯山市豊田6543-1 焼きカレーの店ペンティクトン 0269-65-4611 https://www.penti.jp/ 21.その他【カレー】,

504 北信 飯山市 飯山市大字飯山2227 田中屋酒造店 0269-62-2057 http://www.mizuo.co.jp/ 11.土産物店(日本酒),

505 北信 飯山市 飯山市大字飯山11492-182 蕎麦処　まろうど 0269-64-3768 http://www.madarao-maroudo.com 14.その他(蕎麦等) 15.和食,

506 北信 飯山市 飯山市斑尾1101-124 エフワンマーケット 0269-64-3003 11.土産物店,

507 北信 飯山市 飯山市大字飯山1213 ホテルほていや 0269-62-3128 https://hotel-hoteiya.com 15.和食,21.その他【ビアガーデン】,

508 北信 飯山市 飯山市大字飯山11488斑尾高原ホテル内 斑尾スポーツアカデミー 0269-64-3727 http://www.madarao-school.jp/green/ 5.アウトドア・スポーツ施設(グラススキーツリーイング),

509 北信 飯山市 飯山市大字豊田5509 四季彩の宿　かのえ 0269-65-4570 http://www.kanoe.jp 4.食べ物作成(そば打ち、郷土料理） 15.和食,

510 北信 飯山市 飯山市飯山11492-236 千曲川ラフティング 0269-64-3535 https://www.chikuma-rafting.com/ 5.アウトドア・スポーツ施設(ラフティング・自転車),
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511 北信 飯山市 飯山市飯山1702-1 ぽむ 0269-62-0113 http://www.janis.or.jp/users/pomme/ 16.洋食,

512 北信 飯山市 飯山市飯山770-3　飯山駅1階 飯山駅ナカ酒場えっぺ 0269-69-7101 https://www.facebook.com/%E9%A3%AF%E5%B1%B1%E9%A7%85%E3%83%8A%E3%82%AB%E9%85%92%E5%A0%B4%E3%81%88%E3%81%A3%E3%81%BA-106485231077916/ 19.居酒屋,

513 北信 飯山市 飯山市大字一山1898-1 いいやま湯滝温泉 0269-65-3454 http://www.yutakionsen.net 9.日帰り温泉施設(売店・食堂併設), 11.土産物店, 21.その他【食堂併設】

514 北信 飯山市 飯山市大字飯山771-1 飯山駅観光交流センター 0269-62-7000 http://www.iiyama-station.jp/ 3.乗り物レンタル(信越自然郷アクティビティセンター),
11.土産物店(観光案内所内),14.その他(アウトドアウェア

グッズ販売)
18.喫茶店（カフェ）,

515 北信 飯山市 長野県飯山市照岡1571-15 なべくら高原・森の家 0269-69-2888 http://www.nabekura.net/
3.乗り物レンタル(自転車),5.アウトドア・スポーツ施設(登

山・カヌー等),
11.土産物店(小物・本等), 18.喫茶店（カフェ）,

516 北信 飯山市 飯山市大字常盤7425 道の駅花の駅千曲川 0269-62-1887 https://www.chikumagawa.net/ 13.道の駅,
15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,20.和洋菓子

店,

517 北信 飯山市 飯山市大字豊田6724 ムーンベイ25 0269-65-2072
4.食べ物作成(ドラム缶ピザ作り),10.その他(庭で昔ながら

のテント（キャンプ体験）)
11.土産物店(アップルパイ),

518 北信 飯山市 飯山市飯山265-25 カフェ　エルク 0269-63-3701 http://yukigasuki.com/elk/ 18.喫茶店（カフェ）,

519 北信 飯山市 飯山市大字豊田5509 パワードライブR117 080-6540-2438 https://www.powerdrive-r117.jp/ 5.アウトドア・スポーツ施設(カヌー・ラフティング),

520 北信 飯山市 飯山市南町10-5 海鮮居酒屋一升 0269-62-1800 19.居酒屋,

521 北信 飯山市 飯山市南町16-12 赤ちょうちん 0269-62-2660 21.その他【一般食堂】,

522 北信 飯山市 飯山市大字飯山11492-196 斑尾観光ホテル 0269-64-3216 https://www.madarao-kanko.com/ 9.日帰り温泉施設, 11.土産物店(長野産菓子等販売),

523 北信 飯山市 飯山市大字飯山2228-3 パティスリーヒラノ 0269-62-2316 https://p-hirano.com/ 18.喫茶店（カフェ）,20.和洋菓子店,

524 北信 飯山市 飯山市大字豊田6786 そば処　石田屋一徹 0269-65-2121 http://www.ishidaya.co.jp/ 21.その他【そば屋】,

525 北信 飯山市 飯山市斑尾高原11492-70 斑尾高原観光協会「山の家」 0269-64-3222 http://www.madarao.tv/
1.工芸体験(ウッドバーニング),3.乗り物レンタル(MTBレンタ

ル),4.食べ物作成(そば打ち体験),5.アウトドア・スポーツ施

設(クライミング),6.レジャー施設(フィッシング),

526 北信 飯山市 飯山市大字豊田5291 田舎の小宿　蕎麦かにさわ 0269-65-2163 http://www.bellforest.jp/ 4.食べ物作成(そばうち),

527 北信 飯山市 飯山市大字瑞穂7332番地2 いいやま北竜温泉文化北竜館 0269-65-3121 http://bunkahokuryukan.com/ 9.日帰り温泉施設, 11.土産物店,

528 北信 飯山市 飯山市大字飯山2941-1 味蔵月あかり 0269-67-0139 https://ningyoukan.net/ 11.土産物店, 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

529 北信 飯山市 飯山市南町10-4 信州いいやま　ぜにがめ堂 0269-62-2202 http://www.iiyama-ouendan.net/food/2011/09/880.php 1.工芸体験(茶の湯), 15.和食,

530 北信 飯山市 飯山市大字飯山1436-1 飯山市伝統産業会館内　売店 0269-62-4026
12.伝統工芸品等の販売店(内山紙,信州鎌,工芸品,アク

セサリー等,販売),

531 北信 飯山市 飯山市大字飯山3222-1 展示試作館　奥信濃 0269-63-2950
12.伝統工芸品等の販売店(内山紙和紙,小沼ほうき,お守

り,工芸品等販売),

532 北信 飯山市 飯山市大字飯山812-25 飯山駅前　よってかしおんと 0269-67-0244 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,19.居酒屋,

533 北信 飯山市 飯山市大字飯山八塚坊11488 斑尾高原ホテル　飲食・売店 0269-64-3311 http://www.madarao.jp/hotel/ 11.土産物店,12.伝統工芸品等の販売店, 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

534 北信 飯山市 飯山市飯山11492-191 ブルーベリーペンション 0269-64-3438 http://gate.ruru.ne.jp/blueberry/ 6.レジャー施設(水上アスレチック),

535 北信 飯山市 飯山市大字飯山2941-1 高橋まゆみ人形館 0269-67-0139 https://www.ningyoukan.net/ ８博物館等 11土産物店 15和食　18喫茶店（カフェ）

536 北信 飯山市 飯山市大字飯山八坊塚11488 斑尾高原キャンピングパーク 0269-64-3311 http://www.madarao.jp/camp 5.アウトドア・スポーツ施設(ク),

537 北信 飯山市 飯山市大字飯山八坊塚11488 ZIPLINE ADVENTURE 0269-64-3311 http://www.madarao.jp/zip 5.アウトドア・スポーツ施設(ZIPLINE、ADVENTURE),

538 北信 木島平村 下高井郡木島平村大字上木島3278-271 オーベルジュ　グルービー 0269-82-3678 http://www.avis.ne.jp/~groovy/ 21.その他【昼食ステーキランチ・夕食ステーキディナー】,

539 北信 木島平村 下高井郡木島平村上木島38-1 道の駅FARMUS木島平 0269-62-2201 http://www.farmus.jp/ 13.道の駅(直売所/そば店/カフェ), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,

540 北信 木島平村 下高井郡木島平村上木島3878-2 ビタミンレストラン 0269-82-3001 https://panoramaland-k.com 9.日帰り温泉施設(大浴場外来入浴), 11.土産物店(宿泊施設内売店), 15.和食,18.喫茶店（カフェ）,
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541 北信 木島平村 木島平村大字上木島2548-1 観光交流センター売店組合 0269-65-2209 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/docs/2013022800112/ 11.土産物店(農産物), 21.その他【そば】,

542 北信 木島平村 下高井郡木島平村上木島3878-2 馬曲温泉（鞍掛の茶屋） 0269-82-4404 https://maguse-onsen.com 9.日帰り温泉施設, 11.土産物店, 15.和食,

543 北信 木島平村 下高井郡木島平村上木島3278-46 夢屋ガラス工房 0269-82-1821 https://www.yumeya-glass.com/ 1.工芸体験(ガラス工芸・とんぼ玉作り),

544 北信 木島平村 木島平村上木島3018-4 ペンション　シエスタ 0269-82-1811 http://siesta.travel.coocan.jp
4.食べ物作成(ソバ打ち),7.果物狩り・観光農園(ブルーベ

リー狩り),10.その他(自然ガイド)

15.和食,16.洋食,17.中華,18.喫茶店（カフェ）,19.居

酒屋,

545 北信 木島平村 下高井郡木島平村大字穂高1143-3 内山手すき和紙　体験の家 0269-82-4151 http://www.kamisukiya.com 1.工芸体験(紙すき), 12.伝統工芸品等の販売店(和紙),

546 北信 木島平村 下高井郡木島平村上木島3278-270 山の家パーニス 0269-82-4778 http://panis.jp/ 16.洋食,

547 北信 木島平村 下高井郡木島平村上木島2548-1
（飲食）樽瀧

（土産物）直売所たかやしろ
0269-65-2209 https://kijimadaira.org/sights/151 11.土産物店(農産物), 21.その他【そば】,

548 北信 木島平村 下高井郡木島平村住郷2285 持田養魚場 0269-82-3357 5.アウトドア・スポーツ施設(魚のつかみどり), 21.その他【焼魚のみ】,

549 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷8923-1 河一屋旅館、河一屋旅館内土産店「ひと呼吸」 0269－85－4126 https://kawaichiya.jp/facilities/ 9.日帰り温泉施設（河一屋旅館） 11.土産物店（河一屋旅館内土産店「ひと呼吸」） 15.和食

550 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8713 住吉屋 0269-85-2005 http://sumiyosiya.co.jp
11.土産物店(野沢菜など),12.伝統工芸品等の販売店

(地元の作家の作品鳩ぐるまなど),

551 北信 野沢温泉村 野沢温泉村豊郷横落9784-1 Crossroad Cafe 0269-85-5150 18.喫茶店（カフェ）,

552 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8734 麻釜温泉公園ふるさとの湯 0269-85-3700 http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/about/W002H0000011.html 9.日帰り温泉施設,

553 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9517-2 魚やす商店 0269-85-2217 https://nozawakanko.jp/spot/spot693/ 15.和食,17.中華,

554 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字虫生2375 道の駅野沢温泉 0260-67-0767 https://nozawa-onsen.jp/ 13.道の駅(ショップ、農林産物直売所),

555 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷6748番 野沢温泉スパリーナ 0269-85-4567 http://www.nozawaski.com/winter/facilities/arena.php 9.日帰り温泉施設 11.土産物店 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

556 北信 野沢温泉村 野沢温泉村大字豊郷8857 百番商店 0269-85-2420 11.土産物店(オリジナル商品、土産品),

557 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9778 ラトリエ　クラ 0269-67-0607 http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/about/W002H0000348.html 18.喫茶店（カフェ）,

558 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷6463－15 COMPASS 0269-67-0224 https://compasshouse.jp 5.アウトドア・スポーツ施設(レンタル、販売),

559 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷8005-2 野沢温泉スポーツ公園 0269-85-2623 http://nozawaonsen.co.jp/
5.アウトドア・スポーツ施設(サマーゲレンデ　※スキー、スノー

ボード),6.レジャー施設(キッズパーク、ジップライン),

560 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷9516-1　芙蓉ビル2F NAXXS 0269-67-0765 https://nozawakanko.jp/spot/spot2339/ 21.その他【BAR】,

561 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村虫生1726 Nozawa Onsen Tours 090-9341-3791 https://www.arukulatoursnozawaonsen.com/ 10.その他(ツアーガイド)

562 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9575-1 庄平そば 0269-85-3287 15.和食,

563 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷8888 野沢グランドホテル 0269-85-3151 http://www.nozawagrand.com 11.土産物店(ホテル内売店),

564 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9347 居酒屋つくしんぼ 0269-85-3565 https://nozawakanko.jp/spot/spot760/ 19.居酒屋,

565 北信 野沢温泉村 野沢温泉村豊郷8923-1 河一屋旅館 0269-85-4126 https://kawaichiya.jp/ 9.日帰り温泉施設(河一屋旅館), 11.土産物店(河一屋旅館内土産店「ひと呼吸」), 15.和食,

566 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷9329 旅館さかや 0269-85-3118 http://www.ryokan-sakaya.co.jp/ 14.その他(館内売店) 21.その他【旅館内　お食事処】,

567 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9277 ラーメン酒場でえすけ 090-2478-0319 https://www.facebook.com/%E3%81%A7%E3%81%87%E3%81%99%E3%81%91-533378857020395/ 19.居酒屋,

568 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷9533　ハ-1 四十雀 0269-85-2168 19.居酒屋,

569 北信 野沢温泉村 野沢温泉村豊郷9285 狸Tanuki Cafe Restauran 0269-85-3121 https://www.tanukinozawa.com/ja 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,21.その他【鉄板焼き】,

570 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8734 麻釜温泉公園ふるさとの湯 0269-85-3700 http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/about/W002H0000011.html 9.日帰り温泉施設,
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571 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9517-2 魚やす商店 0269-85-2217 https://nozawakanko.jp/spot/spot693/ 15.和食,17.中華,

572 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字虫生2375 道の駅野沢温泉 0260-67-0767 https://nozawa-onsen.jp/ 13.道の駅(ショップ、農林産物直売所),

573 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷6748番 野沢温泉スパリーナ 0269-85-4567 http://www.nozawaski.com/winter/facilities/arena.php 9.日帰り温泉施設 11.土産物店 15.和食,16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,

574 北信 野沢温泉村 野沢温泉村大字豊郷8857 百番商店 0269-85-2420 11.土産物店(オリジナル商品、土産品),

575 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9778 ラトリエ　クラ 0269-67-0607 http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/about/W002H0000348.html 18.喫茶店（カフェ）,

576 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷6463－15 COMPASS 0269-67-0224 https://compasshouse.jp 5.アウトドア・スポーツ施設(レンタル、販売),

577 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷8005-2 野沢温泉スポーツ公園 0269-85-2623 http://nozawaonsen.co.jp/
5.アウトドア・スポーツ施設(サマーゲレンデ　※スキー、スノー

ボード),6.レジャー施設(キッズパーク、ジップライン),

578 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷9516-1　芙蓉ビル2F NAXXS 0269-67-0765 https://nozawakanko.jp/spot/spot2339/ 21.その他【BAR】,

579 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村虫生1726 Nozawa Onsen Tours 090-9341-3791 https://www.arukulatoursnozawaonsen.com/ 10.その他(ツアーガイド)

580 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9575-1 庄平そば 0269-85-3287 15.和食,

581 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷8888 野沢グランドホテル 0269-85-3151 http://www.nozawagrand.com 11.土産物店(ホテル内売店),

582 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9347 居酒屋つくしんぼ 0269-85-3565 https://nozawakanko.jp/spot/spot760/ 19.居酒屋,

583 北信 野沢温泉村 野沢温泉村豊郷8923-1 河一屋旅館 0269-85-4126 https://kawaichiya.jp/ 9.日帰り温泉施設(河一屋旅館), 11.土産物店(河一屋旅館内土産店「ひと呼吸」), 15.和食,

584 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷9329 旅館さかや 0269-85-3118 http://www.ryokan-sakaya.co.jp/ 14.その他(館内売店) 21.その他【旅館内　お食事処】,

585 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9277 ラーメン酒場でえすけ 090-2478-0319 https://www.facebook.com/%E3%81%A7%E3%81%87%E3%81%99%E3%81%91-533378857020395/ 19.居酒屋,

586 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷9533　ハ-1 四十雀 0269-85-2168 19.居酒屋,

587 北信 野沢温泉村 野沢温泉村豊郷9285 狸Tanuki Cafe Restauran 0269-85-3121 https://www.tanukinozawa.com/ja 16.洋食,18.喫茶店（カフェ）,21.その他【鉄板焼き】,

588 北信 野沢温泉村 野沢温泉村大字豊郷8857 百番商店 0269-85-2420 11.土産物店(オリジナル商品、土産品),

589 北信 野沢温泉村 野沢温泉村豊郷8923-1 河一屋旅館 0269-85-4126 https://kawaichiya.jp/ 9.日帰り温泉施設(河一屋旅館), 11.土産物店(河一屋旅館内土産店「ひと呼吸」), 15.和食,
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