
店名・事業所名 市町村名 電話番号 ホームページURL 業種

いろは寿司 上松町 52-2068 飲食店

食堂　中村 上松町 52-2183 http://www012.upp.so-net.ne.jp/gohei-nakamura/index.html 飲食店

越前屋 上松町 52-2081 http://www.echizenya-soba.jp/ 飲食店

おかめ 上松町 52-4350 飲食店

ロッキー 上松町 52-4151 飲食店

ねざめホテル 上松町 52-2245 https://nezame-hotel.com/ 宿泊業

寝覚亭 上松町 24-0116 http://www.kiso-jin.com/nezame/ 飲食店

璃樹 上松町 52-5888 飲食店

じゃがいも 上松町 52-5599 飲食店

かふぇりか 上松町 52-3806 飲食店

囲 上松町 飲食店

大澤商店 上松町 52-2021 http://sp0038.com/ 小売業（野菜果物）

真々心家 上松町 52-2021 飲食店

むぎくさ理容室 上松町 52-2267 理容業、美容業

上松町観光協会　森林鉄道 上松町 52-1133 https://kiso-hinoki.jp/ その他娯楽業

上松町観光協会　せせらぎの里 上松町 52-2792 https://kiso-hinoki.jp/ 飲食店

和み 上松町 52-5252 飲食店

黒田葬祭 上松町 52-5080 その他

久金商店 上松町 52-2121 https://www.hisakin.com/company.html 小売業（酒）

寿伊舎 上松町 52-2295 飲食店

民宿　さわぐち 上松町 52-3422 http://sawaguchi-kiso.com/ 宿泊業

膳也　蔵人 上松町 52-1718 飲食店

おんたけタクシー 上松町 22-2054 運輸業、郵便業

上松町観光協会　観光案内所 上松町 52-4820 https://kiso-hinoki.jp/ その他

栄家 上松町 52-2252 飲食店

ナガオ 上松町 52-2088 小売業（衣服）

村上呉服店 上松町 52-2206 小売業（衣服）

小林薬局 上松町 52-2108 小売業（ドラッグストア）

マチノ薬局 上松町 52-5220 小売業（ドラッグストア）

マツダ 上松町 52-2261 その他小売業

緑寿園 上松町 52-3232 その他小売業

和心 上松町 52-5588 https://www.wagashiwashin.com/ その他小売業

坂下家 上松町 52-2059 http://sakashitaya.com/ 飲食店

原文具店 上松町 52-2176 小売業（その他）

ナガオ駅前店 上松町 52-2557 小売業（その他）

「新型コロナ対策推進の店」宣言店舗・事業者一覧（中信）
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小林薬局 上松町 52-2108 小売業（ドラッグストア）

大木書店 上松町 52-2039 その他小売業

武居商店 上松町 52-2144 小売業（野菜果物）

フラワーショップ　だいどう 上松町 52-2250 その他小売業

ぷちショップ・タッチ 上松町 52-2067 小売業（酒）

たいせい 上松町 52-2436 飲食店

パッション 上松町 52-3223 飲食店

フェスタ 上松町 52-2445 飲食店

桟温泉 上松町 52-2276 http://www.kiso.ne.jp/~kakehashi.ag/ 宿泊業

高杉庵 上松町 08069323374 https://www.kiso-jin.com/people/post-1939/ 飲食店

田政旅館 上松町 52-2053 http://www.kisoji.com/kisoji/spa/agematsu/2053.html 宿泊業

コミカルカフェ 上松町 24-0207 飲食店

松本屋 上松町 52-2275 飲食店

武しろ 上松町 52-4616 飲食店

ほっぺ 上松町 52-2903 小売業（菓子パン）

デイリーヤマザキ木曽上松寝覚店 上松町 52-4139 小売業（コンビニ）

百田商事 上松町 52-3522 https://momotashoji.com/home/ 飲食店

セブンイレブン木曽上松寝覚店 上松町 52-5711 小売業（コンビニ）

喫茶レオ 上松町 52-3988 飲食店

カフェ・アイウィル 上松町 52-2111 飲食店

民宿西小川 上松町 52-4009 http://kokera.rgr.jp/m_nishiogawa.html 宿泊業

田浅米穀店 上松町 52-2029 小売業（その他）

上町食料販売所 上松町 52-2216 小売業（その他）

才児ヤマメ養殖センター 上松町 52-5134 その他

藤原牛乳店 上松町 52-2090 製造業

山田商店 上松町 52-2711 小売業（その他）

白川茶ますぶち園上松取扱所 上松町 52-4295 小売業（その他）

清水屋商店 上松町 52-2020 小売業（酒）

高橋商店 上松町 52-2704 小売業（酒）

芳香堂　寝覚店 上松町 52-4648 小売業（その他）

鳥宗 上松町 52-2065 小売業（食肉）

駅前市場 上松町 52-1070 小売業（野菜果物）

フードセンター　しょうきち 上松町 52-4500 小売業（野菜果物）

畑政市酒店 上松町 52-3882 小売業（酒）

惣菜の店　うえひら 上松町 52-3059 飲食店

株式会社　管建工業　 大桑村 55-4400 その他
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古瀬設備　 大桑村 55-2065 その他

有限会社　平田管業店　 大桑村 55-3053 その他

㈱山紫ハヤカワ　セレモニーホール　清信殿 大桑村 55-1022 http://www.Seishinden.jp その他生活関連サービス業（エステ等）

みちくさ 大桑村 050-2006-2025 小売業（その他）

有限会社　鈴建産業　 大桑村 55-3761 その他小売業

田上畳店　 大桑村 55-3525 その他

西尾酒造株式会社　 大桑村 55-3002 製造業

田澤養鱒場　 大桑村 55-3058 その他

(株）進藤邦夫商店  ルート１９セルフ須原 大桑村 55-3247 その他小売業

須原食糧販売店　 大桑村 55-3026 小売業（その他）

きどや衣料　 大桑村 55-3365 小売業（衣服）

磯尾百貨店　 大桑村 55-3006 小売業（百貨店、総合スーパー）

大和屋　 大桑村 55-2918 飲食店

セブンイレブン大桑須原店　 大桑村 55-2155 小売業（コンビニ）

薪ステーション　 大桑村 55-3616 その他小売業

スナック　Ｒｏｂｉｎ 大桑村 55-3616 飲食店

コインランドリーフルール 大桑村 55-3616 その他生活関連サービス業（エステ等）

マルトシ生鮮食品館木曽須原店　 大桑村 55-1006 小売業（百貨店、総合スーパー）

有限会社　割烹本陣　 大桑村 55-3526 飲食店

あすなろ　 大桑村 55-3189 飲食店

ヘア－サロンアサヒ軒　 大桑村 55-3048 理容業、美容業

（株）イーシーサービス　 大桑村 55-4340 その他生活関連サービス業（エステ等）

勝野鍼灸院　 大桑村 55-2040 その他生活関連サービス業（エステ等）

大前施工　 大桑村 55-2928 その他

台湾料理　萬里香　 大桑村 24-0280 飲食店

株式会社　宮地組　 大桑村 55-3054 その他

金子土建　株式会社　 大桑村 55-3315 その他

トキ設備　 大桑村 55-2545 その他

株式会社　小島塗装工業所　 大桑村 55-3198 その他

沼田屋商店　 大桑村 55-1301 小売業（鮮魚）

古谷商店　 大桑村 55-3138 小売業（その他）

中田商店　 大桑村 55-2524 小売業（その他）

株式会社　管建工業　 大桑村 55-3026 小売業（その他）

㈱ヘリックスケアファーマはなの木薬局　 大桑村 55-1710 小売業（ドラッグストア）

有限会社　平田管業店　 大桑村 55-2185 その他

㈱山紫ハヤカワ　　 大桑村 55-2585 その他生活関連サービス業（エステ等）
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セレモニーホール　清信殿　 大桑村 55-3654 その他娯楽業

呑と来　 大桑村 55-3698 飲食店

朝日軒大桑支店　 大桑村 55-3569 理容業、美容業

みちの美容室　 大桑村 55-3183 理容業、美容業

赤堀建材有限会社　 大桑村 55-3287 その他

奥田工業株式会社　 大桑村 55-2005 その他

株式会社　金子組　 大桑村 55-3944 その他

株式会社　半坂土木　 大桑村 55-3298 その他

阿寺渓谷エコくらぶ 大桑村 55-3298 宿泊業

有限会社竹腰工業　 大桑村 55-2030 その他

有限会社細田建築　 大桑村 55-2299 その他

奥野建築　 大桑村 55-3606 その他

大畑建築　 大桑村 55-2240 その他

尾前建築　 大桑村 55-3278 その他

株式会社寺嶋建築　 大桑村 55-3747 その他

有限会社　半場板金工業　 大桑村 55-2372 その他

株式会社　晃仙設備　 大桑村 55-2371 その他

有限会社　金澤建装　 大桑村 55-3391 その他

有限会社　櫻井設備　 大桑村 55-2786 その他

ライフメタル　 大桑村 55-4595 その他

有限会社　岐蘇シャッター　 大桑村 55-2100 その他

株式会社　管建工業　 大桑村 55-2900 製造業

有限会社ユープリント　 大桑村 55-4113 製造業

有限会社　平田管業店　 大桑村 55-2094 その他

㈱山紫ハヤカワ　　 大桑村 55-2063 その他生活関連サービス業（エステ等）

セレモニーホール　清信殿　 大桑村 55-2018 小売業（酒）

細江インテリア　 大桑村 55-2066 その他

洋品寝具のオノウエ　 大桑村 55-2192 小売業（衣服）

なかむら　 大桑村 55-2230 小売業（衣服）

花と雑貨　やまろく　 大桑村 55-2026 小売業（その他）

㈲加納電気サ－ビスセンタ－ 大桑村 55-2106 その他小売業

岩田時計店　 大桑村 55-2296 小売業（その他）

河村商店　 大桑村 55-2130 その他小売業

手打ちそば　おんたけ　 大桑村 55-2205 飲食店

キッチン　くらんぼ　 大桑村 55-3115 飲食店

居酒屋おくや　 大桑村 55-4848 飲食店
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阿寺農産物加工販売組合　いなほ　 大桑村 55-3398 飲食店

木曽地域振興㈱　きそ木楽舎 大桑村 55-4192 小売業（その他）

木曽地域振興㈱　グルメリアきらく 大桑村 55-3741 飲食店

珈琲どんぐり　 大桑村 55-3701 飲食店

理容オオワキ　 大桑村 55-2378 理容業、美容業

理美容室イワサ　 大桑村 55-2111 理容業、美容業

Ｍｉｎｏｕ　 大桑村 55-3808 理容業、美容業

有限会社　野高モータース　 大桑村 55-2143 その他

有限会社　中村モーター商会　 大桑村 55-4112 その他小売業

カーサロントミヤ　 大桑村 55-3232 金融業、保険業

株式会社　管建工業　 大桑村 55-2105 その他生活関連サービス業（エステ等）

南木曾観光タクシー野尻案内所　 大桑村 55-4155 運輸業、郵便業

有限会社　平田管業店　 大桑村 55-2091 その他

㈱山紫ハヤカワ　　 大桑村 55-3633 その他生活関連サービス業（エステ等）

セレモニーホール　清信殿　 大桑村 55-3981 小売業（コンビニ）

㈱ティーツー　ラーメン創 大桑村 55-4770 飲食店

喫茶　刀　 大桑村 飲食店

からだの美容室　サロンおおくわ 大桑村 55-2903 その他生活関連サービス業（エステ等）

アメリカンドラック木曽大桑店 大桑村 55-1170 小売業（ドラッグストア）

カツミ美容室 大桑村 55-3107 理容業、美容業

美容室リール 大桑村 55-2457 理容業、美容業

サロンｉｌｏｒｒｙ　 大桑村 55-2649 その他生活関連サービス業（エステ等）

JA木曽大桑燃料センター 大桑村 55-2403 その他小売業

木曽南部森林組合 大桑村 55-3801 その他

細田建築　細田和海 大桑村 55-2086 その他

みわハウス 大桑村 55-2298 宿泊業

フォレスパ木曽　あてら荘　 大桑村 55-4455 宿泊業

ゆみや美容院 大桑村 55-3771 理容業、美容業

松原理髪店 大桑村 55-2634 理容業、美容業

コメリハード＆グリーン大桑須原店 大桑村 55-1620 小売業（ホームセンター）

Masahiro　IKEDA Photography　Tolocca 大桑村 その他

Ash　Auto 大桑村 その他

大桑村商工会 大桑村 55-3130 その他

信州新緑 大桑村 050-2006-2025 小売業（その他）

パティシエ　hideki 大桑村 090-3932-7514 教育、学習支援業

中部ドライ　木戸営業所 大桑村 0264-55-2043 その他生活関連サービス業（エステ等）
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萬屋 南木曽町 0264-24-0787 飲食店

サンショップイシカワ 南木曽町 0264-57-2037 小売業（百貨店、総合スーパー）

橋本家 南木曽町 0264-57-2062 飲食店

マルス民芸 南木曽町 0264-58-2306 卸売業

木ノ花屋 南木曽町 0264-57-3228 飲食店

（有）ミツイシ 南木曽町 0264-57-3412 その他

（株）名工土木 南木曽町 0264-57-2077 その他

（株）サンシャインライフ 南木曽町 0264-57-1105 https://www.sunshinelife.co.jp/goudo_no_mori/ 医療、福祉

メイコライフ（株） 南木曽町 0264-57-2077 不動産業

（株）高橋渓流 南木曽町 0573-75-4404 http://www.kiso.ne.jp/~takakei.nt/index.htm 持ち帰り、配達飲食サービス業

（有）松田保険事務所 南木曽町 0264-57-3850 金融業、保険業

こおしんづか 南木曽町 0264-57-3029 http://www.kiso.ne.jp/~koosinzuka.nt/ 宿泊業

中島商店　ヒロ子の店 南木曽町 0264-57-2074 小売業（その他）

（有）中島石油店 南木曽町 0264-57-2317 小売業（その他）

（有）アオキ住宅資材 南木曽町 0264-57-2564 その他

（株）丸正金沢屋 南木曽町 0264-57-2022 小売業（百貨店、総合スーパー）

メディアック株式会社 南木曽町 0264-57-3252 小売業（その他）

世紀東急工業（株）木曽営業所 南木曽町 0264-57-3200 その他

木曽自動車販売（株） 南木曽町 0264-57-2535 その他

大宗土建（株） 南木曽町 0264-57-2550 その他

川口米穀店 南木曽町 0264-57-2046 小売業（その他）

ｻﾝﾄﾞｲｯﾁｼｮｯﾌﾟ原ﾍﾞｰｶﾘｰ 南木曽町 0264-57-2037 小売業（菓子パン）

（有）アサイ 南木曽町 0264-57-2525 小売業（百貨店、総合スーパー）

山﨑隆二事務所 南木曽町 0264-57-3830 その他

美容室クリップ 南木曽町 0264-57-2241 理容業、美容業

松原写真館 南木曽町 0264-57-2028 その他

フラワーショップまつした 南木曽町 0264-57-2519 小売業（その他）

シスター美容室 南木曽町 0264-57-2129 理容業、美容業

タザワ電機 南木曽町 0264-57-2235 その他

音吉 南木曽町 0264-57-3600 飲食店

（有）ﾔﾏｲﾁ小椋ロクロ工芸所 南木曽町 0264-58-2041 https://www.yamaichi-rokuro.com/ 製造業

おんたけ交通（株）南木曽営業所 南木曽町 0264-57-2346 運輸業、郵便業

和泉屋 南木曽町 0264-57-2482 飲食店

郷土民芸石川 南木曽町 0264-57-2228 小売業（その他）

ふくすけ 南木曽町 0264-57-2411 飲食店

楯木工製作所 南木曽町 0264-57-2300 http://tatemoku.jp/ 製造業
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黒木五平餅店 南木曽町 0264-57-2665 飲食店

山下屋 南木曽町 0573-75-2200 飲食店

山田工業（株） 南木曽町 0573-75-2033 その他

蔦屋製菓舗 南木曽町 0264-57-2069 製造業

栄光自動車鈑金 南木曽町 0264-57-2120 その他

ヤマヤマ青木百貨店 南木曽町 0264-58-2100 小売業（百貨店、総合スーパー）

カネハン片山商店 南木曽町 0264-58-2221 小売業（百貨店、総合スーパー）

ホテル富貴の森 南木曽町 0264-58-2288 https://fukinomori.com/ 宿泊業

たうえ民芸 南木曽町 0264-58-2205 https://tauemingei.jimdofree.com/ 製造業

（株）ヤマダイ大蔵 南木曽町 0264-58-2052 https://yamadai696.co.jp/about.html 製造業

（有）カネキン小椋製盆所 南木曽町 0264-58-2021 http://www.kanekin-ogura.co.jp/shop/products/list.php 製造業

（有）野原工芸 南木曽町 0264-58-2330 https://www.nohara.jp/ 製造業

（有）やまと小椋商店 南木曽町 0264-58-2144 http://yama.to/profile.html 製造業

蝶家 南木曽町 0264-58-2175 飲食店

（株）南木曽観光タクシー 南木曽町 0264-57-3133 http://kantaku.her.jp/ 運輸業、郵便業

大吉 南木曽町 0264-57-2595 http://www17.plala.or.jp/daikiti/ 宿泊業

まるや 南木曽町 0264-57-3117 http://www.tsumago-maruya.com/ 宿泊業

かめやま 南木曽町 0264-57-3187 http://tumago.jp/stay/kameyama.html 宿泊業

マンマチャオ南木曽店 南木曽町 0264-57-2466 その他

（有）澤田屋 南木曽町 0264-57-2272 http://www.sawadaya.com/shop/ 製造業

峠の茶屋 南木曽町 0573-75-5048 飲食店

しんや 南木曽町 0264-57-3221 飲食店

あぶらや 南木曽町 0264-57-3178 http://tsumago-aburaya.com/?page_id=4 小売業（その他）

俵屋里久 南木曽町 0264-57-2522 https://www.kisoji-tawaraya.com/%E4%BF%B5%E5%B1%8B-%E9%87%8C%E4%B9%85/ 飲食店

鈴屋 南木曽町 0264-57-3891 http://tumago.jp/eat/suzuya.html 飲食店

ピエロ 南木曽町 0264-57-2093 飲食店

滝見温泉滝見の家 南木曽町 0573-58-2165 http://www.takiminoie.com/ 宿泊業

桃介亭 南木曽町 090-2428-2998 飲食店

cafe　yew 南木曽町 24-0779 http://www.takiminoie.com/ 飲食店

下嵯峨屋 南木曽町 57-3124 飲食店

つたむらや 南木曽町 57-3235 https://tsutamuraya.com/ 宿泊業

わちのや 南木曽町 090-1458-7496 飲食店

山川ファーム 南木曽町 57-2201 飲食店

まるさんかくしかく 南木曽町 090-3957-8394 https://marusankakushikaku-restaurant.com/ 飲食店

Zenagi 南木曽町 090-6072-8392 https://zen-resorts.com/ 宿泊業

スナックワカナ 南木曽町 0573-75-4626 飲食店
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茶房画廊　康 南木曽町 090-1552-0441 http://blog.livedoor.jp/gallery_kou/ 飲食店

スナック石川 南木曽町 0264-57-2228 飲食店

えのき坂 南木曽町 0264-57-4111 http://enokizaka.jp/ 飲食店

藤乙旅館 南木曽町 0264-57-3009 http://www.tsumago-fujioto.jp/ 宿泊業

民宿すずめ 南木曽町 0264-57-2380 宿泊業

御宿橋本屋 南木曽町 0264-58-2344 宿泊業

ほてい屋 南木曽町 0264-57-2420 http://www.kiso.ne.jp/~irori.nt/ 宿泊業

ゑびや 南木曽町 0264-57-3054 http://www.tumago.jp/eat/ebiya.html 飲食店

おもて 南木曽町 0264-57-2682 http://www.tumago.jp/eat/yuya.html 飲食店

松代屋 南木曽町 0264-57-3022 http://tumago.jp/stay/matushiro.html 宿泊業

渓谷の宿　いち川 南木曽町 0264-57-2655 http://www.kiso.ne.jp/~kakizore.nt/ 宿泊業

吉村屋 南木曽町 0264-57-3265 http://www.tumago.jp/eat/yoshimuraya.html 飲食店

（株）二三石油 南木曽町 57-2112 小売業（その他）

田丸屋 南木曽町 57-3275 小売業（その他）

新岩井屋 南木曽町 57-3538 小売業（その他）

永徳屋 南木曽町 57-3010 小売業（その他）

八十二銀行南木曽支店 南木曽町 57－2282 金融業、保険業

中井筒屋 中津川市 0573-69-2718 飲食店

日野製薬(株)王滝店 王滝村 0264-46-3132 https://hino-seiyaku.com/ 小売業（その他）

おんたけ2240スキー場 王滝村 0264-48-2240 スポーツ施設提供業

旭館 王滝村 0264-48-2131 宿泊業

常八 王滝村 0264-24-0514 飲食店

BONふるさと 王滝村 0264-24-2201 飲食店

木犀舎 王滝村 0264-48-2721 飲食店

滝旅館 王滝村 0264-48-2006 宿泊業

レイクサイドふる里 王滝村 0264-48-2733 宿泊業

公益財団法人おんたけ休暇村 王滝村 0264-48-2111 宿泊業

民宿松原 王滝村 0264-48-2201 宿泊業

御岳ロープウェイ 木曽町 0264-46-2525 運輸業、郵便業

イオン木曽福島店 木曽町 0264-23-3388 小売業（百貨店、総合スーパー）

重野エルピーガス(株) 木曽町 0264-22-2187 小売業（その他）

旅館　黒澤館 木曽町 0264-46-2016 宿泊業

御嶽山九合目　石室山荘 木曽町 090-8873-9761 宿泊業

そば処　くるまや国道店 木曽町 0264-22-3183 http://www.soba9608.com/ 飲食店

御岳ロープウェイ 木曽町 0264-46-2525 運輸業、郵便業

木曽駒高原　森のホテル 木曽町 0264-23-7331 宿泊業
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信州・木曽・御嶽山開田高原ペンション遊基地 木曽町 0264-44-1100 宿泊業

アイショップコマツ 木曽町 0264-22-2158 小売業（その他）

和田商店 木曽町 0264-22-2493 小売業（その他）

長野銀行木曽支店 木曽町 0264-23-2280 金融業、保険業

ナイトイン銀河 木曽町 0264-23-2280 飲食店

山田衣料品店 木曽町 46-2028 https://fashionyamada.jimdofree.com/ 小売業（衣服）

たけみ商店 木曽町 44-2102 小売業（その他）

そば処　たけみ 木曽町 44-2019 https://visitkiso.com/interests/182/detail/ 飲食店

道の駅 日義木曽駒高原 木曽町 23-3644 http://www.michinoeki-kisokoma.jp/ その他小売業

松本日産自動車株式会社　木曽店 木曽町 0264-23-3423 https://ni-matsumoto.nissan-dealer.jp/ 小売業（その他）

NTPトヨタ信州株式会社 木曽店 木曽町 0264-23-2255 https://www.ntp-toyota-shinshu.com 小売業（その他）

やまゆり荘 木曽町 0264-44-2346 その他娯楽業

木曽おんたけ健康ラボ 木曽町 0264-24-0870 スポーツ施設提供業

御菓子司　宝来屋 木曽町 0264-22-2372 小売業（その他）

開田高原　アイスクリーム工房 木曽町 0264-42-1133 小売業（その他）

道の駅　木曽福島 木曽町 0264-21-1818 小売業（その他）

手打ちそば　おおめ 木曽町 0264-42-3406 飲食店

カフェレスト　花猿亭 木曽町 080-1375-3467 飲食店

ゲストハウス　ヒルトップ 木曽町 0264-23-8031 宿泊業

大喜泉 木曽町 0264-46-2155 宿泊業

みやま苑 木曽町 0264-27-6177 飲食店

七笑酒造 木曽町 0264-22-2073 小売業（酒）

そば処　まつば 木曽町 0264-42-3100 飲食店

信州きそふるさと体験館 木曽町 0264-27-1011 その他娯楽業

むつみ食堂 木曽町 0264-22-3257 飲食店

ちゃんこ辰乃家 木曽町 0264-22-3113 飲食店

Café Kaze 木曽町 0264-44-1007 飲食店

ぬくもりの宿　駒の湯 木曽町 0264-23-2288 宿泊業

小池麹店 木曽町 0264-22-2409 小売業（その他）

街道浪漫　おん宿　蔦屋 木曽町 0264-22-2010 宿泊業

木曽路宿　いわや 木曽町 0264-22-2010 宿泊業

ペンション　ビューおんたけ 木曽町 0264-42-3134 宿泊業

鳥鍵 木曽町 0264-22-2209 飲食店

御菓子司　田ぐち 木曽町 0264-22-2023 小売業（その他）

そば処　信州霧しな 木曽町 0264-42-3151 飲食店

芳香堂 木曽町 0264-22-2134 小売業（その他）
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松本ツアーサービス(株)木曽支店 木曽町 0264-21-1311 運輸業、郵便業

御岳ゴルフ＆リゾート 木曽町 0264-46-2500 スポーツ施設提供業

つたや季の宿　風里 木曽町 0264-42-1188 宿泊業

山みず季　ＵＲＡＲＡつたや 木曽町 0264-22-2145 宿泊業

やまか商店 木曽町 0264-44-2427 小売業（その他）

ラーメン55 木曽町 0264-24-3305 飲食店

霧しな 木曽町 0264-44-2341 製造業

つけもの茶屋 木曽町 0264-25-2121 飲食店

(一社)木曽おんたけ観光局 木曽町 0264-25-6000 専門サービス業

岩井屋旅館 木曽町 0264-44-2108 宿泊業

とうふ料理　和幸家 木曽町 0264-22-2211 飲食店

和庵　肥田亭 木曽町 0264-22-2766 飲食店

あいばし亭 木曽町 0264-42-1360 飲食店

木曽馬の里　おみやげお食事センター 木曽町 0264-42-3225 飲食店

旗揚そば　源氏 木曽町 0264-24-2600 飲食店

en-shouten 木曽町 0264-24-0875 小売業（その他）

ラーメン大学　木曽福島店 木曽町 0264-22-2202 飲食店

中西屋 木曽町 0264-42-3231 飲食店

京こじま 木曽町 0264-44-2780 宿泊業

かしわ屋 木曽町 0264-23-3105 飲食店

彩菜館 木曽町 0264-42-1360 小売業（その他）

カフェレスト　ハート 木曽町 0264-42-3048 飲食店

木曽馬乗馬センター 木曽町 0264-42-3085 スポーツ施設提供業

海老屋漆器店 木曽町 0264-23-3565 小売業（その他）

aalto kitchen 木曽町 0264-24-0322 飲食店

そば処のらくろ 木曽町 0264-44-2059 飲食店

せせらぎの四季 木曽町 0264-24-2626 その他娯楽業

旬菜　たま菜 木曽町 0264-22-2633 飲食店

ペンション　J-HOUSE 木曽町 0264-44-2219 宿泊業

ペンション　山のくじら家 木曽町 0264-44-1122 宿泊業

自由旅クラブ　三河家 木曽町 0264-24-3332 宿泊業

やまかの湯 木曽町 0264-44-2010 宿泊業

お宿　ぽんと晴れ 木曽町 0264-44-2078 宿泊業

旅館　さらしなや 木曽町 0264-22-2307 宿泊業

キャンピングフィールド　木曽古道 木曽町 専門サービス業

ロッヂ　上天気 木曽町 0264-44-2131 宿泊業
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旅の宿　のらくろ 木曽町 0264-44-2059 宿泊業

旅館　山陽館 木曽町 0264-46-2012 宿泊業

萬蔵の宿　むらちや 木曽町 0264-22-3186 宿泊業

ビューおんたけ 木曽町 0264-42-3134 宿泊業

森富旅館 木曽町 0264-22-2303 宿泊業

ペンションかおる 木曽町 0264-27-6404 宿泊業

（株）ハートリンク 木曽町 24-2278 http://heart-lnk.co.jp/ その他

阿羅屋 木曽町 36-3331 飲食店

焼きたて屋 木曽町 090-9359-5825 持ち帰り、配達飲食サービス業

川上牛乳販売店 木曽町 0264-22-2524 小売業（その他）

倉野屋 木曽町 0264-22-2113 飲食店

アルプス物産(㈱) 木曽町 0264-22-2351 製造業

ホームセンター　ミスズ 木曽町 0264-22-3771 小売業（ホームセンター）

よこやま 木曽町 0264-22-3043 小売業（その他）

鍵旅館 木曽町 0264-22-2217 宿泊業

ぷらたなす 木曽町 0264-22-2106 飲食店

(有)木曽セレモニーサービス　　やわらぎホール福島 木曽町 0264-24-2667 専門サービス業

民宿 松尾 木曽町 0264-22-2826 宿泊業

藤多加 木曽町 0264-22-4755 飲食店

宮古 木曽町 0264-23-2177 飲食店

千秋閣 木曽町 0264-46-2003 宿泊業

自家焙煎山の珈琲屋つりんちゅ 木曽町 0264-24-0611 飲食店

(有)覚明堂 木曽町 0264-22-2313 飲食店

旅館山水 木曽町 0264-23-7728 宿泊業

樹りん 木曽町 0264-24-3665 飲食店

木曽白銀荘 木曽町 0264-23-7717 宿泊業

カラオケバーあかり 木曽町 0264-23-1023 飲食店

アイドル 木曽町 0264-22-2263 飲食店

シェ　コイワイ 木曽町 050-2006-2468 飲食店

(有)丸中山荘 木曽町 0264-23-7453 宿泊業

としょカフェ 木曽町 0264-22-2452 飲食店

喫茶 クマタ 木曽町 0264-22-2388 飲食店

花猿亭 木曽町 080-1375-3467 飲食店

ヒュッテ奥原 木曽町 090-2529-2205 宿泊業

コンテナカフェBBA3960 木曽町 0264-23-3960 飲食店

カジュアル喫茶トマト 木曽町 0264-22-3123 飲食店
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麻幹の家 木曽町 090-2247-5060 飲食店

つり堀りかめちゃん 木曽町 0264-42-3654 その他娯楽業

hachi 木曽町 0264-22-3246 飲食店

だんぢり 木曽町 0264-22-3232 飲食店

時香忘 木曽町 0264-27-6428 飲食店

プチビラMTおんたけ 木曽町 090-3046-8218 宿泊業

菓子蔵喜しろう 木曽町 0264-22-4800 飲食店

ロッヂ やま 木曽町 0264-48-2155 宿泊業

名古屋銀行 木曽駒山荘 木曽町 0264-23-7535 宿泊業

寄合亭 木曽町 0264-23-3344 飲食店

ニューさくら 木曽町 0264-23-3344 飲食店

居酒屋あきちゃん 木曽町 0264-22-2631 飲食店

木曽森林公園 岩華食堂 木曽町 090-4051-7364 飲食店

ソシアルラウンジ倫仔屋 木曽町 0264-22-2181 飲食店

開田のポッポ屋 木曽町 090-7681-0604 飲食店

CBC緑庭荘 木曽町 0264-23-7500 宿泊業

すみれ 木曽町 0264-22-3916 飲食店

日の出滝旅館 木曽町 090-2416-8696 宿泊業

コーヒーハウスくまさん 木曽町 090-1098-0590 飲食店

レストランゆき 木曽町 0264-22-2170 飲食店

㈱長野エーコープサプライ　　JA虹のホール木曽 木曽町 0264-23-2513 飲食店

ナイトインマルガリータ 木曽町 0264-23-3315 飲食店

喫茶フルハウス 木曽町 0264-26-2639 飲食店

R＆Bダイヤモンドダスト 木曽町 0264-48-2635 飲食店

ペンションダイヤモンドダスト 木曽町 0264-48-2635 宿泊業

木曽カントリー倶楽部　　　　コーヒーショップ 木曽町 0264-42-3311 飲食店

木曽カントリー倶楽部第2食堂 木曽町 0264-42-3311 飲食店

木曽カントリー倶楽部レストラン 木曽町 0264-42-3311 飲食店

鍵旅館 木曽町 0264-22-2217 宿泊業

民宿奈良尾 木曽町 0264-23-7438 宿泊業

三村商店 木曽町 0264-22-4015 小売業（その他）

望岳荘 木曽町 0264-42-3005 宿泊業

木曽森林公園バーベキューハウス 木曽町 090-4051-7364 飲食店

木曽駒高原駒王 木曽町 0264-23-7201 宿泊業

サンマリノ 木曽町 0264-23-3365 飲食店

BAR松島 木曽町 0264-24-0988 飲食店
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民宿いずみ 木曽町 0264-44-2052 宿泊業

カフェ土のテーブル 木曽町 0264-21-2830 飲食店

食事処開山堂 木曽町 0264-46-2315 飲食店

ふもと屋 木曽町 0264-42-3012 飲食店

やまゆり荘食堂 木曽町 0264-42-3012 飲食店

水車家 木曽町 0264-22-3045 飲食店

開田温泉　日の出旅館 木曽町 0264-44-2127 宿泊業

田中旅館 木曽町 0264-46-2314 宿泊業

やまっころ 木曽町 090-2528-9678 飲食店

石室山荘 木曽町 0264-46-2016 宿泊業

マイアスキー場マイア亭 木曽町 0264-44-1111 飲食店

マイアスキー場ティーホルン 木曽町 0264-44-1111 飲食店

マイアスキー場シンフォニー 木曽町 0264-44-1111 飲食店

リゾートハウス秋桜 木曽町 0264-48-2220 宿泊業

そば処さくら 木曽町 0264-48-1661 飲食店

村上工務店 aaltokitchen 木曽町 0264-23-2002 飲食店

プチリゾートアピア 木曽町 0264-44-2224 宿泊業

田口氷菓店 木曽町 0264-22-2023 小売業（その他）

鹿の瀬温泉 木曽町 0264-46-2034 その他娯楽業

木曽水産やまめ荘 木曽町 0264-44-2501 飲食店

ステージしらさぎ 木曽町 0264-22-2266 飲食店

白鷺 木曽町 0264-22-2266 飲食店

小坂温泉けやきの湯 木曽町 0264-46-2818 その他娯楽業

風車 木曽町 0264-44-2253 飲食店

とちの屋 木曽町 0264-23-3161 飲食店

ぷるまん 木曽町 0264-24-2345 小売業（菓子パン）

折橋製菓舗 木曽町 0264-22-2421 小売業（菓子パン）

かなめ 木曽町 090-2526-2589 飲食店

喜多郎 木曽町 0264-23-3182 飲食店

手打ちそば処　「一竹」 木曽町 0264-46-2277 飲食店

しらかべ 木曽町 0264-22-2468 飲食店

おんたけタクシー(株) 木曽町 0264-22-2436 運輸業、郵便業

丸中山荘 木曽町 0264-23-8021 宿泊業

覚明堂 木曽町 0264-22-2313 その他小売業

（株）大屋カンパニー 木祖村 36-2242 その他

下里商店 木祖村 36-2067 小売業（その他）

13/41



店名・事業所名 市町村名 電話番号 ホームページURL 業種

丸松商店 木祖村 36-2071 小売業（衣服）

（有）木曽薮原石油販売 木祖村 36-2068 小売業（その他）

（株）　源 木祖村 36-1050 https://www.genryu-no-sato.com/ その他小売業

宮川漆器店 木祖村 36-2133 小売業（その他）

（有）まると食品 木祖村 36-2029 小売業（百貨店、総合スーパー）

ヤマロク商店 木祖村 36-2051 小売業（酒）

一ノ瀬薬局 木祖村 36-2111 小売業（ドラッグストア）

薮原食糧販売店 木祖村 36-2406 小売業（その他）

十石屋米酒店 木祖村 36-2005 小売業（酒）

古屋商店 木祖村 36-2061 小売業（その他）

仝すゞき商店 木祖村 36-2065 小売業（衣服）

北原製菓 木祖村 36-2069 http://kitahara.kisoji.kiso.nagano.jp/ 製造業

牛丸新聞店 木祖村 36-2332 小売業（その他）

（有）林クリーニング 木祖村 36-2148 その他生活関連サービス業（エステ等）

八百章青果 木祖村 36-2364 小売業（野菜果物）

チアフルベル 木祖村 24-0739 持ち帰り、配達飲食サービス業

田中家具センター 木祖村 36-3000 小売業（その他）

木曽特産販売センター 木祖村 36-2190 小売業（その他）

マルゴ小林商店 木祖村 36-2432 小売業（百貨店、総合スーパー）

もちや商店 木祖村 36-2417 小売業（百貨店、総合スーパー）

サワガシラ電器 木祖村 36-3127 小売業（その他）

コガイト管球サービス 木祖村 36-3166 小売業（その他）

原酒店 木祖村 36-2429 小売業（酒）

（株）雅漆工芸 木祖村 36-3585 http://miyabi-urushi.com/ 卸売業

（有）やぶはら高原山の家 木祖村 36-2421 http://www.okukiso.com 宿泊業

土川館 木祖村 36-2490 宿泊業

栗屋民宿 木祖村 36-3038 http://www7a.biglobe.ne.jp/~kurimin/ 宿泊業

民宿りんどう 木祖村 36-2174 宿泊業

（有）やぶはら山荘 木祖村 36-2419 宿泊業

あららぎ荘 木祖村 36-2057 宿泊業

勇屋旅館 木祖村 36-2056 宿泊業

井筒屋旅館 木祖村 36-2007 宿泊業

山中荘 木祖村 36-3267 宿泊業

高原荘 木祖村 36-2400 http://www.kougensou.burari.biz/ 宿泊業

やぶはら食堂 木祖村 36-2156 飲食店

清水屋食堂 木祖村 36-2038 飲食店
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喜連 木祖村 36-3270 飲食店

居酒屋みはる 木祖村 36-3273 飲食店

木曽おぎのや 木祖村 36-2012 https://www.kiso-oginoya.jp/ 飲食店

峠食堂 木祖村 36-2170 飲食店

時計台 木祖村 24-0278 持ち帰り、配達飲食サービス業

カフェ＆缶づめバルリバーサイドオアシスWAKU↑WAKU 木祖村 36-3055 https://riverside-oasis-wakuwaku.business.site/ 飲食店

メロディーパーク７７ 木祖村 36-2526 その他娯楽業

やまびこ食堂 木祖村 36-2716 飲食店

志めと 木祖村 36-3242 飲食店

そば割烹　縁結び 木祖村 36-2565 飲食店

（有）コバヤシ 木祖村 36-3227 その他

奥木曽グリーンリゾート（株） 木祖村 36-1622 http://www.yabuhara-kogen.jp/ その他娯楽業

（一社）木祖村観光協会 木祖村 36-2543 www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/ その他

やぶはらタクシー（株） 木祖村 36-2403 運輸業、郵便業

おんたけ交通（株）薮原営業所 木祖村 36-2006 運輸業、郵便業

フライファーレン 木祖村 36-2427 その他

ひなぎく美容室 木祖村 36-2145 理容業、美容業

アート美容室 木祖村 36-3723 理容業、美容業

LEGO 木祖村 36-3611 https://legohair.net/ 理容業、美容業

ヘアーサロン角力屋 木祖村 36-2268 理容業、美容業

ふきのとう理容室 木祖村 36-3082 理容業、美容業

理容ヤスハラ 木祖村 36-3793 理容業、美容業

ミスズ美容室 木祖村 36-2211 理容業、美容業

みのり美容室 木祖村 36-2338 理容業、美容業

山六篠原商店 木祖村 36-2026 小売業（その他）

焼肉権兵衛 木祖村 36-3739 飲食店

なぎさ 木祖村 36-2356 飲食店

とちのき 木祖村 0264-36-3182 物品賃貸業

(有)鉱泉 木祖村 0264-36-2399 飲食店

もちや食堂 木祖村 36-2417 飲食店

食彩工房　そば実 木祖村 24-0188 飲食店

aroma salon さくらさくら 木祖村 36-2853 https：//sakurasakura1531.wixsite.com/sakura その他生活関連サービス業（エステ等）

居酒屋　あっちゃん 木祖村 07084931881 飲食店

安曇野 穂高温泉の割烹旅館 山彦 安曇野市 0263-83-3885 http://www.yamabiko-hotaka.jp/ 宿泊業

北アルプスと安曇野展望の宿　長峰荘 安曇野市 0263-62-2195 http://dreamhotel.co.jp/nagaminesou/ 宿泊業

あづみ野菓子工房 彩香 安曇野市 0263-82-8812 https://www.saica.co.jp/shop/ 小売業（その他）
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髪工房Ｏｇａｔａ 安曇野市 0263-72-2656 理容業、美容業

安曇野市穂高ビューホテル 安曇野市 0263-83-6028 http://www.hotaka-view.co.jp 宿泊業

安曇野焼肉王国 安曇野市 0263-50-8929 https://ohkoku2.wixsite.com/yakinikuohkoku8929 飲食店

（有）アルプス薬局 安曇野市 0263-72-4290 http://www.e-classa.net/alps-p/ 小売業（ドラッグストア）

安曇野自家用自動車協会 安曇野市 0263-72-2621 http://azuminojikayou.naganoblog.jp/ その他

塚田不動産（株） 安曇野市 0263-72-7111 http://tsukada-f.jp/ 不動産業

Ｋプラス スタジオ 安曇野市 0263-87-5129 https://kpuls-studio.jp/access/ スポーツ施設提供業

ホンダカーズ穂高（株）穂高ホンダ 安曇野市 0263-82-5850 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-hotaka/ja/shop/1889065101.html 専門サービス業

ありあけ山のＣａｆｅ 安曇野市 0263-88-7850 http://www.i-turn.jp/azumino-ariake-yamanocafe.html 飲食店

穂高観光（株） 安曇野市 0263-82-2618 http://www.htkk.jp/ 不動産業

（一社）安曇野市観光協会 安曇野市 0263-82-3133 http://www.azumino-e-tabi.net/ 専門サービス業

伊藤理容店 安曇野市 0263-73-2706 理容業、美容業

（有）アルプスｽ印刷 安曇野市 0263-82-8844 http://www.alps-p.com 専門サービス業

ペンションあるかす 安曇野市 0263-83-5663 http://www.i4792.sakura.ne.jp/arcas/ 宿泊業

カフェバリエ 安曇野市 0263-87-3323 http://www.cafevarie.com/ 飲食店

おもだか 安曇野市 0263-72-8987 http://w01.tp1.jp/~a074229721/index.html 飲食店

キッチン＆やどぶたのしっぽ 安曇野市 0263-83-5958 http://www.sippo.net/ 宿泊業

（有）祥伯 安曇野市 0263-83-3822 http://www.syouhaku.com/ 宿泊業

わんだぁえっぐ 安曇野市 0263-71-6073 https://plaza.rakuten.co.jp/wonderegg/ その他娯楽業

安曇野 ワイナリー 安曇野市 0263-77-7700 小売業（酒）

カレーヤドリギ 安曇野市 0263-55-0056 https://twitter.com/shiogawara?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 飲食店

（株）安曇野ビルディング 安曇野市 0263-77-6553 http://elsaazumino.com/gaiyo.html 小売業（その他）

カナディアンログコテージＴＡＫＩＴＡＲＯ 安曇野市 0263-81-5901 http://www5b.biglobe.ne.jp/~takitaro/ 宿泊業

あづみ野 Ｆ－1 ＰＡＲＫ 安曇野市 0263-72-6801 http://www.f-1park.com/ その他娯楽業

カフェジャルダン 安曇野市 0263-83-6209 http://www.i-turn.jp/azumino-cafejyarudan-sandwitch.html 飲食店

(有）山のたこ平 安曇野市 0263-83-2802 http://yamanotakohei.com/ 宿泊業

台湾茶藝館いろは 安曇野市 050-9044-0343 https://iroha-taiwantea.com/ 飲食店

ＣｏＣｏ壱番屋 安曇野インター店 安曇野市 0263-73-7791 https://tenpo.ichibanya.co.jp/map/1581 飲食店

イオンテール（株） イオン豊科店 安曇野市 0263-72-3177 https://www.aeonretail.jp/company/ 小売業（百貨店、総合スーパー）

ケーヨーＤ２穂高店 安曇野市 0263-82-8266 https://www.keiyo.co.jp/shoplist/1428/ 小売業（ホームセンター）

（株）カインズ　カインズホーム豊科店 安曇野市 0263-71-1000 http://www.cainz.co.jp/ 小売業（ホームセンター）

デリシア　豊科店 安曇野市 0263-72-7571 http://www.delicia-web.co.jp/ 小売業（百貨店、総合スーパー）

デリシア　穂高店 安曇野市 0263-82-8400 http://www.delicia-web.co.jp/ 小売業（百貨店、総合スーパー）

デリシア　はちが店 安曇野市 0263-77-2056 http://www.delicia-web.co.jp/ 小売業（百貨店、総合スーパー）

デリシア　明科店 安曇野市 http://www.delicia-web.co.jp/ 小売業（百貨店、総合スーパー）

デリシア　ユーパレットあづみ野店 安曇野市 0263-81-3660 http://www.delicia-web.co.jp/ 小売業（百貨店、総合スーパー）
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デリシア　モスバーガーあづみ野穂高店 安曇野市 0263-82-0171 https://www.mos.jp/shop/detail/04431 飲食店

松本日産自動車株式会社　あずみ野店 安曇野市 0263-82-5512 https://ni-matsumoto.nissan-dealer.jp/ 小売業（その他）

松本日産自動車株式会社　豊科店 安曇野市 0263-72-3278 https://ni-matsumoto.nissan-dealer.jp/ 小売業（その他）

NTPトヨタ信州株式会社 安曇野店 安曇野市 0263-82-5000 https://www.ntp-toyota-shinshu.com 小売業（その他）

NTPトヨタ信州株式会社 穂高店 安曇野市 0263-82-3528 https://www.ntp-toyota-shinshu.com 小売業（その他）

イエローハット安曇野店 安曇野市 0263-71-1680 小売業（その他）

ファミリーマート　あづみ野産業団地店 安曇野市 0263-71-4338 https://as.chizumaru.com/famima/s/sphDtl?acc=famima0&bid=24562 小売業（コンビニ）

ガレットの店 ブレ・ノワール 安曇野市 0263-31-6969 http://www.blenoir.co.jp 飲食店

お茶元胡蝶庵 あづみ野本店 安曇野市 0263-73-6666 http://kochouan.jp/ 小売業（菓子パン）

お茶元胡蝶庵 あづみ野ミルク店 安曇野市 0263-31-0218 http://kochouan.jp/ 小売業（菓子パン）

安曇野そば処双葉 安曇野市 0263-85-5656 飲食店

ヴェオリア・ジェネッツ㈱安曇野営業所 安曇野市 0263-72-4333 https://www.veolia.jp/ja/veolia-jenets その他の生活関連サービス

（株）和牛廚ふか尾 安曇野市 0263-77-3005 http://wagyukuriya-fukao.co.jp/ 飲食店

豊科駅 安曇野市 運輸業、郵便業

マックハウス　エルサあづみ野店 安曇野市 0263-77-6555 小売業（衣服）

マックハウス　豊科ＳＣ店 安曇野市 0263-71-4174 小売業（衣服）

ペンション　ファースト・アルバム 安曇野市 0263-83-4009 https://www.clipit.jp/nagano/26421/ 宿泊業

美容プラージュ エルサあづみ野店 安曇野市 0263-87-7571 理容業、美容業

Ｄｏｇ  Ｃａｆｅ  ＷＩＴＨ 安曇野市 0263-71-1330 https://dog-cafe-with.eev.jp 飲食店

ピザハウス樹安亭Ｄｕｅ 安曇野市 0236-31-0430 http://kiantei-due.com/ 飲食店

そば処 志水庵 安曇野市 0263-88-8197 飲食店

カフェ　七ヶ月 安曇野市 0263-84-5520 http://www.nanakagetu.net 飲食店

ブックパス あずみ野店 安曇野市 0263-81-0055 http://www.bookpass.jp/ 小売業（その他）

トレーニングジムＺＥＲＯ 安曇野市 0263-88-3043 https://www2.hp-ez.com/hp/zerohotaka/ スポーツ施設提供業

丸福整骨院 安曇野市 0263-88-3043 https://www2.hp-ez.com/hp/zerohotaka/ 医療、福祉

洋服の青山 あづみ野穂高店 安曇野市 0263-82-8445 https://www.y-aoyama.jp/shop/?pref=20 小売業（衣服）

お食事処ＮＯＡＨ 安曇野市 0263-62-4890 飲食店

あづみ野ごはん　風ゆら 安曇野市 0263-62-5558 http://www.kazayura.com/ 飲食店

そば処　一葉 安曇野市 0263-72-4950 https://peraichi.com/landing_pages/view/ichiyo2018 飲食店

そば処　たか山 安曇野市 0263-84-5440 飲食店

（株）とをしや化粧品店 安曇野市 0263-82-1048 http://www.anc-tv.ne.jp/~towosiya/ 小売業（その他）

味しろ 安曇野市 0263-83-4766 飲食店

小林理容店 安曇野市 0263-62-2735 理容業、美容業

（株）アルプスピアホーム　あづみの住宅公園 安曇野市 0263-31-3122 https://www.a-p-h.co.jp/sp/showroom/details_5.html 不動産業

デニーズあづみの店 安曇野市 0263-82-0281 飲食店

モスバーガー　あづみ野穂高店 安曇野市 0263-82-0171 https://www.mos.jp/shop/detail/04431/ 飲食店
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（株）和牛廚ふか尾 安曇野市 0263-77-3005 http://wagyukuriya-fukao.co.jp/ 飲食店

豊科駅 安曇野市 運輸業、郵便業

マックハウス　エルサあづみ野店 安曇野市 0263-77-6555 小売業（衣服）

マックハウス　豊科ＳＣ店 安曇野市 0263-71-4174 小売業（衣服）

ペンション　ファースト・アルバム 安曇野市 0263-83-4009 https://www.clipit.jp/nagano/26421/ 宿泊業

美容プラージュ エルサあづみ野店 安曇野市 0263-87-7571 理容業、美容業

Ｄｏｇ  Ｃａｆｅ  ＷＩＴＨ 安曇野市 0263-71-1330 https://dog-cafe-with.eev.jp 飲食店

ピザハウス樹安亭Ｄｕｅ 安曇野市 0236-31-0430 http://kiantei-due.com/ 飲食店

そば処 志水庵 安曇野市 0263-88-8197 飲食店

カフェ　七ヶ月 安曇野市 0263-84-5520 http://www.nanakagetu.net 飲食店

ブックパス あずみ野店 安曇野市 0263-81-0055 http://www.bookpass.jp/ 小売業（その他）

トレーニングジムＺＥＲＯ 安曇野市 0263-88-3043 https://www2.hp-ez.com/hp/zerohotaka/ スポーツ施設提供業

丸福整骨院 安曇野市 0263-88-3043 https://www2.hp-ez.com/hp/zerohotaka/ 医療、福祉

洋服の青山 あづみ野穂高店 安曇野市 0263-82-8445 https://www.y-aoyama.jp/shop/?pref=20... ➦ 小売業（衣服）

お食事処ＮＯＡＨ 安曇野市 0263-62-4890 飲食店

あづみ野ごはん　風ゆら 安曇野市 0263-62-5558 http://www.kazayura.com/ 飲食店

そば処　一葉 安曇野市 0263-72-4950 https://peraichi.com/landing_pages/view/ichiyo2018 飲食店

そば処　たか山 安曇野市 0263-84-5440 飲食店

（株）とをしや化粧品店 安曇野市 0263-82-1048 http://www.anc-tv.ne.jp/~towosiya/ 小売業（その他）

味しろ 安曇野市 0263-83-4766 飲食店

小林理容店 安曇野市 0263-62-2735 理容業、美容業

（株）アルプスピアホーム　あづみの住宅公園 安曇野市 0263-31-3122 https://www.a-p-h.co.jp/sp/showroom/details_5.html 不動産業

レストランくるる 安曇野市 0263-62-2903 飲食店

鮨・割烹 一心 安曇野市 0263-72-8634 http://isshin728634.web.fc2.com/index.html 飲食店

南安タクシー（有） 安曇野市 0263-72-9291 http://www.nan-an.co.jp/modules/company/ 運輸業、郵便業

あづみ堂 安曇野市 0263-71-1400 http://azumido.jp/ 小売業（その他）

（有）シフトアップ 安曇野市 0263-73-8585 飲食店

安曇野茶屋 安曇野市 0263-87-1640 https://azumino-chaya.com/ 小売業（その他）

（有）久保田屋肉店 安曇野市 0263-72-2178 小売業（食肉）

かつ時　豊科店 安曇野市 0263-73-0087 https://www.atom-corp.co.jp/brand/shop.php?shop_no=812 飲食店

ステーキ宮　豊科店 安曇野市 0263-73-2765 https://www.miya.com/ 飲食店

Sportsbar ＆ Café  Katakuri 安曇野市 0263-55-4957 https://localplace.jp/sp/t200514007/ 飲食店

ＥＣＣジュニア  豊科南教室 安曇野市 050-5268-7026 https://eccjuniorbs.jp/ht200121r/ 教育、学習支援業

いづみ 安曇野市 0263-72-3248 飲食店

Ｌａ　Ｆｅｌｉｃｉｔａ 安曇野市 0263-31-3199 http://www.lcv.ne.jp/~felicita/ 飲食店

ＥＣＣジュニア  堀金三田教室 安曇野市 050-1540-3299 https://website-561719619618940057652-englishlanguageschool.business.site/ 教育、学習支援業
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タイヤガーデンピットイン安曇野店 安曇野市 0263-81-3588 https://www.pit-in.co.jp/access/azumino.html 小売業（その他）

キッチンはるつげ 安曇野市 0263-88-8267 https://harutsugedori.com/ 宿泊業

和日庵　喜治 安曇野市 0263-88-3923 http://www.wabian-kiharu.com/ 飲食店

そば処　上條 安曇野市 0263-82-4411 http://www.kamijo.com/index.html 飲食店

アップルアンドローゼスカンパニージャパン 安曇野市 0263-31-0655 http://apple-roses.com/profile/ 飲食店

そば処　安留賀 安曇野市 0263-82-8282 https://www.aruga-soba.jp/ 飲食店

龍門穂高店 安曇野市 0263-82-3903 飲食店

横川板金 安曇野市 0263-88-6630 その他

（有）小柴屋 安曇野市 0263-72-2201 http://www.koshibaya.com/ 飲食店

パブ　エイト 安曇野市 0263-88-2001 飲食店

ホテルルートインコート安曇野豊科駅南 安曇野市 0263-73-0011 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_204/ 宿泊業

スナック　チャビイ 安曇野市 090-6488-9947 飲食店

安曇野市中央図書館 安曇野市 https://www.city.azumino.nagano.jp/site/tosho/ 教育、学習支援業

カワチ薬品 安曇野市 0263-84-0703 http://www.cawachi.co.jp/shop/nagano.html 小売業（ドラッグストア）

ガラス体験　遊び心 安曇野市 0263-83-6631 https://asobikokoro.com/ その他小売業

スナック　チャビ 安曇野市 飲食店

(株)スターミール 安曇野市 0263-72-0968 https://www.star-meal.com/ 飲食店

蔵のカフェ　レストラン　清雅 安曇野市 0263-50-5541 https://kuracafeseiga.jimdofree.com/ 飲食店

森の整体院 安曇野市 0263-73-6888 その他生活関連サービス業（エステ等）

スナック　はなまる 安曇野市 0263-82-0417 飲食店

スズキアリーナ信州穂高 安曇野市 0263-82-8144 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20462951.sj-nagano/ 小売業（その他）

焼きたて屋綿半スーパーセンター豊科店 安曇野市 0266-79-6326 https://www.yakitateya.com/ 持ち帰り、配達飲食サービス業

のきさき　カフェ 安曇野市 090-4180-3192 https://www.facebook.com/%E3%81%AE%E3%81%8D%E3%81%95%E3%81%8D%E3%82%A%E3%83%95%E3%82%A7-Drip_Coffee-61790294855飲食店

カフェ　紬 安曇野市 0263-82-4593 飲食店

田沢荘 安曇野市 0263-72-1155 http://tazawasou.main.jp/ 宿泊業

虹の村　陶苑 安曇野市 0263-83-3832 https://www.azumino-e-tabi.net/dining/%E8%99%B9%E3%81%AE%E6%9D%91%E3%80%80%E9%99%B6%E8%8B%91 飲食業

あづみ野パークホテル 安曇野市 0263-82-3282 https://azuminoparkhotel.jp/access.html 宿泊業

東京靴流通センタ－　豊科ショッピングタウン店 安曇野市 0263-73-9343 https://www.chiyodagrp.co.jp/map/shop_detail.php?m=dtl&sn=20755 小売業（その他）

レストラン　ラヴニール 安曇野市 0263-81-3455 飲食店

ハンジロー 安曇野市 0263-82-0688 https://hanjiro.jp/ 飲食店

つどいや 安曇野市 0263-72-6036 飲食店

いろり焼　はやかわ家 安曇野市 0263-88-2083 飲食店

Ogata 安曇野市 0263-72-2656 理容業、美容業

（有）アズミ造園 安曇野市 0263-72-2090 https://www.azumi-garden.jp/ 専門サービス業

炭火やきとり達 安曇野市 0263-31-0465 飲食店

酒房　ひさ九 安曇野市 0263-73-7439 飲食店
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清雅 安曇野市 0263-50-5541 https://ameblo.jp/artcafeseiga/ 飲食店

旬彩酒房　彩り 安曇野市 0263-88-7992 飲食店

勇屋会館　（独自に掲示） 安曇野市 0263-72-2020 https://isamiya-azumino.jp/ 飲食店

タイキッチン亜細亜 安曇野市 090-7840-6902 飲食店

スナック　テニ 安曇野市 090-4924-5015 飲食店

文福 安曇野市 0263-72-2405 飲食店

レストラン ハローズ 安曇野市 0263-72-1830 飲食店

かっぱ食堂 安曇野市 0263-72-3286 飲食店

（有）山重食堂 安曇野市 0263-72-2111 飲食店

居酒屋くつろぎ 安曇野市 090-1865-2182 飲食店

スナックメモリー 安曇野市 090-6959-0596 飲食店

あなたの蕎麦 安曇野市 090-8773-8465 飲食店

スナックあけぼの 安曇野市 090-8740-6008 飲食店

Dining Bar Sow 安曇野市 0263-31-3414 飲食店

五感で楽しむ創作イタリアン　ラ・パジック 安曇野市 0263-31-3404 飲食店

フードバー　バース 安曇野市 090-8873-5954 飲食店

ニジノ　カオリ 安曇野市 0263-83-2830 飲食店

酒処みやず 安曇野市 0263-82-4870 飲食店

味匠館 安曇野市 0263-31-5073 飲食店

手打ちさぬきうどん心 安曇野市 0263-75-3277 飲食店

パーティカラオケ 安曇野市 0263-83-4055 飲食店

食事処かわせみ 安曇野市 0263-50-8378 飲食店

居酒屋　瀧 安曇野市 0263-82-1418 飲食店

みかど 安曇野市 0263-82-2204 飲食店

スナックシュール 安曇野市 090-5993-2970 飲食店

寿々本 安曇野市 0263-82-2144 飲食店

黒柴山荘 安曇野市 090-3440-6774 飲食店

鮨処や満した 安曇野市 0263-82-7315 飲食店

スナック舞 安曇野市 0263-62-3541 飲食店

安眠 安曇野市 0263-62-6133 飲食店

スナック咲良 安曇野市 0263-75-3764 飲食店

食事処　穂の香 安曇野市 0263-73-5626 飲食店

ロッソビアンコ 安曇野市 0263-31-5298 飲食店

スナックにじ 安曇野市 0263-72-5003 飲食店

スナックみらい 安曇野市 0263-72-5003 飲食店

酒処美貴 安曇野市 090-3042-0184 飲食店
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きばたん 安曇野市 飲食店

パーラーつばめ 安曇野市 0263-55-0273 飲食店

豊科ばんどこ 安曇野市 0263-72-6767 飲食店

ＭＡＲＹＫＵ 安曇野市 0263-88-7979 飲食店

スナックユメ 安曇野市 080-6997-5473 飲食店

龍門　穂高 安曇野市 0263-823903 飲食店

リストランテ　クラシコ 安曇野市 0263-87-8564 飲食店

スナック花 安曇野市 0263-72-8412 飲食店

カフェ　凡々舎 安曇野市 0263-87-0654 http://www.bonbonsha.jp 飲食店

ラーメン仙 安曇野市 0263-75-0805 飲食店

ノーサイド 安曇野市 0263-83-5522 宿泊業

征矢野久水彩館 安曇野市 0263-87-0107 その他娯楽業

はぴねす 安曇野市 080-1071-4155 飲食店

安曇野高橋節郎記念美術館 安曇野市 0263-81-3030 http://setsurou-museum.com その他娯楽業

葵 安曇野市 0263-82-2723 飲食店

ふるさと亭小倉沢 安曇野市 0263-62-6680 飲食店

GG EHTERPRISE 安曇野市 090-8723-2531 http://ggenterprise.jp 専門サービス業

そば茶屋堀金店 安曇野市 0263-71-2622 飲食店

中島酒店 安曇野市 0263-72-4424 小売業（酒）

餃子の舞 安曇野市 263-77-8090 飲食店

清水屋商店 安曇野市 090-8430-3909 その他小売業

折鶴 安曇野市 0263-72-3862 飲食店

スナック来遊憩 安曇野市 090-5542-7251 飲食店

かめはうす 安曇野市 080-2089-0550 飲食店

ONE PIECE 安曇野市 090-7202-0862 飲食店

KIIIYA 安曇野市 090-4529-1118 宿泊業

酒一番どんぺり 安曇野市 0263-83-7345 https://www.azumino-jizake.com/azumino-sake/ 小売業（酒）

お酒とくすり 安曇野市 0263-82-2045 小売業（その他）

Ｔａｖｅｒｎａ　ＬＡＰＵＴＡ 安曇野市 0263-83-4967 http://www.taverna-laputa.com/ 飲食店

ログペンションさかい 安曇野市 0263-83-7129 宿泊業

とり正 安曇野市 0263-82-9484 飲食店

誓いの森イストアール 安曇野市 0263-71-1200 専門サービス業

橋本屋 安曇野市 0263-82-2387 飲食店

肉の田中屋 安曇野市 0263-82-2149 小売業（食肉）

まちの駅 安曇野ベース 安曇野市 0263-88-9177 http://azumino-base.jp/ 小売業（その他）

Pizza Romanza 安曇野市 0263-88-5040 https://pizza-romanza.com/ 飲食店
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ガスト 豊科 安曇野市 0263-71-2278 https://www.skylark.co.jp/ 飲食店

安曇野餃子館 安曇野市 0263-82-2629 飲食店

夜来香 安曇野市 0263-82-0468 飲食店

ラーメン大学穂高店 安曇野市 0263-82-5058 飲食店

安眠 安曇野市 0263-62-6133 飲食店

和美庭 安曇野市 0263-82-0118 飲食店

ラトリエ・デ・サンス 安曇野市 0263-88-2757 https://latelier-des-sens.jp/ 飲食店

Café Kissaco 安曇野市 0263-83-7177 飲食店

カフェバスブリス＆蔵ギャラリー穂和 安曇野市 090-9223-3654 飲食店

安曇野そば処双葉 安曇野市 0263-83-5656 飲食店

食彩　かなで庵 安曇野市 0263-82-6352 飲食店

志の寿司 安曇野市 0263-82-4926 飲食店

幸楽家 安曇野市 0263-82-8188 飲食店

ナカムラ食堂 安曇野市 0263-82-4645 飲食店

ふくろうカフェ 安曇野市 070-2671-7266 飲食店

ハーモニー 安曇野市 飲食店

鉄板焼き　てつ 安曇野市 飲食店

ボディケアスポーツ 安曇野市 0263-82-7200 https://bodycaresports.jimdofree.com/ スポーツ施設提供業

月とビスケット 安曇野市 0263-87-7031 https://tsukitobiscuits.shop/ 飲食店

トンボ玉楽舎 安曇野市 0263-72-4862 その他

碌山美術館 安曇野市 その他

プティ・タ・プティ 安曇野市 製造業

そば処　寿々喜 安曇野市 0263-82-4024 飲食店

こりとり 安曇野市 090-6536-0222 その他生活関連サービス業（エステ等）

トレンタトレ 安曇野市 0263-82-8333 飲食店

あづみ野コンサートホール 安曇野市 0263-82-6419 その他

ビレッジ安曇野 安曇野市 0263-72-8568 https://vil-azumino.jp/ 宿泊業

安曇野コワーキングスペース 安曇野市 0263-73-6733 https://www.ne.jp/asahi/azuminoict/hp/coworking.html 専門サービス業

安曇野遊人　C.L.J.クラブ 安曇野市 0263-83-5412 https://a-yujin.jp/ 宿泊業

悠遊菜彩あん 松本市波田 0263-92-8177 飲食店

NAMASTE COFFEE 松本市波田 090-1033-5620 飲食店

（株）だいなモ 松本市波田 0263-92-5508 飲食店

赤松ドライブイン 松本市波田 0263-92-2383 飲食店

民宿かねもと 松本市波田 0263-92-3366 宿泊業

養老の瀧波田店 松本市波田 0263-92-6171 飲食店

焼肉ビーフル 松本市波田 0263-92-2529 飲食店
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伊東淡水魚店 松本市波田 0263-92-2220 飲食店

Blue Resort NORIKURA 松本市安曇 0263-93-2645 https://www.brnorikura.jp スポーツ施設提供業

あさひ堂 松本市 88-9665 飲食店

ちゃーしゅうや武蔵　イオン南松本店 松本市 0263-87-6347 https://maturity.co.jp/ramen/musashi/ 飲食店

そば居酒屋　蔵のむこう 松本市 0263-36-7880 https://r.goope.jp/syuraku/free/kuranomukou 飲食店

信州酒場　雷電 松本市 0263-88-8644 https://r.goope.jp/syuraku/free/raiden 飲食店

アルピコタクシー株式会社松本営業所 松本市 0263-26-5704 http://www.alpico.co.jp/taxi/ その他

おおぎやラーメン松本駅前店 松本市 0263-35-3350 飲食店

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　松本合庁前店 松本市 0263-47-3364 https://tenpo.ichibanya.co.jp/map/1155 飲食店

スズキアリーナ信州長野松本 松本市 0263-25-7015 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20202951.sj-nagano/ 小売業（その他）

オールスズキ松本中央店 松本市 0263-25-4423 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20202952.sj-nagano/ 小売業（その他）

U'ｓSTATION松本 松本市 0263-25-7014 https://www.suzuki.co.jp/ucar/shop/nagano/0100375/detail.html 小売業（その他）

焼きたて屋カインズホーム梓川店 松本市 0266-79-6326 https://www.yakitateya.com/ 持ち帰り、配達飲食サービス業

ｻｰﾃｨｰﾜﾝ  イオンモール松本店 松本市 飲食店

スズキアリーナ信州塩尻/U'ｓSTATION塩尻 塩尻市 0263-86-6220 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20215951.sj-nagano/ 小売業（その他）

タイランド 塩尻市 0263-31-5722 その他生活関連サービス業（エステ等）

アルピコタクシー株式会社塩尻営業所 塩尻市 0263-52-3171 http://www.alpico.co.jp/taxi/ その他

焼きたて屋カインズホーム塩尻店 塩尻市 0266-79-6326 https://www.yakitateya.com/ 持ち帰り、配達飲食サービス業

スマイルサンタ　塩尻北インター店 塩尻市 0263-88-8062 https://www.8989.co.jp/santa/ 小売業（その他）

直売所　いもっこ 山形村 0263-98-3637 小売業（野菜果物）

からさわ亭 山形村 0263-98-2297 飲食店

レストランひけじい 山形村 0263-98-5838 http://higehige.jp 飲食店

ご飯屋 山形村 0263-98-5838 http://higehige.jp 飲食店

理容オオクボ 山形村 0263-98-2292 理容業、美容業

居酒屋　他抜き 山形村 0263-98-4007 飲食店

ファミリーマート 新山形グリンロード店 山形村 0263-97-1047 小売業（コンビニ）

㈱トップオートサービス 山形村 0263-97-3206 その他

㈱ツルヤ山形店 山形村 0263-98-4911 www.tsuruya-corp.co.jp 小売業（百貨店、総合スーパー）

根橋屋 山形村 0263-98-2313 飲食店

(有)野田レッカー 山形村 0263-97-2119 その他

ブランシュネージュ 山形村 0263-87-8019 その他生活関連サービス業（エステ等）

スカイランドきよみず 山形村 0263-98-2300 http://www.sl-kiyomizu.jp 宿泊業

㈱Kichi 山形村 0263-31-6210 http://kichiinc.hatenadiary.jp/ その他

セブンイレブン信州山形店 山形村 0263-98-3045 小売業（コンビニ）

㈲むかいや 山形村 0263-55-6100 https://www.taikewine.jp 製造業

㈱ヤマジン 山形村 0263-98-2261 その他
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美容室リセンテ 山形村 0263-97-3988 理容業、美容業

ホクト産業㈱松本支店 山形村 0263-31-5255 製造業

㈲ディー・エス・ケー 山形村 0263-88-3998 https://dsk-ex.jp/ その他

ヘアーサロンカネコ 山形村 0263-98-2341 理容業、美容業

百建㈱ 山形村 0263-98-3941 https://www.momokenkk.com その他

美容室　髪ふうせん 山形村 0263-98-2025 理容業、美容業

整体院　自然館 山形村 0263-98-4976 http://shizenkan4316.com その他生活関連サービス業（エステ等）

農家の店とまと山形店 山形村 0263-97-3000 小売業（その他）

カットサロンフルハタ 山形村 0263-98-2150 http://www.beauty-sorciere.com 理容業、美容業

CSK総合防災㈱山形営業所 山形村 0263-87-0980 http://www.csk-s.co.jp その他

株式会社籠田工務店 山形村 0263-98-2890 http://www.kagoda.co.jp/ その他

㈱興文堂アイシティ店 山形村 0263-97-3949 小売業（その他）

ステーショナリー PiaPia 山形村 0263-97-3983 小売業（その他）

美容室びーと 山形村 0263-98-5161 理容業、美容業

キヨミズ開発㈱ 山形村 0263-98-4029 その他

㈲竹田の里 山形村 0263-98-3877 小売業（その他）

唐松 山形村 0263-97-4321 飲食店

フラワー美容室 山形村 0263-98-2334 理容業、美容業

デイリーヤマザキ信州山形店 山形村 0263-98-4833 小売業（コンビニ）

御食事処　和泉 山形村 0263-98-3505 飲食店

コア・パフォーマンス・サービス 山形村 その他

成美屋 山形村 0263-98-2288 飲食店

スナック　四美 山形村 0263-98-3043 飲食店

ダイヤ運輸㈱ 山形村 0263-31-0070 その他

そば処かみじょう 山形村 0263-98-3020 飲食店

からさわ屋 山形村 0263-98-2343 飲食店

石碾き蕎麦 水舎 本店 山形村 0263-98-3002 http://www.suisya-ya.com 飲食店

そばカフェ 水舎 山形村 0263-31-3955 http://www.suisya-ya.com 飲食店

石碾き蕎麦 水舎 つつみ庵 山形村 0263-75-6473 http://www.suisya-ya.com 飲食店

まるなか食堂 山形村 0263-98-2317 飲食店

そば処 木鶏 山形村 0263-98-2099 http://ichigoichienococoro.com 飲食店

信州手打ちそば そば幸 山形村 0263-98-2075 飲食店

VifVif　by cloverleaf　アイシティ２１店 山形村 0263-98-3693 https://www.chiyodagrp.co.jp/map/shop_detail.php?m=dtl&sn=38144 小売業（その他）

協同製本工業㈱ 朝日村 99-3740 専門サービス業

Ａ＆Ｆあさひ 朝日村 99-2416 小売業（その他）

（有）オールライト 朝日村 99-5717 製造業

24/41



店名・事業所名 市町村名 電話番号 ホームページURL 業種

（有）清沢朝日産業 朝日村 99-3795 その他

みゆき美容院 朝日村 99-2124 理容業、美容業

清沢建具 朝日村 99-2101 その他

朝日果樹クラブ 朝日村 99-2782 小売業（その他）

せせらぎ山女魚園 朝日村 090-5619-6753 持ち帰り、配達飲食サービス業

カンロ㈱朝日工場 朝日村 99-2611 製造業

針灸ルーム　つつい 朝日村 0263-99-2140 その他生活関連サービス業（エステ等）

富田豆腐店 朝日村 0263-99-2413 小売業（その他）

お食事処　森のこびと 朝日村 0263-99-3301 飲食店

㈱大和屋 朝日村他 0263-99-2422 小売業（コンビニ）

オートボディーファクトリー上條 朝日村 0263-33-3544 専門サービス業

ゲストハウス　かぜのわ 朝日村 0263-31-6151 宿泊業

cafe　ｍｉｔｏ 朝日村 0263-31-6499 飲食店

吉平酒店 朝日村 0263-99-3532 小売業（酒）

かみいし商店 朝日村 0263-99-2024 小売業（その他）

萩原理容室 朝日村 0263-99-2109 理容業、美容業

中央歯研 朝日村 0263-99-2050 その他

自家焙煎珈琲カフェシュトラッセ 朝日村 0263-99-3685 飲食店

朝日そば　ふじもり 朝日村 0263-87-3981 飲食店

まるなかや 朝日村 0263-99-3126 飲食店

やまふる観光 朝日村 0263-31-3447 その他

居酒屋かっぺ 朝日村 0263-99-3919 飲食店

おまかせまっちゃ 朝日村 0263-99-4530 飲食店

そば処もえぎ野 朝日村 0263-99-3004 飲食店

レスパイトケアはちもり 朝日村 0263-99-4055 小売業（菓子パン）

羽多野肥料店 朝日村 0263-99-3028 小売業（その他）

羽多野肥料店みえ整体院 朝日村 0263-99-3028 その他生活関連サービス業（エステ等）

上條理容所 朝日村 0263-99-2078 理容業、美容業

㈱オー・エス・ピー 朝日村 0263-99-5133 情報通信業

小川原美容院 麻績村 67-2147 理容業、美容業

滝澤整骨院 麻績村 67-2013 http://www.tktreatment.com/ その他

滝沢写真館 麻績村 67-2043 その他生活関連サービス業（エステ等）

でんきのクボタ 麻績村 67-2376 小売業（その他）

美容室　ひらた 麻績村 67-2164 理容業、美容業

㈲宮下電業 麻績村 67-2652 その他

ミヤシタ電器 麻績村 67-2056 小売業（その他）
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山岸金物店 麻績村 67-2067 小売業（その他）

理容鹿田 麻績村 67-2068 理容業、美容業

麻績の市あさつゆ運営管理組合 麻績村 67-2209 その他

小松屋 麻績村 67-2011 飲食店

飯森建築 麻績村 67-2845 その他

㈲小林農産麻績支店 麻績村 67-2116 小売業（その他）

塚原瓦店 麻績村 67-2718 その他

聖和総建 麻績村 67-1171 その他

 コミュニティ・喫茶スペースむろの木 麻績村 050-3188-6937 https://www.deli-koma.com/1023038.html 飲食店

葦沢石材店 麻績村 67-2218 その他

㈲たきざわ 麻績村 67-4550 小売業（衣服）

宮尾製作所 麻績村 67-2248 製造業

㈲宮下組 麻績村 67-2085 その他

理容みやした 麻績村 67-2103 理容業、美容業

サロン・ド・ミヤ 麻績村 67-2085 理容業、美容業

坂口建具店 麻績村 67-2201 その他

食事処　まさ 麻績村 67-4400 飲食店

宮川信号設備㈱ 麻績村 67-2163 その他

シグナル工業㈱ 麻績村 その他

理容かついえ 麻績村 67-2284 理容業、美容業

㈱テクノアルテス 麻績村 67-111 その他

YRMシステム 麻績村 67-3011 情報通信業

東屋化工機 麻績村 67-3328 その他

田舎の酒食　あかり 麻績村 50-5320 飲食店

シマダ設備㈱ 麻績村 67-1050 その他

コヤマ自動車塗装工業 麻績村 67-4108 その他

いぶしや 麻績村 090-4462-3929 https://ja-jp.facebook.com/ibushiya1974/ 飲食店

㈲峯村自動車整備工場 麻績村 67-2091 その他

古民家カフェ　精晴堂 麻績村 87-6139 https://seiseido.webnode.jp/ 飲食店

滝沢モータース 麻績村 67-2226 その他

久保田建設工業㈱ 麻績村 67-2080 その他

カフェ　アガパンサス 麻績村 67-4500 http://cafeagapansasu.jp/ 飲食店

（合）麻績おやきの会 麻績村 67-4338 http://www.omimo.info/oyaki/ 製造業

麻績森林建設㈱ 麻績村 67-2156 その他

聖高原リゾート㈱ 麻績村 67-2133 その他

㈱ワカ製作所麻績工場 麻績村 67-2174 製造業
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シェーンガルテンおみ 麻績村 67-2800 http://www.kk-giken.jp/sehongarten-omi/ 宿泊業

松本信用金庫筑北支店 麻績村 67-4000 その他

アルピコタクシー株式会社麻績支所 麻績村 0263-67-2239 http://www.alpico.co.jp/taxi/ その他

ワールド 池田町 0261-62-3942 飲食店

カフェ風のいろ 池田町 0261-85-0005 飲食店

まごころボックス　ぽっぽ 池田町 0261-62-8858 飲食店

シピリカ 池田町 0261-25-0143 飲食店

安曇野東山包美術館 池田町 0261-62-5078 飲食店

bunga～ぶんが～ 池田町 080-5454-7031 小売業（菓子パン）

つきさむ 池田町 080-1252-1944 飲食店

藤迺家 池田町 0261-62-2101 飲食店

手打そばかたせ 池田町 0261-62-5505 飲食店

そばの家  鬼無里 池田町 0261-62-0141 飲食店

安曇野翁 池田町 0261-62-1017 飲食店

家族亭龍門 池田町 0261-62-6388 飲食店

寿々 池田町 0261-62-6777 飲食店

萬客 池田町 0261-25-0080 飲食店

七りん亭 池田町 0261-85-6077 飲食店

安曇の館松倉 池田町 0261-62-7706 飲食店

お食事処しもさと 池田町 0261-62-2546 飲食店

あ・うん 池田町 0261-62-1585 飲食店

臣喰館 池田町 0261-85-2733 飲食店

光悦 池田町 0261-85-4445 飲食店

萌木 池田町 0261-61-5017 その他生活関連サービス業（エステ等）

メイヤの樹 池田町 0261-62-6796 宿泊業

オーベルジュ　ラ　ヴィ　トランキーユ 池田町 0261-29-6635 宿泊業

シェアベースにぎわい 池田町 0261-85-2628 飲食店

八寿恵荘 池田町 0261-62-9119 宿泊業

夕映 池田町 0261-85-4088 飲食店

酒菜　浜しょう 池田町 0261-62-7505 飲食店

酒彩　大貴 池田町 0261-62-9429 飲食店

双葉 池田町 0261-62-2174 飲食店

シュタンベルク 池田町 090-8842-1172 飲食店

アジアの屋台Ｓａｐａ 池田町 0261-62-0438 持ち帰り、配達飲食サービス業

岳樺 池田町 0261-62-8935 持ち帰り、配達飲食サービス業

ゲストハウスシャンティクティ 池田町 0261-62-0638 宿泊業
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カフェ野のかおり 池田町 0261-85-4226 飲食店

ロッジ赤い屋根 池田町 0261-62-9156 宿泊業

スナック円 池田町 0261-62-1301 飲食店

あづみの池田ゲストハウス 池田町 0261-85-0221 宿泊業

ドレスアップ 池田町 0261-85-7322 理容業、美容業

ひまわり美容室 池田町 0261-62-4664 理容業、美容業

アイリス美容室 池田町 0261-62-2499 理容業、美容業

高橋理容院 池田町 0261-62-2605 理容業、美容業

いずみ美容室 池田町 0261-62-5111 理容業、美容業

白馬理容院 池田町 0261-62-4021 理容業、美容業

理容長門屋 池田町 0261-62-5373 理容業、美容業

理容ナカジマ 池田町 0261-85-2178 理容業、美容業

ヘアーオフィス　ケイ 池田町 0261-62-5952 理容業、美容業

コルクルーム 池田町 0261-62-1387 理容業、美容業

LUNA 池田町 0261-85-2880 理容業、美容業

美容室やばな 池田町 0261-62-2678 理容業、美容業

Lavandula 池田町 0261-62-7869 理容業、美容業

大蔦理容店 池田町 0261-62-5319 理容業、美容業

清水理美容院 池田町 0261-62-2230 理容業、美容業

LAIMU 池田町 0261-62-2491 理容業、美容業

Be-boys 池田町 0261-62-0588 理容業、美容業

ヘアーアンド・フェイスディップ 池田町 0261-62-8454 理容業、美容業

松澤製作所 池田町 0261-62-4514 製造業

よしの接骨院 池田町 0261-85-4115 その他生活関連サービス業（エステ等）

La Belle Terre 池田町 その他生活関連サービス業（エステ等）

CANOA 池田町 0261-62-9106 その他生活関連サービス業（エステ等）

てらどこ整体 池田町 090-1866-8345 その他生活関連サービス業（エステ等）

Atelier glad 池田町 その他生活関連サービス業（エステ等）

中部日本電子株式会社 池田町 0261-62-7691 http://www.cnd.jp 製造業

やまなみ荘 生坂村 0263-69-2032 http://yamanamiso.com/ 宿泊業

いくさかの郷 生坂村 0263-69-1930 http://www.village.ikusaka.nagano.jp/ikusakanosato/ 小売業（野菜果物）

かあさん家 生坂村 0263-69-2712 飲食店

カフェひまわり 生坂村 - 飲食店

赤羽おやき店 生坂村 0263-69-2243 小売業（その他）

かついえおやき店 生坂村 0263-69-3105 小売業（その他）

コスモ石油生坂ＳＳ 生坂村 0263-69-2210 小売業（その他）
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生坂石油 生坂村 0263-69-2478 小売業（その他）

有限会社GARAGE　IKUSAKA 生坂村 0263-69-3056 その他

藤澤醸造株式会社 生坂村 0263-69-2030 https://fujijo.co.jp/ 製造業

平林建設株式会社 生坂村 0263-69-3121 http://hirabayashi-kensetsu.jp/index.html その他

柳澤商店 生坂村 0263-69-3052 小売業（その他）

東新自動車 生坂村 0263-69-2156 その他

有限会社石川組 生坂村 0263-69-3034 その他

有限会社中山組 生坂村 0263-69-2037 その他

藤沢商会有限会社 生坂村 0263-69-2046 その他

有限会社望月自動車工業 生坂村 0263-69-2333 その他

理容ヨシザワ 生坂村 0263-69-2114 理容業、美容業

理容ナカソネ 生坂村 0263-69-2027 理容業、美容業

サカヅメ理容店 生坂村 0263-69-2141 理容業、美容業

リバー美容室 生坂村 0263-69-2025 理容業、美容業

美容室じゃんけんぽん 生坂村 0263-69-3341 理容業、美容業

藤澤新聞店 生坂村 87-2354 小売業（その他）

北安陸送株式会社 生坂村 69-2040 運輸業、郵便業

株式会社野の香 生坂村 69-3312 その他

池田理容店 生坂村 69-2493 理容業、美容業

生坂郵便局 生坂村 0263-69-2049 運輸業、郵便業

ＪＡ松本ハイランド生坂支所 生坂村 0263-69-3131 金融業、保険業

生坂村歯科診療所 生坂村 0263-69-3323 医療、福祉

有限会社瀧澤 生坂村 0263-69-2441 その他

生坂竹内工務店有限会社 生坂村 0263-69-2435 その他

CAFＥ　猫のあくび 生坂村 090-5367-2928 飲食店

竹乃内旅館 生坂村 0263-69-3066 宿泊業

腰原商店 生坂村 0263-69-2196 小売業（酒）

原井商店 生坂村 0263-69-2201 小売業（酒）

工芸と喫茶　ひとつ石 生坂村 飲食店

㈲内川薬局 松川村 0261-62-9912 小売業（ドラッグストア）

旬彩の宿ガーデンクラブ安曇野 松川村 0261-61-1133 https://gc-azumino.com/# 宿泊業

松田理容院 松川村 0261-62-8658 理容業、美容業

松田美容院 松川村 0261-62-8658 理容業、美容業

寿司割烹喜佐 松川村 0261-62-6002 飲食店

ナカヤマ製菓舗 松川村 0261-62-3484 小売業（菓子パン）

松川郵便局 松川村 0261-62-2165 金融業、保険業
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おしゃれはうすほった 松川村 0261-62-7212 小売業（その他）

中島製菓舗 松川村 0261-62-2055 小売業（菓子パン）

すみれ薬局 松川村 0261-85-2061 小売業（ドラッグストア）

松川村観光協会 松川村 0261-62-6930 https://www.matsukawamura.com/ その他

いろり懐石釣人 松川村 0261-62-5900 http://www.turibito.jp/ 飲食店

パンプローナ 松川村 0261-62-2286 http://pamplona.jp/ 飲食店

あわら石油 松川村 0261-62-3327 http://www.azumino-awara.com/ 小売業（その他）

めがねのイチモト 松川村 0261-62-7343 小売業（その他）

小山建材金物店 松川村 0261-62-2316 小売業（その他）

㈱草深製作所 松川村 0261-62-4150 製造業

村のさかなやさんももせ 松川村 0261-62-2407 小売業（鮮魚）

㈲一陽鐵建社 松川村 0261-62-2713 その他

松本信用金庫松川支店 松川村 0261-62-6111 https://www.matsumoto-shinkin.jp/ 金融業、保険業

すずむし荘 松川村 0261-62-8500 http://suzumushi.jp/ 宿泊業

道の駅寄って停まつかわ 松川村 0261-61-1200 http://suzumushi.jp/yottetei/ その他

八十二銀行あづみ松川支店 松川村 0261-62-4182 https://www.82bank.co.jp/ 金融業、保険業

焼肉専門店　梨子田松川店 松川村 0261-62-1129 小売業（食肉）

ビオレ美容院 松川村 0261-62-7269 理容業、美容業

Ｐａｃｅ 松川村 0261-85-0709 理容業、美容業

㈱Ｂ＆Ｍパラオ 松川村 0261-85-0651 小売業（野菜果物）

大塚塗装 松川村 0261-62-9575 その他

㈲サンクス 松川村 0261-62-4191 小売業（その他）

ファミリーマート信濃松川店 松川村 0261-61-1002 小売業（コンビニ）

下総細巾織物工業 松川村 0261-62-8799 製造業

ナシダ薬局 松川村 0261-62-6370 小売業（ドラッグストア）

㈲ハイメック 松川村 0261-62-8814 http://www.hi-mec.ecnet.jp/ 製造業

㈲田矢興業 松川村 0261-62-7875 その他

朝日企画㈱ 松川村 0261-62-8614 その他

土地家屋調査士小山千秋事務所 松川村 0261-62-2424 不動産業

㈲山本精機 松川村 0261-62-9713 https://yamamoto-seiki1974.jp/ 製造業

㈲あずみの美広 松川村 0261-62-9357 http://www.azuminobiko.co.jp/ その他

ヘアーデコレーション　ＤＥＣＯ 松川村 0261-85-0290 理容業、美容業

㈱昂進ステアサービス 松川村 0261-61-4608 製造業

山崎工務店 松川村 0261-62-8793 その他

㈲安曇野電化センター 松川村 0261-62-2142 その他

グッドニュースオフィス 松川村 0261-62-0737 小売業（その他）
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下倉板金 松川村 0261-62-1577 その他

ヘアサロン　こばと 松川村 0261-62-5541 理容業、美容業

ＴＯＹ　ＢＡＬＬＯＯＮ 松川村 0261-62-1611 理容業、美容業

サカモト美建 松川村 0261-62-0157 製造業

㈲真嶋建設 松川村 0261-62-3931 その他

あづみ松川土地 松川村 0261-62-8590 不動産業

美容室　Ｈｉｋａｒｉ 松川村 0261-62-0065 理容業、美容業

㈱田中電子 松川村 0261-62-0054 製造業

きいろいポケット 松川村 0261-88-0017 https://ypjyo.exblog.jp/i1/ 小売業（菓子パン）

㈱大日堂物流 松川村 0261-85-0177 https://dainichido.co.jp/corp/index.html その他

ｈａｉｒ　ｋｕｎｅ－ｋｕｎｅ 松川村 0261-85-0729 理容業、美容業

㈲平林表具店 松川村 0261-62-3711 http://www.h-interiorshop.com/ 小売業（その他）

令香 松川村 090-4538-5866 飲食店

いとう歯科医院 松川村 0261-62-8880 医療、福祉

癒しの店ムーン 松川村 0261-62-7301 飲食店

いずみ陸送 松川村 0261-61-1915 運輸業、郵便業

かぼちゃやまカフェスイーツ 松川村 0261-85-0561 https://www.kabochayama-sweets-cafe.com/ 小売業（菓子パン）

ケーキ屋　くまさん家 松川村 0261-62-6521 小売業（菓子パン）

㈲浅野電器商会 松川村 0261-62-2234 小売業（その他）

セブンイレブン松川細野店 松川村 0261-62-9839 小売業（コンビニ）

セブンイレブン信濃松川店 松川村 0261-62-3063 小売業（コンビニ）

㈲沢屋精肉店 松川村 0261-62-2391 小売業（食肉）

ＣＡＦＥ　Ｃｈａａｎａ 松川村 0261-85-2726 https://www.facebook.com/cafechaana/ 飲食店

福寿屋旅館 松川村 0261-62-2302 宿泊業

お食事・喫茶みどり 松川村 0261-62-2702 飲食店

みはらし 松川村 0261-62-8993 飲食店

居酒屋　恋来 松川村 090-2256-2650 飲食店

コメリハード＆グリーン松川店 松川村 0261-61-1013 http://www.komeri.bit.or.jp/ 小売業（ホームセンター）

Solnte shimada-kagu 松川村 0261-85-6899 https://www.solnte.com/ 製造業

作門 松川村 0261-62-9885 飲食店

喜美餃子屋 松川村 0261-62-6481 飲食店

お食事処　味蔵 松川村 0261-62-9128 飲食店

ＥＣＣジュニア　緑町教室 松川村 0261-62-6891 教育、学習支援業

㈲穂坂工業 松川村 0261-62-2310 その他

そば処　こうや 松川村 0261-62-3398 飲食店

福助 松川村 0261-62-2303 飲食店
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安曇野そば処　青崎 松川村 0261-62-3385 飲食店

お喜夜 松川村 0261-62-5949 飲食店

手打ちそば　つばくろ 松川村 0261-62-6107 飲食店

台湾料理　福客来 松川村 0261-85-2960 飲食店

らぁ麺　麦一粒 松川村 0261-85-0610 https://twitter.com/mugihitotsubu_ 飲食店

いろは亭 松川村 0261-62-2223 飲食店

㈲理容みずの 松川村 0261-62-2318 理容業、美容業

美容室ＢＲＡＶＯ！ 松川村 0261-61-1166 理容業、美容業

お食事処　叶 松川村 0261-62-3811 http://kanou36azumino.web.fc2.com/ 飲食店

たぬき食堂 松川村 0261-62-5145 飲食店

和風スナック　楓 松川村 0261-62-9188 飲食店

アルピコタクシー株式会社大町営業所 大町市 0261-22-5899 http://www.alpico.co.jp/taxi/ その他

おおぎやラーメン大町店 大町市 0261-23-6373 飲食店

スマイルサンタ　大町店 大町市 0261-85-2130 https://www.8989.co.jp/santa/ 小売業（その他）

大北営業所/U'ｓSTATION大北 大町市 0261-22-3360 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20212951.sj-nagano/ 小売業（その他）

白馬SWEETS工房Ricca 白馬村 0261-82-0321 製造業

細野館 白馬村 0261-72-3111 http://www.hosonokan.co.jp 宿泊業

松倉健二鍼灸整骨院 白馬村 0261-72-3321 医療、福祉

森上簡易郵便局 白馬村 0261-72-4474 その他

白馬山のホテル 白馬村 0261-72-8311 http://www.hakuba-yamanohotel.com/ 宿泊業

ハーブの宿　檪（Kunugi) 白馬村 72-7260 https://hpdsp.jp/kunugi/ 宿泊業

ペンション　まいふぇろう 白馬村 72-5051 https://www.hakuba-myfellow.com 宿泊業

白馬三枝美術館 白馬村 72-4685 https://www.hakuba-saegusa-artmuseum.info その他

カフェド4260 白馬村 72-2563 飲食店

ベルクトール丸北 白馬村 72-2107 http://www.hakuba-marukita.com 宿泊業

ホテル対岳館 白馬村 72-2075 https://www.taigakukan.jp/ 宿泊業

手打蕎麦　和味亭 白馬村 72-7797 http://www17.plala.or.jp/nagomi-tei/ 飲食店

貸別荘白馬ﾛｲﾔﾙｺﾃｰｼﾞ＆八方ﾛｸﾞｺﾃｰｼﾞ 白馬村 71-1800 https://www.r-union.com 宿泊業

農かふぇ 白馬村 75-3202 http://www.hakubasodachi.jp/nohcafe/ 飲食店

白馬フォーティーセブン 白馬村 75-3533 https://www.hakuba47.co.jp/summer スポーツ施設提供業

そば神白馬店 白馬村 72-2055 https://www.facebook.com/sobajin.hakuba 飲食店

ペンション　カウベル 白馬村 72-4593 http://cowbell.sakura.ne.jp/wp/ 宿泊業

酒菜肴房ゆきまる 白馬村 75-3126 飲食店

Mountain Side Hakuba 白馬村 85-4187 www.thehakubacompany.com 宿泊業

Villa El Cielo 白馬村 85-4187 www.thehakubacompany.com 宿泊業

Hachi 白馬村 85-4187 www.thehakubacompany.com 宿泊業

32/41



店名・事業所名 市町村名 電話番号 ホームページURL 業種

ペンション　セレナーデ 白馬村 72-3757 http://hakuba-serenade.com 宿泊業

白馬グラードインえびすや 白馬村 72-2074 https://hakuba-ebisuya.com 宿泊業

林ペンション 白馬村 72-4724 http://hakubahayashipension.jp 宿泊業

白馬東急ホテル 白馬村 72-3001 https://tokyuhotels.co.jp/hakuba-h/index.html 宿泊業

ペンションあるかんしぇる 白馬村 72-6789 http://arcen6789.sakura.ne.jp/ 宿泊業

Concrete 白馬村 85-0239 https://www.facebook.com/concrete.hakuba/ 飲食店

虹屋丼丸　白馬店 白馬村 75-3224 https://www.facebook.com/Donmaru.Hakuba/ 飲食店

ランタンリルン 白馬村 75-3217 http://www.rantanrirun.com/ 宿泊業

ホテル白馬 白馬村 72-4444 https://www.hotel-hakuba.com/ 宿泊業

スターリーレジデンススイート 白馬村 72-3946 https://starry.holiday 宿泊業

信光石油㈱ 白馬村 72-2355 その他小売業

お食事処ちとせ 白馬村 85-0803 飲食店

白馬ミーティア＆ブラウニー 白馬村 72-5153 https://www.hakuba-meteor.com/ 宿泊業

ENTOEN HAKUBA LODGE 白馬村 72-2347 http://www.facebook.com/entoen.hakuba/ 宿泊業

洋風割烹　いけ 白馬村 72-2365 宿泊業

㈱マテリアル白馬 白馬村 72-6606 製造業

ペンション東山白馬 白馬村 85-0968 宿泊業

Hakuba Happo Accommodation 白馬村 85-2035 www.Hakubaha.com 宿泊業

あぜくら山荘 白馬村 72-5238 https://www.azekura.com/ 宿泊業

咲花山荘 白馬村 72-2415 http://www.janis.or.jp/users/sakka-s/ 宿泊業

マツモトキヨシ白馬店 白馬村 71-1671 小売業（ドラッグストア）

ペンション　くるみ 白馬村 75-3600 https://hakuba-kurumi.com 宿泊業

よろづや化粧品 白馬村 72-5822 　 小売業（その他）

白馬綜合開発㈱みそら野管理事務所 白馬村 72-2331 https://hakuba-misorano.jp 不動産業

KODO's Lodge 白馬村 72-7671 　 宿泊業

HakuBounce 白馬村 080-4159-2020 https://hakubounce.com スポーツ施設提供業

㈱白馬館　白馬山荘 白馬村 72-2002 https://www.hakuba-sanso.co.jp その他

㈱白馬館　白馬大池山荘 白馬村 72-2002 https://www.hakuba-sanso.co.jp その他

㈱白馬館　栂池ヒュッテ 白馬村 72-2002 https://www.hakuba-sanso.co.jp その他

ペンション　ショウ 白馬村 72-8218 http://www.hakuba-syo.com 宿泊業

ペンション　旅人 白馬村 72-4596 http://www3.plala.or.jp/hakuba-tabibito/ 宿泊業

炭火串焼　とり克 白馬村 090-4544-1173 飲食店

ペンション　あさねぼう 白馬村 72-4590 http://www8.plala.or.jp/hakuba-asanebou/index.htm 宿泊業

シェイクスピアホテル 白馬村 72-666 https://hakuba-shakespeare-hotel.com 宿泊業

ロッジ加根二 白馬村 72-3241 https://www.hakuba-kaneni.com 宿泊業

studio foret 白馬村 090-8650-4153 https://www.instagram.com/morinopilates 教育、学習支援業
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ﾈｲﾙﾊｳｽ ｶﾞﾛﾊﾟﾝ･ﾌﾞｰﾝ 白馬村 その他生活関連サービス業（エステ等）

白馬プチホテルみそら野 白馬村 72-4511 http://misorano.net 宿泊業

信州白馬八方温泉しろうま荘 白馬村 72-2121 http://www.shiroumaso.com 宿泊業

SAMURAI KEBAB 白馬村 090-6139-0222 http://hakubakebab.com 飲食店

手打そば一ぷく 白馬村 72-4290 飲食店

GARAGE902 白馬村 75-0902 http://www.hakuba902.com/ 小売業（その他）

STUDIO902 白馬村 72-5151 http://www.hakuba902.com/ 飲食店

中国料理　桂花 白馬村 72-6202 飲食店

ワイスホルン 白馬村 72-2278 https://www.weisshrn.com/ 宿泊業

無国籍料理ようこさん家 白馬村 72-3720 飲食店

大根館 白馬村 72-2111 http://www.oonekan.com/ 宿泊業

白馬シンフォニー 白馬村 72-6848 http://hakuba-symphony.sakura.ne.jp 宿泊業

ﾐﾆﾖﾝﾎﾃﾙ･ﾄﾞｩ･ﾉｴﾙ 白馬村 72-4845 http://www.noel.server-shared.com 宿泊業

あたらしや旅館 白馬村 72-2134 http://www2u.biglobe.ne.jp/~atarashi/ 宿泊業

Chill Life 白馬村 070-4449-2070 http://www.hakuba-chilllife.com/ その他生活関連サービス業（エステ等）

ステイフルハウスなかまち 白馬村 72-2285 http://www.ntcs.ne.jp/nakamach/ 宿泊業

おじさんの店 白馬村 72-2129 小売業（その他）

ウルル 白馬村 75-2774 https://ullr.jp 宿泊業

ゲストハウスジャパン白馬 白馬村 85-4393 https://theguesthousejapan.com/ 宿泊業

白馬塩の道温泉倉下の湯 白馬村 72-2229 https://www.kurashitanoyu.com その他

村のHOTEL信屋 白馬村 72-2229 https://www.hakuba-shinya.com 宿泊業

リゾートイン静観 白馬村 72-2113 http://www.hakuba.seikan.com/ 宿泊業

まるしちGallery＆Shop 白馬村 72-2227 その他

ペンション　トマト 白馬村 72-4637 http://www.hakuba.org/tomato/ 宿泊業

ダイニングバー　トマティート 白馬村 72-2012 http://www.hakuba.org/tomatito/ 飲食店

グリルこうや 白馬村 72-5354 https://www.facebook.com/ootamayumiinoue/ 飲食店

JR白馬駅 白馬村 72-2014 その他

めぞん・ど・ささがわ 白馬村 72-2386 https://www.facebook.com/maisondesasagawa/ 宿泊業

カフェ　ピラール 白馬村 72-8438 https://www.pilar.jp/index.html 飲食店

レストラン　ピラール 白馬村 72-8438 https://www.pilar.jp/index.html 飲食店

Y's Ballet School 白馬村 72-7430 https://ysballetschool.wixsite.com/yshakuba/about-us 教育、学習支援業

STDIO Y's 白馬村 72-7430 https://ysballetschool.wixsite.com/yshakuba/about-us 教育、学習支援業

和牛　こうべ家 白馬村 72-5382 http://www.windy-kobeya.com 飲食店

HAKUBA　HOKUJO 白馬村 85-5453 www.hakubahokujo.com 宿泊業

鉄板Diningやまなみ 白馬村 85-2941 https://ja-jp.facebook.com/yamanami2941/ 飲食店

白馬観光開発 白馬村 72-3150 https://www.nsd-hakuba.jp/ その他
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白馬アルパインホテル 白馬村 72-7222 https://www.alpia.co.jp 宿泊業

ペンション　マリオネット 白馬村 72-4848 www.p-marionette.com 宿泊業

白馬スキー館 白馬村 72-2112 https://www.facebook.com/hakubaskikan 宿泊業

手作り料理の宿　四季 白馬村 72-5178 http://hanatanoshimu.sakura.ne.jp 宿泊業

田舎料理とお酒　ふざけんぼう 白馬村 85-5301 飲食店

ロッジ　つらら 白馬村 72-2410 https://hakuba-tsurara.com 宿泊業

おひょっくり 白馬村 72-2661 飲食店

Now Field Hakuba 白馬村 https://www.facebook.com/Now-Field-Hakuba-574487199673250 スポーツ施設提供業

Avanti Chalet 白馬村 72-3366 http://avanti-chalet.com 宿泊業

チェリーパブ白馬 白馬村 72-2343 https://www.cherrypub-hakuba.jp 飲食店

白馬ベルグランド 白馬村 72-2224 https://www.berg-land.com/wp/ 宿泊業

コミュニティハウス　チロリアン 白馬村 72-3963 https://tyrolien.net 宿泊業

広進堂 白馬村 72-2468 小売業（その他）

hair do coque 白馬村 71-1578 理容業、美容業

ペンション　こもれび 白馬村 72-4541 http://www.dia.janis.or.jp/~komorebi 宿泊業

PENGUIN CAFE 白馬村 080-8182-4246 https://www.facebook.com/penguincafe898 飲食店

HAKUBA COFFEE STAND 白馬村 070-3928-5640 https://www.facebook.com/hakubacoffeestand 飲食店

ペンション　500マイル 白馬村 72-6674 宿泊業

ヴィラ　れんが亭 白馬村 72-6760 https://hakubarengatei.jpn.org 宿泊業

ききょう屋 白馬村 72-3633 飲食店

白馬の酵母パン　koubo-nikki 白馬村 72-4342 https://koubonikki.wixsite.com/koubo-nikki 小売業（菓子パン）

プチホテルアンシャンテ 白馬村 72-6277 http://enchante898.com./top.htm 宿泊業

ペンション　シーナッツ 白馬村 72-5871 http://www4.plala.or.jp/seanut/ 宿泊業

ペンション　フォーシーズン 白馬村 72-4728 http://4-season.info/ 宿泊業

明寿堂 白馬村 72-2261 小売業（その他）

ホテル　そよ風 白馬村 85-5710 http://www.soyokaze.tv/ 宿泊業

ペンション＆コテージ植物誌 白馬村 75-1133 http://shokubutsushi.com/ 宿泊業

ヒュッテ　ニポポ 白馬村 72-2407 http://www.nipopo.net/Home.html 宿泊業

森のピザ 白馬村 85-9098 飲食店

白馬マウンテンシャレー 白馬村 090-4042-6100 http://www.hakubamountainchalet.info/ 宿泊業

HAIR Hips 白馬村 75-3228 理容業、美容業

焼肉　深山 白馬村 72-6309 飲食店

カーサビアンカ五竜 白馬村 75-3535 https://www.casabiancagoryu.net/ 宿泊業

フルマークス白馬店 白馬村 72-7344 https://www.full-marks.com/ 小売業（その他）

好日山荘白馬店 白馬村 85-2560 小売業（その他）

白馬タップルーム 白馬村 75-0075 http://tenguproperties.com/jp/hakuba-taproom/ 飲食店
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白馬マウンテンクロス 白馬村 080-4368-9871 https://hakuba-mountaincross.com/ その他

(有)やまいちクリーニング 白馬村 72-2506 その他

(有)横田石材店 白馬村 72-3034 https://www.yokotasekizai.com 製造業

居酒屋　花舎 白馬村 72-4760 飲食店

そば工房　林檎舎 白馬村 71-1566 飲食店

白馬フィールドスポーツジム 白馬村 85-2307 http://hakuba-field-sports-gym.net/ スポーツ施設提供業

北原館 白馬村 75-2331 http://www.avis.ne.jp/~kitabara/ 宿泊業

八方尾根開発（株） 白馬村 72-2715 http://www.happo-one.jp その他

藤森酒店 白馬村 72-2018 小売業（酒）

かじくら 白馬村 72-4488 http://www.kajikura.jp 小売業（酒）

ラ・ネージュ東館 白馬村 72-7111 https://www.laneige-higashikan.com/ 宿泊業

ラ・ネージュ本館 白馬村 72-5211 http://laneige-honkan.com/ 宿泊業

白馬ホテル扇屋 白馬村 72-7500 https://www.hakubahotel.com 宿泊業

Floral Design Studio MIKI＆CO. 白馬村 080-4057-4134 小売業（その他）

厨鬼灯 白馬村 080-9820-5266 飲食店

岳ずし 白馬村 72-2325 https://www.facebook.com/mamaru898 飲食店

珈琲せんじゅ 白馬村 72-5005 http://coffee.senjeu.com 飲食店

ポチのたこ焼き 白馬村 080-4665-9671 https://pochitako.wixsite.com/pochitako 飲食店

P.南十字星 白馬村 72-4805 http://www.minami-jyuujisei.com/ 宿泊業

（有）白馬カーホーラム 白馬村 72-2512 専門サービス業

（有）どんぐり 白馬村 72-3026 http://www.dia.janis.or.jp/~hakubacamp/index.html その他

sounds like café 白馬村 72-2046 https://www.facebook.com/sounds-like-café-201052833251147 飲食店

Preschool MAI.MAI 白馬村 85-0156 http://maimaicompany.jp/ 教育、学習支援業

プチホテル　アッサム 白馬村 75-2870 http://phassam.com 宿泊業

ヒュッテ　かもしか 白馬村 72-2639 https://kamoshika.jp 宿泊業

ｴｳﾞｧｰｸﾞﾘｰﾝ･ｱｳﾄﾄﾞｱ-ｾﾝﾀｰ 白馬村 72-8070 その他

B＆Bえん 白馬村 85-4939 https://www.en-hakuba.com 宿泊業

ペンション　ベルニナ 白馬村 72-4660 https://hakubabelnina.jimdofree.com/ 宿泊業

ローソン白馬神城店 白馬村 75-4100 小売業（コンビニ）

ホテルアベスト白馬リゾート 白馬村 85-2892 https://www.hotelabest-hakuba.com/ 宿泊業

白馬龍神温泉 白馬村 85-2803 https://www.hakuba-ryujin.com/ その他

Hakuba Brewing Company 白馬村 080-8905-4362 http://www.hakubabrewery.com 小売業（酒）

ももちゃんクレープ 白馬村 090-3591-6056 http://momochan-crepe.com 持ち帰り、配達飲食サービス業

居酒屋　稗 白馬村 72-4435 飲食店

旅館FURUYA 白馬村 72-2433 http://www.happo-furuya.com 宿泊業

ルポゼ白馬 白馬村 85-2822 http://www.reposer-hakuba.com/ 飲食店
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一力屋商店 白馬村 75-2009 小売業（その他）

Lucky Pete's Café and Bar 白馬村 85-0912 http://ja-jp.facebook.com/LuckyPetesHakuba/ 飲食店

移動屋台　ikayaki　こやまん 白馬村 090-3975-8390 http://www.facebook.com/ikayakihakuba/ 持ち帰り、配達飲食サービス業

双葉まるさ 白馬村 0261-75-0328 飲食店

リトルファームハッシー 白馬村 75-2085 http://mihocyopper.wixsite.com/little-farm その他

庄屋丸八ダイニング 白馬村 75-1008 飲食店

三八商店 白馬村 080-2676-1761 飲食店

こいや 白馬村 72-2245 飲食店

自然派ペンション　パンプキン 白馬村 72-4575 http://www.dia.janis.or.jp/~p-hakuba/ 宿泊業

白馬ロッジ　シオン 白馬村 72-4084 http://hakuba-zion.com/ 宿泊業

白樺土産店 白馬村 72-2032 小売業（その他）

chichukai 白馬村 小売業（その他）

ヘアーサロン　あらさわ 白馬村 72-4131 理容業、美容業

ヘアーサロン　イイジマ 白馬村 72-2628 理容業、美容業

中田理容店 白馬村 75-3302 理容業、美容業

塩嶋理容所 白馬村 72-4423 理容業、美容業

白馬シンシ館理容 白馬村 72-4810 理容業、美容業

アールグレイ 白馬村 72-4118 http://www.hakuba-earlgrey.jp/ 宿泊業

Hige 白馬村 85-0499 https://www.facebook.com/hakuba.hige/ 飲食店

ふきのとう 白馬村 0261-72-6990 飲食店

牛緒 白馬村 72-4445 飲食店

白馬スポーツ 白馬村 72-2329 https://www.hakuba-sports.jp/ski-snowboad 小売業（その他）

THE NORTH FACE GRAVITY 白馬店 白馬村 85-2855 小売業（その他）

かね久 白馬村 75-3166 https://www.hakuba-kanekyu.com 宿泊業

ALPEN BLICK IRIYAMATO 白馬村 72-2391 https://www.iriyamato.com 宿泊業

プチホテル葡萄屋 白馬村 宿泊業

岳園荘 白馬村 72-3075 https://www.gakuenso.com 宿泊業

温泉ラーメン八方美人 白馬村 72-5377 飲食店

まえだ食堂 白馬村 72-2295 飲食店

小池電気 白馬村 71-1577 その他

大向旅館 白馬村 72-2199 宿泊業

Kudo's Lodge 白馬村 090-3108-1833 https://www.kudoslodge.com 宿泊業

cafe ももっか 白馬村 72-2642 飲食店

レストラン　雪峰 白馬村 75-1159 https://www.snowpeak.co.jp/landstation/hakuba/facility/restaurant/ 飲食店

レストラン　シャンドール 白馬村 75-2636 https://www.oito.co.jp/iimori 飲食店

ラーメン大学　白馬いいもり店 白馬村 75-2636 https://www.oito.co.jp/iimori 飲食店

37/41



店名・事業所名 市町村名 電話番号 ホームページURL 業種

日本料理　雪 白馬村 03-6659-9388 飲食店

HAKUBA　Bar-B-Q 白馬村 85-0757 https://www.facebook.com/hakubabbq 飲食店

PENKE BAR AND BISTRO 白馬村 85-8002 http://penkebar.com 飲食店

Lantern Asian bar and grill 白馬村 070-2666-7443 飲食店

THE TACO SHACK HAKUBA 白馬村 85-4109 https://www.instagram.com/the_tacoshack_hakuba/ 飲食店

白馬飯店 白馬村 72-5258 https://hitosara.com/0006108266/ 飲食店

Prairie 白馬村 85-0301 https://prairie-hakuba.com 飲食店

きっちょんちょん 白馬村 72-2833 飲食店

NIKU雅 白馬村 85-2920 https://nikumasa-hakuba.amebaownd.com 飲食店

トロイメライ 白馬村 72-5120 http://traumerei.jp 宿泊業

居酒屋ハリス 白馬村 72-6191 飲食店

MUSICBAR902 白馬村 72-5151 https://www.facebook.com/STUDIO-902-308944682455025 飲食店

trueplayers 白馬村 72-5153 https://www.facebook.com/trueplayers898/ スポーツ施設提供業

ハーフノートカフェ 白馬村 72-7057 飲食店

mocking bird（モッキンバード） 白馬村 85-2450 飲食店

モン・ピジョン 白馬村 72-3535 小売業（菓子パン）

グローブインスカラ 白馬村 72-4325 宿泊業

パン工房源太郎 白馬村 72-4325 小売業（菓子パン）

ちぇしあ 白馬村 85-2122 https://cheshire1958.web.fc2.com 飲食店

The Rabbit Hole 白馬村 080-3495-8954 https://www.therabbitholex.com 飲食店

Blizzard 白馬村 85-0017 https://www.blizzardhakuba.com 飲食店

ｽﾃｰｷﾊｳｽ侍&ﾋﾞｰｶﾞﾝﾗｰﾒﾝ(ﾍﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾊｳｽ内) 白馬村 090-8329-8989 飲食店

炭屋　純 白馬村 080-4190-1319 飲食店

居酒屋　飛鳥 白馬村 0261-85-2202 飲食店

大国食堂 白馬村 0261-75-2155 飲食店

飯森スキーセンター 白馬村 0261-75-2591 飲食店

八方館 白馬村 72-7311 https://www.happokan.com 宿泊業

Hot pot鍋ﾚｽﾄﾗﾝ Hareruya 白馬村 72-5154 飲食店

Bar なから 白馬村 080-7885-3572 飲食店

ペンション　おはよう 白馬村 72-7368 http://web.hakuba.ne.jp/ohayo/ 宿泊業

さとん子 白馬村 72-4503 飲食店

チルミン 白馬村 72-2267 https://hakubaiwatake.com 飲食店

紬ーTSUMUGIー 白馬村 070-4220-0529 飲食店

HAKUBA  PIZZA 白馬村 85-2114 www.hakubapizza.com 飲食店

kirakira  glass. 白馬村 070-4317-6205 https://kirakiraglass.com その他

自然食品の店halo 白馬村 72-3820 その他小売業
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pizzakaya countryroad 白馬村 75-2889 飲食店

DAMONDE 白馬村 飲食店

双葉　まるさ 白馬村 75-0328 飲食店

LIFT UP COFFEE　白馬五竜 白馬村 飲食店

ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊｳｽ  聚楽 白馬村 72-3786 飲食店

マダムユキモク 白馬村 72-4867 https://www.hakubamiso.info/%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B宿泊業

ルポゼ白馬 白馬村 85-2822 https://www.reposer-hakuba.com 宿泊業

馬鈴薯 白馬村 72-4717 http://web.hakuba.ne.jp/potatoes 宿泊業

白馬ハイランドホテル 白馬村 72-3450 http://www.hakuba-highland.net 宿泊業

助屋白馬店 白馬村 85-0297 飲食店

ヤマザキショップ白馬ジャジャ 白馬村 72-4610 その他小売業

株式会社　ビューバレー 白馬村 75-3770 https://www.gvhakuba.co.jp 宿泊業

サービスショップ３６０° 白馬村 72-4669 持ち帰り、配達飲食サービス業

ゆうスポーツ鍼灸院 白馬村 85-4022 https://yusports.crayonsite.net 医療、福祉

山田屋旅館 白馬村 72-8500 https://www.yamadaya.co.jp 宿泊業

昇盛館 白馬村 72-2169 http://hakuba-shosei.jp/ 宿泊業

ブロッケンヒュッテ 白馬村 72-2488 http://www.brocken.jp 宿泊業

chillps 白馬村 85-4192 http://chillps-hakuba.com 宿泊業

HANABI-BAR祭 白馬村 080-4956-9272 https://www.facebook.com/pg/fireworkplace/ 飲食店

ガスト 白馬 白馬村 0261-71-1227 https://www.skylark.co.jp/ 飲食店

シャレー岩岳 白馬村 72-2397 宿泊業

民宿む志なざわ 白馬村 75-3170 宿泊業

ファミリーロッヂなかむら 白馬村 75-2146 http://www.hakuba-nakamura.jp 宿泊業

チェリーパブ 白馬村 85-2465 飲食店

PINKバー粉 白馬村 090-5468-9405 飲食店

（株）大国屋 白馬村 72-3685 小売業（食肉）

ローソン信州白馬八方店 白馬村 小売業（コンビニ）

Electrique 白馬村 050-7112-0801 飲食店

Rider's House Hakuba 白馬村 090-4225-0012 宿泊業

ロッジ　しろがね 小谷村 0261-82-2388 www.lodgeshirogane.com 宿泊業

丸山館 小谷村 0261-82-2095 www.valley.ne.jp/~maruya-k/ 宿泊業

やまや 小谷村 090-5565-6345 飲食店

鎌池ブナ林亭 小谷村 0261-85-1474 http://otari-onsen-net 飲食店

大湯元　山田旅館 小谷村 0261-85-1221 http://otari-onsen-net 宿泊業

プチホテル　シャンツェ 小谷村 0261-83-2421 http://www2u.biglobe.ne.jp/~schanze/ 宿泊業

星降る高原の小さなホテル白馬ベルグハウス 小谷村 0261-83-2014 http://tsugaike.jp/ 宿泊業
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白馬アルプスホテル 小谷村 0261-82-2811 http://www.hakuba-alps.co.jp 宿泊業

ホテルベルクールイノマタ 小谷村 0261-83-2118 https://belle-cour.co.jp/ 宿泊業

ペンション神戸っ子 小谷村 0261-83-2270 www.valley.ne.jp/~kobekko/ 宿泊業

ファミリーペンション　ドレミの森 小谷村 0261-82-3076 www.doreminomori.com 宿泊業

プチホテル　アイリス 小谷村 0261-82-3557 www.prtit-hotel-iris.jp/ 宿泊業

プチホテル　バク 小谷村 0261-82-2744 www.valley.ne.jp/~baku/ 宿泊業

栂池ゴンドラリフト・栂池ロープウエイ 小谷村 0261-83-2255 www.nsd-hakuba.jp 運輸業、郵便業

サンライズ　タンネ 小谷村 0261-83-2013 http://www.tanne.jp/ 宿泊業

ペンションシルバーファーン 小谷村 0261-82-2717 http://.janis.or.jp/users/p-silver 宿泊業

わらび平山荘 小谷村 0261-82-2141 http://www.valley.ne.jp/^warabi/ 宿泊業

木戸花荘 小谷村 0261-82-2144 http://www.valley.ne.jp/~kidobana/ 宿泊業

フォークテイル 小谷村 0261-82-2129 http://www.valley.ne.jp/~folktale/ 宿泊業

カントリージョー 小谷村 0261-83-2224 https://www.c-joe.com/ 宿泊業

カントリージョーカレーハウス 小谷村 0261-83-2224 https://www.c-joe.com/curry-house/ 飲食店

㈱デンソーエアクール小谷 小谷村 0261-83-3051 製造業

リゾートインマリオンシナノ 小谷村 0261-83-2606 https://www.marion-s.com 宿泊業

ホテルグランジャム栂池 小谷村 0261-85-4771 https://granjam.jp 宿泊業

白馬ホテルオークフォレスト 小谷村 0261-85-2135 https://www.oak-forest.jp 宿泊業

高嶺荘 小谷村 0261-83-2022 http://www.valley.ne.jp/~s-takane/ 宿泊業

雨飾荘 小谷村 0261-85-1607 www.amakazari.jp 宿泊業

ホテル白馬荘 小谷村 025-557-2231 http://himekawa-hakubasou.com/ 宿泊業

ホテル　ベルハート 小谷村 0261-83-2332 www.tsugaike-bellheart.com 宿泊業

栂池高原ゲストハウスシャトレ山彦 小谷村 0261-83-2319 http://c-yamabiko.com/ 宿泊業

ロッヂシーハイル 小谷村 0261-83-2302 www.facebook.com/lodgeschiheil 宿泊業

ひらた 小谷村 0261-83-2508 www.t-hirata.com 宿泊業

湯の宿　朝日荘 小谷村 025-557-2301 http://www11.ocn.ne.jp/~asahiso/ 宿泊業

ホテルメリベル栂池 小谷村 0261-83-2114 http://m-tsugaike.yado.club/ 宿泊業

北国ロッヂ 小谷村 0261-82-2243 https://kitaguni.wixsite.com/kitagunilodge 宿泊業

ホテルグリーンプラザ白馬 小谷村 0261-82-2236 https://www.hgp.co.jp/hakuba/ 宿泊業

そば屋　蛍 小谷村 0261-85-1810 飲食店

㈲安春電気商会 小谷村 0261-82-2227 その他

宿にしざわ 小谷村 0261-83-2316 http://www.yado-nishizawa.com 宿泊業

花岡設備 小谷村 0261-82-2076 その他

雪ん子 小谷村 0261-83-2425 小売業（その他）

ペンションシルバーファーン 小谷村 0261-82-2717 www.janis.or.jp/users/p-silver 宿泊業

中田石油㈱小谷支店 小谷村 0261-82-2239 その他小売業
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みなとや 小谷村 0261-82-2030 www.valley.ne.jp/~minatoya/ 小売業（その他）

マウント・ケア 小谷村 090-5440-9166 その他生活関連サービス業（エステ等）

エスポワールみさわ 小谷村 0261-83-2644 https://www.espoir-misawa.co.jp 宿泊業

ロッヂ　フィールド 小谷村 0261-82-3477 http://www.vakkey.ne.jp/^field 宿泊業

サンプラザ栂池 小谷村 0261-83-2423 https://sptsugaike.com/ 宿泊業

からまつ荘 小谷村 0261-83-2216 宿泊業

国民宿舎あけぼの山荘 小谷村 0261-82-2543 http://www.minkoku.com/yado/top.php?yado_id=38 宿泊業

おたり自然学校 小谷村 070-4284-4364 https://www.otarinatureschool.net その他

石川商店 小谷村 0261-82-2055 https://www.valley.ne.jp/~jizake/ 小売業（酒）

栂池ロッヂ 小谷村 0261-83-2125 宿泊業

喫茶憩 小谷村 0261-83-2731 飲食店

ペンションアンデス 小谷村 0261-82-2785 http://www.valley.ne.jp/~andes/index.html 宿泊業

ホテルサニーバレー 小谷村 0261-83-2109 http://www.sunny-valley.net/ 宿泊業

GSロッヂ 小谷村 0261-82-2181 http://www.valley.ne.jp/~gs-lodge/ 宿泊業

ロッヂ　チャミンゴ 小谷村 0261-82-3808 https://www.lodge-chamingo.com/ 宿泊業

理容イチカワ 小谷村 0261-82-2098 理容業、美容業

奉納温泉 小谷村 0261-82-2434 その他娯楽業

農家でシェア花岡 小谷村 090-2160-5179 https://agrishare.katsu-ie.com/ 宿泊業

ロッジ　ボクル 小谷村 0261-82-2179 http://bokuru.main.jp/ 宿泊業

みやま荘 小谷村 0261-83-2123 宿泊業
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