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kiico 佐久市 0267-88-6232 https://kiico.net/ 理容業、美容業

Rock Sun Music School 佐久市 090-4230-2891 http://rokusannguitar.web.fc2.com/ サービス業（他に分類されないもの）

TAKE（テイク） 佐久市 0267-77-7004 小売業（その他）

ちゃーしゅうや武蔵　イオンモール佐久平店 佐久市 0267-77-7764 https://maturity.co.jp/ramen/musashi/ 飲食店

㈱小金澤商店　千曲SS 佐久市 0267-82-2360 小売業（その他）

㈱小金澤商店　星のまちSS 佐久市 0267-82-7752 小売業（その他）

㈱小金澤商店　竜岡SS 佐久市 0267-82-5065 小売業（その他）

マナスル美容室 佐久市 0267-82-2201 その他生活関連サービス業（エステ等）

橘倉酒造㈱ 佐久市 0267-82-2006 https://kitsukura.co.jp/ 製造業

(資)島屋商店　スーパーしまや 佐久市 0267-82-2223 小売業（百貨店、総合スーパー）

(資)萬寿堂薬局 佐久市 0267-82-3141 小売業（その他）

みやこ寿司 佐久市 0267-82-2613 飲食店

㈱旅行サービス長野 佐久市 0267-82-7300 その他生活関連サービス業（エステ等）

鳥忠 佐久市 0267-82-2330 飲食店

手打処ともせん 佐久市 0267-82-0281 飲食店

レストラン一花 佐久市 080-5145-2971 飲食店

トータルサロンTIARA 佐久市 0267-64-0288 その他生活関連サービス業（エステ等）

井出理容店 佐久市 0267-82-2382 その他生活関連サービス業（エステ等）

横山時計店 佐久市 0267-82-2050 小売業（その他）

㈱KURABITO STAY 佐久市 https://kurabitostay.com/ 宿泊業

喫茶リオ 佐久市 0267-82-3503 飲食店

㈱玉屋　臼田本店 佐久市 0267-82-2118 http://www.kashi-tamaya.co.jp/index.html 小売業（菓子パン）

㈱玉屋　猿久保店 佐久市 0267-68-8700 http://www.kashi-tamaya.co.jp/index.html 小売業（菓子パン）

㈲重田建築 佐久市 0267-58-3981 https://sigeta.info/ その他

㈲大原工業 佐久市 0267-58-3181 https://ohara-kougyo.com 製造業

㈲めがねタイム 佐久市 0267-58-0123 https://meganetaimu.sakura.ne.jp 小売業（その他）

レストラン竹とんぼ 佐久市 0267-51-5151 https://taketonbo-saku.com 飲食店

㈱柳田商店 佐久市 0267-58-0200 http://yanagidashouten.com 小売業（その他）

㈱DO建築設計企画 佐久市 0267-58-4600 その他

居酒屋でん 佐久市 0267-58-4009 飲食店

㈲町田設備工業 佐久市 58-2620 その他

㈱橋本 佐久市 0267-58-2265 https://www.ii-yane.co.jp その他

蓼北金属㈱ 佐久市 0267-58-2236 https://www.tatekita.co.jp 製造業

「新型コロナ対策推進の店」宣言店舗・事業者一覧（東信）

1/71



店名・事業所名 市町村名 電話番号 ホームページURL 業種

浅科商事㈲ 佐久市 58-2428 小売業（野菜果物）

㈲松田工業 佐久市 58-2858 その他

穂の香乃湯 佐久市 0267-58-0033 www.shinkou-saku.or.jp/honoka その他

佐藤クリーニング店 佐久市 58-2419 専門サービス業

ちゃたまや 佐久市 0267-51-5810 http://chatamaya.com 小売業（その他）

丸山理髪店 佐久市 58-2418 理容業、美容業

岡村モータース 佐久市 58-2288 専門サービス業

立科自動車工業 佐久市 58-2454 専門サービス業

丸山長生館療院 佐久市 080-1077-8572 https://maruyama-choseikan.jp 医療、福祉

ハナザワ電気センター 佐久市 0267-58-2720 http://hanazawa-denki.com 小売業（その他）

井出平安堂表具店 佐久市 58-2475 その他

みどりやワインハウス 佐久市 0267-58-2222 http://midoriyasaku.com 小売業（酒）

校外レストランみかさ 佐久市 58-2296 飲食店

オートガレージSTYLE-S 佐久市 0267-78-3277 http://www.autogaragestyle-s.com/ その他

春原酒店 佐久市 58-2268 小売業（酒）

㈲小吉屋呉服店 佐久市 58-2436 小売業（衣服）

レストランあさしな亭 佐久市 58-0585 飲食店

浅科観光ハイヤー有限会社 佐久市 58-2030 その他

御菓子処日野屋 佐久市 58-2253 小売業（菓子パン）

有限会社桜井モータース 佐久市 0267-58-3053 https://r.goope.jp/sakuraimotors その他

美容室サクライ 佐久市 58-4606 理容業、美容業

碓氷自動車 佐久市 58-3106 その他

有限会社平安産業 佐久市 0267-58-2927 http://heiansangyou.com/ その他

若さ屋 佐久市 58-2505 小売業（衣服）

㈲クワヤマデンキ 佐久市 58-2513 小売業（その他）

くるま家 佐久市 58-3995 その他

越中屋 魚しん 佐久市 63-8011 小売業（その他）

鷹野商店 佐久市 58-2514 小売業（その他）

浅科薬局 佐久市 58-3241 医療、福祉

㈲藤管工 佐久市 58-2426 その他

のむら 佐久市 58-2701 飲食店

ドライブイン千曲 佐久市 58-2414 飲食店

㈲チクマ 佐久市 58-2502 http://www.naas.co.jp/chikuma 製造業

㈲青木荘 佐久市 0267-53-2526 http://aokiso.net/ 宿泊業
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あけぼのや 佐久市 0267-53-2022 飲食店

井出野屋旅館 佐久市 0267-53-2016 http://www.idenoya.server-shared.com/ 宿泊業

池田屋石油 佐久市 0267-53-2530 小売業（その他）

伊勢屋食堂 佐久市 0267-53-2029 飲食店

㈲今井新聞店 佐久市 0267-53-2251 小売業（その他）

岩田材木店 佐久市 0267-53-2251 製造業

大久保スタジオ 佐久市 0267-53-2329 専門サービス業

大田薬品 佐久市 0267-53-2063 小売業（その他）

小野屋商店 佐久市 0267-53-2103 小売業（その他）

加藤板金 佐久市 0267-53-2685 専門サービス業

川西消防設備㈲ 佐久市 0267-53-3335 その他

㈾木内書店 佐久市 0267-53-2121 小売業（その他）

㈾喜月堂 佐久市 0267-53-2012 小売業（菓子パン）

きしめん久弥 佐久市 0267-53-6195 飲食店

キムラヤ百貨店 佐久市 0267-53-2214 小売業（その他）

㈲木村屋 佐久市 0267-53-2110 小売業（菓子パン）

㈲工藤工務所 佐久市 0267-53-2523 その他

熊谷商店 佐久市 0267-53-2256 小売業（その他）

けやき工房佐々木 佐久市 0267-53-0255 製造業

小林自動車工業 佐久市 0267-53-3313 専門サービス業

㈲小林製綿所 佐久市 0267-53-2203 小売業（その他）

小林石材店 佐久市 0267-53-2426 その他

小林理髪店 佐久市 0267-53-2315 理容業、美容業

小宮山自動車 佐久市 0267-53-2443 専門サービス業

小山製作所 佐久市 0267-53-2557 製造業

佐久ライフサービス 佐久市 0267-53-8456 不動産業

㈱真田建設 佐久市 0267-53-3264 http://www.sanada6.co.jp/ その他

三盛社電機 佐久市 0267-53-2024 その他

㈲柴平商店 佐久市 0267-53-2128 小売業（その他）

柴平建設 佐久市 0267-53-3040 その他

清水サイクル 佐久市 0267-53-2241 小売業（その他）

城南電導㈱望月工場 佐久市 0267-53-2517 製造業

信州電機㈱ 佐久市 0267-53-2077 その他

㈱清水土木 佐久市 0267-53-3360 その他
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双立自動車工業 佐久市 0267-53-2524 専門サービス業

焼肉ソウル 佐久市 0267-53-2817 飲食店

大望社 佐久市 0267-53-3306 製造業

オフィスオオツカ 佐久市 0267-53-3306 小売業（その他）

髙橋鉄工 佐久市 0267-53-3095 その他

武重本家酒造㈱ 佐久市 0267-53-3025 https://takeshige-honke.jp/ 製造業

㈱竹花組 佐久市 0267-53-2345 その他

ちどり 佐久市 0267-53-2257 飲食店

㈲東信消毒 佐久市 0267-53-3245 その他

戸塚鉄工所 佐久市 0267-53-2360 その他

長野県信用組合望月支店 佐久市 0267-53-3050 金融業、保険業

錦食堂 佐久市 0267-53-2140 飲食店

八十二銀行望月支店 佐久市 0267-53-3282 金融業、保険業

八興建鐵 佐久市 0267-54-8345 その他

ハマヤダ 佐久市 0267-53-2489 小売業（衣服）

㈲浜屋商店 佐久市 0267-53-2126 小売業（百貨店、総合スーパー）

美容室ハッピー１ 佐久市 0267-53-5562 理容業、美容業

ヒロ・インテリア 佐久市 0267-53-0055 その他

ふじた食堂 佐久市 0267-53-3726 飲食店

フラワー美容室 佐久市 0267-53-2337 理容業、美容業

細萱商店 佐久市 0267-53-2125 製造業

みどりの村 佐久市 0267-53-3231 宿泊業

宮崎工務店 佐久市 0267-53-2043 その他

持田理容店 佐久市 0267-53-3942 理容業、美容業

望月観光タクシー㈱ 佐久市 0267-53-3030 その他

望月ガス㈱ 佐久市 0267-53-2446 その他

望月スズキ柳澤商会 佐久市 0267-53-3070 専門サービス業

㈲望月広衛社 佐久市 0267-53-4870 専門サービス業

望月ハイヤー㈲ 佐久市 0267-53-3232 その他

モナーク美容室 佐久市 0267-53-5797 理容業、美容業

㈱森屋建設 佐久市 0267-53-2206 その他

税理士法人　両澤 佐久市 0267-53-2400 専門サービス業

㈱フォレストプラス 佐久市 0267-53-2303 小売業（コンビニ）

栁澤精肉店 佐久市 0267-53-2019 小売業（食肉）
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栁佐金物店 佐久市 0267-53-2058 小売業（その他）

山城屋旅館 佐久市 0267-53-2014 宿泊業

㈲山田屋酒店 佐久市 0267-53-2114 小売業（酒）

㈾山田屋給油所 佐久市 0267-53-2417 小売業（その他）

ヤマトカメラ 佐久市 0267-53-4147 その他

レストラン　ラフェスタ 佐久市 0267-53-2710 飲食店

理容サトウ 佐久市 0267-53-4608 理容業、美容業

理容竹内 佐久市 0267-53-2409 理容業、美容業

レディースカットハウスレオ 佐久市 0267-53-5354 理容業、美容業

ワタナベ寝具店 佐久市 0267-53-2273 その他

渡辺左官 佐久市 0267-53-2535 その他

美容室ジラフ 佐久市 0267-53-1123 理容業、美容業

シノザキ技研 佐久市 0267-53-4807 製造業

㈲メディカルポート望月薬局 佐久市 0267-53-8110 小売業（その他）

髙橋建築 佐久市 0267-53-4433 その他

依田塗装 佐久市 0267-53-2445 その他

ドライブイン駒の里 佐久市 0267-53-3193 飲食店

寿し和 佐久市 0267-53-5933 飲食店

桜井治療院 佐久市 0267-53-2435 専門サービス業

㈲セントラル 佐久市 0267-66-7176 その他

NCセイコー 佐久市 0267-53-4563 製造業

㈲長野県環境サービス 佐久市 0267-53-8051 その他

小林型枠㈱ 佐久市 0267-53-2706 その他

東信観光バス㈱ 佐久市 0267-53-5522 その他

十勝庵 佐久市 0267-53-2007 宿泊業

㈱信濃管理 佐久市 0267-53-1133 その他

㈱アート建築設計室 佐久市 0267-53-5084 その他

池田針灸院 佐久市 0267-53-3325 その他

Gusk 佐久市 0267-78-5773 飲食店

TAKE 佐久市 0267-77-7004

㈱浅科衛生センター 佐久市 0267-58-2018 その他

㈱武重建築設計 佐久市 0267-77-7671 その他

㈲アイビーオフィス 佐久市 0267-53-5191 金融業、保険業

今井自動車修理工場 佐久市 0267-53-3099 その他
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スーパーえちごや 佐久市 0267-53-2056 小売業（百貨店、総合スーパー）

㈲S・A・S 佐久市 0267-51-5445 専門サービス業

王陵板金工業所 佐久市 0267-53-2180 その他

㈲大田薬局 佐久市 0267-54-2325 小売業（その他）

㈱協和 佐久市 0267-53-2421 製造業

協和社 佐久市 0267-53-3218 https://kyowa08.com/ 製造業

協和石油㈱ 佐久市 0267-53-5384 小売業（その他）

㈱スーパーわかや 佐久市 0267-53-3443 小売業（酒）

㈱ココネット（パゴパゴ望月店） 佐久市 0267-53-0001 https://www.p-world.co.jp/nagano/pagopago-mochiduki.htm その他娯楽業

㈲ケイティ物流 佐久市 0267-53-8767 運輸業、郵便業

㈱小林工務店 佐久市 0267-53-2510 https://www.myreformjp.com/search/info/?c_code=0003000008 その他

㈲桜井工務店 佐久市 0267-53-3463 その他

佐藤歯研 佐久市 0267-54-2183 その他

佐藤精米 佐久市 0267-53-3211 その他

清水技研 佐久市 0267-88-6691 製造業

㈱シリコンテクノロジー 佐久市 0267-53-6440 製造業

㈲天船 佐久市 0267-53-3055 飲食店

セブンイレブン信州望月店 佐久市 0267-53-5544 小売業（コンビニ）

㈲髙塚商店 佐久市 0267-53-2472 その他

㈱武重商会 佐久市 0267-53-3636 小売業（その他）

㈲田村砕石商会 佐久市 0267-54-2344 その他

天龍社 佐久市 0267-53-2247 製造業

㈲どさん娘ラーメン 佐久市 0267-53-5898 飲食店

㈲英工業 佐久市 0267-53-0221 その他

比田井建設 佐久市 0267-53-2321 その他

福沢リース望月営業所 佐久市 0267-53-4165 その他

ポーラこもろショップ 佐久市 0267-53-5100 小売業（その他）

宮坂工務店 佐久市 0267-53-4169 その他

望月畜産 佐久市 0267-53-2459 卸売業

㈲望月建装 佐久市 0267-53-8500 その他

㈲森澤瓦工業 佐久市 0267-53-2573 その他

KYB－YS㈱望月工場 佐久市 0267-53-3200 製造業

㈱依田ガレージ 佐久市 0267-53-4457 専門サービス業

立盛社 佐久市 0267-53-2158 製造業

6/71



店名・事業所名 市町村名 電話番号 ホームページURL 業種

㈲レオナ 佐久市 0267-53-3145 不動産業

協和左官 佐久市 0267-53-3840 その他

サニーカントリークラブ 佐久市 0267-54-2001 http://sunny-cc.co.jp/ スポーツ施設提供業

江本果樹園 佐久市 0267-53-2664 http://emotokajyuen.jp/ 小売業（野菜果物）

信州鉄平石㈱ 佐久市 0267-53-5456 https://s-tps.co.jp/ 製造業

髙塚工務店 佐久市 0267-53-5728 その他

滝澤畜産 佐久市 0267-54-2126 卸売業

㈱カーライフ信州 佐久市 0267-53-7557 小売業（その他）

東信観光開発㈱ 佐久市 0267-53-3377 http://www.mochizuki-cc.com/ スポーツ施設提供業

㈲上野設備事務所 佐久市 0267-53-9611 その他

お好み焼き多美ちゃん 佐久市 0267-53-4255 飲食店

比田井精米 佐久市 0267-53-3969 その他

バリ　ホリィズ 佐久市 0267-53-0227 https://www.bali-horyis.jp/ 小売業（その他）

サトーステンレス 佐久市 0267-53-2171 https://sssato.jp/ 製造業

依田農園 佐久市 0267-53-5168 その他

㈱カインドワークス 佐久市 0267-53-2171 http://kind-works.net/company/info.html その他

JINオートメカニック 佐久市 0267-54-2341 その他

スナックジェラシー 佐久市 0267-53-6272 飲食店

ミヤザワBODY 佐久市 0267-53-8101 その他

ホームケアセンター慈温 佐久市 0267-88-7417 医療、福祉

㈱東急リゾートサービス 佐久市 0267-53-6109 https://www.tokyu-golf-resort.com/mochizuki/ スポーツ施設提供業

暖家 佐久市 0267-88-6515 飲食店

㈱KITプロスパー 佐久市 0267-78-5415 飲食店

Design Lab.+Ca 佐久市 080-4202-5927 その他

㈱信州工業 佐久市 0267-77-7977 その他

the OK bread & pizza 佐久市 0267-77-7957 小売業（菓子パン）

㈲クリエイティブカフェ 佐久市 090-2425-8873 その他

飯嶋木材 佐久市 0267-53-3352 製造業

㈲飯沼 佐久市 0267-53-3508 その他

㈲伊藤木材 佐久市 0267-53-3125 https://itomokuzai.jp/ 製造業

㈲大森物産 佐久市 0267-53-3273 製造業

小根山理容店 佐久市 0267-53-5089 理容業、美容業

小野澤木工所 佐久市 0267-53-3355 その他

かすがの森 佐久市 0267-52-2111 http://www.kasuganomori.com/ 宿泊業
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㈲川西典礼社 佐久市 0267-53-0330 https://ansinsougi.jp/s-4751 その他

㈲建友建設 佐久市 0267-53-4685 その他

児玉石油 佐久市 0267-53-2620 小売業（その他）

小林石材店 佐久市 0267-53-2666 その他

㈲小松環境保全工業 佐久市 0267-52-2545 その他

坂田製菓 佐久市 0267-52-2418 小売業（菓子パン）

櫻井自動車鈑金 佐久市 0267-53-3941 その他

旅舎十二館 佐久市 0267-52-2019 https://jyunikan.com/ 宿泊業

髙村商店 佐久市 0267-53-3015 小売業（鮮魚）

武重精肉店 佐久市 0267-53-3019 小売業（食肉）

竹花商店 佐久市 0267-53-3251 小売業（酒）

丁寿屋 佐久市 0267-53-2055 飲食店

ドライブイン平賀 佐久市 0267-52-2227 飲食店

春山商店 佐久市 0267-53-7667 その他

美容室マコ 佐久市 0267-53-3705 理容業、美容業

㈲穂川樹脂製作所 佐久市 0267-53-2187 製造業

萬五郎商店 佐久市 0267-53-2608 小売業（百貨店、総合スーパー）

もちづき荘 佐久市 0267-52-2515 http://www.shinkou-saku.or.jp/mochizuki/ 宿泊業

湯の花屋 佐久市 0267-52-2961 小売業（酒）

ゆざわ荘 佐久市 0267-52-0022 http://www.shinkou-saku.or.jp/yuzawa/ 宿泊業

山際・竹花合同事務所 佐久市 0267-53-8177 その他

㈲春日建設 佐久市 0267-53-2626 その他

㈲望月馬事公苑 佐久市 0267-52-2012 その他

SUN'S 佐久市 0267-53-3545 持ち帰り、配達飲食サービス業

焼肉・豆腐料理かおり 佐久市 0267-53-5529 飲食店

創作厨房たかむら 佐久市 0267-88-7740 https://takamura.kitchen/ 飲食店

Restaurantさんざ 佐久市 0267-52-2080 飲食店

㈱ボスケソ 佐久市 050-1170-2575 https://bosqueso.official.ec/ 小売業（その他）

㈲東海プランニング 佐久市 0267-67-0089 金融業、保険業

栄重堂 佐久市 0267-53-2023 製造業

エイペクス測量設計 佐久市 0267-53-1388 その他

荻原製作所 佐久市 0267-53-2751 製造業

小松建設 佐久市 0267-53-5132 その他

小松酒店 佐久市 0267-53-4314 小売業（酒）
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小松板金 佐久市 0267-53-5196 その他

㈱佐藤左官 佐久市 0267-53-3068 その他

㈲メリーランド 佐久市 0267-53-2555 その他

篠原工務店 佐久市 0267-53-6488 その他

スナックようこ 佐久市 0267-53-6460 飲食店

春原商会 佐久市 0267-53-2352 小売業（その他）

㈲竹城工業 佐久市 0267-53-2613 その他

土屋カリン園 佐久市 0267-53-3594 その他

土屋農園 佐久市 0267-53-2585 その他

常田工務店 佐久市 0267-53-3759 その他

布施温泉 佐久市 0267-53-0181 その他

武舎建工 佐久市 0267-53-5466 その他

㈲山屋 佐久市 0267-53-2013 小売業（酒）

龍華園 佐久市 0267-53-3358 その他

こまがた直売所 佐久市 0267-53-5811 飲食店

佐藤正之税理士事務所 佐久市 0267-53-6121 その他

㈲小松園芸 佐久市 0267-53-2605 その他

あさぬまでんき 佐久市 0267-53-5000 その他

長野県望月少年自然の家 佐久市 0267-54-2405 http://moti-shizen.com/ 宿泊業

歩夢 佐久市 0267-78-5551 飲食店

職人館 佐久市 0267-52-2010 飲食店

やきとり志乃 佐久市 0267-53-3446 飲食店

スナック ドン 佐久市 0267-53-6033 飲食店

Café　ひまわり畑 佐久市 0267-78-5167 飲食店

ボスケソ　ウマバル 佐久市 050-1037-5797 飲食店

のみたや 佐久市 0267-82-2710 飲食店

あすか 佐久市 0267-82-6220 飲食店

豆工房OKA 佐久市 0267-82-5131 飲食店

大阪たこ焼 佐久市 090-4905-9748 飲食店

高原のパンやさん臼田店 佐久市 0267-82-0348 小売業（菓子パン）

コスモ 佐久市 090-3497-9762 飲食店

ツルヤ臼田店 佐久市 0267-82-3511 小売業（百貨店、総合スーパー）

佐久セレモニーセリノ 佐久市 0267-82-0202 その他

健康カフェベルフラワー 佐久市 0267-81-5541 飲食店
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すまいるきっちん 佐久市 0267-82-6388 飲食店

珈琲まどゐ 佐久市 0267-82-2316 飲食店

切原食堂 佐久市 0267-82-7568 飲食店

ルルパ臼田学園 佐久市 080-6939-0874 飲食店

貴多留 佐久市 0267-82-7568 飲食店

おうちサロン詩乃阿 佐久市 0267-82-2164 飲食店

スナックファンタジー 佐久市 0267-82-5776 飲食店

喫茶山 佐久市 0267-82-2822 飲食店

スマイルサンタ　佐久店 佐久市 0267-78-5183 https://www.8989.co.jp/santa/ 小売業（その他）

スズキアリーナ信州佐久 佐久市 0267-67-6753 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20217951.sj-nagano/ 小売業（その他）

オールスズキ佐久北部店 佐久市 0267-32-6998 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20217952.sj-nagano/ 小売業（その他）

U'ｓSTATION浅間 佐久市 0267-67-2685 https://www.suzuki.co.jp/ucar/shop/nagano/0103597/detail.htm小売業（その他）

八満登 佐久市 0267-53-2566 飲食店

望月鮮味館 佐久市 0267-53-5058 飲食店

竹廼家 佐久市 0267-58-2727 https://r.goope.jp/as-takenoya 飲食店

大澤酒造㈱ 佐久市 0267-53-3100 製造業

あみゅぜ 佐久市 0267-54-2725 飲食店

くう庵 佐久市 0267-88-6150 飲食店

株式会社ダイナム長野佐久店 佐久市 https://www.dynam.jp/top/index.html 娯楽業

シンデレラバレエスタジオ 佐久市 77-7773 cinderella-ballet.com 教育、学習支援業

イズミ設備設計事務所 佐久市 58-4383 その他

若松装美社 佐久市 58-2158 その他

小林美装 佐久市 0267-53-6149 その他

スマイルサンタ　小諸店 小諸市 0267-46-8351 https://www.8989.co.jp/santa/ 小売業（その他）

㈱玉屋　小諸店 小諸市 0267-25-7700 http://www.kashi-tamaya.co.jp/index.html 小売業（菓子パン）

ラーメンショップ小諸店 小諸市 0267-25-0305 飲食店

スズキアリーナ信州小諸 小諸市 0267-24-0777 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20208951.sj-nagano/ 小売業（その他）

株式会社ダイナム長野小諸店 小諸市 https://www.dynam.jp/top/index.html 娯楽業

株式会社ダイナム長野小諸西店 小諸市 https://www.dynam.jp/top/index.html 娯楽業

おぎはら写真館 小海町 92-2253 その他

小海リゾートシティ・リエックス 小海町 0267-93-2101 www.reex.co.jp/KOUMI/index.html 宿泊業

(資)こだいら 小海町 92-2147 小売業（衣服）

四季の味やまなか 小海町 92-1188 飲食店

㈱嶋屋本店 小海町 92-2006 その他小売業
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関農機具店 小海町 92-2173 小売業（その他）

千曲屋 小海町 0267-92-2343 www.chikumaya-meat.com 飲食店

花屋旅館 小海町 92-2008 宿泊業

一二三寿司 小海町 92-2085 飲食店

ファミリーロッジ宮本屋 小海町 93-2432 飲食店

ヘアメイク髪遊 小海町 92-0136 その他小売業

(資)松原嶋屋商店 小海町 93-2220 小売業（コンビニ）

㈱ヤナショウ 小海町 92-2015 小売業（ホームセンター）

リゾートイン立花屋 小海町 93-2201 宿泊業

1･2･3OUT DOOR 小海町 080-4793-1230 https://123outdoors.com スポーツ施設提供業

有坂食品㈱ 小海町 92-2314 http://www.arisakanet.co.jp 製造業

ドライブイン松原湖 小海町 92-3222 飲食店

清水屋酒店 小海町 92-2044 http://www.shimizuya.info 卸売業

デウラ時計・メガネ店 小海町 92-2340 小売業（その他）

㈱新津テレビ 小海町 92-3333 小売業（その他）

イーグルイデ 小海町 92-3320 その他

メモリアルホール みつわ 小海町 92-1123 その他

㈱新津組 小海町 92-2323 その他

㈱黒澤組 小海町 92-2158 その他

セブンイレブン 小海店 小海町 92-4488 小売業（コンビニ）

山口自動車販売㈲ 小海町 92-2800 その他小売業

農林産物直売所 木花 小海町 92-4224 小売業（その他）

豊里薬局 小海町 92-3130 小売業（その他）

㈲小海タクシー 小海町 92-2133 その他

中島観光 小海町 92-3188 専門サービス業

中島観光バス 小海町 92-3099 専門サービス業

西沢美容室 小海町 92-2272 理容業、美容業

南相木温泉　滝見の湯 南相木村 0267-91-7700 http://takiminoyu.com/sp/index.html その他

南相木村　立岩湖交流センター 南相木村 0267-78-2750 飲食店

Pacha Ma Ma 南相木村 0267-78-1018 飲食店

データサービス　おぐら山荘 南相木村 0267-91-7511 飲食店

菊原酒店 南相木村 0267-78-2751 小売業（酒）

美容室アイリス 南相木村 0267-78-2527 理容業、美容業

バーバー中島 南相木村 0267-78-2053 理容業、美容業
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有限会社菊池金物店 南相木村 0267-78-2226 その他小売業

なかじま美容室 南相木村 0267-78-2141 理容業、美容業

相木荘 北相木村 0267-77-2136 宿泊業

合名会社 相木商会 北相木村 0267-77-2116 http://www3.8peaks.jp/aiki 製造業

井出商店 北相木村 0267-77-2345 小売業（その他）

長者の森 北相木村 0267-77-2726 https://kitaaiki.com/ 宿泊業

ヴィナス理髪店 北相木村 0267-77-2430 理容業、美容業

アマナカフェ 北相木村 77-2485 小売業（その他）

相木革製品店（アイズランド） 北相木村 77-0015 http://aikikawaseihin.ocnk.net/ 製造業

（株）岩根山荘 川上村 0267-99-2200 http://www.iwane-inc.co.jp/sanso/ 宿泊業

家庭の味おもに 川上村 0267-99-2760 飲食店

マスヤ商店 川上村 0267-99-2406 小売業（コンビニ）

白木屋旅館 川上村 0267-99-2405 https://itp.ne.jp/info/204340598000000899/ 宿泊業

ファミリーマート・ヤマナカ 川上村 0267-99-2418 小売業（その他）

三枝理容店 川上村 0267-99-2478 理容業、美容業

馬場商店 川上村 0267-99-2621 小売業（その他）

湯沼天然水晶洞 川上村 0267-99-2771 宿泊業

（株）ナナーズ 川上村 0267-97-2321 http://www.nana-s.co.jp/kawakami.html 小売業（百貨店、総合スーパー）

南佐久南部森林組合 川上村 0267-97-2518 https://nanbu-f.or.jp/ その他

一般財団法人川上村振興公社 川上村 0267-97-2070 http://www.kawakami.or.jp/ その他

ゆり 川上村 080-6759-2936 飲食店

藤原たばこ店 川上村 0267-97-3172 小売業（その他）

（有）長萬製菓 川上村 0267-97-2452 製造業

山新商店 川上村 0267-97-2407 小売業（その他）

暮らしの衣料ピース（有）渡辺ふとん店 川上村 0267-97-2539 http://peace.hits.jp/ 小売業（衣服）

由井薬局 川上村 0267-97-2500 医療、福祉

サカエ美容室 川上村 0267-97-2602 理容業、美容業

ぴおれ 川上村 0267-97-2236 飲食店

ポパイ 川上村 0267-97-3602 飲食店

善慶庵 川上村 0267-97-2059 飲食店

山梨県民信用組合 川上村 0267-97-2131 https://www.yamanashikenmin.shinkumi.jp/branch/branch-page/311.html 金融業、保険業

（株）シャトレーゼリゾート八ヶ岳 川上村 0267-91-1100 http://www.chateraiseresort.co.jp/ 宿泊業

太洋ドライ 川上村 0267-97-2948 その他生活関連サービス業（エステ等）

理容由井 川上村 0267-97-2630 理容業、美容業
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川上電器設備 川上村 0267-97-2825 小売業（その他）

(株）五光牧場 川上村 0267-98-2468 http://goko-autocamp.p2.weblife.me/ その他

滝沢牧場 南牧村 0267-98-2222 http://www.takizawa-bokujo.jp/ その他

レストラン最高地点 南牧村 0267-98-3210 飲食店

リゾートイン黒岩荘 南牧村 0267-98-2264 http://www.kuroiwasou.jp/ 宿泊業

八ヶ岳グレイスホテル 南牧村 0267-91-9515 https://www.y-grace.com/ 宿泊業

ロッヂ飯盛山 南牧村 0551-48-2975 https://lodgemesimori.sakura.ne.jp/ 宿泊業

ペンションさんかくじょうぎ 南牧村 0267-98-2795 http://www.ytg.janis.or.jp/~sankaku/ 宿泊業

陶工房たわん 南牧村 0267-98-2882 https://www.t-tawan.com/ その他

レストラン141 南牧村 0267-98-2813 https://www.restaurant141.com/ 飲食店

ペンション森のふぁみりぃ 南牧村 0267-98-3308 http://www.morifami.jp/ 宿泊業

野辺山荘 南牧村 0267-98-2027 http://www.nobeyamasou.yad.jp/ 宿泊業

ホワイトラビット 南牧村 0267-98-3114 小売業（その他）

ペンションかんだんけい 南牧村 0267-98-3109 http://www.ytg.janis.or.jp/~kandan-k/ 宿泊業

エデンの八ヶ岳 南牧村 0267-98-2295 飲食店

古民家ごはんとおやつ　ふるさと 南牧村 0267-98-3118 飲食店

レストラン　ストローハット 南牧村 0267-96-2445 http://www.strawhat-1982.com/ 飲食店

ピクニック 南牧村 0267-98-2784 飲食店

ペンションドライブ気分 南牧村 0267-98-3225 http://www.yado-drive.com/ 宿泊業

南牧村農畜産物直売所 南牧村 0120-190-820 小売業（その他）

星と山の宿　りんどう 南牧村 0267-98-2306 http://www.avis.ne.jp/~rindo/ 宿泊業

ロッヂ最高地点 南牧村 0267-98-2500 http://www.ytg.janis.or.jp/~iori/ 宿泊業

リゾートホテル　八ヶ岳高原ロッジ 南牧村 0267-98-2131 https://www.yatsugatake.co.jp/ 宿泊業

ロッジ牧詩 南牧村 0551-48-2248 宿泊業

クマ工房 南牧村 0267-98-2334 http://www.kumaya.or.tv/ 小売業（その他）

はるき屋 南牧村 0267-98-4575 飲食店

ペンションホルン 南牧村 0267-98-3655 http://witch.cside2.jp/horn/ 宿泊業

旅人の宿　こっつぁんち 南牧村 0267-98-2817 http://www.ytg.janis.or.jp/~kottuan/ 宿泊業

湯元ホテル　和泉館 南牧村 0267-96-2106 https://izumikan.com/ 宿泊業

帝産ロッヂ 南牧村 0267-98-2861 http://www.teisanlodge.com/ 宿泊業

しんたく山荘 南牧村 0551-48-2155 宿泊業

ローソン野辺山店 南牧村 0267-98-5320 小売業（コンビニ）

ドライブイン菊本 南牧村 0267-98-2155 小売業（その他）

みやげ渡辺 南牧村 0267-98-2551 小売業（野菜果物）
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ペンションタイムリー 南牧村 0267-98-3002 宿泊業

清里アーリーバードゴルフクラブ 南牧村 0267-98-5115 http://www.earlybird-gc.jp/ スポーツ施設提供業

セブンイレブン南牧野辺山店 南牧村 0267-98-4578 小売業（コンビニ）

野辺山高原薬局 南牧村 0267-91-1610 http://nobeyaku.com/ 医療、福祉

ヘアースタジオコスモ 南牧村 0267-98-3220 理容業、美容業

居酒屋　はなふぶき 南牧村 0267-98-3238 飲食店

coffee　あすなろ 南牧村 0267-96-2538 飲食店

あららぎ 南牧村 0267-98-3181 飲食店

ゲストハウス高原野菜 南牧村 0267-98-3113 http://www.dia.janis.or.jp/~kogen-y/ 宿泊業

KUN DO 南牧村 0267-98-2295 飲食店

南牧村農村文化情報交流館 南牧村 0267-91-1771 http://star-nobeyama.com/ その他

野辺山観光案内所 南牧村 0267-98-2091 http://nobeyama-annaijyo.jp/ その他

炭火焼き居酒屋　たかみ 南牧村 0267-96-2233 飲食店

アロマリンパ整体　シフォン 南牧村 090-5418-0761 その他生活関連サービス業（エステ等）

青木住設 佐久穂町 0267-86-3414 その他

(有)青木製作所 佐久穂町 0267-88-2255 製造業

阿部商店 佐久穂町 0267-86-2051 小売業（酒）

飯塚美容室 佐久穂町 0267-88-3409 理容業、美容業

市川輪業 佐久穂町 0267-86-3033 その他

今井重機 佐久穂町 0267-88-2134 飲食店

今井商店 佐久穂町 0267-88-2007 小売業（その他）

うちだや 佐久穂町 0267-86-2148 小売業（酒）

大橋ふとん店 佐久穂町 0267-86-2454 小売業（その他）

岡田養鶏場 佐久穂町 0267-86-2084 その他

加藤電機製作所 佐久穂町 0267-86-4159 製造業

(有)金桝商店 佐久穂町 0267-81-2111 小売業（コンビニ）

きたやつハム(株) 佐久穂町 0267-88-3986 http://kitayatu-ham.co.jp/ 小売業（食肉）

キッチン・えみゅー 佐久穂町 0267-86-2465 https://kitchen-emu.com/ 飲食店

君の家 佐久穂町 0267-88-2072 飲食店

(有)協和工業所 佐久穂町 0267-88-2164 製造業

共和商会 佐久穂町 0267-86-2471 小売業（その他）

GLANZ 佐久穂町 0267-88-2143 理容業、美容業

(有)クリーニングかとう 佐久穂町 0267-86-2471 その他

黒澤酒造(株) 佐久穂町 0267-88-2002 https://www.kurosawa.biz/ 製造業
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KJS工業 佐久穂町 0267-86-3413 その他

小池機械製作所 佐久穂町 0267-86-7170 製造業

幸盛堂菓子店 佐久穂町 0267-86-2445 小売業（その他）

小林金型 佐久穂町 0267-86-5795 製造業

(株)小林組 佐久穂町 0267-88-2272 http://www.kobayasigumi.co.jp/ その他

佐藤建設 佐久穂町 0267-86-2728 その他

(有)篠屋旅館 佐久穂町 0267-88-2035 http://www.shinoya.burari.biz/ その他

嶋崎商店 佐久穂町 0267-86-2110 小売業（酒）

嶋屋住設(株) 佐久穂町 0267-86-2078 http://shimayajusetsu.co.jp/ 小売業（その他）

しもはた食堂 佐久穂町 0267-88-2389 飲食店

シューズ･バッグ シノハラ 佐久穂町 0267-88-4177 小売業（その他）

白駒観光(株)青苔荘 佐久穂町 0267-88-2082 http://seitaisou.jp/ 宿泊業

須田商店 佐久穂町 0267-88-2601 小売業（その他）

千成鮨 佐久穂町 0267-88-3550 飲食店

相馬醤油(資) 佐久穂町 0267-86-2034 製造業

(株)ツカオ考務店 佐久穂町 080-5048-8892 小売業（菓子パン）

竹内達朗行政書士事務所 佐久穂町 0267-86-3717 専門サービス業

千曲トーホー 佐久穂町 0267-86-4292 製造業

富田建築 佐久穂町 0267-88-2207 その他

巴工務店 佐久穂町 0267-88-2785 その他

(有)内藤製作所 佐久穂町 0267-88-2216 製造業

内藤電機工業(株) 佐久穂町 0267-88-2626 その他

中田クリーニング☆ 佐久穂町 0267-86-1633 その他

仲好食堂 佐久穂町 0267-86-2133 飲食店

(有)羽黒下タクシー 佐久穂町 0267-86-2062 その他

畑建 佐久穂町 0267-86-4192 その他

畑八開発(株) 佐久穂町 0267-88-2501 http://www.hatayanet.co.jp/ その他

ひまわり美容室 佐久穂町 0267-88-2334 理容業、美容業

美容室はるみ 佐久穂町 0267-88-3406 理容業、美容業

ヘアーサロン 駒村 佐久穂町 0267-86-3179 理容業、美容業

ヘアーサロン ヤング軒 佐久穂町 0267-86-4552 理容業、美容業

ペンション 愛花夢 佐久穂町 0267-88-3556 宿泊業

ペンション ぷちはーぶ 佐久穂町 0267-88-3155 宿泊業

星野電器 佐久穂町 0267-88-3553 小売業（その他）
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(有)丸五鉄平 佐久穂町 0267-86-5953 その他

(株)マルヒデ 佐久穂町 0267-88-2600 https://www.maruhide-sakuho.com/ 小売業（その他）

ミート＆デリカ やまぐち 佐久穂町 0267-88-2227 小売業（食肉）

a Mon coeur 佐久穂町 0267-78-3020 理容業、美容業

やきとり あきえ 佐久穂町 0267-88-3330 飲食店

八千穂漁業 佐久穂町 0267-88-4185 小売業（鮮魚）

八千穂山荘 佐久穂町 090-1439-3533 宿泊業

山本屋糀店 佐久穂町 0267-88-2306 小売業（その他）

huit 佐久穂町 090-5502-5495 理容業、美容業

(株)吉本 佐久穂町 0267-86-4305 http://www.yoshimoto-forest.co.jp/ その他

(有)四ツ目屋 佐久穂町 0267-88-2022 小売業（酒）

リリー美容室 佐久穂町 0267-86-2251 理容業、美容業

レストラン＆バル 田舎道 佐久穂町 0267-88-7712 飲食店

レストラン たかとんぼ 佐久穂町 0267-88-2933 飲食店

レストラン ハーモナイズ 佐久穂町 0267-88-4039 飲食店

ロッヂ 八ヶ嶺 佐久穂町 0267-88-2567 https://www.yatsugane.com/ 宿泊業

和食 いろは 佐久穂町 0267-86-2168 飲食店

ハワイアンロミロミサロン　ルルマル 佐久穂町 090-4376-5486 理容業、美容業

高野町ハウス 佐久穂町 080-5503-0459 理容業、美容業

リル美容室 佐久穂町 0267-86-2137 理容業、美容業

ビューティサロンレイ 佐久穂町 0267-86-3123 理容業、美容業

アイ・ビューティサロン 佐久穂町 0267-86-5355 理容業、美容業

ちょこちょこ 佐久穂町 080-3506-3186 理容業、美容業

美容院りんべる 佐久穂町 0267-86-2690 理容業、美容業

井沢理容店 佐久穂町 0267-86-3583 理容業、美容業

佐藤理容店 佐久穂町 0267-88-2262 理容業、美容業

ケイコ美容室 佐久穂町 0267-86-4520 理容業、美容業

モスバーガー　佐久町店 佐久穂町 0267-81-2052 https://www.mos.jp/shop/detail/01619/ 飲食店

ササキ美容室 佐久穂町 0267-88-3845 理容業、美容業

クレヨンおしゃれハウス 佐久穂町 0267-86-5386 理容業、美容業

エイコ美容室 佐久穂町 0267-86-3936 理容業、美容業

スナック山福 佐久穂町 0267-86-3105 飲食店

府中市民保養所やちほ 佐久穂町 0267-88-3905 宿泊業

お食事処　しらかば 佐久穂町 0267-77-7890 飲食店
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くまへい 佐久穂町 0267-88-2504 飲食店

アップル草間 佐久穂町 0267-86-4652 飲食店

ペンション　ラ・ルゥ 佐久穂町 0267-88-7744 宿泊業

長栄軒 佐久穂町 0267-86-3119 飲食店

八千穂レイク 佐久穂町 0267-86-2525 飲食店

レストラン　モンブラン 佐久穂町 0267-88-3865 飲食店

ロッジ　エル・ケーナ 佐久穂町 0267-88-4567 宿泊業

アルペンローズ 佐久穂町 0267-86-5810 飲食店

シャンソン 佐久穂町 0267-88-6866 飲食店

佐久リゾートゴルフ倶楽部レストラン 佐久穂町 0267-86-1100 飲食店

市川屋 佐久穂町 0267-86-2112 飲食店

海瀬館 佐久穂町 0267-86-2520 宿泊業

ひすいそば専門店　かわせみ 佐久穂町 0267-88-6643 飲食店

焼鳥いこい 佐久穂町 0267-86-1510 飲食店

甲の池 佐久穂町 0267-86-2130 飲食店

吉乃寿司 佐久穂町 0267-86-2301 飲食店

串かつ真 佐久穂町 0267-86-0948 飲食店

佐久穂町公民館（茂来館） 佐久穂町 0267-86-2041 飲食店

スペースシャトル 佐久穂町 0267-86-5363 飲食店

ガスト 南佐久 佐久穂町 0267-81-2086 https://www.skylark.co.jp/ 飲食店

カインズ佐久町店 佐久穂町 0267-81-2222 https://www.cainz.com/ 小売：百貨店・スーパー・ホームセンター

OWL K 軽井沢町 0267-42-3467 専門サービス業

ペンションジャックと豆の木 軽井沢町 0267-42-8161 http://jacktomamenoki.info/ 宿泊業

みのる写真 軽井沢町 0267-45-7555 http://www.minoru.ecnet.jp/index2.html その他小売業

新宿スカラ座 軽井沢町 0267-41-0243 飲食店

酒処あらき・有限会社あらき 軽井沢町 0267-45-6096 https://www.sake-araki.net/ 小売業（酒）

つるや旅館 軽井沢町 0267-42-5555 https://www.tsuruyaryokan.jp 宿泊業

旬彩　伍合 軽井沢町 0267-31-0595 http://blog.livedoor.jp/shunsaigongou/ 飲食店

チェント・ドゥエ102 軽井沢町 0267-41-0018 http://centodue102.com 飲食店

CafeResturantPaomu・(有)806カルイザワ 軽井沢町 0267-42-8061 http://www.paomu-karuizawa.com 飲食店

サイクルメイト 軽井沢町 0267-42-2365 http://www.karuizawa-cycling.com/f_top.htm 物品賃貸業

(有)マルヨシ不動産 軽井沢町 0267-42-2473 http://kyukaru-maruyoshi.com/ 不動産業

YMテニスガーデン 軽井沢町 0267-46-2908 飲食店

A LA GARE・(有)シックスティーズカンパニー 軽井沢町 0267-45-4271 http://www.60s.co.jp 飲食店
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小林酒店 軽井沢町 0267-42-3555 小売業（酒）

軽井沢館 軽井沢町 0267-42-6411 小売業（その他）

旧軽井沢ホテル音羽ノ森 軽井沢町 0267-42-7711 https://www.hotel-otowanomori.co.jp/ 宿泊業

日本郵便㈱　軽井沢郵便局 軽井沢町 0267-42-2430 https://www.post.japanpost.jp/ 運輸業、郵便業

LINI軽井沢 軽井沢町 0267-45-5652 http://lini.jp 小売業（その他）

軽井沢焼肉迎賓館　爛燈・プライムミート㈱ 軽井沢町 0267-41-0294 飲食店

パティスリー・シェ・カジワラ 軽井沢町 0267-44-1780 http://www.chez-kajiwara.jp 小売業（その他）

くつかけステイ中軽井沢 軽井沢町 0267-46-8906 https://kutsukake-stay.jp 宿泊業

沢屋旧軽ロータリー店・㈱沢屋 軽井沢町 0267-46-5510 http://www.codow-karuizawa.com 飲食店

森のレストランこどう・㈱沢屋 軽井沢町 0267-42-0050 https://www.sawaya-jam.com 小売業（その他）

音楽ロッヂゆうげん荘 軽井沢町 0267-45-6074 http://www.yugenso.net/ 宿泊業

市川輪店・(有)ジェントリィ 軽井沢町 0267-42-2484 https://www.ichimurarinten.com/ 物品賃貸業

軽井沢紅茶館サンビーム 軽井沢町 0267-42-2263 https://www.kouchakan.com/ 小売業（その他）

旧軽井沢ホテル＆レストラン東雲・㈱日本リゾートシステム 軽井沢町 0267-41-3577 https://karuizawa-shinonome.com 宿泊業

軽井沢レンタサイクル　KARUIZAWA　ＲｉｄｅＴｏｗｎ． 軽井沢町 090-7207-6681 http://karuizawa.ridetown.jp/ 物品賃貸業

おらが製菓 軽井沢町 0267-45-6152 https://oraga-karuizawa.jp/ 製造業

キャンディタフト 軽井沢町 0267-41-1350 http://www008.upp.so-net.ne.jp/candytuft/ 宿泊業

アウォート（Ａ－ＷＯＴＯ） 軽井沢町 0267-31-0605 https://www.hotel-otowanomori.co.jp/ 飲食店

四季の味蔵　軽井沢プリンス・ショッピングプラザ店 軽井沢町 0267-42-8520 https://r.goope.jp/nisikaru/free/cyokueitenn 小売業（その他）

四季の味蔵　旧軽井沢店 軽井沢町 0267-41-6677 https://r.goope.jp/nisikaru/free/cyokueitenn 小売業（その他）

万平ホテル 軽井沢町 0267-42-1234 https://www.mampei.co.jp 宿泊業

エブリコ 軽井沢町 0267-42-3033 http://www.eburiko.com/ 飲食店

ファミリーロッジ　旅籠屋・軽井沢 軽井沢町 0267-45-8838 www.hatagoya.co.jp 宿泊業

いろはな 軽井沢町 0267-41-2300 飲食店

軽井沢ホテルブレストンコート 軽井沢町 0267-46-6200 https://www.blestoncourt.com/ 宿泊業

ブレストンコート　ユカワタン 軽井沢町 050-5282-2267 https://yukawatan.blestoncourt.com/ 飲食店

軽井沢ブレストンコート　ザ・ラウンジ 軽井沢町 0267-46-6200 https://www.blestoncourt.com/ 飲食店

㈱ムーゼの森 軽井沢町 0267-48-3340 http://museen.org 教育、学習支援業

(有)アールイーシー　ペンションラブサーティ 軽井沢町 0267-45-3270 http://www.love-30.com/ 宿泊業

浅見光彦記念館 軽井沢町 0267-45-8971 http://www.asami-mitsuhiko.or.jp その他

ティーサロン「軽井沢の芽衣」 軽井沢町 0267-48-3838 http://www.asami-mitsuhiko.or.jp 飲食店

クレープリー・アンジェリーナ 軽井沢町 0267-42-7502 http://www.karuizawa-crepe.com 飲食店

軽井沢キッチン 軽井沢町 0267-32-6914 http://b-foot.co.jp 飲食店

三笠珈琲　旧道店 軽井沢町 080-7170-7505 http://b-foot.co.jp 飲食店
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はうすか軽井沢 軽井沢町 0267-44-6222 http://hauska.karuisawa.jp/ 宿泊業

レストラン菊水 軽井沢町 0267-44-1188 飲食店

トラットリア　プリモ 軽井沢町 0267-42-1129 https://www.primo-karuizawa.com 飲食店

ペンション　ぴーまん 軽井沢町 0267-42-7616 https://www.p-piment.com/ 宿泊業

軽井沢プリンスホテル　ウエスト 軽井沢町 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/ 宿泊業

軽井沢プリンスホテル　イースト 軽井沢町 0267-42-1112 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-east/ 宿泊業

ザ・プリンス軽井沢 軽井沢町 0267-42-1113 https://www.princehotels.co.jp/the_prince_karuizawa/ 宿泊業

ザ・プリンス　ヴィラ軽井沢 軽井沢町 0267-42-1114 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-villa/ 宿泊業

軽井沢浅間プリンスホテル 軽井沢町 0267-48-0001 https://www.princehotels.co.jp/asama/ 宿泊業

日本料理 からまつ（軽井沢プリンスホテル　イースト内）軽井沢町 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/restaurant/karamatsu/ 飲食店

ダイニングルーム ボーセジュール（ザ・プリンス軽井沢内） 軽井沢町 0267-42-1112 https://www.princehotels.co.jp/the_prince_karuizawa/restaurant/bose/ 飲食店

ライブラリーカフェ りんどう（ザ・プリンス軽井沢内） 軽井沢町 0267-42-1113 https://www.princehotels.co.jp/the_prince_karuizawa/restaurant/rindo/ 飲食店

バー ウインザー（ザ・プリンス軽井沢内） 軽井沢町 0267-42-1114 https://www.princehotels.co.jp/the_prince_karuizawa/restaurant/windsor/ 飲食店

All Day Dining Karuizawa Grill（軽井沢プリンスホテル　イースト内） 軽井沢町 0267-42-1115 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-east/restaurant/karuizawa_gril 飲食店

すき焼 しゃぶしゃぶ 鉄板焼 爽風（軽井沢プリンスホテル　イースト内） 軽井沢町 0267-42-1116 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-east/restaurant/soufu/ 飲食店

鉄板焼　森（すき焼 しゃぶしゃぶ 鉄板焼 爽風 内） 軽井沢町 0267-42-1117 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-east/restaurant/mori/ 飲食店

レストラン ポルト（軽井沢プリンスホテル　イースト内）軽井沢町 0267-42-1118 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-east/restaurant/porto/ 飲食店

ダイニング ブルーム（Dining Bloom）（軽井沢浅間プリンスホテル内） 軽井沢町 0267-48-0001 https://www.princehotels.co.jp/asama/restaurant/dining/ 飲食店

イーストスーベニアショップ（軽井沢プリンスホテル　イースト内） 軽井沢町 0267-42-1111 小売業（その他）

イースト売店（コテージ）（軽井沢プリンスホテル　イースト内） 軽井沢町 0267-42-1112 小売業（その他）

ウエスト売店（軽井沢プリンスホテル　ウエスト内） 軽井沢町 0267-42-1113 小売業（その他）

ザ・プリンス軽井沢売店（ザ・プリンス軽井沢内） 軽井沢町 0267-42-1114 小売業（その他）

軽井沢72ゴルフ 軽井沢町 0267-48-0072 https://www.princehotels.co.jp/golf/karu72/ その他娯楽業

軽井沢ゴルフ練習場 軽井沢町 0267-44-6672 https://www.princehotels.co.jp/golf/karu-range/ その他娯楽業

軽井沢プリンスホテルゴルフコース 軽井沢町 0267-42-8811 https://www.princehotels.co.jp/golf/karu-ph/ その他娯楽業

馬越ゴルフコース 軽井沢町 0267-48-3470 https://golf-karuizawa-magoe.com/ その他娯楽業

晴山ゴルフ場 軽井沢町 0267-42-8611 https://www.princehotels.co.jp/golf/seizan/ その他娯楽業

和美パー3ゴルフコース＆ゴルフ練習場 軽井沢町 0267-48-0072 https://golf-karuizawa-wami.com/ その他娯楽業

軽井沢浅間ゴルフコース 軽井沢町 0267-48-0001 https://www.princehotels.co.jp/golf/asama/ その他娯楽業

軽井沢プリンスホテルスキー場 軽井沢町 0267-42-5588 https://www.princehotels.co.jp/ski/karuizawa/summer/ その他娯楽業

軽井沢千ヶ滝温泉 軽井沢町 0267-46-1111 https://www.princehotels.co.jp/sengataki/ その他娯楽業

軽井沢プリンスボウル（軽井沢・プリンスショッピングニューウエスト内）軽井沢町 0267-42-1133 https://www.princehotels.co.jp/bowling/karuizawa/ スポーツ施設提供業

軽井沢72ゴルフ軽井沢給油所 軽井沢町 0267-42-8182 https://eneos-ss.com/search/ss/pc/detail.php?SCODE=200707 小売業（その他）

パティスリーイロドリ 軽井沢町 0267-31-0265 https://www.patisserie-irodori.com/ 小売業（その他）
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たんぽぽ食堂 軽井沢町 0267-41-6219 https://www.tanpoposyokudo.com/ 飲食店

沢屋　軽井沢バイパス店 軽井沢町 0267-46-2400 https://www.sawaya-jam.com 小売業（その他）

沢屋　プリンスショッピングプラザ店 軽井沢町 0267-41-0074 https://www.sawaya-jam.com 小売業（その他）

沢屋　旧軽井沢店・喫茶サロン 軽井沢町 0267-42-8411 https://www.sawaya-jam.com 小売業（その他）

沢屋　新軽井沢店 軽井沢町 0267-42-8260 https://www.sawaya-jam.com 小売業（その他）

沢屋　軽井沢駅店 軽井沢町 0267-48-6022 https://www.sawaya-jam.com 小売業（その他）

沢屋　ジャムファクトリー 軽井沢町 0267-45-0308 https://www.sawaya-jam.com 小売業（その他）

カフェ　こどうテラス 軽井沢町 0267-46-2405 https://www.sawaya-jam.com 飲食店

アメリ―ハウス軽井沢 軽井沢町 0267-44-6060 https://www.amerryhouse.com/ 宿泊業

㈱エス・ケイ花企画 軽井沢町 0267-45-4619 https://www.skhanakikaku.com/ 小売業（その他）

㈱エス・ケイ花企画　ルル・グラス 軽井沢町 0267-31-5087 https://www.skhanakikaku.com/ その他

かるいざわ・ガラスの森　(有)ブーレ 軽井沢町 0267-42-1044 http://karuizawa-bourree.com/ 小売業（その他）

軽井沢レストランウイング 軽井沢町 0267-42-5609 http://www.karuizawa-wing.com/ 飲食店

㈱林百貨店 軽井沢町 0267-42-2241 小売業（酒）

軽井沢オーガニックラボ 軽井沢町 050-3138-1711 https://www.karuizawa-lab.co.jp 小売業（その他）

(有)はみんぐばーど　シルバラード軽井沢 軽井沢町 0267-42-9466 https://silverado-1.jp/ 小売業（衣服）

革工房きくわん舎 軽井沢町 0267-42-3583 https://www.kikuwansha.co.jp 小売業（その他）

手工藝　佐や 軽井沢町 0267-41-0083 小売業（その他）

Sugar Spot Coffee 軽井沢町 0267-41-0044 http://sugarspotcoffee.com 飲食店

広栄ホームサービス 軽井沢町 0267-45-4577 その他

ままや 覃 軽井沢町 0267-41-5131 飲食店

ライジング　タイド 軽井沢町 0267-42-7165 小売業（衣服）

十割さらしな蕎麦　志な乃 軽井沢町 0267-44-1830 http://www.soba-shinano.jp/ 飲食店

K's Village Karuizawa（ケーズビレッジカルイザワ） 軽井沢町 0267-31-0312 https://www.ksvillage.info/ 宿泊業

あさぎり荘 軽井沢町 0267-45-6072 https://karuizawa-asagirisou.com/ 宿泊業

軽井沢ホテルそよかぜ 軽井沢町 0267-45-8200 https://www.hotelsoyokaze.com/ 宿泊業

カフェ＆ダイニングフェルマータ 軽井沢町 0267-42-0860 https://www.hotelsoyokaze.com/fermata/ 飲食店

大禅 軽井沢町 0267-42-3344 飲食店

フィーヌ軽井沢 軽井沢町 0267-41-2118 http://www.fine-karuizawa.com/ 小売業（その他）

Ａｒｔ Ｃａｆｅ 江戸屋 軽井沢町 0267-31-0177 飲食店

ギャラリー桂 軽井沢町 0267-41-6935 http://karuizawa-art.com/ その他

㈱大進セルフ軽井沢ＳＳ 軽井沢町 0267-42-2814 http://www.daishing.co.jp/ その他小売業

みちくさ 蕎麦粉ガレットのお店 軽井沢町 090-9699-1537 持ち帰り、配達飲食サービス業

軽井沢わんストーン 軽井沢町 0267-27-0010 https://wanstone.jp/ その他小売業
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㈱ちもと総本店 軽井沢町 0267-42-2860 飲食店

ホテルプティリヴィエール軽井沢 軽井沢町 0267-44-3339 https://la-hotelgroup.com/peticriviere/ 宿泊業

㈱佐藤肉店 軽井沢町 0267-45-5363 https://satonikuten.jp/ 小売業（食肉）

モデスト・㈱堀内 軽井沢町 0267-31-5425 http://www.modesto.jp/ 飲食店

ｃｏｒｉｓｓ 軽井沢町 0267-46-8425 https://www.coriss.jp/ 小売業（衣服）

キリマン酒店 軽井沢町 0267-45-5327 https://www.kiriman.jp/ 小売業（酒）

軽井沢スタイルハウス㈱ 軽井沢町 0267-41-0310 http://k-stylehouse.co.jp/ 不動産業

アールビースタジオ㈲ 軽井沢町 0267-44-1052 http://www.rbstudio.jp/ 専門サービス業

Asian Table Mong Cai（アジアンテーブルモンカイ） 軽井沢町 0267-46-8684 飲食店

いろ　だいどころや 軽井沢町 0267-31-6823 http://iro.karuizawa.be/ 飲食店

そば処やぶ軽井沢店 軽井沢町 0267-42-6656 https://www.facebook.com/yabukaruizawa/ 飲食店

どんぐり共和国 軽井沢町 0267-42-4336 https://benelic.com/donguri/ 小売業（その他）

軽井沢彫シバザキ 軽井沢町 0267-42-2468 http://store.shibazaki.com/ 小売業（その他）

幸楽 軽井沢町 0267-42-2194 飲食店

㈲かぎもとや 軽井沢町 0267-45-5208 飲食店

軽井沢デリカテッセン 軽井沢町 0267-42-6427 http://www.karuizawa-delica.com/ 小売業（その他）

㈲山屋商店 軽井沢町 0267-42-2019 小売業（酒）

クリズ・ラボ 軽井沢町 0267-45-6166 http://www.kurizz-labo.com/index.html 専門サービス業

㈱トキワ防災電設 軽井沢町 0267-45-4488 その他

信州商事㈱ 軽井沢町 0267-42-3639 不動産業

KaruizawaPlus㈱ 軽井沢町 0267-31-5088 https://www.karuizawa-plus.jp/ 小売業（その他）

㈲リゾートライフ 軽井沢町 0267-42-9811 専門サービス業

㈱インテック 軽井沢町 0267-45-0772 http://kes-grp.jp/ その他

㈲軽井沢衛生企業 軽井沢町 0267-45-5144 http://karuizawa-eisei.jp/ その他

㈲中里 軽井沢町 0267-42-2068 小売業（その他）

㈲一彫堂 軽井沢町 0267-42-2557 https://www.icchodou.com/ 製造業

お肴ダイニング　樹楽 軽井沢町 0267-28-9084 https://japanese-izakaya-restaurant-15687.business.site/ 飲食店

白ほたる豆腐店 軽井沢町 0267-41-0245 http://www.karuizawa.jp.net/ 製造業

森Ｑ 軽井沢町 0267-31-0347 http://www.moriq.jp/ 飲食店

ホテルグランヴェール旧軽井沢 軽井沢町 0267-31-6644 https://www.grandvert-kyukaruizawa.jp 宿泊業

肉の炎 軽井沢町 0267-46-8829 飲食店

田村屋総本店 軽井沢町 0267-45-5027 その他小売業

居食庵　えにしや 軽井沢町 0267-31-0520 https://enishiya-karuizawa.com/ 飲食店

麺道楽　神楽や 軽井沢町 0267-31-6867 https://mendourakukaguraya.jp/ 飲食店
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ｂｉｒｄ 軽井沢町 0267-31-6029 飲食店

アイバ理容院 軽井沢町 0267-45-5473 理容業、美容業

馬場治療室 軽井沢町 0267-42-3368 その他生活関連サービス業（エステ等）

宮原理容院 軽井沢町 0267-45-7976 理容業、美容業

居酒屋キッチンパパ 軽井沢町 0267-45-2351 飲食店

軽井沢　日本料理　大嶋 軽井沢町 080-4345-2009 飲食店

ペンションぱる 軽井沢町 0267-42-8166 http://karuizawa-pal.com 宿泊業

㈱井上 軽井沢町 0267-42-2857 専門サービス業

武田そば　風林茶家 軽井沢町 0267-42-3893 飲食店

ノームの森 軽井沢町 0267-46-0633 https://nome-karuizawa.jp/ 宿泊業

㈲ユキ電化 軽井沢町 0267-46-1331 小売業（その他）

アロマプライベートサロン　カミレ 軽井沢町 0267-46-9118 http://salon-kamille.jimdofree.com/ その他生活関連サービス業（エステ等）

ディレクションヘアー軽井沢店 軽井沢町 0267-42-6010 理容業、美容業

ますや 軽井沢町 0267-42-2108 http://karuizawamasuya.web.fc2.com/ 小売業（衣服）

すみれ指圧 軽井沢町 090-2936-8262 その他生活関連サービス業（エステ等）

セーヌ美容室 軽井沢町 0267-45-5317 理容業、美容業

軽井沢サンドバーガーキッチン　ＫＯＫＯＰＥＬＬＩ 軽井沢町 090-9370-6552 持ち帰り、配達飲食サービス業

ペンションオフタイム 軽井沢町 0267-41-4433 宿泊業

シンビ堂中軽井沢薬局 軽井沢町 0267-45-7520 http://www.shinbi-do.com/ その他小売業

シンビ堂借宿薬局 軽井沢町 0267-46-6280 http://www.shinbi-do.com/ その他小売業

シンビ堂薬局 軽井沢町 0267-42-7887 http://www.shinbi-do.com/ その他小売業

㈲セントラル自動車 軽井沢町 0267-42-2093 専門サービス業

軽井沢Ｖｉｉｔｔａあそび堂 軽井沢町 0267-46-8023 https://asobido.com 小売業（その他）

おおぎやラーメン軽井沢店 軽井沢町 0267-476-6277 飲食店

鈴木理容店 軽井沢町 0267-42-3096 理容業、美容業

はやしや 軽井沢町 0267-42-2638 小売業（その他）

リゾートトラスト㈱　グランドエクシブ軽井沢 軽井沢町 0267-46-3331 https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/karu/ 宿泊業

㈱サンポウ　アネーリ軽井沢 軽井沢町 0267-41-4411 https://anelli-wedding.com/anelli-k/ 専門サービス業

ペンションる～らん 軽井沢町 0267-42-3156 http://www.karuizawa-luran.com/ 宿泊業

軽井沢ガス㈱ 軽井沢町 0267-45-3600 https://www.karuizawa-gas.co.jp/ その他小売業

㈲軽井沢観光 軽井沢町 0267-45-5408 http://karuizawa-kanko.jp 運輸業、郵便業

ベルキャビン 軽井沢町 0267-45-1963 https://bellscabin.info 宿泊業

ペンション　グラスポッパー 軽井沢町 0267-46-1333 http://www.grasshopper-karuizawa.com 宿泊業

㈱軽井沢テレビサービス 軽井沢町 0267-45-5575 https://ps-hp.jpn.panasonic.com/ps/search/12007028 小売業（その他）

22/71



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　シンプロン 軽井沢町 0267-42-7980 http://www.simplon.jp 宿泊業

㈱ますや交通 軽井沢町 0267-45-5223 運輸業、郵便業

アンジェリカ軽井沢 軽井沢町 0267-42-4121 小売業（衣服）

スナック　ナイヤガラ 軽井沢町 0267-46-3626 飲食店

ペンション　ベルレーヌ 軽井沢町 0267-48-3533 http://bellreine.com 宿泊業

そば処ほのか 軽井沢町 080-1245-6327 飲食店

㈱安東商店軽井沢サービスステーション 軽井沢町 0267-42-0268 http://andoshoten.co.jp その他小売業

ビジョンステーションコミヤマ 軽井沢町 0267-41-6373 http://www.eyeloveyou.jp 小売業（その他）

Ｂ＆Ｂあさま 軽井沢町 0267-42-2940 http://www010.upp.so-net.ne.jp/BB-asama/ 宿泊業

㈱萬屋商店 軽井沢町 0267-42-2294 https://karuizawa-grain.com 小売業（その他）

軽井沢ペンションば～ば＆パパ 軽井沢町 0267-48-0198 http://www.janis.or.jp/users/babapapa/ 宿泊業

ｃａｆｅ　ｈｉｐ 軽井沢町 050-1102-2943 飲食店

ＪＲ軽井沢駅 軽井沢町 0267-42-0620 運輸業、郵便業

ペンションリンデンバーム 軽井沢町 0267-44-3223 http://www.p-lindenbaum.com 宿泊業

ホテルロッソ軽井沢・㈱ホテルロッソ 軽井沢町 0267-41-1222 https://www.hotel-rosso.jp 宿泊業

ｃｏｃａｇｅ　ｃａｆｅ 軽井沢町 0267-42-3330 飲食店

献立家　弥栄 軽井沢町 0267-46-2559 飲食店

ＮＩＴＡＫＩＹＡ．（にたきや） 軽井沢町 0267-48-2228 飲食店

第一交通㈱軽井沢営業所 軽井沢町 0267-42-2334 http://karuizawa.0152.jp 運輸業、郵便業

エピジュエル 軽井沢町 0267-45-0787 https://www.slow-style.com/detail/907/index.html その他生活関連サービス業（エステ等）

麺堂坂 軽井沢町 0267-46-6600 飲食店

caféブーベ＆アロマテラピー・㈱ウォームリー 軽井沢町 0267-46-5005 https://karuizawa-warmry.amebaownd.com その他生活関連サービス業（エステ等）

トリュフベーカリー軽井沢 軽井沢町 0267-31-5346 小売業（その他）

塩壺温泉ホテル 軽井沢町 0267-45-5441 http://www.siotubo.co.jp/ 宿泊業

シェプチラパン 軽井沢町 080-4807-4053 http://www.petitlapin.sakura.ne.jp/index.html 小売業（その他）

軽井沢いぶる 軽井沢町 0267-44-6700 小売業（その他）

カフェＧＴ軽井沢 軽井沢町 0267-46-8739 飲食店

㈱かびりや　浅間高原農場 軽井沢町 0267-42-2255 https://www.asamakougenfarm.com 小売業（その他）

ＧＡＲＢＡ軽井沢店 軽井沢町 0267-42-3233 小売業（その他）

馳走亭 軽井沢町 0267-45-4988 飲食店

厨 軽井沢町 0267-42-4436 飲食店

公文式　中軽井沢教室 軽井沢町 0267-46-2426 教育、学習支援業

森のカフェ軽井沢南ヶ丘 軽井沢町 0267-46-8784 http://karuizawacafe.com 飲食店

本格イタリア料理キリヤＰｌａｓｔｉｃＴｒｅｅ 軽井沢町 0267-46-8566 飲食店
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湯川ふるさと農園 軽井沢町 0267-45-8159 その他

ＬｉＬＬＹ’ｓＤｏｇＣａｒｅ 軽井沢町 050-3697-1118 http://lillys.jp 専門サービス業

旧軽井沢　菊地動物病院 軽井沢町 0267-42-0012 https://www.animal-k.com/ 専門サービス業

一般財団法人セゾン現代美術館 軽井沢町 0267-46-2020 https://www.smma.or.jp 教育、学習支援業

株式会社ノエル　ノエル軽井沢 軽井沢町 0267-42-8891 www.noel-wedding.co.jp 専門サービス業

ＪＡ佐久浅間みどりのひろば軽井沢 軽井沢町 0267-45-5086 小売業（野菜果物）

ＪＡ佐久浅間軽井沢給油所 軽井沢町 0267-45-4018 その他小売業

ＪＡ佐久浅間軽井沢支所生産資材 軽井沢町 0267-45-5068 その他小売業

ｈｉｊｉｙａ３３ 軽井沢町 0267-45-4771 小売業（その他）

ささざわ理容室 軽井沢町 0267-45-5084 理容業、美容業

株式会社 カーメルウォンツ 軽井沢町 0267-44-1500 https://carmelwants.com 小売業（その他）

（有）軽井沢ガーデン 軽井沢町 0267-45-7230 飲食店

（株）白糸ハイランドウェイ本社 軽井沢町 0267-31-0070 https://karuizawa-shw.com/ その他

（株）白糸ハイランドウェイ小瀬料金所 軽井沢町 0267-31-0070 https://karuizawa-shw.com/ その他

（株）白糸ハイランドウェイ峰料金所 軽井沢町 0267-31-0070 https://karuizawa-shw.com/ その他

ＫaruizawaVegetableココペリ 軽井沢町 0267-46-4355 小売業（野菜果物）

ホテル鹿島ノ森 軽井沢町 0267-42-3535 https://kajimanomori.co.jp/ 宿泊業

ホテル鹿島ノ森　コンチネンタルルーム 軽井沢町 0267-42-3535 https://kajimanomori.co.jp/ 飲食店

ホテル鹿島ノ森　メイプルラウンジ 軽井沢町 0267-42-3535 https://kajimanomori.co.jp/ 飲食店

ななくさ食堂 軽井沢町 0267-31-0919 飲食店

レンタルスキーナイスワン 軽井沢町 0267-42-6073 http://www12.wind.ne.jp/nice1/index.html 専門サービス業

くらしま美容室 軽井沢町 0267-45-3575 理容業、美容業

Ｒｏｋｕｒｉ 軽井沢町 070-3619-0692 飲食店

和 軽井沢町 0267-45-1003 小売業（その他）

コワフュールいまい 軽井沢町 0267-46-1221 理容業、美容業

イレブン美容室 軽井沢町 0267-45-4661 理容業、美容業

クリビューティサロン 軽井沢町 0267-42-4755 理容業、美容業

シマ美容室 軽井沢町 0267-45-5996 理容業、美容業

セーヌ美容室 軽井沢町 0267-45-5317 理容業、美容業

ヘアーサロン中山 軽井沢町 0267-42-7372 理容業、美容業

美容室のぶ 軽井沢町 0267-45-7586 理容業、美容業

髪工房　萌 軽井沢町 0267-45-1523 理容業、美容業

美容室ルナ 軽井沢町 0267-45-5419 理容業、美容業

ロング美容室 軽井沢町 0267-45-3214 理容業、美容業
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丸正　柳沢金物 軽井沢町 0267-45-5929 小売業（その他）

ALL DAY DINING LOUNGE/BAR Primrose（軽井沢プリンスホテル　ウエスト内） 軽井沢町 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/restaurant/pri飲食店

中国料理　桃李（軽井沢プリンスホテル　ウエスト内） 軽井沢町 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/restaurant/tou飲食店

びすとろパナッシェ 軽井沢町 0267-42-5929 飲食店

珈琲歌劇 軽井沢町 0267-42-7833 飲食店

桐万薬局 軽井沢町 0267-45-5188 小売業（ドラッグストア）

ファミリーマートヤオトク軽井沢店 軽井沢町 0267-41-1819 小売業（コンビニ）

ファミリーマートヤオトク南軽井沢店 軽井沢町 0267-44-6819 小売業（コンビニ）

㈱ヤオトク 軽井沢町 0267-45-4819 小売業（野菜果物）

ＶｉｉＶ・合同会社ユニティ 軽井沢町 0267-42-2752 http://viiv-karuizawa.com 飲食店

軽井沢そば　ひょうろく 軽井沢町 0267-45-2399 飲食店

ブライダルサロンオリオン 軽井沢町 0267-42-6788 https://www.orion-j.com 専門サービス業

一歩ベーカリー 軽井沢町 0267-41-6511 その他小売業

ギャラリー日曜館 軽井沢町 0267-42-1552 その他小売業

（有）軽井沢タイヤ 軽井沢町 0267-45-1013 小売業（その他）

レストランＧＵＭＢＯ 軽井沢町 0267-42-1766 飲食店

杉養蜂園軽井沢店 軽井沢町 0267-42-6389 http://www.0038.co.jp/ 小売業（その他）

杉養蜂園軽井沢２号店 軽井沢町 0267-41-1038 http://www.0038.co.jp/ 小売業（その他）

（有）ハーネス・Ｌｉｅｂｌｉｎｇ－リープリングー 軽井沢町 0267-42-5188 https://liebling320.com/ 小売業（衣服）

わんストーンカフェKINU 軽井沢町 090-2410-0406 飲食店

鳥くり 軽井沢町 0267-46-8994 https://torikuri.jp 飲食店

旧軽井沢うどんカフェ造田製麺所 軽井沢町 090-1125-0719 https://zoutaseimenjyo.jp/sp/ 飲食店

㈱カワチ薬品軽井沢店 軽井沢町 0267-45-0550 http://www.cawachi.co.jp 小売業（ドラッグストア）

㈱フォンス・ＧＲＥＥＮ ＦＯＧ 軽井沢町 0267-41-2800 https://www.fonz.jp/greenfog/ 小売業（衣服）

㈱フォンス・酢重正之商店 軽井沢町 0267-41-2929 https://www.suju-masayuki.com/shops/karuizawashop.php 小売業（その他）

㈱フォンス・酢重ギャラリー Ｄａｒｋ Ｅｙｅｓ 軽井沢町 0267-41-2828 小売業（その他）

㈱フォンス・レストラン酢重正之 軽井沢町 0267-41-2007 https://www.suju-masayuki.com/shops/karuizawashop.php 飲食店

㈱ＴＡＦ・ＮＡＧＡＫＵＲＡＹＡ 軽井沢町 0267-44-4055 https://www.nagakuraya.com 小売業（その他）

㈲軽井沢ドライ　本店 軽井沢町 0267-45-5294 専門サービス業

㈲軽井沢ドライ　ツルヤ店 軽井沢町 0267-46-1825 専門サービス業

㈲軽井沢ドライ　中軽井沢店 軽井沢町 0267-31-0294 専門サービス業

㈲丸山自動車整備工場 軽井沢町 0267-45-6088 専門サービス業

ブレッド＆バター 軽井沢町 0267-48-2515 飲食店

居酒や　かしばみ 軽井沢町 0267-46-0311 飲食店
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軽井沢きなり㈱ 軽井沢町 0267-48-0081 その他

アビーハウス1990 軽井沢町 0267-42-2725 http://www.abbey1990.com/ 飲食店

エホンゴホン堂 軽井沢町 0267-31-5183 https://www.ehongohondou.com/ 専門サービス業

奥の細道　はる 軽井沢町 090-9834-3439 飲食店

木邨 軽井沢町 0267-41-6917 飲食店

蛸あざぶ軽井沢 軽井沢町 090-2206-1144 飲食店

むかいはなれやま荘 軽井沢町 0267-42-6537 宿泊業

madre KARUiZAWA　マードレ軽井沢 軽井沢町 090-3143-0330 飲食店

トンヤングン 軽井沢町 090-2646-1624 飲食店

トラットリア　ラ・パッキア 軽井沢町 0267-46-1552 飲食店

そば処ながめ 軽井沢町 0267-45-5240 飲食店

ペンション星の子 軽井沢町 0267-46-1551 https://www.karuizawahosinoko.com/ 宿泊業

麺処　暁 軽井沢町 0267-41-0058 飲食店

ＮＯＮＥ ｃａｆｅ 軽井沢 軽井沢町 090-7119-2637 飲食店

冴沙 軽井沢町 0267-31-5053 飲食店

ＦｏｒｅｓｔＣｏｓｍｏｓ（フォレストコスモス軽井沢町 0267-44-6540 飲食店

無彩庵　池田 軽井沢町 0267-44-3930 http://www.musaian.com/ 飲食店

しらいと食堂 軽井沢町 0267-45-5721 飲食店

レストハウス　たむら 軽井沢町 0267-45-4891 飲食店

三代目　仔虎 軽井沢町 0267-45-5020 飲食店

美乃屋 軽井沢町 0267-42-5900 飲食店

ブルーホース 軽井沢町 0267-46-1004 飲食店

佳凛 軽井沢町 0267-41-6036 飲食店

アジュール 軽井沢町 0267-42-5308 飲食店

中国料理　龍宮 軽井沢町 0267-45-3013 飲食店

おでんち山荘 軽井沢町 0267-45-8088 宿泊業

レストランスプーン 軽井沢町 0267-42-7315 飲食店

ミカド珈琲軽井沢・プリンスショッピングプラザ軽井沢町 0267-42-0549 飲食店

ミカド珈琲軽井沢ツルヤ店 軽井沢町 0267-46-1900 飲食店

ミカド珈琲軽井沢旧道店 軽井沢町 0267-42-2453 飲食店

エンドウ歯科医院 軽井沢町 0267-45-6491 医療、福祉

ごはん屋　ＺＵＫＵ 軽井沢町 0267-41-0014 飲食店

カシェット 軽井沢町 0267-31-0622 飲食店（喫茶店・カフェ）

CONSTANTINA 軽井沢町 0267-31-6365 https://constantina.shop/ 小売（衣料品・靴）
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トラットリアモンテクッチーナ 軽井沢町 0267-41-2263 飲食店（専門料理店）

軽井沢焙煎所 軽井沢町 0267-31-0976 https://www.instagram.com/p/CKVdL4CjE31/?igshid=10i1x2sl4qvv小売（その他）

みなみ庵 軽井沢町 0267-41-6778 飲食店

スナック　タカサゴ 軽井沢町 0267-45-5673 飲食店

押立茶房 軽井沢町 0267-48-1160 飲食店

レストランれむの巣 軽井沢町 0267-45-4034 飲食店

碓氷山荘 軽井沢町 0267-42-3490 飲食店

パブ セピア 軽井沢町 0267-42-2755 飲食店

けろけろキッチン 軽井沢町 0267-46-0846 その他小売業

ビスッテカナオキ 軽井沢町 0267-48-2553 http://www.bisteccanaoki.com 飲食店

siorubakery 軽井沢町 0267-46-8706 小売業（菓子パン）

栁沢花屋 軽井沢町 0267-42-7665 その他小売業

ペンションバンビ 軽井沢町 0267-48-1866 宿泊業

ドーミー倶楽部軽井沢 軽井沢町 0267-44-3411 https://www.dormy-karuizawa.jp/ 宿泊業

ペンションやまぼうし 軽井沢町 0267-45-1378 https://www.karuizawa-yamaboushi.com/ 宿泊業

福幸亭 軽井沢町 0267-45-8411 飲食店

そば処きこり 軽井沢町 0267-45-1330 飲食店

ｓｏｂａ香りや　発地市庭店 軽井沢町 0267-45-0037 飲食店

民宿周和荘 軽井沢町 0267-45-6501 http://www.karumin.net/list/yado18.html 宿泊業

SORA HOTEL KARUIZAWA OUTLET 軽井沢町 0267-48-4448 https://www.outlet.sora-hotels.com 宿泊業

Porter House Steak & Grill 軽井沢町 0267-48-4448 https://www.outlet.sora-hotels.com/reataurant/ 飲食店

そば処　湯川 軽井沢町 0267-45-8655 飲食店

ラ・ルーチェ 軽井沢町 0267-45-2019 https://karuizawa-la-luce.jimdofree.com/ 飲食店

ステーキ　にこにこ牛 軽井沢町 0267-42-0808 飲食店

cocage cafe 軽井沢町 0267-42-3330 飲食店

リブマックスリゾート軽井沢 軽井沢町 0267-41-3535 https://www.livemax-resort.com/sp/nagano/karuizawa/ 宿泊業

リブマックスリゾート軽井沢フォレスト 軽井沢町 0267-45-2800 https://www.livemax-resort.com/sp/nagano/karuizawaーprm/ 宿泊業

㈲国際フーズ・軽井沢ボンジョルノ 軽井沢町 0267-42-6441 飲食店

季節料理ふくや 軽井沢町 0267-42-6447 飲食店

鉄板洋食　NISHIHATA 軽井沢町 0267-41-1158 飲食店

クリフサイドクラブ 軽井沢町 050-1359-2848 http://www.karuizawa-garage.com/cliffsideclub.html 飲食店

Gelateria Gina 軽井沢町 0267-27-2114 https://gelateriagina.com/ 飲食店

あってりめんこうじ 軽井沢町 0267-45-7922 飲食店

レストランれむの巣 軽井沢町 0267-45-4034 飲食店
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㈱宮村 軽井沢町 0267-42-3862 その他

スナックノエル 軽井沢町 0267-45-0182 飲食店

ひろ八 軽井沢町 0267-31-0289 飲食店

一期一会 軽井沢町 0267-42-1048 飲食店

スナックROA 軽井沢町 0267-42-9181 飲食店

ミネルバ茶房 軽井沢町 0267-42-5981 飲食店

パブ　たかくら 軽井沢町 0267-42-3601 飲食店

ハワイアンカフェ　ＬＵＬＵ軽井沢 軽井沢町 0267-48-2773 飲食店

軽井沢くろいわ無二 軽井沢町 090-2598-9618 https://www.kuroiwa-muni.com/ 飲食店

Hotel Indigo Karuizawa 軽井沢町 0267-42-1100 宿泊業

KAGARIBI 軽井沢町 0267-42-1100 飲食店

Ogosso 軽井沢町 0267-42-6339 http://www.ogosso.com/ 飲食店

ごはん処　鶴の恩返し 軽井沢町 0267-31-6471 飲食店

ＰＦピラティス 軽井沢町 050-5362-8084 https://physiofitpilates.net/ 専門サービス業

軽井沢ガイドサービス 軽井沢町 090-6958-3616 http://www7a.biglobe.ne.jp/~kgs/ 専門サービス業

軽井沢レンタサイクル 軽井沢町 0267-45-7200 スポーツ・娯楽施設

十二屋商店 軽井沢町 0267-45-5368 小売業（その他）

カフェ花の妖精 軽井沢町 080-1128-6729 飲食店

C-J-madoca 軽井沢町 090-2179-5049 小売業（その他）

HAIR　SALON　KOW 軽井沢町 0267-46-8278 理容業、美容業

はやぶさ代行 軽井沢町 0267-46-8893 専門サービス業

とう華 軽井沢町 0267-44-6755 https://handm-companyjimdotree.com 飲食店

FLOWER　JAM　BOX　KARUIZAWA 軽井沢町 0267-46-9364 小売業（その他）

下田杞柳工芸品店 軽井沢町 0267-42-3998 小売業（その他）

アドミックスヘア 軽井沢町 0267-45-0045 理容業、美容業

民宿ふじ㐂 軽井沢町 0267-42-6341 宿泊業

碓氷山荘 軽井沢町 0267-42-3490 飲食店

株式会社フローラモコ 軽井沢町 0267-46-8936 https://florqmoko.shop/ 小売業（その他）

なかかる鍼灸院 軽井沢町 080-3159-8211 専門サービス業

荻原理容院 軽井沢町 0267-45-6018 理容業、美容業

霧下織工房 軽井沢町 0267-48-3183 http://www.karuizawa-nagano.com 小売業（その他）

革の子工房 軽井沢町 0267-48-3183 http://www.karuizawa-nagano.com 小売業（その他）

白樺堂駅前通り店 軽井沢町 0267-42-2305 http://www.shirakabado.com/ 小売業（その他）

柿の木台の仲間たち 軽井沢町 0267-41-0183 小売業（衣服）
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カフェハウスぱいつばおる 軽井沢町 0267-42-4341 飲食店

美容室髪ひこうき 軽井沢町 0267-45-0014 理容業、美容業

ギャラリー羊児 軽井沢町 090-5520-6532 小売業（その他）

浅間観光タクシー 軽井沢町 0267-45-5264 専門サービス業

カインズ軽井沢店 軽井沢町 0267-46-6111 https://www.cainz.com/ 小売：百貨店・スーパー・ホームセンター

USHIBEYA 御代田町 0267-77-7059 飲食店

㈲軽井沢観光御代田営業所 御代田町 0267-32-2255 http://karuizawa-kanko.jp/ 運輸業、郵便業

西軽井沢ゴルフ練習場 御代田町 0267-32-3272 https://nishikaruizawa-golf.com/ スポーツ施設提供業

旬香 御代田町 0267-32-8833 飲食店

やまいし㈱ 御代田町 0267-32-2121 http://yamaishi.co.jp/ その他小売業

西軽井沢物産㈱ 御代田町 0267-32-2233 http://www.ajikura.com/direct/ 卸売業

㈱オートメカ・エフケイ 御代田町 0267-32-9200 http://www.automechafk.com/pc/index.html その他

民宿かじか 御代田町 0267-32-5333 http://www.janis.or.jp/users/kajika/index2.html 宿泊業

㈱八十二銀行御代田支店 御代田町 0267-32-4567 https://www.82bank.co.jp/ その他

ナカセスポーツ 御代田町 0267-32-5335 小売業（その他）

明治屋旅館 御代田町 0267-32-2028 https://meijiyaryokan.com/ 宿泊業

ジェニーコーポレーション㈱ 御代田町 0267-41-0451 https://jennie.jp/ 宿泊業

㈲中澤損害保険事務所 御代田町 0267-32-5540 http://nakazawa-sompo.com/ 金融業、保険業

井建住宅資材㈱ 御代田町 0267-32-2563 その他

井建トーヨー什器㈱ 御代田町 0267-32-5617 https://www.lixil-reform.net/scripts/usr/shop_detail.asp?p=924065 その他

㈱カネト 御代田町 0267-32-8001 http://www.kaneto.jp その他

マルタカ薬品 御代田町 0267-32-6621 小売業（その他）

㈲茂木新聞店 御代田町 0267-32-2244 http://motekishinbun.com/ その他

㈲ボディーショップオギ 御代田町 0267-32-8891 その他

㈲博衛企業 御代田町 0267-32-2416 その他

食事処　辨慶 御代田町 0267-32-6559 飲食店

ひょうたん　馬瀬口店 御代田町 0267-32-2391 https://hyoutan-miyota.com 宿泊業

浅間翁 御代田町 0267-41-0558 宿泊業

サンガコーヒー 御代田町 0267-32-6718 小売業（その他）

ラーメン大学佐久インター店 御代田町 0267-32-6783 飲食店

ラーメン館分福 御代田町 0267-32-0558 宿泊業

蕎麦兎月 御代田町 0267-31-0797 宿泊業

グリーンルーム（7月リニューアル） 御代田町 0267-31-0329 https://www.deli-koma.com/dk/shop/?clid=1022140 宿泊業

霧下そば　地粉や 御代田町 0267-32-6663 飲食店
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軽井沢ノロ＆野の花工房 御代田町 0267-31-2422 http://lognoro.com/ 飲食店

八ケ倉（ヤカクラ） 御代田町 0267-32-4261 http://www.yakakura.co.jp/ 飲食店

鮮 御代田町 0267-31-2080 https://www.deli-koma.com/dk/shop/?clid=1001924 飲食店

レストラン高山 御代田町 0267-32-3153 飲食店

そば処　石尊 御代田町 0267-32-8908 飲食店

ダイニングレストラントーマス 御代田町 0267-32-7805 飲食店

㈲金沢建設工業 御代田町 0267-32-6217 https://www.kanaken-kenkou-life.com/ その他

繁萬商店 御代田町 0267-32-2171 小売業（酒）

㈲尾台広告事務所 御代田町 0267-32-6750 その他

㈱ワイアンドイー 御代田町 0267-32-8393 不動産業

(資)武田自動車工場 御代田町 0267-32-2344 その他

アジルライフネット㈲ 御代田町 0267-32-3711 その他

NPO法人あさまハイランドスポーツクラブ 御代田町 0267-32-0019 スポーツ施設提供業

㈱メンハウスフードシステム 御代田町 宿泊業

ディレクションヘアー御代田店 御代田町 0267-32-1630 理容業、美容業

優生指圧鍼灸整骨院 御代田町 0267-41-6866 その他生活関連サービス業（エステ等）

BONANZA 御代田町 0267-41-4877 小売業（その他）

グランディ軽井沢ゴルフクラブ森泉コース 御代田町 0267-32-0001 https://www.resorttrust.co.jp/ スポーツ施設提供業

大浅間ゴルフクラブ 御代田町 0267-32-3131 http://www.daiasama.co.jp スポーツ施設提供業

しなの屋吉べえ 御代田町 0267-32-5865 http://www.kichibee.jp 飲食店

セブンイレブン御代田草越店 御代田町 0267-32-8823 小売業（コンビニ）

大谷地鉱泉 御代田町 0267-32-4204 その他生活関連サービス業（エステ等）

シンビ堂御代田薬局 御代田町 0267-32-8622 http://www.shinbi-do.com 小売業（ドラッグストア）

ドラッグストアマツモトキヨシ御代田店 御代田町 0267-31-2010 小売業（ドラッグストア）

レストランまほろば 御代田町 0267-32-5739 飲食店

アメリカンドラッグ御代田店 御代田町 0267-31-2630 http://www.moriki-group.info 小売業（ドラッグストア）

㈲三ツ谷オアシス商事 御代田町 0267-32-2150 飲食店

ドライブインオアシス 御代田町 0267-32-3150 小売業（その他）

㈱長野ホームサービス 御代田町 0267-32-4615 http://naganorc.co.jp 小売業（その他）

㈲長野商事 御代田町 0267-32-2412 小売業（その他）

菜食料理パザパ 御代田町 0267-32-5241 飲食店

整体室　なかむら 御代田町 090-7289-3207 http://miyota-seitai.com/ その他生活関連サービス業（エステ等）

オーベルジュ・デュ・グルマン 御代田町 0267-31-6554 https://auberge-du-gourmand.com/ 飲食店

セブンイレブン御代田旭町店 御代田町 0267-32-0233 https://www.sej.co.jp/ 小売業（コンビニ）
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美容室　Freeml 御代田町 0267-41-0867 http://salon.jpjme.com/freeml.html 理容業、美容業

やなぎや 御代田町 0267-32-3013 飲食店

イエローハット西軽井沢店 御代田町 0267-32-1680 https://www.yellowhat.jp/yellowhat/store/store_information?store_code=04小売業（その他）

ローソン御代田塩野店 御代田町 0267-31-3081 https://www.lawson.co.jp 小売業（コンビニ）

ベーカリーカフェココラデ御代田 御代田町 0267-41-0383 https://cocorade-miyota.jimdofree.com/ 小売業（菓子パン）

小林美容室 御代田町 0267-32-6005 理容業、美容業

理容コバヤシ 御代田町 0267-32-2355 理容業、美容業

㈲日之出 御代田町 0267-32-4864 その他生活関連サービス業（エステ等）

㈲トケイ・宝飾・メガネのイシヅカ 御代田町 0267-32-3488 小売業（その他）

いしづか化粧品店 御代田町 0267-32-3048 その他

みよたテレビ 御代田町 0267-32-3031 小売業（その他）

信陽堂駅前薬局 御代田町 0267-32-2458 小売業（ドラッグストア）

八百秀 御代田町 0267-32-2333 小売業（野菜果物）

ます栄食堂 御代田町 0267-32-3062 飲食店

ユニ企画印刷㈲ 御代田町 0267-32-2502 その他

㈱ベジアーツ 御代田町 0267-32-2212 小売業（野菜果物）

富士屋商店 御代田町 0267-32-2050 小売業（その他）

ヨダフォート 御代田町 0267-32-2425 専門サービス業

福喜多 御代田町 090-3147-9738 飲食店

㈲ハヤシ燃料 御代田町 0267-32-4358 その他小売業

㈱ウチデン 御代田町 0267-32-6311 その他

伊東電気 御代田町 0267-32-4411 その他

フェリーチェ 御代田町 0267-41-6288 小売業（その他）

㈱スズキ自販長野 御代田町 0267-32-6998 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20217952.sj-nagano/ その他

大井建設工業㈱ 御代田町 0267-32-3333 http://www.ooi-kensetsu.co.jp その他

㈲クリーニングいけだ 御代田町 0267-32-2645 https://www.cleaning-ikeda.com/ その他生活関連サービス業（エステ等）

㈲出沢商店 御代田町 0267-32-2222 その他

㈲天狗の茶屋 御代田町 0267-32-2142 飲食店

セブンイレブン西軽井沢店 御代田町 0267-32-2238 小売業（コンビニ）

三井学税理士事務所 御代田町 0267-31-2231 その他

㈲くるまや 御代田町 0267-32-4468 製造業

㈲叶屋商店 御代田町 0267-32-2258 小売業（酒）

コメリ＆グリーン御代田店 御代田町 0267-31-2547 小売業（その他）

カーコンビニ倶楽部須藤自動車 御代田町 0267-32-3176 http://www.ccc-nishikaruizawa.com その他
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ひまわり薬局 御代田町 0267-31-3120 小売業（その他）

髪切虫 御代田町 0267-32-7516 理容業、美容業

㈱啓愛社（ファミリーマート・エネオスSS） 御代田町 0267-32-2286 その他

㈱西軽井沢自動車 御代田町 0267-32-2500 その他

新広自動車工業 御代田町 0267-31-2260 その他

直売所あぐりす 御代田町 0267-32-1370 小売業（野菜果物）

上原畳店 御代田町 0267-32-5138 その他

㈲小川屋酒店 御代田町 0267-32-7772 小売業（酒）

土屋農機 御代田町 0267-32-4075 小売業（その他）

明治牛乳御代田販売店 御代田町 0267-32-6080 小売業（その他）

紅谷 御代田町 0267-32-6039 小売業（その他）

渡辺寝具店 御代田町 0267-32-3617 小売業（その他）

ケアサロンラメール 御代田町 0267-32-1811 http://www.lamer-beauty.com その他生活関連サービス業（エステ等）

しなの写真 御代田町 0267-32-2387 その他

㈲シナノ設備 御代田町 0267-32-2260 その他

浅間電設㈱ 御代田町 0267-32-5006 http://www.asama-d.co.jp その他

小林ふとん店 御代田町 0267-32-2363 小売業（その他）

晴れたらいいね 御代田町 0267-32-5563 http://www.haretara.com 飲食店

ガレージタカラ 御代田町 0267-31-2157 その他

マイショップサンライン浅間 御代田町 0267-32-8661 小売業（コンビニ）

㈱キョウショク 御代田町 0267-32-6155 http://www.kyoushoku.co.jp/ 製造業

㈲東和設備工業 御代田町 0267-32-2427 その他

㈲片山肉店 御代田町 0267-32-3539 http://www.feinkost.co.jp 小売業（食肉）

あさま動物病院 御代田町 0267-32-6454 http://www.asama-animal.jp その他

フラワーメイト 御代田町 0267-32-4335 小売業（その他）

㈲尾沼住建 御代田町 0267-32-5363 その他

癒しの茶処　アリス＆ミツコ 御代田町 0267-32-7793 飲食店

カフェ＆インテリアL 御代田町 0267-46-8889 飲食店

JA佐久浅間御代田支署管内SS・資材 御代田町 その他

㈲大蔵屋 御代田町 0267-32-2532 小売業（酒）

オーダーエンブレムの町田 御代田町 0267-32-2300 その他小売業

㈱サングループ 御代田町 0267-31-3610 その他

じらいや 御代田町 0267-32-8233 飲食店

㈲トランスポート軽井沢 御代田町 0267-31-2527 http://torakaru.co.jp 運輸業、郵便業
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ヘアーサロンArk 御代田町 0267-31-0430 http://ark-hair.net 理容業、美容業

カットハウス　Mr.カイト 御代田町 0267-32-8004 理容業、美容業

㈱エヌケイリゾートサービス（御代田駅前倶楽部） 御代田町 0267-31-2502 飲食店

コクーンティーンガーデン 御代田町 090-9851-0075 飲食店

ビューティーサロンnap 御代田町 0267-32-1122 理容業、美容業

㈲柳澤畳店 御代田町 0267-32-4047 http://www.ntcs.ne.jp/YANAGISAWA/ その他

㈲トランスポート軽井沢 御代田町 0267-31-2527 https://torakaru.co.jp 運輸業、郵便業

ル・パス・テ 御代田町 0267-31-0788 http://www.slow-style.com/spn/detail/index_893.html 飲食店

ルートインジャパン㈱ホテルルートインコート軽井沢 御代田町 0267-32-1011 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id宿泊業

soba 香りや 御代田町 0267-31-6620 飲食店

U＆I 御代田町 090-1868-9977 飲食店

U＆I 御代田町 090-1868-9977 飲食店

整体室なかむら 御代田町 090-7289-3207 https://miyota-seitai.com/ 医療・福祉

御代田駅前倶楽部 御代田町 0267-31-2502 https://m.facebook.com/miyotaekimaeclub 飲食店（居酒屋・酒類提供店）

旅館・民宿 高原 御代田町 0267-32-2242 宿泊業

スナックどっこい 御代田町 0267-32-5330 飲食店

だいせん 御代田町 0267-32-3400 飲食店

ペンション　野ばら 御代田町 0267-31-1085 宿泊業

やきとり　大勝 御代田町 0267-32-5956 飲食店

錦秀中華飯店 御代田町 050-1437-1490 飲食店

居酒屋　き楽楽 御代田町 0267-32-7855 飲食店

コパ 御代田町 0267-32-2272 飲食店

すなっく悦ちゃん 御代田町 090-3553-9584 飲食店

ギャラリーカフェ　ならの木 御代田町 0267-41-0323 飲食店

スナック　FINN 御代田町 080-8894-2866 飲食店

そば処　石尊 御代田町 0267-32-8908 飲食店

すずめカフェ 御代田町 0267-32-1488 https://suzumecafe.jimdofreee.com 飲食店

のみ処　花 御代田町 0267-31-5395 飲食店

フレンド 御代田町 080-9187-7799 飲食店

WARA 御代田町 0267-31-6255 飲食店

酔恋華 御代田町 080-5826-2511 飲食店

メビウス 御代田町 0267-32-1028 飲食店

喫茶スナックアルル 御代田町 0267-32-5124 飲食店

カフェ＆ギャラリー　OWL 御代田町 0267-32-1167 飲食店
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ペンション　マ・メゾン 御代田町 0267-32-0276 http://mamasion.sakura.ne.jp/ 宿泊業

喫茶スナックエンゼル 御代田町 0267-32-2852 飲食店

泉の銀座 御代田町 0267-32-6956 飲食店

岐阜屋 御代田町 0267-32-4129 飲食店

スナック　みちよ 御代田町 0267-41-0878 飲食店

みかづき 御代田町 080-3276-2844 飲食店

タイレストラン　サワディー 御代田町 080-6936-4332 飲食店

民宿　お山の大将 御代田町 0267-32-2440 宿泊業

スナック　織姫 御代田町 0267-32-4025 飲食店

café＆bar greenroom 御代田町 0267-31-0329 飲食店

カフェ・ド・ラフォーレ 御代田町 0267-32-3948 飲食店

スナック　ペリドット 御代田町 0267-32-8339 飲食店

和風スナック　小春 御代田町 090-1119-1310 飲食店

竹乃家 御代田町 0267-32-2672 飲食店

みよ田　和 御代田町 090-4700-2500 飲食店

スナック　りーち 御代田町 090-4135-4193 飲食店

スナック　スマイル 御代田町 080-2014-4633 飲食店

㈲シャトー 御代田町 0267-32-7140 宿泊業

いこい亭 御代田町 0267-32-1181 飲食店

おばんざい　つぼみ 御代田町 080-4099-6435 飲食店

お酒と小皿料理　りとるじぇむ 御代田町 0267-41-6435 飲食店

朝倉ペンション 御代田町 0267-32-5570 http://p-asakura.com 宿泊業

酒処　あすなろ 御代田町 0267-28-9019 飲食店

P・Kバンコク２ 御代田町 0267-32-6721 飲食店

V.I.P Lounge1/2 御代田町 080-9419-4499 飲食店

喫茶のんのん 御代田町 0267-32-5544 飲食店

バニタイ 御代田町 0267-41-0547 飲食店

味処　夢宿 御代田町 0267-46-8030 飲食店

neige café 御代田町 090-3140-7340 飲食店

loung R＆N 御代田町 080-1267-0122 飲食店

スナック　ルパン 御代田町 0267-31-6220 飲食店

スナック　passion 御代田町 090-2646-9273 飲食店

GRACIA 御代田町 0267-41-6544 飲食店

POP Lala 御代田町 090-7429-3983 飲食店
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ビストロ　バロンカプリス 御代田町 0267-32-0087 飲食店

West Garden K5 御代田町 050-1555-5142 持ち帰り、配達飲食サービス業

Cook-A 御代田町 0267-27-0431 飲食店

民宿　こうづ　神津弓道場 御代田町 0267-32-2226 宿泊業

キューピット 御代田町 090-4842-1991 飲食店

珈琲苑 御代田町 0267-32-4390 https://itp.ne.jp/info/209047588000000899 飲食店

ティールーム　アルカネット 御代田町 0267-32-2833 飲食店

スナック　桜 御代田町 090-1433-0350 飲食店

TREES 御代田町 090-6659-8087 飲食店

旬肴宴　かぶきや 御代田町 0267-41-6324 飲食店

名古屋 御代田町 090-8328-7338 飲食店

スナック　Be rich 御代田町 090-2577-1835 飲食店

HOTEL  R'sk 御代田町 0267-31-2344 飲食店

スナック　コアラ 御代田町 0267-32-7379 飲食店

スナック　pink star 御代田町 090-3087-9797 飲食店

わいしょい 御代田町 0267-32-6333 飲食店

タイ料理　ナンプン 御代田町 080-5109-7990 飲食店

Fan Fan 御代田町 080-2013-9729 飲食店

軽井沢リゾートシティ㈱ 御代田町 0267-32-8282 宿泊業

天丼　菊屋 御代田町 0267-32-0336 飲食店

㈱エース　居酒屋　風靡 御代田町 0267-32-0602 飲食店

㈱エース　黒兎代行 御代田町 0267-32-0602 専門サービス業

カフェ　シエスタ 御代田町 090-3535-9820 飲食店

カフェ　アリア 御代田町 070-5016-7863 飲食店

㈱S・K花企画 御代田町 0267-45-4619 http://www.sk-hana.com 小売業（その他）

たま２ 御代田町 080-3989-3275 飲食店

SAUNA FOREST CABIN軽井沢・御代田 御代田町 050-5479-1236 http://saunaforestcabin.com 宿泊業

P.スノーバード 立科町 0267-55-6080 http://snowbird-megamiko.com/ 宿泊業

よしむら美容室 立科町 0267-56-2922 理容業、美容業

㈱ルミエール 立科町 0267-55-6246 http://www.2in1-lumiere.jp 飲食店

そば処　水車茶屋 立科町 0267-55-6602 飲食店

ホテルコロシアム・イン・蓼科 立科町 0267-55-6341 http://www.colosseum.jp 宿泊業

かつら 立科町 0267-56-3187 飲食店

ペンションるぐらん 立科町 0267-55-6275 http://www.sas.janis.or.jp/~legrand/ 宿泊業
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金子兄弟自動車 立科町 0267-56-1364 サービス業（他に分類されないもの）

ホテルアンビエント蓼科 立科町 0267-55-7711 https://tateshina.izumigo.co.jp 宿泊業

たてしな薬局 立科町 0267-51-3636 小売業（ドラッグストア）

第一プランニング合同会社 立科町 0267-56-2264 http://d1-plan.com/ 専門サービス業

muguet　by　塩菓堂 立科町 0267-56-1083 小売業（菓子パン）

ガレージ ファルベン 立科町 0267-56-3460 サービス業（他に分類されないもの）

花水月 立科町 0267-56-0238 飲食店

株式会社　小宮山土木 立科町 0267-56-1299 http://komiyama.jp/ 建設業

マトバ建築 立科町 0267-56-1247 建設業

ロッヂ・グランシャルモ 立科町 0267-55-6255 https://grandscharmoz428.blog.fc2.com/ 宿泊業

三矢工業株式会社 立科町 0267-56-2233 https://mitsuyakogyo.co.jp 建設業

㈱エース 立科町 0267-56-3737 http://www.dia.janis.or.jp/~ace/company.html 建設業

有限会社重田自動車 立科町 0267-56-1161 サービス業（他に分類されないもの）

ペンションすもーくちーふ 立科町 0267-55-6377 http://www.smokechief.com 宿泊業

蓼科テディベア美術館 立科町 0267-55-7755 https://1027.jp/ 教育、学習支援業

有限会社ハクエイ石油 立科町 0267-56-1327 https://hakueisekiyu.business.site/ その他小売業

池の平白樺高原ホテル 立科町 0267-55-6204 https://kogen.ikenotaira-resort.co.jp/ 宿泊業

池の平ファミリーランド 立科町 0266-68-2100 https://familyland.ikenotaira-resort.co.jp/ その他娯楽業

レイクサイドプラザ 立科町 0266-68-2100 https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/plaza/index.html 飲食店

池の平ホテル 立科町 0266-68-2100 https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/ 宿泊業

白峰山荘 立科町 0267-55-6122 http://www.hakuhousansou.com/ 宿泊業

サウンドスナック　長福 立科町 0267-67-1283 飲食店

Angel　Café【㈱Selfish】 立科町 0267-78-5740 https://selfish.co.jp 小売業（その他）

株式会社　みつわ　メモリアルホールみつわ　立科店 立科町 0120-320-700 https://mitsuwa-sougi.co.jp/ サービス業（他に分類されないもの）

立科温泉　権現の湯 立科町 0267-56-0606 http://www.town.tateshina.nagano.jp/ その他生活関連サービス業

ペンション　じゅあん 立科町 0267-55-7355 http://www5b.biglobe.ne.jp/~juan/ 宿泊業

ペンション・ラクゥーン 立科町 0267-55-6606 http://www.p-racoon.jp 宿泊業

マルケイ建設株式会社 立科町 0267-56-1128 建設業

B＆Bsora　　　　　　　㈱エルソル 立科町 080-5029-0535 https://bnb-sora.com 宿泊業

Picnicbase&Hostel　　　　　〃 立科町 080-5029-0535 https://picnicbase.com 飲食店

takibihut　　　　　　　 　 〃 立科町 080-5029-0535 https://takibihut.com 宿泊業

㈱高橋組 立科町 0267-56-3388 建設業

ブルーベルコテージ 立科町 0267-55-6755 https://www.bluebell-cottage.jp/ 宿泊業

あかりや 立科町 0267-88-6946 https://akariya-stay.com/ 宿泊業
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トラストアンドアソシエイツ㈱ 立科町 080-4678-4379 http://trustassociates.co.jp/ 果樹作サービス業

Ｐｅｔｉｔ　ｂｏｎｈｅｕｒ（プティ ボヌール）【㈱Selfish】 立科町 0267-78-5740 https://selfish.co.jp 持ち帰り、配達飲食サービス業

そば処　せんすい 立科町 0267-55-7575 http://www.sas.janis.or.jp/~stream-m/ 飲食店

セブンイレブン立科町店 立科町 0267-56-3304 https://www.sej.co.jp 小売業（コンビニ）

㈲佐研フーズ 立科町 0267-56-0600 https://www.saken.co.jp/ 食料品製造業

立科ゴルフ倶楽部 立科町 0267-56-3111 https://tateshinagolf.com/ スポーツ施設提供業

そば処歩歩歩・（有）マスセンター 立科町 0267-78-3933 飲食店

ペンション You 悠 立科町 0267-55-6860 宿泊業

小梨ロッヂ 立科町 0267-55-6716 宿泊業

白樺高原国際スキー場 立科町 0267-55-6000 https://shirakaba-ski.jp スポーツ施設提供業

しらかば2in1スキー場 立科町 0267-55-6868 www.2in1.jp スポーツ施設提供業

農ん喜亭 立科町 0267-51-4100 http://www.nonki-mura.com 飲食店（食堂・レストラン）

農ん喜村 立科町 0267-51-4100 http://www.nonki-mura.com 小売（食品・酒）

ペンション　ウインズ 立科町 0267-55-7077 http://winds-megamiko.com 宿泊業

(有)はしもとや 立科町 0267-56-1044 小売業（酒）

ドライブイン笠取 立科町 0267-56-1072 飲食店

池の平スノーパーク 立科町 0266-68-2100 スポーツ施設提供業

ノーススター 立科町 0267-55-6521 飲食店

ペンション　ミルフィーユ 立科町 0267-55-6581 宿泊業

トゲルビズCo. 上田市 0268-71-5958 小売業（衣服）

石井食糧販売店 上田市 35-0152 小売業（その他）

㈾岩井屋商店 上田市 0268-35-0022 http://www2.marukotv.jp/~iwaiya/ 小売業（酒）

(有)うめや料理店 上田市 35-0135 飲食店

光養軒 上田市 35-0835 飲食店

(有)桜屋 上田市 36-1187 その他小売業

清水理容店 上田市 35-0540 理容業、美容業

高野漁具店 上田市 35-0131 小売業（その他）

滝沢産業(有) 上田市 35-0225 卸売業

中華料理ちくりん 上田市 35-0024 飲食店

㈾東信堂寺西薬局 上田市 35-0175 小売業（ドラッグストア）

ビューティーサロンエル 上田市 35-0151 理容業、美容業

食事処ふる里 上田市 35-2812 飲食店

美濃屋酒店 上田市 35-0074 小売業（酒）

みずえ美容室 上田市 35-0529 理容業、美容業
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(有)柳沢自動車工場 上田市 35-1888 専門サービス業

やまねや酒店 上田市 35-1581 小売業（酒）

(有)柳田金物店 上田市 35-0016 小売業（その他）

北澤モータース 上田市 0268-35-2934 http://www.ued.janis.or.jp/~kitamoto/ 専門サービス業

滝沢機械設計 上田市 35-2155 専門サービス業

食堂さか田 上田市 36-0008 飲食店

自然食ショップエコロ 上田市 35-1913 その他小売業

永井防災 上田市 36-0329 専門サービス業

藤華久三舞踊研究所 上田市 教育、学習支援業

㈱ガイアスジャパン 上田市 34-7755 その他小売業

ヘアーサロンタケウチ 上田市 35-2086 理容業、美容業

(有)しのはら自動車商会 上田市 42-2258 専門サービス業

富岡自動車鈑金 上田市 42-3321 専門サービス業

大石理容店 上田市 42-2983 理容業、美容業

㈱イデウラ美容室 上田市 42-5533 理容業、美容業

滝沢自動車 上田市 42-3191 専門サービス業

理容サクライ 上田市 42-3264 理容業、美容業

近藤製畳所 上田市 42-2622 製造業

竹花伸一土地家屋調査士事務所 上田市 42-6597 専門サービス業

タキザワ写真館 上田市 42-2232 専門サービス業

㈱デリシア丸子店 上田市 43-4105 小売業（百貨店、総合スーパー）

せいこ(やきとり) 上田市 42-5557 飲食店

㈱イーエムダスキン丸子支店 上田市 41-1900 専門サービス業

(有)旅ネット長野 上田市 43-8411 専門サービス業

信州さがみ典礼丸子法事センター 上田市 43-4040 専門サービス業

シードジャパン㈱ 上田市 41-1224 専門サービス業

㈱すきこそじょうず 上田市 64-2963 https://www.sukikoso.com/ 教育、学習支援業

INVADER　ONE㈱ 上田市 42-3967 教育、学習支援業

ROOTZ 上田市 43-2528 その他小売業

社会福祉法人まるこ福祉会 上田市 71-6263 医療、福祉

ぐるめ食堂 上田市 75-5665 http://www.gurume-shokudo.com/ 飲食店

青木プロダクション 上田市 42-5555 専門サービス業

山本会計 上田市 55-7008 専門サービス業

(有)丸子マシンセンター 上田市 42-5589 専門サービス業
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臥龍洞 上田市 42-2561 飲食店

徳竹自動車㈱ 上田市 42-3330 専門サービス業

いくた館 上田市 43-3223 その他娯楽業

喫茶リバーサイド 上田市 43-1222 http://riverside2000.jugem.jp/ 飲食店

㈱ミヤマ 上田市 43-3262 https://www.miyama-bm.com/ 専門サービス業

フミヤ・メンテナンス・サービス 上田市 43-3254 専門サービス業

美容室ジョイ 上田市 42-4093 理容業、美容業

セブン・イレブン丸子生田店 上田市 43-3907 小売業（コンビニ）

でんきのサポート・C 上田市 42-3590 専門サービス業

はせ川 上田市 43-4567 飲食店

パン工房かない 上田市 43-0258 小売業（菓子パン）

上田市農産物直売加工センター運営組合(あさつゆ) 上田市 その他

ローソン丸子御岳堂店 上田市 43-8321 小売業（コンビニ）

ファミリー上田店 上田市 42-0017 http://family-ueda.com/ 専門サービス業

ル・ポタジェ 上田市 43-3295 飲食店

クイーン 上田市 43-3266 小売業（衣服）

一般財団法人信州国際音楽村 上田市 42-3436 その他

オートガレージ雅 上田市 42-1600 専門サービス業

合同会社クラウン 上田市 小売業（その他）

K1㈱ 上田市 75-8407 その他小売業

アピア下丸子店 上田市 42-3458 専門サービス業

ノワシミズ 上田市 42-2328 小売業（その他）

美容室とぼり 上田市 42-4624 理容業、美容業

中村薬局 上田市 42-3489 小売業（ドラッグストア）

(有)丸子自動車工場 上田市 42-4613 専門サービス業

㈱丸子車体工業 上田市 42-6000 https://marukosyatai.jimdofree.com/ 専門サービス業

よだや酒店 上田市 42-6633 小売業（酒）

㈱若林モータース 上田市 43-2103 専門サービス業

(有)アイリース 上田市 42-2550 専門サービス業

㈱しまむら 上田市 43-4701 小売業（衣服）

エス・ディ・オー 上田市 42-4285 専門サービス業

ブロードキャストラボ合同会社 上田市 75-8866 専門サービス業

信州エコサービス 上田市 43-3050 専門サービス業

㈱エリート・モータース 上田市 42-2215 専門サービス業
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カットショップクリスタル 上田市 42-6495 理容業、美容業

カワイ理容室 上田市 43-2300 理容業、美容業

れすと茶房KOKURA 上田市 42-6577 飲食店

関薬局 上田市 42-2452 小売業（ドラッグストア）

関電機㈱ 上田市 42-2506 専門サービス業

成澤自動車 上田市 42-3933 専門サービス業

丸子施設サービス(有) 上田市 43-2367 専門サービス業

ジールヘアー 上田市 43-1151 理容業、美容業

明和フーズ㈱おおぎやラーメン丸子店 上田市 43-1525 飲食店

クォリティフーズ㈱丸子フレスポ店 上田市 42-1482 飲食店

㈱ツルヤ丸子店 上田市 42-3211 小売業（百貨店、総合スーパー）

メガネのコミヤマ丸子店 上田市 42-1570 小売業（その他）

花の木 上田市 43-3955 飲食店

㈱コスコ 上田市 43-3300 小売業（ドラッグストア）

カフェギャラリーザイデンシュトラーセン 上田市 42-6673 飲食店

Capelli 上田市 55-7968 理容業、美容業

鉄板メイク 上田市 71-0809 飲食店

瀧澤　敦 上田市 専門サービス業

(有)海鮮専門店魚久 上田市 42-2134 小売業（鮮魚）

うなもと食堂 上田市 42-2018 飲食店

小平電機商会 上田市 42-2366 専門サービス業

(有)ナガイ 上田市 42-5077 専門サービス業

WING(有) 上田市 42-2163

ヘアーサロンシロタ 上田市 42-2962 理容業、美容業

(有)笹沢ベーカリー 上田市 42-2242 小売業（菓子パン）

(有)佐藤新聞店 上田市 42-2223 http://mcc-sato.com/ 専門サービス業

斉藤理容館 上田市 42-3582 理容業、美容業

佐藤写真館 上田市 42-2375 専門サービス業

(有)酒井薬局 上田市 42-2140 医療、福祉

(有)栄屋クリーニング店 上田市 42-2352 専門サービス業

美容室プノイマ 上田市 42-2711 理容業、美容業

(有)高野生花店 上田市 42-2344 小売業（その他）

飲食店のぶ 上田市 42-2592 飲食店

はら田 上田市 42-2706 飲食店
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不二毛糸㈱ 上田市 42-2229 小売業（その他）

ほていや食堂 上田市 42-4014 飲食店

(有)藤本 上田市 42-6811 宿泊業

ハラダ自動車 上田市 42-2049 専門サービス業

パブメダム 上田市 42-3215 飲食店

丸光自動車㈱ 上田市 42-3116 専門サービス業

まるちょん商店 上田市 42-2902 小売業（その他）

万楽 上田市 42-2570 飲食店

丸子日通プロパン販売(有) 上田市 42-2093 卸売業

吉村清掃 上田市 43-2121 専門サービス業

湯谷食堂 上田市 42-2278 飲食店

依田窪食糧販売企業組合上丸子食糧販売店 上田市 42-2238 小売業（その他）

理容やなぎさわ 上田市 42-2949 理容業、美容業

酒井理容店 上田市 42-2544 理容業、美容業

(有)ルル 上田市 42-2868 https://www.patisserie-ruru.com/ 小売業（その他）

趣味の店ワイワイ 上田市 43-0809 その他小売業

㈱わかまつ 上田市 42-6600 https://maruko-wakamatsu.jimdo.com/ 小売業（その他）

㈾枡屋酒造場 上田市 42-2038 製造業

滝澤一成土地家屋調査士事務所 上田市 42-0735 専門サービス業

キィーズステーション丸子校 上田市 43-4690 教育、学習支援業

長野県自家用自動車協会依田窪支部 上田市 その他

清水和夫税理士事務所 上田市 42-2222 専門サービス業

(有)だいまる 上田市 42-3881 小売業（その他）

ジーウィルインターナショナル 上田市 43-3235 専門サービス業

なかよし薬局 上田市 42-2088 医療、福祉

㈱フォーエー 上田市 71-5456 その他小売業

まるちゃん 上田市 71-0598 飲食店

洋風居酒屋　年中夢中 上田市 75-5818 飲食店

かたぎり 上田市 42-2040 飲食店

(有)魚久本店 上田市 42-2017 飲食店

笹沢時計店 上田市 42-2184 小売業（その他）

美容室アヅマ 上田市 42-5192 理容業、美容業

ふぢたや 上田市 42-2560 小売業（その他）

大和屋化粧品店 上田市 42-2920 小売業（その他）
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柳宴 上田市 42-3710 飲食店

和洋菓子さわむら 上田市 42-2522 小売業（その他）

マカベ美容室 上田市 42-2941 理容業、美容業

(有)丸山紙店 上田市 42-2310 その他小売業

(有)小林電器商会 上田市 42-2478 専門サービス業

かっぽう 上田市 42-3977 飲食店

ライブハウスマルコ 上田市 42-3293 その他娯楽業

丸子テレビ放送㈱ 上田市 43-2111 情報通信業

小林理容店 上田市 42-2921 理容業、美容業

サイトー時計店 上田市 42-2400 小売業（その他）

㈾金七酒店 上田市 42-2077 小売業（酒）

わたや玩具店 上田市 42-2869 小売業（その他）

㈱コバヤシ 上田市 42-6767 小売業（ドラッグストア）

(有)丸子クリーニング 上田市 42-2731 専門サービス業

スナック加納 上田市 42-6326 飲食店

ぶんぷく 上田市 飲食店

スナック菊 上田市 42-3087 飲食店

のみくい処みかちゃん 上田市 42-4225 飲食店

丸子ライオンズクラブ 上田市 その他

焼肉Kim 上田市 42-5667 飲食店

まるこ整骨院 上田市 医療、福祉

蔵や 上田市 75-0008 飲食店

(有)あさかわ 上田市 42-4040 小売業（その他）

北原理髪店 上田市 42-3195 理容業、美容業

澤山電器商会 上田市 42-2878 専門サービス業

(有)佐藤商店 上田市 42-2211 小売業（コンビニ）

竹内克彦司法書士事務所 上田市 42-7108 専門サービス業

田村薬品 上田市 42-2623 医療、福祉

理容ヒグチ 上田市 42-2012 理容業、美容業

丸子バッティングセンター 上田市 43-3406 スポーツ施設提供業

丸子スポーツ 上田市 43-2052 小売業（その他）

㈱ヤスイ家具 上田市 43-4082 小売業（その他）

デリシア上丸子店 上田市 42-7200 小売業（百貨店、総合スーパー）

和旬彩　中なかや 上田市 42-7078 飲食店
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アトム電器上田東店 上田市 42-2579 専門サービス業

㈱カワチ薬品丸子店 上田市 42-7213 小売業（ドラッグストア）

㈱スキーム＆サービス 上田市 71-0827 情報通信業

酒処ちゃこ 上田市 飲食店

児玉タタミ製作所 上田市 43-2329 製造業

カサイ美容室 上田市 42-3164 理容業、美容業

合同会社千花堂 上田市 42-3773 専門サービス業

羽田時計眼鏡店 上田市 43-2118 https://hatatokei-maruko.com/ 小売業（その他）

森商店 上田市 42-2046 小売業（その他）

BRUIN 上田市 42-2503 その他小売業

国際環境技研㈱ 上田市 71-5013 不動産業

ヒルサイドガレージ 上田市 75-0019 専門サービス業

UpRiver 上田市

竹花伍男 上田市 42-2274

滝沢商店 上田市 42-3835 小売業（その他）

(有)芳賀鈑金塗装 上田市 42-3355 専門サービス業

ジュエルシモムラ 上田市 42-3812 小売業（その他）

藤原一級建築士事務所 上田市 43-2026 専門サービス業

清水会計事務所 上田市 43-4880 専門サービス業

(有)清水自動車興業 上田市 42-2230 専門サービス業

土屋輪業 上田市 42-3037 専門サービス業

宮下和美土地家屋調査士事務所 上田市 専門サービス業

川渕寝具店 上田市 42-7116 小売業（その他）

東内モータース 上田市 42-5847 専門サービス業

(有)篠原商店 上田市 42-2309 専門サービス業

ドライブインルート大黒 上田市 45-3039 飲食店

食堂やま 上田市 44-2628 飲食店

木曾屋 上田市 44-2505 その他

カネタ自動車 上田市 44-2318 専門サービス業

(有)河野商会 上田市 44-2444 専門サービス業

竹花モータース 上田市 41-7733 専門サービス業

中屋旅館 上田市 44-2216 宿泊業

㈱ボーテディマージュレイ 上田市 75-8801 https://www.kagu-ya.info/ その他生活関連サービス業（エステ等）

㈱和泉屋旅館 上田市 44-2011 https://hitou-izumiya.jp/ 宿泊業
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かつら旅館 上田市 44-2523 http://www.katsura-ryokan.com/ 宿泊業

河鹿荘 上田市 44-2036 http://kajika.kakeyu.org/ 宿泊業

(有)黒岩旅館 上田市 44-2428 http://www.kuroiwaryokan.com/ 宿泊業

(有)ホテル斉北荘 上田市 44-2417 http://saihokuso.info/ 宿泊業

大江戸温泉物語湯屋鹿教湯藤館 上田市 44-2231 https://kakeyu.ooedoonsen.jp/ 宿泊業

(有)永井旅館 上田市 44-2704 宿泊業

三水館 上田市 44-2731 http://sansuikan.info/ 宿泊業

(有)鹿乃屋旅館 上田市 44-2141 宿泊業

(有)寿旅館 上田市 44-2538 http://b-kotobuki.com/ 宿泊業

旅館玉屋 上田市 44-2522 http://www.tamaya-ryokan.jp/ 宿泊業

(有)鹿鳴荘 上田市 44-2236 http://rokumeisou.net/ 宿泊業

(有)いづみや旅館 上田市 44-2001 http://www.kakeyu-izumiyaryokan.com/ 宿泊業

(有)中村旅館 上田市 44-2201 http://www.nakamuraryokan.net/ 宿泊業

㈱斉藤ホテル 上田市 44-2211 https://www.saito-hotel.co.jp/ 宿泊業

(有)藤屋旅館 上田市 44-2204 宿泊業

(有)つるや旅館 上田市 44-2121 http://tsuruya-ryokan.co.jp/ 宿泊業

鹿月荘 上田市 44-2206 http://kagetsusou.com/ 宿泊業

(有)おきな商店 上田市 44-2503 http://www.okina-kakeyu.com/shop_cmt.html 小売業（その他）

斉藤時計眼鏡店 上田市 44-2557 小売業（その他）

斉藤農園 上田市 44-2513 その他

斉藤理容店 上田市 44-2558 理容業、美容業

㈱サカエヤ 上田市 44-2314 小売業（酒）

塩川菓子舗 上田市 44-2420 小売業（その他）

清涼堂菓子店 上田市 44-2447 小売業（その他）

そば処辰巳屋 上田市 44-2443 飲食店

寿司八光 上田市 44-2514 宿泊業

水野オートサービス 上田市 45-3108 専門サービス業

やまびこ理容店 上田市 44-2930 理容業、美容業

やまもと美容室 上田市 44-2609 理容業、美容業

鹿教湯温泉観光協会 上田市 44-2331 その他

ベリーアイ水野 上田市 45-3108 小売業（野菜果物）

上燃㈱ 上田市 小売業（その他）

ツーリスト美乃和 上田市 85-2539 飲食店

スナック桐 上田市 85-2172 飲食店
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ヤマサ自動車鈑金 上田市 85-2243 専門サービス業

スナックアゲイン 上田市 85-3353 飲食店

(有)ヒカリ 上田市 85-2240 その他

㈱ノリ薬局たけし 上田市 85-3518 小売業（ドラッグストア）

旬彩処鳥羽 上田市 85-3681 飲食店

コメリハードアンドグリーン武石店 上田市 41-4031 小売業（ホームセンター）

ファミリーレストランあさひ 上田市 85-2121 飲食店

ラーメンフロンティアCAMO-ME 上田市 85-0039 http://camomejapan.web.fc2.com/ 飲食店

美ヶ原燃料(有) 上田市 42-3030 小売業（その他）

食い処倖家 上田市 85-3306 飲食店

信越上田商事 上田市 85-3311 その他小売業

オートリペア長野 上田市 85-2296 専門サービス業

(有)桜井名入用品 上田市 85-2300 専門サービス業

やきとりほろほろ 上田市 85-3358 http://yakitori-holoholo.com/ 飲食店

アクティヴデンタル 上田市 85-3345 医療、福祉

トータルリペア有達 上田市 85-0581 専門サービス業

新保商店 上田市 85-2018 その他小売業

武石清掃 上田市 85-2711 専門サービス業

㈱原田工業 上田市 43-0974 専門サービス業

パルクタカハシ 上田市 85-2756 その他小売業

㈱青山農販 上田市 85-2656 その他

柳沢基礎学習ソロバン教室 上田市 85-2129 教育、学習支援業

健友館上小 上田市 85-3650 その他

㈱松山自動車invt 上田市 85-2212 https://mginvt.wixsite.com/matsuyamajidousya 専門サービス業

ながせ薬局 上田市 71-0612 小売業（ドラッグストア）

手打ちラーメンかじかや 上田市 85-2881 飲食店

café和 上田市 71-0114 飲食店

㈱地元カンパニー 上田市 https://www.jimo.co.jp/ 専門サービス業

中屋製菓 上田市 85-3252 製造業

酒のコサカ 上田市 85-0158 小売業（酒）

㈱フジランド 上田市 86-2331 飲食店

民宿みどり 上田市 85-2286 宿泊業

アイ・ピー管理㈱ 上田市 87-3500 不動産業

大平酒店 上田市 85-2329 小売業（酒）

45/71



店名・事業所名 市町村名 電話番号 ホームページURL 業種
メルシャン㈱シャトー・メルシャン椀子ワイナリー 上田市 75-8790 https://www.chateaumercian.com/winery/mariko/index.html 小売業（酒）

緒環 上田市 36-4646 http://odamaki.jp/contact/ 飲食店

雲渓荘 上田市 85-2263 http://www.unkeiso.com/ 宿泊業

武石温泉うつくしの湯 上田市 85-3900 http://www.unkeiso.com/utukushi.html その他娯楽業

上田市武石巣栗渓谷緑の広場 上田市 86-2003 https://www.ueda-rpc.or.jp/facility/sugurikeikoku.html その他娯楽業

上田市鹿教湯健康センター　クアハウス鹿教湯 上田市 44-2131 https://www.ueda-rpc.or.jp/facility/kurhauskakeyu.html その他娯楽業

山口ダイカスト 上田市 0268-72-2431 製造業

上田食糧販売企業組合 上田市 0268-72-2125 卸売業

ほりけん工業 上田市 0268-72-2878 製造業

住まいるサカモト 上田市 0268-72-1578 その他

株式会社新村　真田工場 上田市 0268-72-4361 製造業

株式会社創風 上田市 0268-72-4075 製造業

小葉機材リース 上田市 0268-72-8066 物品賃貸業

イワヤ株式会社 上田市 0268-72-2323 宿泊業

三窯 上田市 090-2335-1192 製造業

ペッカー倉島 上田市 0268-72-3612 その他

有限会社風屋 上田市 0268-72-9898 製造業

山家神社 上田市 0268-72-5700 その他

ビューティーサロン  フレンド 上田市 0268-72-3103 理容業、美容業

真田陸送株式会社 上田市 0268-72-2345 運輸業、郵便業

真田産業有限会社 上田市 0268-72-2624 製造業

理容うつみ 上田市 0268-72-3084 理容業、美容業

株式会社カナイ 上田市 0268-72-2118 その他

柳沢製作所 上田市 0268-72-2062 製造業

ジェイエイ長店 上田市 0268-72-2009 小売業（その他）

宮下鈑金 上田市 0268-23-2738 製造業

居酒屋真田 上田市 0268-72-3480 飲食店

宮島酒店 上田市 0268-72-4039 小売業（酒）

木島建設株式会社 上田市 0268-72-2267 その他

澤商店 上田市 0268-72-3296 製造業

信越電線株式会社 上田市 0268-72-2933 製造業

株式会社テイツウ・システムズ 上田市 0268-72-5551 製造業

シントク防水 上田市 0268-72-3601 その他

山崎工務店 上田市 0268-72-2716 その他
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ペイント矢島 上田市 0268-72-4206 その他

有限会社ながみね 上田市 0268-72-3726 その他小売業

株式会社関鉄工所 上田市 0268-72-3920 製造業

株式会社小川精機製作所 上田市 0268-72-1087 製造業

株式会社カツノ技研 上田市 0268-72-4227 製造業

拓信工業 上田市 0268-72-3798 製造業

有限会社柳沢紙器製作所 上田市 0268-72-4200 製造業

有限会社セキテック 上田市 0268-72-4473 製造業

大栄運輸株式会社 上田市 0268-72-2031 運輸業、郵便業

有限会社永商 上田市 0268-72-9111 運輸業、郵便業

千串屋　上田店 上田市 0268-72-2251 飲食店

春原建築 上田市 0268-72-2430 その他

カフェ＆ギャラリーSaan 上田市 0268-72-8100 http://www.azarean.jp/?page_id=309 飲食店

坂口接骨院 上田市 0268-72-5039 医療、福祉

内山ビューティサロン 上田市 0268-72-3568 理容業、美容業

紋屋工務店 上田市 0268-75-7103 その他

上田信用金庫真田支店 上田市 0268-72-4111 金融業、保険業

マサザワインテリア 上田市 0268-24-8039 その他

真田町きのこ部会 上田市 0268-72-9030 製造業

石巻設備 上田市 02638-73-2021 その他

シライノブコ美容室 上田市 0268-27-3606 理容業、美容業

江戸屋 上田市 0268-75-3525 飲食店

巴商事 上田市 0268-73-2275 専門サービス業

樹園アオキ 上田市 0268-73-2914 その他

株式会社若林 上田市 0268-75-3222 その他

真田町造園協同組合 上田市 0268-73-2914 その他

新栄工業株式会社 上田市 0268-75-3121 その他

理容ナカザワ 上田市 0268-75-3411 理容業、美容業

ニッシンプラント株式会社 上田市 0268-75-3311 製造業

ササキ電工 上田市 0268-75-3553 その他

株式会社マルホー食品 上田市 0268-73-2535 製造業

有限会社三井醸造店 上田市 0268-73-2515 卸売業

小川物産 上田市 0268-75-3402 卸売業

有限会社飯嶋林業 上田市 0268-73-2650 製造業
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株式会社アイスリー 上田市 0268-61-5140 製造業

有限会社東信損害保険センター 上田市 0268-27-8233 金融業、保険業

有限会社上田急便 上田市 0268-61-5500 運輸業、郵便業

株式会社ＮＩＳＳＩＮ　ＡＰＳ 上田市 0268-73-2614 製造業

三井酒造合資会社 上田市 0268-73-2512 小売業（酒）

理容ヨコタ 上田市 0268-73-2227 理容業、美容業

有限会社駒屋商店 上田市 0268-72-3696 理容業、美容業

有限会社三井ＰＲＫ 上田市 0268-73-2615 製造業

有限会社ファインフォーミング 上田市 0268-61-5002 製造業

坂口木工所 上田市 0268-75-3434 製造業

佐藤建築 上田市 0268-73-2386 その他

オートガレージフラッシュ 上田市 0268-75-5959 専門サービス業

堀内塗装店 上田市 0268-61-5051 その他

柄澤住設 上田市 0268-75-3436 その他

せば乃家 上田市 0268-73-2385 飲食店

有限会社真田清掃社 上田市 0268-73-2607 専門サービス業

株式会社堀内建設 上田市 0268-73-2168 その他

入軽井沢館 上田市 0238-75-3667 製造業

有限会社商工サングー 上田市 0268-75-3534 その他

駅前食堂 上田市 0268-72-2535 飲食店

有限会社今川自動鈑金塗装 上田市 0268-72-3633 専門サービス業

有限会社市川自動車真田 上田市 0268-72-3838 専門サービス業

セブンイレブン真田店 上田市 0268-72-4672 小売業（コンビニ）

古居酒店 上田市 0268-72-2528 小売業（酒）

宮入鉄工所 上田市 0268-72-3282 製造業

飯島建築 上田市 090-5751-6123 その他

コイズミ興業 上田市 0268-72-2897 専門サービス業

美容室ケイズヘアーデザイン 上田市 0268-72-4987 理容業、美容業

株式会社ファーマスト真田薬局 上田市 0268-72-3100 小売業（ドラッグストア）

喫茶キミック 上田市 0268-72-4094 飲食店

すし春 上田市 0268-72-4150 飲食店

いたこ庵 上田市 0268-72-5132 飲食店

市川自工建機株式会社 上田市 0268-72-0172 専門サービス業

有限会社アジオ 上田市 0268-72-8020 その他
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高寺工務店 上田市 0268-72-2286 その他

高寺工業所 上田市 0268-72-3181 製造業

株式会社ＡＮＺＥＮ 上田市 0268-72-8850 その他

だんご処　すが原 上田市 0268-72-1305 製造業

有限会社内川木材 上田市 0268-72-0103 その他

AutoStage WAKABAYASHI 上田市 0268-72-2002 専門サービス業

ソニックテクノロジー株式会社 上田市 0268-75-5287 その他小売業

イチノセ管工 上田市 0268-72-3000 その他

株式会社真設 上田市 0268-72-4606 その他

佐　助 上田市 0268-72-2287 飲食店

若林設備工業所 上田市 0268-72-3166 その他

そば処　真田 上田市 0268-72-3113 飲食店

株式会社アサヒ興業 上田市 0268-72-3414 その他

株式会社松栄製作所 上田市 0268-72-4400 製造業

株式会社飯島建設 上田市 0268-72-2623 その他

株式会社塚田メディカル・リサーチ 上田市 0268-72-5370 製造業

株式会社ティーアイジー 上田市 0268-72-2100 製造業

高寺建装 上田市 0268-72-4476 その他

有限会社清水電気商会 上田市 0268-72-2106 その他

有限会社丸藤商会 上田市 0268-72-4088 その他

サカエ工房 上田市 0268-72-3850 製造業

庭志 上田市 0268-71-6264 その他

ホンダトラスト 上田市 0268-72-4770 小売業（その他）

有限会社ドーム管工 上田市 0268-72-0771 その他

昭和板金 上田市 0268-72-2640 製造業

新村造園 上田市 0268-72-2310 その他

倉島精機製作所 上田市 0268-72-4141 製造業

木島社会保険労務士事務所 上田市 0268-72-0098 専門サービス業

坂口防水 上田市 0268-72-2840 その他

カントリーハウス２１ 上田市 0268-72-4911 その他

枝堀園 上田市 0268-72-1555 その他

有限会社関酒店 上田市 0268-72-2055 小売業（酒）

焼き鳥　三代 上田市 0268-72-4946 飲食店

株式会社トライ 上田市 0268-72-4831 専門サービス業
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横沢化学株式会社 上田市 0268-72-0200 製造業

市崎理容店 上田市 0268-72-3110 理容業、美容業

清水ランドリー 上田市 0268-72-2703 その他生活関連サービス業（エステ等）

寿し香 上田市 0268-72-3630 飲食店

仙　岳 上田市 0268-72-3832 飲食店

エステム商事 上田市 0268-72-3954 小売業（その他）

有限会社大栄工業 上田市 0268-72-2293 製造業

向陽モータース有限会社 上田市 0268-72-2052 専門サービス業

有限会社加藤製作所 上田市 0268-72-2145 製造業

セキグチデンキ株式会社 上田市 0268-72-2644 小売業（その他）

やまぎわ薬局真田店 上田市 0268-72-4755 小売業（ドラッグストア）

八十二銀行真田支店 上田市 0268-27-1182 金融業、保険業

ウエルシア薬局株式会社上田真田店　 上田市 0268-72-8733 小売業（ドラッグストア）

マルイチ電子工業 上田市 0268-72-2429 製造業

真琉家 上田市 0268-72-0825 飲食店

赤木製作所 上田市 0268-72-2239 製造業

滝原左官店 上田市 0268-72-3758 その他

有限会社合葉商会 上田市 0268-72-3876 その他

株式会社ダイエンジニアリング 上田市 0268-72-8150 製造業

有限会社山喜荘 上田市 0268-74-2331 宿泊業

株式会社白樺 上田市 0268-74-2511 宿泊業

有限会社菅平プリンスホテル 上田市 0268-74-2100 宿泊業

有限会社菅平パークホテル 上田市 0268-74-2533 宿泊業

有限会社ダボスタカシマヤ 上田市 0268-74-2035 宿泊業

株式会社ホテルやまびこ 上田市 0268-74-2064 宿泊業

有限会社菅平サンホテル 上田市 0268-74-2360 宿泊業

有限会社ホテルニューダボス 上田市 0268-74-2066 宿泊業

有限会社朝日屋 上田市 0268-74-2661 宿泊業

有限会社菅平国際ホテルベルニナ 上田市 0268-74-2325 宿泊業

有限会社大和館 上田市 0268-74-3711 宿泊業

有限会社菅平高原プラザホテル 上田市 0268-74-2345 宿泊業

有限会社菅平ホテル 上田市 0268-74-2001 宿泊業

株式会社ホテル亀屋 上田市 0268-74-2523 宿泊業

有限会社スポーツハイム初音館 上田市 0268-74-2628 宿泊業
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有限会社第一館 上田市 0268-74-2030 宿泊業

有限会社田沢館 上田市 0268-74-2318 宿泊業

ゾンタック 上田市 0268-74-1111 宿泊業

株式会社城山館 上田市 0268-74-2678 宿泊業

株式会社桑田館 上田市 0268-74-2515 宿泊業

有限会社エーデルホテル 上田市 0268-74-2131 宿泊業

有限会社菅平スイスホテル 上田市 0268-74-3411 宿泊業

有限会社ホテル富士屋 上田市 0268-74-2038 宿泊業

有限会社リゾートハイランド美やざき 上田市 0268-74-2082 宿泊業

有限会社山光館 上田市 0268-74-2616 宿泊業

有限会社天狗ロッヂ 上田市 0268-74-2431 宿泊業

有限会社まるみ山荘 上田市 0268-74-2065 宿泊業

株式会社ロッヂいざよい 上田市 0268-74-2048 宿泊業

ふぁーむロッジ 上田市 0268-74-2108 宿泊業

白明館 上田市 0268-74-2026 宿泊業

プチホテルちょっと屋ガーデン 上田市 0268-74-3330 宿泊業

あずまや株式会社 上田市 0268-74-2163 宿泊業

有限会社シープランドルピナス 上田市 0268-74-2422 宿泊業

太郎館 上田市 0268-74-2300 宿泊業

山本館 上田市 0268-74-2085 宿泊業

有限会社佐藤旅館 上田市 0268-74-3737 宿泊業

佐久山荘 上田市 0268-74-2072 宿泊業

ばんぶーびれっぢ 上田市 0268-74-2600 宿泊業

有限会社正木本家 上田市 0268-74-2673 https://www.masakihonke.com/ 宿泊業

有限会社バンワールド 上田市 0268-74-2173 宿泊業

株式会社サングリーン 上田市 0268-74-2672 宿泊業

有限会社ヴィラフリータイム 上田市 0268-74-2666 宿泊業

有限会社金井屋 上田市 0268-74-2070 宿泊業

有限会社向井館 上田市 0268-74-2606 宿泊業

草笛山荘 上田市 0268-74-2683 宿泊業

ＥＣＣジュニア菅平高原教室 上田市 0268-74-0737 教育、学習支援業

株式会社峯村山荘 上田市 0268-74-2667 宿泊業

松栄屋 上田市 0268-74-2171 宿泊業

有限会社ロッヂヴィスタ 上田市 0268-74-2601 宿泊業
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有限会社すずもと 上田市 0268-74-2110 宿泊業

鈴蘭舘 上田市 0268-74-2079 宿泊業

有限会社菅平高原ロッヂ 上田市 0268-74-2175 宿泊業

ヴィラ十ノ原 上田市 0268-74-2126 宿泊業

リゾートロッヂ花す画 上田市 0268-74-2503 宿泊業

小林館 上田市 0268-74-2418 宿泊業

栄　屋 上田市 0268-74-2102 宿泊業

長寿園 上田市 0268-74-2081 宿泊業

今井館 上田市 0268-74-2061 宿泊業

宮前荘 上田市 0268-74-2028 宿泊業

北栄館 上田市 0268-74-2669 宿泊業

白銀ヒュッテ 上田市 0268-74-2232 宿泊業

加藤建築 上田市 0268-74-2089 その他

新井館 上田市 0268-74-2236 宿泊業

八幡屋食堂 上田市 0268-74-2215 飲食店

村田山荘 上田市 0268-74-2167 宿泊業

大松山荘 上田市 0268-74-2644 宿泊業

ペンションシェ・ジョバンニ 上田市 0268-74-3138 宿泊業

株式会社アイリット 上田市 0268-74-3120 宿泊業

ウッドラフ 上田市 0268-74-3194 宿泊業

ロッヂありす 上田市 0268-74-2589 宿泊業

ワルンジュン　 上田市 0268-74-2589 飲食店

ロッヂがらん洞 上田市 0268-74-3362 飲食店

さわがに＆ロスタイム 上田市 0268-74-2684 宿泊業

アウトドアロッジ自然回帰線 上田市 0268-74-2202 宿泊業

ペンションブッガーブー 上田市 0268-74-3360 宿泊業

パルファンヴェール 上田市 0268-74-3106 宿泊業

有限会社プチホテルりすの森 上田市 0268-74-2385 宿泊業

ペンション紙ヒコーキ 上田市 0268-74-2504 宿泊業

有限会社菅平高原ホテル柄沢 上田市 0268-74-2555 宿泊業

ペンションパスタン 上田市 0268-74-0101 宿泊業

株式会社マッキンレー流石 上田市 0268-74-2885 宿泊業

レストランザ・アリエスカ 上田市 0268-74-3338 飲食店

有限会社レストハウスアイランド 上田市 0268-74-2047 飲食店
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Tooseed 上田市 0268-74-2150 その他

レストハウスモンテローザ 上田市 0268-74-3382 飲食店

やまゆり食堂 上田市 0268-74-2341 飲食店

山嶺食堂 上田市 0268-74-2421 飲食店

合同会社TASTE　OF　PUNJAB 上田市 0262-78-1618 飲食店

いずみや貸スキー店 上田市 0268-74-2134 物品賃貸業

有限会社ミヤザキ 上田市 0268-74-2408 宿泊業

シュナイダー索道合同会社 上田市 0268-74-2325 その他

株式会社菅平スキーハウス 上田市 0268-74-2158 その他

有限会社菅清園 上田市 0268-74-2525 小売業（その他）

株式会社カネダデンキ 上田市 0268-74-2214 その他小売業

芝　常 上田市 0268-74-2040 その他

東信防災株式会社 上田市 0268-74-2615 小売業（その他）

有限会社新井建設工業 上田市 0268-74-2671 その他

菅平開発有限会社 上田市 0268-74-2595 その他

岩渕住設 上田市 0268-74-4122 その他

有限会社菅池 上田市 0268-74-2147 飲食店

パ  コ 上田市 0268-74-2077 その他小売業

有限会社まる文 上田市 0268-74-2384 小売業（野菜果物）

山吹寮 上田市 0268-74-3735 不動産業

真田温泉健康ランドふれあいさなだ館 上田市 0268-72-2500 https://www.ueda-rpc.or.jp/facility/fureaisanadakan.html その他生活関連サービス業（エステ等）

かどや旅館 上田市 0268-74-2027 宿泊業

㈱北澤商会 上田市 24-8585 http://kitazawa-shokai.co.jp/ その他小売業

おおぎやラーメン上田店 上田市 0268-26-3331 飲食店

おおぎやラーメン丸子店 上田市 0268-43-1525 飲食店

ヴェオリア・ジェネッツ㈱上田事務所 上田市 0268-29-0810 https://www.veolia.jp/ja/veolia-jenets その他の生活関連サービス

ヴェオリア・ジェネッツ㈱上田営業所 上田市 0268-22-1313 https://www.veolia.jp/ja/veolia-jenets その他の生活関連サービス

武石番所ヶ原スキー場（シーズン外） 上田市 0268-86-2003 http://www.unkeiso.com/bansyogahara.html その他娯楽業

武石番所ヶ原スキー場（シーズン中） 上田市 0268-86-2213 http://www.unkeiso.com/bansyogahara.html

コバヤシ綿(株) 上田市 0268-42-2265 製造業

JA信州うえだ丸子支所 上田市 0268-42-2528 小売業（その他）

JA信州うえだ依田店 上田市 0268-42-2428 小売業（その他）

JA信州うえだ西内店 上田市 0268-44-2311 小売業（その他）

グリーンファームまるこ店 上田市 0268-42-2977 小売業（その他）

53/71



店名・事業所名 市町村名 電話番号 ホームページURL 業種

グリーンファームよだくぼ南部店 上田市 0268-85-2400 小売業（その他）

基幹農機センター 上田市 0268-42-2549 小売業（その他）

よだくぼ南部地区　農機センター 上田市 0268-85-2837 小売業（その他）

JA長野厚生連 鹿教湯病院（売店） 上田市 0268-44-2111 小売業（その他）

JA長野厚生連 三才山病院（売店） 上田市 0268-44-2321 小売業（その他）

オートパル信州うえだ　南部営業所 上田市 0268-85-2860 小売業（その他）

オートパル信州うえだ　丸子出張所 上田市 0268-42-2613 小売業（その他）

インテリア大英 上田市 0268-85-2528 その他

ドッグハウスらぶ 上田市 0268-42-7006 http://doghouselove.web.fc2.com/menu.html その他生活関連サービス業（エステ等）

コメリハード＆グリーン丸子店 上田市 0268-41-1352 小売業（ホームセンター）

セブンイレブン鹿教湯店 上田市 0268-44-0701 小売業（コンビニ）

セブンイレブン丸子長瀬店 上田市 0268-36-1001 小売業（コンビニ）

セブンイレブン丸子和子店 上田市
0268-43-0253
0268-36-1001

小売業（コンビニ）

菅平旅客索道協会 上田市 0268-74-2137 https://sugadaira-snowresort.com/ その他

EST（エスト）SUGADAIRA 上田市 0268-74-1357 https://j-est.com 旅館・ホテル

レストランシラカバ 上田市 0268-74-2511 https://www.shirakaba.com 飲食店（食堂・レストラン）

スマイルサンタ　上田店 上田市 0268-71-5202 https://www.8989.co.jp/santa/ 小売業（その他）

スズキアリーナ信州上田/U'ｓSTATION上田 上田市 0268-25-2158 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20203951.sj-nagano/ 小売業（その他）

有限会社ジョイプラン（山音荘） 上田市 0268-75-8186 宿泊業

食い処　倖家 上田市 0268-85-3066 飲食店

ちちかか 上田市 0268-42-2254 飲食店

信州銘醸株式会社 上田市 0268-35-0046 http://www.shinmei-net.com/ 製造業

万楽寿し 上田市 0268-42-2570 飲食店

やきとりくらちゃん 上田市 0268-42-0880 飲食店

まねきもあい 上田市 75-7955 飲食店

とどろき 上田市 0268-43-3449 飲食店

滝沢酒店 上田市 0268-35-0059 小売業（酒）

やきとりかすみ 上田市 0268-85-3355 飲食店

K2フンザレストラン 上田市 090-3144-9374 飲食店

合資会社金七商店 上田市 0268-42-2077 小売業（酒）

酒処ふじ 上田市 0268-43-4667 飲食店

ｻｰﾃｨｰﾜﾝ  アリオ上田店 上田市 飲食店

ステーキ宮　上田店 上田市 0268-26-2911 https://www.miya.com/ 飲食店

㈱信濃ハウジング 東御市 0268-36-0077 http://www.shinanohousing.com 建設業

54/71



店名・事業所名 市町村名 電話番号 ホームページURL 業種

御牧原てらす 東御市 71-5426 https://www.facebook.com/mimakiharaterrace 宿泊

㈲小林商店 東御市 62-0206 小売

きょうこ 東御市 64-9861 美容業

㈲山岸自動車工業 東御市 62-1025 自動車

㈲キャロット 東御市 62-3730 飲食

EVE 東御市 62-0392 小売

竹原酒店 東御市 62-2065 小売

TOMIWINECHAPEL 東御市 55-7511 飲食

小林時計店 東御市 62-0232 小売

髪や 東御市 63-0202 美容業

(資）フレッシュふじや 東御市 62-0003 小売

そば屋「つづき」 東御市 63-6192 飲食

ぼんじゅーる農園 東御市 63-4144 酒類販売

お食事処鹿曲 東御市 67-2071 飲食

居酒屋べにばな 東御市 64-3869 飲食

あかつき 東御市 64-2255 飲食

衣料センターたなか 東御市 62-0127 小売

光一商店 東御市 62-0215 酒販売

後藤商店 東御市 62-0452 酒販売

ながこしカメラ・ママズカフェ 東御市 63-6978 喫茶・カメラ小売

㈲東部町コレダ土屋商会 東御市 62-0539 自動車小売

水素スタジオ東御店 東御市 64-9980 https://ekolu.jp/ 美容業

草軽観光 東御市 64-8877 http://www.kkkg.co.jp 旅行

ぷくぷく食堂 東御市 09017930373 飲食

ニューフライパン 東御市 62-1332 飲食

元禄 東御市 64-2922 飲食

ラーメン大学東部店 東御市 64-3671 飲食

北京館 東御市 62-1333 飲食

クスリのサンアイ 東御市 63-5954 小売

クルールドゥペシュモモカ 東御市 64-3220 飲食

㈱はすみふぁーむ 東御市 64-5550 飲食

タバタ自動車商会 東御市 09031428188 自動車小売

ぼんじゅーる農園 東御市 63-4144 小売

ぽんぽこ 東御市 67-0370 飲食
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サロン・ド・クローバー 東御市 63-4158 美容業

㈲御菓子処花岡 東御市 62-0236 小売

㈲加藤モータース 東御市 62-0327 自動車

浜新 東御市 64-2366 飲食

(資）柳田金物店 東御市 62-0150 小売

居酒屋よっちゃん 東御市 63-4141 飲食

勝味庵 東御市 63-7872 飲食

スナックニューエデン 東御市 64-5388 飲食

㈲あゆみくるみ薬局 東御市 64-8666 小売

なかそね美容室 東御市 62-1704 美容業

やきとりなかそね 東御市 62-0645 飲食

美容室ホワイトハウスにしざわ 東御市 62-0604 美容業

㈱進光商事セブンイレブン田中店 東御市 64-3299 小売

鳥なか 東御市 63-6667 飲食

イタリア料理ノンナジーニャ 東御市 62-6780 飲食

㈱ミクニエクステリアマート東御店 東御市 61-0039 飲食

浜田屋 東御市 62-0013 小売

御牧原てらす 東御市 71-5426 宿泊

焼肉厨　頂 東御市 63-7417 飲食

ティピヘアー 東御市 64-1654 美容業

スナックｙｏｕ 東御市 64-4027 飲食

名もない農家 東御市 67-2108 小売

奥本農園 東御市 小売

ゆいや 東御市 63-0123 飲食

Ｐｉｚｚａ＆Ｂａｒ　ＷＺＵ 東御市 63-1551 飲食

ウィンピー 東御市 63-6807 飲食

麺や　翔龍 東御市 飲食

セブンイレブン東部加沢店 東御市 63-4100 小売

㈲カクマハイヤー 東御市 62-0147 タクシー

アイリス生花店 東御市 64-2602 小売

喫茶＆ギャラリー茶楽庵 東御市 62-2414 飲食

しげのマツバタクシー(有) 東御市 62-0422 タクシー

オフィストラスト 東御市 09025479121 飲食

㈲雷電くるみの里 東御市 63-0963 小売

56/71



店名・事業所名 市町村名 電話番号 ホームページURL 業種

柳田利商店 東御市 67-2225 小売

ニイハオ 東御市 64-3022 飲食

そば茶屋さくら 東御市 63-0041 飲食

満珍 東御市 62-0315 飲食

山浦美容室 東御市 67-2495 美容業

カルカノ 東御市 62-5301 飲食

蕎麦の茶屋丸山 東御市 飲食

西川ペンション星の宿 東御市 62-2224 宿泊

きじま荘 東御市 67-3409 宿泊

カラオケ喫茶ひまわり 東御市 飲食

お菓子工房春色 東御市 75-0650 小売

インテリアあおき 東御市 67-2220 小売

フジノデンキ 東御市 62-0116 小売

㈱リュードヴァン 東御市 71-5973 小売

カラオケスナック木香 東御市 飲食

スナック北ウィング 東御市 64-3920 飲食

味の里とうみ 東御市 64-1033 小売

セブンイレブン信州鞍掛店 東御市 64-4832 小売

オートガレッジタナカ 東御市 64-7600 自動車

ヴィラデストワイナリー 東御市 63-7373 飲食

小林穀店 東御市 62-0549 小売

中華麺店　江帽子 東御市 62-3493 飲食

㈲ちもと 東御市 62-0056 小売

湯の丸高原ホテル 東御市 62-0376 宿泊

㈱信州東御市振興公社 東御市 64-0001 小売・飲食

㈱齋喜屋商店 東御市 62-0265 小売

米のたかはし 東御市 62-0008 小売

浅間農機具店 東御市 62-1623 小売

かない商店 東御市 67-2757 小売

ヘナ美容室 東御市 美容業

きく坊 東御市 67-0030 宿泊

BARBARMIYAZAKI 東御市 63-7630 理容業

パンとお菓子クリシェ 東御市 71-7622 小売

㈱キャンバス 東御市 64-8600 小売
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天てん 東御市 64-3466 飲食

理容ミヤモト 東御市 62-0950 理容業

シティオス地蔵 東御市 62-0967 宿泊

中華料理鑫鑫 東御市 09025201968 飲食

岩下商店 東御市 62-0117 小売

さかもと治療院 東御市 08091735665 施術

栁沢商会 東御市 62-2606 小売

焼肉大八 東御市 08095537990 飲食

Ｈａｒｕ　Ｃａｆｅ 東御市 64-3952 飲食

家具のかぐや姫 東御市 75-2141 小売

ロッジ花紋 東御市 64-3377 宿泊

北沢製菓店 東御市 62-2833 小売

コマンド理容店 東御市 62-0094 理容業

草如庵 東御市 67-3910 飲食

湊屋商店 東御市 62-0264 小売

496ワイナリーシクロヴィンヤード 東御市 09010516695 小売

居酒屋だるま 東御市 64-1341 飲食

パン・ドゥース 東御市 63-7071 小売

ヘアードレッシングカフェア 東御市 63-7588 理容業

めぐみ 東御市 09025575588 飲食

美味「花清」 東御市 64-2019 飲食

王様の餃子 東御市 08069385658 飲食

Hattori 東御市 62-0314 理容業

珈琲屋 東御市 09096676088 飲食

古本カフェ　のらっぽ 東御市 08050347969 小売・飲食

ヘアー＆メイクSAWA東御店 東御市 64-5037 美容業

蕎麦小屋　つちや 東御市 09043711184 飲食

庄古屋商店 東御市 62-0035 小売

開花亭 東御市 62-4617 飲食

押金種苗 東御市 62-0213 小売

自家製ソーセージハム男 東御市 55-9371 飲食

＆ｅｓｐｒｅｓｓｏ 東御市 55-7416 飲食

㈲ガレージハットリ 東御市 64-0336 自動車

中国飯店一龍 東御市 64-4944 飲食
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富士屋商店 東御市 67-2028 小売

美容室きむら 東御市 64-3824 美容業

スナック夜会 東御市 63-0833 飲食

セブンイレブン東部滋野店 東御市 64-0012 小売

㈱ミスダ 東御市 62-2234 小売

依田家 東御市 62-0051 飲食

食事処よしつね 東御市 64-2459 飲食

じゃがいも畑 東御市 67-3396 飲食

Singing Bee 東御市 08053743999 小売

八重元 東御市 67-3448 飲食

しらさぎ 東御市 62-0725 飲食

農家の店大地　東部店 東御市 63-0666 小売

セブンイレブン東御和店 東御市 63-5025 小売

fromm 東御市 09083286097 小売

とんちゃん家 東御市 62-0335 飲食

スナック真紀 東御市 08069353358 飲食

㈱メディアプラッツ 東御市 63-1010 小売

プレミアムヘアーＨＡＲＥ 東御市 64-1236 美容業

セブンイレブン信州北御牧店 東御市 67-3305 小売

あさま苑 東御市 62-2809 宿泊

㈱メディアプラッツ 東御市 63-1010 小売

プレミアムヘアーＨＡＲＥ 東御市 64-1236 美容

セブンイレブン信州北御牧店 東御市 67-3305 小売

あさま苑 東御市 62-2809 宿泊

ヘアーサロンきむら 東御市 62-1616 理容

おみやど 東御市 55-6195 宿泊

多喜亭 東御市 62-0897 飲食

キムラ理容室 東御市 63-6915 理容

スナック優花 東御市 62-0336 飲食

エネオススタンド 東御市 62-0337 小売

グリーンブックスタカギ 東御市 62-0337 小売

サチ美容室 東御市 64-3050 美容

innocent美容室 東御市 62-4202 美容

湯の丸アスリート食堂 東御市 63-0147 飲食
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㈲竹花車輌工場 東御市 62-1181 自動車

髪倶楽部ホワイトハウスにしざわ理容室 東御市 64-3300 理容

ファミリーマート東部湯の丸インター店 東御市 64-7002 小売

囲酒家 澤 東御市 75-7221 飲食

ｱﾄﾘｴ･ﾄﾞ･ﾌﾛﾏｰｼﾞｭ本店　ﾘｽﾄﾗﾝﾃﾌｫﾙﾏｯｼﾞｵ 東御市 64-2767 飲食・小売

布引観音温泉 東御市 67-3434 宿泊・飲食

鳥の灯 東御市 09040674911 飲食

(同)里山のくらし商店 東御市 09035104446 小売

魚魚屋まさ 東御市 67-3465 飲食

スナック姉妹 東御市 63-1251 飲食

長野ワイントラベル 東御市 09074079969 旅行

さくらいカットハウス 東御市 62-2140 理容

ファミリーマート東御和店 東御市 64-6048 小売

呑み食い処おかあちゃん 東御市 64-5242 飲食

(一社)信州とうみ観光協会 東御市 62-7701 旅行

すみれ屋 東御市 64-0013 飲食

ガラス工房橙 東御市 64-9847 飲食・小売

ひだまり農園　「ブルーベリーの丘」 東御市 64-0020 小売

㈲関自動車整備工場 東御市 67-3403 自動車

㈱白石精肉店 東御市 62-0023 小売

洋食＆CAFE BUCATI 東御市 80-9123 飲食

アルファタケダ 東御市 62-1262 小売

理容アイバ 東御市 62-4255 理容

ﾒｿﾞﾝﾄﾞｯﾄ農の家 東御市 08069393486 宿泊

スナックプライム 東御市 08051094485 飲食

ＨＡＮＡＲＥ 東御市 84-0746 飲食

理容トモ 東御市 62-0735 理容

髙木自動車 東御市 63-5595 自動車

㈱わざわざ 東御市
67ｰ3135
75-7488

飲食・小売

別府安楽屋 東御市 62-4516 小売

酒処オレンジ 東御市 62-0500 飲食

塚田自動車商会 東御市 62-1679 自動車

深井モータース 東御市 35-0533 自動車

りこぼう 東御市 71-6860 飲食
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アルカンヴィーニュ 東御市 71-7082 飲食・小売

まる屋 東御市 09011126283 飲食

美鈴美容院 東御市 62-3598 美容

すなっくどれみ 東御市 63-6408 飲食

玄米菜食café LOHAS 東御市 63-1666 飲食店

岡部スタジオ 東御市 62-0245 小売業（その他）

松屋 東御市 62-4517 小売業（野菜果物）

信州うえだ農業協同組合　東御支所 東御市 62-0113 その他

グリーンファーム東部店 東御市 小売業（その他）

ＪＡ直売センター東部店 東御市 小売業（その他）

市民病院ひまわり店 東御市 小売業（その他）

オートパル東部営業所 東御市 小売業（その他）

ＪＡ東部農機センター 東御市 小売業（その他）

東御支所田中店生活購買 東御市 小売業（その他）

東御支所滋野店生活購買 東御市 小売業（その他）

東御支所祢津店生活購買 東御市 小売業（その他）

東御支所和店生活購買 東御市 小売業（その他）

㈲オートボディーワタナベ 東御市 63-6786 その他小売業

シフォンケーキ工房ふわり 東御市 62-2569 小売業（菓子パン）

HARVEST  NAGAI  FARM 東御市 64-0585 小売業（野菜果物）

服部理容館 東御市 67-2032 理容業、美容業

へあーさろんほりぐち 東御市 62-3043 理容業、美容業

㈱唐沢農機サービス 東御市 62-5262 www.karasawanouki.co.jp/company/ 小売業（その他）

おしゃれの百番 東御市 64-4101 小売業（衣服）

パレット 東御市 63-5574 飲食店

cave hatano 東御市 080-6936-9646 小売業（その他）

趣味の店もん・ふくや 東御市 64-0324 小売業（衣服）

elpelo美容室 東御市 64-0085 理容業、美容業

ジンギスカン万蔵 東御市 71-6647 飲食店

福嶋屋 東御市 62-0514 飲食店

小林薬局 東御市 64-0100 小売業（その他）

理容ポプラ 東御市 62-4058 理容業、美容業

理容テラシマ 東御市 64-2667 理容業、美容業

みのや（鈴木登美子） 東御市 62-2323 小売業（衣服）

61/71



店名・事業所名 市町村名 電話番号 ホームページURL 業種

ヴェオリア・ジェネッツ㈱東御営業所 東御市 0268-64-5883 https://www.veolia.jp/ja/veolia-jenets その他の生活関連サービス

タイヤガーデンピットイン東御店 東御市 64-6388 小売業（その他）

松屋フーズ 東御市 64-6655 飲食店

㈱ユーアンドレッツ東御店 東御市 64－9505 理容業、美容業

ミュージックパブ夢幻 東御市 62-2889 飲食店

東部湯の丸サービスエリア下り線 東御市 62-6102 飲食店

ぎんれい荘 東御市 62-0965 飲食店

ミュージックパブ夢幻 東御市 62-2889 飲食店

東部湯の丸サービスエリア下り線 東御市 62-6102 飲食店

ぎんれい荘 東御市 62-0965 飲食店

ペンションさゆ～る 東御市 61-6171 宿泊業

ドライブイン雷電 東御市 62-1043 飲食店

ふるさとの草笛 東御市 63-1888 飲食店

騎士(ナイト) 東御市 62-0110 飲食店

たぶちゃんラーメン 東御市 64-5058 飲食店

EVE 東御市 62-0392 小売業（衣服）

SUN SUN café 東御市 55-7162 飲食店

ワールド代行 東御市 64-0140 専門サービス業

ドリーム代行 東御市 090-8873-9933 専門サービス業

乾杯 東御市 090-3045-0571 飲食店

㈱塩沢産業 東御市 63-6155 飲食店

焼肉ジャンボ 東御市 080-2565-5026 飲食店

おべんとうMOCO 東御市 090-1537-2137 飲食店

喜多方ラーメン坂内 東御市 64-4560 飲食店

手打ちら～めん恵比寿家 東御市 55-8052 飲食店

居酒屋　田舎 東御市 62-4188 飲食店

お食事処　清水屋 東御市 75-5853 飲食店

香福園 東御市 080-4658-5201 飲食店

あべ乃や 東御市 64-2132 飲食店

㈲高寿　ラーメンたぶちゃん 東御市 64-5058 飲食店

やきとり大介 東御市 62-0153 飲食店

炭火焼肉　七輪亭 東御市 62-3031 飲食店

Organic Café DITO 東御市 80-9065 飲食店

喫茶かのう 東御市 75-9771 飲食店
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スナックふるさと 東御市 64-7377 飲食店

おうがにっくかふぇ　cococala 東御市 62-1600 飲食店

スナック未来 東御市 090-2644-6039 飲食店

時(タイム) 東御市 64-3126 飲食店

美食工房　睦海 東御市 090-5507-9903 飲食店

ターブルヒュッテ 東御市 62-5226 飲食店

スナックすみれ 東御市 62-5344 飲食店

ダーチャ 東御市 62-0680 飲食店

やま別館 東御市 62-1324 飲食店

梅野記念絵画館・ふれあい館 東御市 61-6161 https://www.umenokinen.com/ その他娯楽業

コスモズ・パーチ 東御市 64-4148 宿泊業

田舎 東御市 62-4188 飲食店

鶴は千年 東御市 090-1422-1177 飲食店

おうがにっくかふぇ　cococala 東御市 62-1600 飲食店

あぶりや　継続は肉なり 東御市 75-8825 飲食店

CHAYHANEケバブ 東御市 080-3178-6044 飲食店

坐 東御市 71-0072 小売業（酒）

海野宿滞在型交流施設　うんのわ 東御市 71-7552 飲食店

ペーパームーン 東御市 64-8010 宿泊業

café みまき苑 東御市 67-2988 飲食店

カラオケサロンリズム 東御市 080-1398-3311 飲食店

麓花table 東御市 050-3479-9259 飲食店

㈱共栄建設 東御市 75-2231 その他

道の駅　あおき 青木村 49-0333 http://michinoeki-aoki.eek.jp/ 小売業（野菜果物）

パラグライダーパーク青木 青木村 49-3887 https://www.paragliderpark.jp/ その他娯楽業

叶屋旅館 青木村 49-2004 https://www.kanouya-inn.com/ 宿泊業

千楽食堂 青木村 090-9040-0276 飲食店

炭火焼き鳥　駒 青木村 75-8534 https://www.hi-yorokonde.com/detail/index_1859.html 飲食店

木まま屋 青木村 090-8093-1570 http://ki-mamaya.jugem.jp/ 小売業（菓子パン）

リフレッシュパークあおき 青木村 49-2923 http://www.vill.aoki.nagano.jp/assoc/aruku/rihure.html その他

信州昆虫資料館 青木村 37-3988 http://www.vill.aoki.nagano.jp/koncyuu.html その他

五島慶太未来創造館 青木村 49-0303 http://www.vill.aoki.nagano.jp/assoc/see/miraisouzoukan.htmlその他

青木村郷土美術館 青木村 49-3838 http://www.vill.aoki.nagano.jp/assoc/see/art/art.html その他

義民そば 青木村 49-2145 飲食店
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ますだ屋 青木村 49-2477 飲食店

和院 青木村 49-2717 飲食店

俵屋 青木村 49-2732 飲食店

居酒屋　くつかけ 青木村 49-2239 飲食店

木子里 青木村 49-0908 http://www.kikori.ne.jp 飲食店

和泉家旅館 青木村 49-2017 http://www.izumiyaryokan.net 宿泊業

ますや旅館 青木村 49-2001 http://www.masuya-1ban.com/ 宿泊業

富士屋ホテル 青木村 49-3001 http://www.fujiya-h.com/ 宿泊業

滿山荘 青木村 49-2002 https://manzanso.jp/ 宿泊業

Vient（ヴィエント） 青木村 49-2288 飲食店

山本の手作りおやき 青木村 37-3636 小売業（その他）

萬屋八丁 青木村 75-8078 飲食店

おやこカフェ 青木村 71-5357 飲食店

セブンイレブン　信州青木村店 青木村 49-3654 小売業（コンビニ）

ファミリーマート　信州青木村店 青木村 37-3018 小売業（コンビニ）

本田酒店 青木村 49-2020 小売業（酒）

内藤酒店 青木村 49-2313 小売業（酒）

かおる屋 青木村 49-2618 小売業（鮮魚）

沓掛製菓舗 青木村 49-2107 小売業（菓子パン）

(有)米屋　増田商店 青木村 49-2010 小売業（百貨店、総合スーパー）

上原商店 青木村 49-2015 小売業（その他）

クツカケ時計店 青木村 49-2202 小売業（その他）

(有)青木設備 青木村 49-1234 建設・建築業

菊原建築 青木村 37-3515 建設・建築業

(株)サニテック 青木村 49-3626 建設・建築業

(有)岩下組 青木村 49-2023 建設・建築業

岩垂電気 青木村 49-3957 建設・建築業

上原左官工業 青木村 49-2549 建設・建築業

(有)ヨコバン 青木村 49-2175 建設・建築業

若林建築 青木村 49-2088 建設・建築業

池田工務店 青木村 49-2123 建設・建築業

山浦建設 青木村 49-2148 建設・建築業

田中住建 青木村 49-2555 建設・建築業

金井建築 青木村 49-3645 建設・建築業
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宮沢ガス設備 青木村 49-2110 建設・建築業

田中石屋 青木村 49-3419 建設・建築業

一之瀬建設 青木村 49-2096 建設・建築業

(株)イズミダ 青木村 22-5015 http://izumida.jp/ 建設・建築業

古見設備 青木村 49-2105 建設・建築業

ウォーターセブン 青木村 49-3788 建設・建築業

(株)川西 青木村 31-2005 http://www.kawanishi-lum.co.jp/company.html 建設・建築業

(株)岩下建築太郎工房 青木村 75-7912 建設・建築業

建築なお 青木村 090-2241-4416 建設・建築業

屋根瓦イコタ 青木村 71-0301 建設・建築業

雅板金工業 青木村 090-8326-1919 建設・建築業

塚田造園 青木村 080-3278-6749 https://tsukadazouen.work/ その他

召田設備 青木村 37-3700 建設・建築業

松澤瓦工業 青木村 49-2764 建設・建築業

青木観光レンタカー 青木村 24-7943 その他

滝沢モータース 青木村 49-2102 その他

丸光自動車(株) 青木村 49-2188 その他

(有)滝沢自動車 青木村 49-2217 その他

望岳　小林油店 青木村 49-2012 小売業（その他）

池田薬局 青木村 49-2033 小売業（ドラッグストア）

カットハウス　Ken 青木村 49-2227 理容業、美容業

理容　ホリウチ 青木村 49-2235 理容業、美容業

ヘアーサロン　RiRi 青木村 80-9086 理容業、美容業

そば処　さかい 青木村 49-3255 飲食店

食事処　恵 青木村 090-3527-2390 飲食店

日帰り温泉　ふるさと 青木村 49-3092 飲食店

日軽松尾工業(株)奈良本工場社員食堂 青木村 49-2313 飲食店

一歩 青木村 49-3751 飲食店

驛ｶﾌｪ　ﾚｰｽﾌｪｰﾍﾞﾙ 青木村 75-0726 https://r.goop.jp/resfeber 飲食店

フリーベスト 青木村 49-2203 理容業、美容業

丸光美容院 青木村 49-2236 理容業、美容業

アイリス薬局 青木村 71-6826 小売業（ドラッグストア）

(有)ますだ製作所 青木村 49-2167 製造業

ミツイ小諸石油 青木村 その他小売業
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上小運輸(株) 青木村 49-2222 運輸業、郵便業

岩下精密 青木村 製造業

林美装 青木村 建設・建築業

クレイン・L 青木村 その他小売業

(株)ヒラハシ製作所 青木村 49-1500 http://www.ued.janis.or.jp/~hirahashi-ss/profile.html 製造業

(有)新工　青木工場 青木村 49-3601 http://www.shinkou-co.jp 製造業

熊本ラーメン 青木村 飲食店

青木村NIきたい会 青木村 その他小売業

(株)日本光器製作所 青木村 49-2139 https://www.nihonkouki.co.jp/company.html 製造業

(株)沓掛冷食 青木村 49-2454 https://www.kutsukake-leisyoku.co.jp/ 製造業

フラワーファーム沓掛 青木村 その他

花工房しんさく 青木村 その他

沓掛歯科補助研究所 青木村 その他

宮澤測量事務所 青木村 建設・建築業

(有)村松製作所 青木村 49-3171 製造業

(株)都築製作所　青木工場 青木村 49-2760 製造業

西田技研工業(株)　青木工場 青木村 49-3113 製造業

こまゆみ創建 青木村 建設・建築業

小沼商店 青木村 小売業（衣服）

山口製作所 青木村 49-2788 製造業

みかえりの郷 青木村 小売業（その他）

(有)田澤巧業 青木村 49-2117 http://www.tazawa-kogyo.co.jp/sp/company.html 製造業

(有)ヤマモト精工 青木村 49-3304 製造業

(資)プラグアンドプレイ 青木村 小売業（その他）

(株)弘法林業 青木村 49-0213 その他

尾和製作所 青木村 製造業

青木運輸倉庫(株) 青木村 49-3411 https://www.aoki-transportation.com/ 運輸業、郵便業

(株)横沢精機製作所 青木村 49-2141 製造業

大和塗装 青木村 49-2228 建設・建築業

橋詰デンタルオフォス 青木村 その他

木内装飾 青木村 建設・建築業

内藤金型製作所 青木村 49-3450 製造業

我山工業 青木村 49-3324 製造業

レインボービルドガレージ 青木村 その他

66/71



店名・事業所名 市町村名 電話番号 ホームページURL 業種

日立Astemo真田(株)　青木工場 青木村 製造業

VTEC 青木村 製造業

中村　圭佑 青木村 その他

大西化成 青木村 製造業

沓掛商会 青木村 建設・建築業

のこのこ～ば 青木村 https://nokonokoba.handcrafted.jp/ 建設・建築業

(有)メイホウ 青木村 建設・建築業

(有)堀内溶接工業所 青木村 製造業

増田マテリアル(株) 青木村 39-5115 http://masudamaterial.jp/ 卸売業

清水製作所 青木村 49-2145 製造業

正樹工務店 青木村 建設・建築業

(株)キャステク 青木村 49-3737 https://castec.jp/ 製造業

辻本溶接工房 青木村 製造業

中沢建築 青木村 建設・建築業

信州自然農園ゆりく～ら 青木村 その他

金井精工 青木村 製造業

トーワ金属(株) 青木村 49-2019 http://www.towa-kinzoku.co.jp/ 製造業

(有)上野工業 青木村 製造業

(有)小林製作所 青木村 49-2193 製造業

(株)三協産業　青木工場 青木村 49-2757 https://sankyo.uedashi.com/company/ 製造業

サンスイナガノ 青木村 卸売業

ラポートあおき 青木村 49-1111 https://www.daijukai.or.jp/rapport-aoki/ その他

アザレクリスタル 青木村 小売業（その他）

沓掛ラジオ店 青木村 小売業（その他）

綿屋酒店 青木村 49-2300 小売業（酒）

総合衣料ながおか 青木村 小売業（衣服）

沓掛製作所 青木村 49-2210 製造業

大庭工業所 青木村 製造業

(株)よしとも 青木村 71-0226 https://e-yoshitomo.com/outline その他

信州武蔵野房 青木村 その他

(株)小林カンパニー 青木村 その他

(株)みすず精工　田沢工場 青木村 49-3931 https://www.misuzu-seiko.com/ 製造業

増田本店 青木村 49-2024 小売業（その他）

蕎麦屋　やまさん 青木村 71-5357 https://r.goope.jp/aoki-yamasan 飲食店
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青木村くつろぎの湯 青木村 49-1000 その他生活関連サービス業（エステ等）

飯川電気設備 青木村 49-3493 建設・建築業

深沢　美幸 青木村 49-2591 その他小売業

(株)インベスト 青木村 71-6750 その他

信州ちょうざめ家 長和町 0268-71-6488 http://d-wings.jp/ 小売業（その他）

レンガ家 長和町 0268-69-2944 http://www.kokuyou.ne.jp/~rengaya/ 宿泊業

ペンション　森の音楽家 長和町 0268-69-2971 https://morion.jp/ 宿泊業

オーベルジュ ド バレブランシュ 長和町 0268-69-2055 http://www.dia.janis.or.jp/~blanche/ 宿泊業

リゾートハウス　オックス 長和町 0268-60-2021 http://www.1-ox.com/ 宿泊業

オーシャン･クルーズイン 長和町 0268-60-2604 https://hpdsp.jp/oceancruiseinn/ 宿泊業

シーハイル 長和町 0268-69-2539 https://schiheil.dokkoisho.com/ 小売業（その他）

レストラン　森の音楽家 長和町 0268-60-0135 https://morion.jp/ 飲食店

ペンション　ウイング 長和町 0268-69-2202 http://www.kokuyou.ne.jp/~wing/ 宿泊業

利休庵 長和町 0268-69-2337 http://www.rikyuan.net/ 飲食店

ペンション　ジョイハウス 長和町 0268-69-2103 http://joyhouse.whitesnow.jp/ 宿泊業

ロッジ　カナダの森 長和町 0268-69-2720 http://www.kokuyou.ne.jp/~free-bird/ 宿泊業

ペンション　ブルーベリー 長和町 0268-69-2720 http://www.kokuyou.ne.jp/~blueberry/ 宿泊業

ResortGarni CORU 長和町 0268-69-2357 https://www.resortgarnicoru.com/ 宿泊業

赤い屋根 長和町 0268-69-2641 http://www.janis.or.jp/users/akaiyane/ 宿泊業

菜の花館 長和町 0268-41-2051 https://www.takeuchi-nousan.com/ 小売業（その他）

マルシェ黒耀 長和町 0268-75-8735 https://marche-kokuyou.jp/ 小売業（その他）

かりん亭 長和町 0268-68-0190 http://www.karin-g.com/karintei.html 飲食店

信州かりん茶屋 長和町 0268-71-7478 製造業

そば処　黒耀 長和町 0268-88-3166 http://www.kokuyou.biz/ 飲食店

のどか牧場直営　たまご屋キッチン 長和町 090-1428-0500 https://tma58-kitchen.business.site/ 飲食店

清流 長和町 0268-69-2120 http://seiryu.biz/ その他娯楽業

和田宿青空市場組合 長和町 0268-88-0008 http://www.wadajuku-station.com/soshiki.html 小売業（その他）

お菓子工房　十花 長和町 0268-88-2618 製造業

ログの宿　ウォールデン 長和町 0268-69-2659 http://www.dia.janis.or.jp/~walden/ 宿泊業

ペンション　モルゲンローテ 長和町 0268-69-2655 http://www.kokuyou.ne.jp/~morgen/ 宿泊業

レストラン　ひいらぎ 長和町 0268-69-2031 http://www.kokuyou.ne.jp/~hiiragi/information/index.htm 飲食店

リゾートインステラ 長和町 0268-69-2819 http://www.stella-himeki.com/index.html 宿泊業

民宿みや 長和町 0268-68-0302 http://www.kokuyou.ne.jp/~minsyuku/ 宿泊業

米屋鐵五郎本舗 長和町 0268-75-5960 飲食店
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ふれあい家族 長和町 090-7818-6277 飲食店

えんの家 長和町 0268-71-6487 https://www.ennoya.jp/ 飲食店

ペンション　キングサーモン 長和町 0268-69-2039 宿泊業

㈱長門牧場 長和町 0267-55-6969 https://nagatofarm.com/ 飲食店

シュクレ 長和町 090-5514-0185 飲食店

ブランシュたかやまスキーリゾート 長和町 0268-69-2232 https://blanche-ski.com/ 飲食店

ドライブインながと 長和町 0268-68-3220 飲食店

㈲山本商会　ロッヂ銀嶺 長和町 090-3065-8344 宿泊業

ペンシオーネ　美し松 長和町 0268-69-2422 http://www.utukusimatu.com/ 宿泊業

天然酵母パン＆カフェ　むく堂 長和町 0268-68-2969 https://mukudo.net/ 飲食店

長門温泉　やすらぎの湯 長和町 0268-68-2601 https://nagawamachi.jp/publics/index/14/ その他娯楽業

和田宿温泉　ふれあいの湯 長和町 0268-88-0001 https://nagawamachi.jp/publics/index/15/ その他娯楽業

和田宿温泉　ふれあいの食堂(温泉内） 長和町 0268-88-0001 飲食店

中原樹脂工業㈱ 長和町 0268-68-2123 http://www.nakaharajyushi.co.jp/ 製造業

石窯cafeKOKUYA 長和町 0268-71-7098 飲食店

信州立岩和紙の里 長和町 0268-68-3874 https://nagawamachi.jp/publics/index/16/ 飲食店

スポットジョイ 長和町 0268-68-2139 飲食店

和田宿ステーション食堂 長和町 0268-88-0010 飲食店

れもんグラス 長和町 080-7223-0530 飲食店

かどや自然園 長和町 0268-88-2017 http://kakuryu.jp/ 飲食店

スナック　ビーグル 長和町 0268-88-2775 飲食店

たこ六 長和町 080-1123-0651 飲食店

小林商店 長和町 090-8460-3572 飲食店

ペンション　もくりん 長和町 0268-69-2961 http://www.janis.or.jp/users/mokurin/ 宿泊業

ミヤシタヒルズ 長和町 0268-88-2915 http://www.miyashitahills.jp/ 宿泊業

杉の屋 長和町 0268-88-2005 飲食店

和食処　こばやし 長和町 0268-68-2236 飲食店

ペンション　アンメモリー 長和町 0268-69-2760 http://www.unmemory.com 宿泊業

ペンション　あーるいん 長和町 090-7818-1475 http://www.r-in.net/ 宿泊業

ペンション　ここっと 長和町 0268-69-2908 http://www.cocot.info/ 宿泊業

リゾートインラリー 長和町 080-7486-4122 http://gerendeside.com/ 宿泊業

ペンションSTAY 長和町 090-3875-2960 http://www.p-stay.jp/ 宿泊業

ラーメンショップ長和店 長和町 0268-88-3322 飲食店

ａｎｉｔｙａ 長和町 080-3212-7358 飲食店
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㈲高原牧場 長和町 0268-88-0138 持ち帰り、配達飲食サービス業

スマイルツリー 長和町 090-6570-8637 持ち帰り、配達飲食サービス業

バケーションイン 長和町 0268-69-2693 http://www.janis.or.jp/users/vacation/ 宿泊業

農事組合法人　信濃霧山ダッタンそば 長和町 0268-68-4232 http://dattan.main.jp 飲食店

鷹山ファミリー牧場 長和町 0268-69-0550 http://www.famiboku.jp/ その他娯楽業

美ヶ原高原ホテル　山本小屋 長和町 0268-86-2011 https://utsukushigahara.com/ 宿泊業

オーベルジュたかやま 長和町 0268-69-2003 http://www.utsukushigahara.com/takayama/ 宿泊業

三峰茶屋 長和町 飲食店

和田峠　農の駅 長和町 0268-88-2260 小売業（その他）

ペンション　ホワイトハウス 長和町 080-9448-2750 http://www.pwhitehouse.com/ 宿泊業

アングラーズハット 長和町 090-1533-4412 宿泊業

ダーチャ・ベリオスカ 長和町 0268-41-8258 http://www.beriosk.com 宿泊業

月見堂 長和町 0268-68-4144 飲食店

フォレスト　イン　モーグル 長和町 0268-60-2802 http://f-mogul.com 宿泊業

レストラン　森の音楽家 長和町 0268-69-2971 https://morion.jp/ 飲食店

ヴィラ・アビエルタ 長和町 0268-60-2340 http://www.kokuyou.ne.jp/~abierta/ 宿泊業

ペンション　アルペンフローラ 長和町 0268-69-2930 http://alpenflora.jp/ 宿泊業

赤ちょうちん魚魚 長和町 090-1653-9626 飲食店

お食事処　のんのん 長和町 0268-68-2923 飲食店

ライダースカフェ　J.DREAM☆１ 長和町 090-3225-3434 飲食店

食い処　倖家（依田窪病院店） 長和町 0268-85-3066 飲食店

サルモニダエ 長和町 0268-69-2040 宿泊業

森田屋 長和町 0268-68-2400 小売業（酒）

サッポロラーメンどさん娘　和田店 長和町 0268-88-2801 飲食店

guesthouse POINSETTIA 長和町 0268-69-2945 http://poinsettia.jp/ 宿泊業

オフィスヤマサキ 長和町 0268-41-6055 https://office-yamasaki.com/ 専門サービス業

フォレスター俱楽部 長和町 0268-69-2542 https://www.forester-club.com/ 宿泊業

ペンション　おはようパウロ 長和町 0268-69-2460 http://www.ohayo.ecnet.jp/ 宿泊業

ペンション　はとぽっぽ 長和町 0268-60-2280 https://japanese-inns-306.business.site/ 宿泊業

ペンション　なちゅらる 長和町 0268-41-8020 http://www1.odn.ne.jp/natural/ 宿泊業

㈲森の泉 長和町 0268-68-0330 飲食店

レストラン＆スナック　シルク 長和町 090-7170-7284 飲食店

㈲ながと製菓大島屋 長和町 0268-68-3552 製造業

㈲小島商店 長和町 0268-88-2019 https://www.oboroyo-kojima.com/ 小売業（酒）
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ペンション　ハーモニー 長和町 090-1281-8325 https://www.p-harmony.net/ 宿泊業

㈱竹内農産 長和町 0268-88-2071 https://www.takeuchi-nousan.com/ 製造業

赤倉の森 長和町 0268-88-3126 http://akakuranomori.jp/ 宿泊業

森内青果 長和町 0268-88-2537 https://moriuchi-seika.com/ 小売業（野菜果物）

ペンション　海岸物語 長和町 0268-69-2761 https://p-kaigan.com/ 宿泊業

湖北 長和町 0268-69-2761 飲食店

田島青果 長和町 0268-88-2307 小売業（野菜果物）

ペンション　Little tree 長和町 0268-60-0855 http://green.zero.jp/little_tree/ 宿泊業

ナガワクラフト 長和町 090-2651-5002 https://nagawacraft.stores.jp/ 卸売業

農夫と農婦 長和町 0268-68-2318 http://www2.kokuyou.ne.jp/~noufu/index.html 小売業（野菜果物）

山本小屋　ふる里館 長和町 0268-86-2311 http://www.furusatokan.jp 宿泊業

合同会社　SMILE結絆 長和町 0268-71-0167 http://kan-nabi.co.jp/ 小売業（野菜果物）

㈱日本ウオルナット 長和町 0268-88-2037 https://www.jpwalnut.co.jp 製造業

よろずや 長和町 0268-88-2014 小売業（酒）

両角淡水 長和町 0268-68-2091 卸売業

セブンイレブン信州長門バイパス店 長和町 0268-68-4109 小売業（コンビニ）

セブンイレブン長和町店 長和町 0268-68-3320 小売業（コンビニ）

セブンイレブン長和町和田店 長和町 0268-88-3305 小売業（コンビニ）

シェナーベルク 長和町 0268-71-5213 宿泊業

ペンション　ティンクル 長和町 0268-69-2677 宿泊業

蕎麦や　徳田 長和町 0268-88-2160 飲食店

山いち 長和町 090-3143-2851 飲食店

㈲黒耀ファーム 長和町 0268-88-2691 卸売業

長谷　純男 長和町 0268-88-2516 卸売業

たべるとくらし　attala 長和町 090-5812-1322 飲食店

合同会社　黒耀花豆 長和町 0268-68-2234 製造業
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