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長野信用金庫　豊野支店 長野市 026-257-3121 http://www.nagano-shinkin.jp/ 金融業、保険業

長野信用金庫　更北支店 長野市 026-285-3125 http://www.nagano-shinkin.jp/ 金融業、保険業

長野信用金庫　若穂支店 長野市 026-282-5381 http://www.nagano-shinkin.jp/ 金融業、保険業

長野信用金庫　川中島支店 長野市 026-284-7561 http://www.nagano-shinkin.jp/ 金融業、保険業

長野信用金庫　川中島駅前支店 長野市 026-286-3021 http://www.nagano-shinkin.jp/ 金融業、保険業

菊寿司 長野市 026-284-4997 飲食店

趣味の呉服　ちりめんや 長野市 026-286-1473 http://www.chirimenya.com/ 小売業（衣服）

プライベートサロン　ディディエリ 長野市 070-6457-1361 https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000283107/ その他生活関連サービス業（エステ等）

パルニシザワ川中島SS 長野市 026-284-4142 http://carsensor.net/shop/nagano/224422001/ 小売業（その他）

戸隠そば博物館とんくるりん 長野市 026-254-3773 http://togakushi-tq.jp/ 飲食店

田尻木材株式会社 長野市 026-282-2017 https://www.siawaseya.net/ その他

公益財団法人北野美術館 長野市 026-282-3450 http://kitano-museum.or.jp/ 学術研究

スナック花ちゃん 長野市 262-1661 飲食店

そば信 長野市 026-262-2788 http://sobashin.co.jp/ 飲食店

山田屋商店 長野市 262-2170 飲食店

カサイ薬局 長野市 026-228-7150 小売業（ドラッグストア）

有限会社青木島食販 長野市 026-283-1821 小売業（その他）

有限会社長野エスカルゴ 長野市 026-299-3055 https://www.nagano-escalgo.jp/ 小売業（その他）

有限会社牡丹荘 長野市 026-285-2755 http://botansou.com/ 飲食店

ホテル　白樺 長野市 026-285-2432 http://www5.plala.or.jp/hotel_shirakaba/ 宿泊業

ごくろう山 長野市 026-285-3485 飲食店

手打　そば昌 長野市 026-285-6468 飲食店

Club英（はな） 長野市 026-237-5110 飲食店

有限会社臼井魚店 長野市 026-229-2026 飲食店

レストランまるやま 長野市 026-284-1283 飲食店

有限会社ウインドープランＮＥＸ 長野市 026-229-3824 http://wpnex.jp/ 製造業

ITPAL長野駅前ルーム 長野市 026-217-6710 http://it-pal.com 教育・学習支援業

居酒屋　船場 長野市 026-235-3903 飲食店

やきとり小鶴 長野市 026-234-0341 飲食店

本社/スズキアリーナ信州長野 長野市 026-285-7400 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20201950.sj-nagano/ 小売業（その他）

スズキアリーナ信州長野北/U'ｓSTATION長野 長野市 026-259-0430 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20201951.sj-nagano/ 小売業（その他）

スズキアリーナ信州長野中央 長野市 026-221-5006 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20201952.sj-nagano/ 小売業（その他）

U'ｓSTATION青木島 長野市 026-283-4331 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20201953.sj-nagano/ 小売業（その他）
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スズキアリーナ信州長野北部 長野市 026-295-7871 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20201954.sj-nagano/ 小売業（その他）

U'ｓSTATION長野南 長野市 026-480-0530 https://www.suzuki.co.jp/ucar/shop/nagano/1200098/detail.htm小売業（その他）

スズキアリーナ信州中御所 長野市 026-291-5300 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20201957.sj-nagano/ 小売業（その他）

かりん亭　長野南店 長野市 026-285-5001 http://www.karin-g.com 飲食店

（資）国民堂薬局 長野市 026-257-2027 小売業（ドラッグストア）

㈲柏屋 長野市 026-257-2766 小売業（衣服）

㈲アシザワ眼鏡店 長野市 026-257-3566 http://www.ashizawamegane.com/ 小売業（その他）

㈲コイズミ・デリカテッセン 長野市 026-257-5486 小売業（食肉）

㈱豊野ホンダ 長野市 026-257-3470 https://shopsearch.honda.co.jp/auto/1895017101/op_auto/ 小売業（その他）

おふくろ食堂 長野市 026-257-5528 飲食店

中谷旅館 長野市 026-254-2533 https://www.nakataniryokan.com/ 宿泊業

神原旅館 長野市 026-254-2006 https://shukubou-kanbara.com/ 宿泊業

戸隠小舎 長野市 026-254-3333 https://www.tgk.janis.or.jp/~togakoya/ 宿泊業

武井旅館 長野市 026-254-2520 https://takeiryokan.jp 宿泊業

森の宿めるへん 長野市 026-254-2081 https://www.tgk.janis.or.jp/~marchen 宿泊業

山小舎まるや 長野市 026-254-2288 宿泊業

ペンションこまくさ 長野市 026-254-2806 http://www.p-komakusa.com/index.html 宿泊業

民宿りんどう 長野市 026-254-2094 http://m-rindou.com 宿泊業

ペンションころぼっくす 長野市 026-254-3148 https://corovox.com 宿泊業

宿坊　極意 長野市 026-254-2044 https://www.egokui.com 宿泊業

宮本旅館 長野市 026-254-2058 https://www.miyamotoryokan.com 宿泊業

やまかね荘 長野市 026-254-2232 宿泊業

白樺荘 長野市 026-254-2160 http://www.sirakabaso.com/ 宿泊業

旧本坊 久山館 長野市 026-254-2311 https://hisayamakan.com 宿泊業

二澤旅館 長野市 026-254-2015 http://www.plala.or.jp/50t2zawa.inn/ 宿泊業

ヒュッテこぶし 長野市 026-254-2175 https://www.tgk.janis.or.jp/~kobushi/ 宿泊業

宿屋　白金家 長野市 026-254-2253 https://www.yadoya-shiroganeya.com 宿泊業

ロッヂ飯島 長野市 026-254-2155 宿泊業

ペンションピオレ 長野市 026-254-3045 宿泊業

ペンションあぜりあ 長野市 026-254-2236 https://p-azalea.com/# 宿泊業

宿坊　福岡旅館 長野市 026-254-3044 https://www.togakushi-fukuoka.com 宿泊業

越志旅館 長野市 026-254-2007 https://oshiryokan.com 宿泊業

武井旅館 長野市 026-254-2016 http://www.tgk.janis.or.jp/~takei/ 宿泊業

シャレー戸隠 長野市 026-254-2099 宿泊業
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高山坊 長野市 026-254-2332 https://takayamabou.com/ 宿泊業

諏訪旅館 長野市 026-254-2018 https://www.enmeiin-suwa.com/ 宿泊業

山の庭　タンネ 長野市 026-254-2359 https://tanne-alpin.sakura.ne.jp/ 宿泊業

お宿　富岡 長野市 026-254-2019 https://oyado-tomioka.com 宿泊業

ヒュッテ　ハニカム 長野市 026-254-3278 https://www.huttehoneycomb.com 宿泊業

ぴあろっきー 長野市 026-254-2560 https://piarocky.com 宿泊業

LODGE　ぴこ 長野市 026-254-3806 http://lodgepico.com 宿泊業

戸隠山宿坊　武田旅館 長野市 026-254-2029 https://takedaryokan.sakura.ne.jp 宿泊業

御土産処　宝泉（中谷旅館） 長野市 026-254-2533 http://www.nakataniryokan.com 小売業（その他）

戸隠そば山口屋 長野市 026-254-2351 https://www.togakushisoba.com/ 飲食店

そば処仁王門屋 長野市 026-254-2244 http://www.niohmonya.com/ 飲食店

鏡池どんぐりハウス 長野市 026-254-3719 http://www.kagamiike.jp 飲食店

戸隠そば博物館とんくるりん 長野市 026-254-3773 http://www.togakushi-tq.jp 飲食店

蕎麦切茶房　戸隠日和 長野市 026-254-2707 https://togakushi-biyori.com/ 飲食店

菓子工房クローバー 長野市 026-254-3168 http://www.ngn.janis.or.jp/~clover/ 飲食店

長野カントリークラブ 長野市 026-239-2121 http://www.naganocountry.co.jp/index2.php スポーツ施設提供業

叶屋そば店 長野市 026-254-2111 飲食店

岩戸屋 長野市 026-254-2038 飲食店

そばの里二番館 長野市 026-254-3950 飲食店

碓井製菓 長野市 026-254-2250 https://togakushi.org/gift/usuiseika/ 小売業（その他）

ゆたかや 長野市 026-254-2235 http://teutisobaya.web.fc2.com/ 飲食店

紅葉（もみじ） 長野市 026-254-3433 http://www.miyamotoryokan.com/html/momiji.html 飲食店

極楽坊 長野市 026-254-3267 飲食店

たんぼ　そば店 長野市 026-254-2261 飲食店

そば処よつかど 長野市 026-254-2145 飲食店

原山竹細工店 長野市 026-254-2098 小売業（その他）

二葉屋葉隠 長野市 026-254-2176 http://www.islay-ellen.com/futaba/ 飲食店

しなの屋 長野市 026-254-2248 飲食店

白樺食堂 長野市 026-254-3153 飲食店

そば処　たからや 長野市 026-254-2270 飲食店

そばの実 長野市 026-254-2102 https://www.sobanomi.co.jp 飲食店

小鳥の森 長野市 026-254-3083 https://kotorinomori.jimdofree.com/ 飲食店

大久保の茶屋 長野市 026-254-2062 飲食店

手打ち蕎麦　戸隠堂 長野市 026-254-2129 https://togakushido.com 飲食店
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奥社前なおすけ 長野市 026-254-2551 http://www.okusyamae-naosuke.com/ 飲食店

忍者の里チビッ子忍者村 長野市 026-254-3723 http://www.ninjamura.com その他娯楽業

辻旅館 長野市 026-254-2337 http://oumeitei.net/ 宿泊業

戸隠キャンプ場 長野市 026-254-3581 http://www.togakusi.com 宿泊業

戸隠高原ホテル 長野市 026-254-2525 https://togakushikogenhotel.co.jp/ 宿泊業

とがくししょうまの家 長野市 026-254-2225 医療、福祉

御宿　小谷 長野市 026-254-2210 http://www.oyado-otani.com/ 宿泊業

宿坊　宮澤 長野市 026-254-2011 https://www.miyazawaryokan.com/ 宿泊業

藤井旅館 長野市 026-254-2065 http://www.fujii-ryokan.jp/ 宿泊業

ロッヂかたくり 長野市 026-254-2193 http://www.tgk.janis.or.jp/~katakuli/ 宿泊業

楠川旅館 長野市 026-254-2048 http://kusukawa.com/ 宿泊業

くれは 長野市 026-254-2939 飲食店

まめはち 長野市 026-219-2452 https://www.hei8ro.com/ 製造業

(株)おびなた 長野市 026-254-2028 https://www.obinata.co.jp/ 製造業

(有)越後屋商店 長野市 026-254-2315 小売業（酒）

戸隠民俗館 長野市 026-254-2395 https://www.togakushi-ninja.com/ 教育、学習支援業

山小屋どんぐり 長野市 026-254-2293 http://donguri.lilimilkth.com/ 宿泊業

(株)大久保西の茶屋 長野市 026-254-2266 http://ookubonisinochaya.jp/ 飲食店

(有)築山旅館 長野市 026-254-2545 http://www.tsukiyamakan.com/ 宿泊業

山小屋どんぐり 長野市 026-254-2293 http://donguri.lilimilkth.com/ 宿泊業

いろは堂 長野市 026-256-2033 http://www.irohado.com 小売業（その他）

そば処　鬼無里 長野市 026-256-2428 http://www.furusato-kinasa.co.jp 飲食店

㈲ジンギスカン荘 長野市 262-2012 飲食店

中央タクシー（株） 長野市 026-282-7777 https://chuotaxi.co.jp/ 運輸業、郵便業

さかなや道場 長野善光寺口店 長野市 026-229-5501 https://sakanayadojo-naganozenkojoguchi.owst.jp/ 飲食店

やきとり道場 翠や 長野善光寺口店 長野市 026-269-8118 https://yakitoridojo-naganozenkojiguchi.owst.jp/ 飲食店

門前酒場　山里 長野市 026-217-2901 https://r.goope.jp/syuraku/free/monzensakaba-yamazato 飲食店

寺町酒場 焚㐂屋 長野市 026-224-2025 https://r.goope.jp/syuraku/free/yakiya 飲食店

うまいもん工房 けん軒 長野市 0262-83-3676 http://bond-of-hearts.jp/ 飲食店

㈱かたぎり　レンタカー長野 長野市 283-0008 物品賃貸業

㈱太陽観光 長野市 243-0358 その他生活関連サービス業（エステ等）

シュプールキッチン 長野市 219-3228 https://spur.asia 飲食店

長野トヨタ自動車川中島店 長野市 026-283-6100 https://www.nagano-toyota.jp/shop/kawanakajima 小売業（その他）

株式会社アイティオートラベル 長野市 026-283-8050 その他
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アルピコタクシー株式会社長野営業所 長野市 026-283-7200 http://www.alpico.co.jp/taxi/ その他

鯨屋川中島店 長野市 026-283-4567 https://www.hotpepper.jp/strJ000796579/ 飲食店

オステリアバレノット 長野市 026-285-0012 https://www.hotpepper.jp/strJ000837993/ 飲食店

（有）太陽自動車興業 長野市 026-286-5105 http://www.carcon-taiyo.com 小売業（その他）

信州ラーメン人力車高田店 長野市 026-227-9803 http://umairamen.com/jinrikisha 飲食店

信州ラーメン人力車若里店 長野市 026-224-4039 http://umairamen.com/jinrikisha 飲食店

信州ラーメン人力車北長野通店 長野市 026-259-5242 http://umairamen.com/jinrikisha 飲食店

信州ラーメン人力車上松店 長野市 026-241-8831 http://umairamen.com/jinrikisha 飲食店

信州ラーメン人力車篠ノ井バイパス店 長野市 026-283-0876 http://umairamen.com/jinrikisha 飲食店

専科　ぎょうざや 長野市 026-283-1157 飲食店

金沢カレー　ガレージ　若里店 長野市 026-223-7110 http://umairamen.com/gyozaya 飲食店

ひじり観光タクシー㈱ 長野市 026-262-2353 http://www.ngn.janis.or.jp/~hijirikt/ 運輸業、郵便業

荻野屋　長野店 長野市 026-293-2300 https://www.oginoya.co.jp/tenpo/shop-list/nagano/ 飲食店

フジカラーフォトタウン 長野市 026-213-6571 http://www.phototown.jp 小売業（その他）

むぎの里　長野稲里店 長野市 026-283-3968 http://mugino-sato-shinetsu.jp/ 飲食店

ヘアーカットライフ 長野市 026-299-3393 理容業

ヴェオリア・ジェネッツ㈱川中島事務所 長野市 026-286-1815 https://www.veolia.jp/ja/veolia-jenets その他の生活関連サービス

ホームバザー 長野南店 長野市 026-214-8822 https://carmelwants.com 小売業（その他）

焼肉きんぐ川中島店 長野市 026-286-7231 https://www.yakiniku-king.jp/sys/Shop/index/40 飲食店

元祖信州おやき 長野市 262-3424 飲食店

モスバーガー　長野南バイパス店 長野市 026-283-5036 https://www.mos.jp/shop/detail/01697/ 飲食店

モスバーガー　川中島店 長野市 026-284-0905 https://www.mos.jp/shop/detail/04290/ 飲食店

（株）MIC 長野市 090-4230-5560 その他

魚民　長野小島田町店 長野市 026-283-8488 https://www.monteroza.co.jp/ 飲食店

成田屋 長野市 026-296-9546 http://naritaya.p-kit.com/ 小売業（野菜果物）

ファミリーヘアサロンレッツ長野東店 長野市 026-256-9255 http://lets-you.ne.jp/salon_029/ 理容業、美容業

和乃料理　歓在 長野市 026-217-0039 飲食店

スマイルサンタ　長野南バイパス店 長野市 026-214-8035 https://www.8989.co.jp/santa/ 小売業（その他）

（有）志麻　　割烹志麻 長野市 026-284-7144 http://www.kappou-shima.com/ 飲食店

（有）志麻　シーマ観光バス 長野市 026-217-3536 http://www.cymabus.com/ 運輸業

（株）第一旅行 長野市 026-285-1919 専門サービス業

（有）和泉屋商店 長野市 026-284-4022 小売業（その他）

美容室シエル 長野市 026-283-3966 http://hwsa5.gyao.ne.jp/ciel/ 美容業

チャイナキッチン　桂慎 長野市 026-213-6710 飲食店
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喰処　ことぶき 長野市 026-284-4239 飲食店

紫陽花 長野市 026-284-7799 飲食店

福はうち 長野市 026-283-6750 飲食店

ラーメンハウスここんとこ 長野市 026-293-9922 飲食店

居酒屋とと 長野市 026-283-3718 一般食堂

ルピナス 長野市 090-8328-6538 一般食堂

寿々なり 長野市 090-3333-9479 一般食堂

やきとり義経 長野市 026-274-5047 飲食店（居酒屋・酒類提供店）

信州ジェラートｗｉｔｈ 長野市 026-285-6722 飲食店（ファーストフード）

食事処ひはら 長野市 264-2331 飲食店

ヘアーサロンミヤモト 長野市 262-4069 理容業、美容業

焼肉レストランむさしや 長野市 262-2822 飲食店

和楽 長野市 262-2133 飲食店

とんかつ＆ヒーリングハウスえん 長野市 090-7013-3354 http://tonkatuen.moo.jp/ 飲食店

キャロット 長野市 291-2090 飲食店

八方圓 長野市 080-1195-4495 飲食店

若乃家 長野市 026-292-3165 飲食店

千曲荘 長野市 026-282-2031 https://chikumasou.com/ 飲食店

メランコリー 長野市 026-235-3881 飲食店

家族亭北京 長野市 026-293-7801 飲食店

グローリー 長野市 026-233-0718 飲食店

集彩軒 長野市 026-283-8261 飲食店

らぁめん みそ家 長野市 026-224-1183 飲食店

スナック かなざわ 長野市 026-283-0988 飲食店

丸岡食堂 長野市 026-282-2077 飲食店

俺ん家 長野市 080-5144-4434 飲食店

居酒屋め組 長野市 026-237-5107 飲食店

寿司藤 長野市 026-244-4111 飲食店

炭火串焼串長 長野市 090-6538-1170 飲食店

ろうかく荘 長野市 262-2309 飲食店

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

焼きたて屋綿半ホームエイド若里店 長野市 0266-79-6326 https://www.yakitateya.com/ 持ち帰り、配達飲食サービス業

焼きたて屋A・コープファーマーズ篠ノ井店 長野市 0266-79-6326 https://www.yakitateya.com/ 持ち帰り、配達飲食サービス業

焼きたて屋綿半スーパーセンター長池店 長野市 0266-79-6326 https://www.yakitateya.com/ 持ち帰り、配達飲食サービス業
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駒勇 長野市 026-283-0875 飲食店

レインボーカフェ 長野市 026-228-5558 飲食店

月あかり 長野市 026-283-9575 飲食店

鮨くらしま 長野市 026-284-3100 飲食店

安さん　中氷鉋店 長野市 026-284-0999 飲食店

おかめ 長野市 026-283-3887 飲食店

キャッツアイ 長野市 026-283-1708 飲食店

おおたどん 長野市 026-285-7577 飲食店

安さん　本店 長野市 026-286-4433 飲食店

創旬くつろぎ 長野市 026-293-9046 飲食店

新設工業株式会社 長野市 026-284-6006 https://www.sinsetu.co.jp/ その他

アイデザイン 長野市 026-214-5884 http://eyedesign-nagano.com/ 理容業、美容業

長野甲羅本店 長野市 026-283-3388 飲食店

竹千代商店 長野市 080-5143-2048 飲食店

中華味銀 長野市 026-283-6733 飲食店

スナック　VIVA 長野市 090-1058-2117 飲食店

㈲クボタ 長野市 026-286-2910 その他

牛角　稲葉バイパス店 長野市 026-267-0029 https://www.gyukaku.ne.jp/ 飲食店

牛角　アグリしののい店 長野市 026-293-2955 https://www.gyukaku.ne.jp/ 飲食店

牛角　石堂店 長野市 026-268-1129 https://www.gyukaku.ne.jp/ 飲食店

牛角　青木島店 長野市 026-283-0026 https://www.gyukaku.ne.jp/ 飲食店

しゃぶしゃぶ温野菜稲葉バイパス店 長野市 026-214-2901 https://www.onyasai.ne.jp/ 飲食店

峯村司法書士事務所 長野市 026-274-5641 https://portal-minemura-office.jp/ 専門サービス業

ヘアーサロンイシイ 長野市 262-2335 理容業、美容業

居酒屋　縁 長野市 090-9680-6781 飲食店

㈱尾澤酒造場 長野市 026-262-2209 小売業（酒）

ごはんや麻味 長野市 080-6935-3409 飲食店

㈲櫻井商店 長野市 026-284-3121 https://www.sakurai-sake.com 小売業（酒）

美癒空間　RAVISH 長野市 026-223-3950 www.ravish.biz その他生活関連サービス業（エステ等）

㈲マルヤマ水産 長野市 284-2061 小売業（鮮魚）

ビッグボーイ川中島店 長野市 026-254-6071 飲食店

ガスト 篠ノ井バイパス 長野市 026-261-1620 https://www.skylark.co.jp/ 飲食店

㈲ルート十九 長野市 026-262-2332 飲食店

お食事処かしま 長野市 026-262-4464 飲食店
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株式会社　Ｈ・Ｂ 長野市 026-274-5473 https://sumainokotonara-web.com/ その他

株式会社　丸満 長野市 026-282-2591 http://maruman-wakaho.site/ 小売業（衣服）

ステーキ宮　長野店 長野市 026-286-5400 https://www.miya.com/ 飲食店

㈱小川の庄 小川村 026-269-3760 https://www.ogawanosho.jp/ 飲食店

㈲高府自動車 小川村 026-269-2232 その他

connex coffee 小川村 持ち帰り、配達飲食サービス業

㈲グランジャ 小川村 026-269-1101 http://glanja.jp/ 卸売業

清城館 小川村 026-269-2017 http://www.ngn.janis.or.jp/~seijokan/ 宿泊業

MOSS-MOSS STORE 小川村 026-225-9878 小売業（その他）

食事処　味菜 小川村 026-269-3262 飲食店

北アルプス絶景の宿 林りん館 小川村 026-269-3455 https://rinrincan.com/ 宿泊業

Gelateria　SUONO 小川村 090-3533-7838 飲食店

星と緑のロマン館 小川村 026-269-3789 宿泊業

shimoooz 小川村 080-5143-0215 その他

ふるさとハウス　ビオトープ 小川村 026-217-5383 宿泊業

大石屋旅館 小川村 026-269-2031 宿泊業

 だいず食堂パチョコ（道の駅おがわ） 小川村 026-269-3262 飲食店

山あそびBonbory 小川村 090-9667-1647 その他

大洞地場産センター 小川村 026-269-3346 飲食店

食堂やまと 小川村 026-269-2013 飲食店

そば屋　友楽 小川村 026-269-2344 飲食店

小川村郷土歴史館 小川村 026-269-2270 その他

佐渡屋旅館 小川村 026-269-2018 宿泊業

ILORI 小川村 026-266-0044 その他

ruisseau 小川村 090-1713-1992 飲食店

㈲コクヤ 小川村 026-266-0106 飲食店

リバーサイド上田館 千曲市 026-275-1881 https://www.itoenhotel.com/uedakan/ 宿泊業

笹屋ホテル 千曲市 026-275-0338 https://www.sasaya.co.jp/ 宿泊業

千曲乃湯　しげの家 千曲市 026-275-1713 http://www.shigenoya.co.jp/ 宿泊業

國楽館　戸倉ホテル 千曲市 026-275-2019 宿泊業

湯の宿　福寿草 千曲市 026-275-0171 http://www.fukujusou.co.jp/ 宿泊業

有田屋旅館 千曲市 026-275-1006 http://aritaya.net/ 宿泊業

梅むら旅館　うぐいす亭 千曲市 026-275-3036 https://uguisutei.com/ 宿泊業

荻原館 千曲市 026-275-1018 https://www.ogiwarakan.com/ 宿泊業
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旬樹庵　柏屋 千曲市 026-275-2211 https://yumoto-kashiwaya.com/ 宿泊業

上山田ホテル 千曲市 026-275-1005 https://www.kamiyamada.com/ 宿泊業

小石の湯　正明館 千曲市 026-275-2354 宿泊業

旅館　亀清 千曲市 026-275-1032 http://www.kamesei.jp/ 宿泊業

ホテル亀屋本店 千曲市 026-275-1002 https://www.kameya-honten.co.jp/ 宿泊業

旅館　山風荘 千曲市 026-275-1262 http://www.sanpusou.com/ 宿泊業

ホテル清風園 千曲市 026-275-1016 https://www.seifuen.co.jp/ 宿泊業

和ごみの宿　晴山荘 千曲市 026-275-1201 https://www.hotelseizan.com/ 宿泊業

中央ホテル 千曲市 026-275-3322 https://chuo-hotel.net/ 宿泊業

遊子　千曲館 千曲市 026-275-1111 https://www.chikumakan.co.jp/ 宿泊業

ホテル圓山荘 千曲市 026-275-1119 http://www.marusansou.com/ 宿泊業

旬樹庵　若の湯 千曲市 026-275-1560 http://www.wakanoyu.com/ 宿泊業

湯楽　ゆうざん 千曲市 026-275-2333 http://www.yuuzan.jp/ 宿泊業

旅亭たかの 千曲市 026-276-3001 https://www.ryotei-takano.jp/ 宿泊業

GREEN PLAZA 千曲市 026-276-7111 https://www.green-plaza.jp/ 宿泊業

HOTEL PLATON 千曲市 026-275-5111 https://www.hotel-platon.jp/ 宿泊業

一般社団法人 信州千曲観光局 千曲市 026-261-0300 https://chikuma-kanko.com/ その他

長野信用金庫　上山田支店 千曲市 026-275-0610 http://www.nagano-shinkin.jp/ 金融業、保険業

長野信用金庫　戸倉支店 千曲市 026-275-3300 http://www.nagano-shinkin.jp/ 金融業、保険業

（資）畑山自動車商会 千曲市 026-275-0555 運輸業、郵便業

アルピコタクシー株式会社上山田支所 千曲市 026-275-2239 http://www.alpico.co.jp/taxi/ その他

おおぎやラーメン更埴店 千曲市 026-272-6862 飲食店

本手打ちそば処㈲豊年屋 千曲市 026-275-0822 飲食店

(有)ヤマギシ　ミルキーウェイ戸倉SS 千曲市 026-275-2879 http://yamagishi-eneos.jp/ 小売業（その他）

(有)ヤマギシ　プラネッツ戸倉SS 千曲市 026-275-0538 http://yamagishi-eneos.jp/ 小売業（その他）

(有)ヤマギシ　上山田温泉SS 千曲市 026-276-0044 http://yamagishi-eneos.jp/ 小売業（その他）

ローソン　千曲戸倉駅前店（11/6オープン） 千曲市 026-276-4353 https://www.lawson.co.jp/index.html 小売業（コンビニ）

ローソン　更埴埴生店 千曲市 026-274-3366 https://www.lawson.co.jp/index.html 小売業（コンビニ）

ローソン　千曲桜堂店 千曲市 026-272-1788 https://www.lawson.co.jp/index.html 小売業（コンビニ）

ローソン　戸倉今井店 千曲市 026-276-4353 https://www.lawson.co.jp/index.html 小売業（コンビニ）

工房陶 千曲市 070-4817-7016 http://koubousue.main.jp 教育、学習支援業

信濃自動車工業(株) 千曲市 026-275-0821 小売業（その他）

中島醸造(有) 千曲市 026-275-1069 小売業（その他）

（資）高村商店 千曲市 026-275-0307 小売業（その他）
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玉井商店 千曲市 026-275-0307 小売業（その他）

(有)二通園 千曲市 026-275-1349 小売業（その他）

炭火串焼　遊来 千曲市 026-275-0454 飲食店

麺屋　壱星 千曲市 026-275-0454 飲食店

 源泉掛け流しの宿玉の湯 千曲市 261-0324 宿泊業

(有)鯛万 千曲市 275-0455 持ち帰り、配達飲食サービス業

おやきの七福 千曲市 飲食店

浅間商産 千曲市 275-2131 小売業（野菜果物）

CucinadelPorco 千曲市 274-5363 飲食店

美容室ウスイ 千曲市 275-2922 理容業、美容業

(有)中村石油 千曲市 275-1594 小売業（その他）

(有)宮久商店 千曲市 275-1210 小売業（酒）

信州小麦ラーメン亀屋 千曲市 275-1631 飲食店

茂手木電業 千曲市 275-0890 専門サービス業

六花亭 千曲市 276-4508 飲食店

(有)瀬在モータース 千曲市 275-0630 専門サービス業

越石商店 千曲市 276-5261 小売業（その他）

芳蘭 千曲市 275-2533 飲食店

十萬石 千曲市 275-2533 飲食店

やきとり　より道 千曲市 090-3552-7327 飲食店

タカチ薬局 千曲市 275-1624 小売業（ドラッグストア）

宮川時計店 千曲市 275-0431 その他小売業

スナックひまわり 千曲市 飲食店

スナックエブリー 千曲市 飲食店

sound BAR d 千曲市 214-7968 飲食店

snack　NaNa 千曲市 飲食店

スナッククレヨン 千曲市 090-2750-9901 飲食店

ラウンジルーシー 千曲市 080-1335-8310 飲食店

滝澤理髪店 千曲市 275-15252 理容業、美容業

スナックオーロラ 千曲市 275-7378 飲食店

とたに整骨院 千曲市 466-6424 その他生活関連サービス業（エステ等）

大黒屋 千曲市 275-0768 飲食店

若草農園 千曲市 275-2809 小売業（野菜果物）

パブ浪漫 千曲市 090-4957-9666 飲食店
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 居酒屋雪（ホテル圓山荘内） 千曲市 275-1119 飲食店

月の井酒店 千曲市 275-0575 小売業（酒）

花の駅 千曲市 026-275-2948 飲食店

七福 千曲市 026-275-1559 飲食店

居酒屋　秀 千曲市 026-276-3536 飲食店

やきとり　藤岡 千曲市 026-275-6556 飲食店

柳沢テレビサービス 千曲市 026-276-7722 小売業（その他）

 中国料理紅福餃子館 千曲市 026-275-6345 飲食店

キリンオート 千曲市 026-275-0037 専門サービス業

若林酒店 千曲市 026-275-1550 小売業（酒）

スナック喫茶　ジョイ 千曲市 026-276-4542 飲食店

レストラン四季 千曲市 026-275-1847 飲食店

ホンダカーズしなの戸倉店 千曲市 026-275-2302 小売業（その他）

うな竹 千曲市 026-275-1174 飲食店

西澤薬局 千曲市 026-276-0501 小売業（ドラッグストア）

サウンドパブ　オンステージ 千曲市 026-276-1190 飲食店

ホテルルートイン上山田温泉 千曲市 050-5833-3808 https://www.route-inn.co.jp 旅館・ホテル

スナック マリの部屋 千曲市 026-276-0966 飲食店（喫茶店・カフェ）

スマイルサンタ　千曲戸倉店 千曲市 026-214-8102 https://www.8989.co.jp/santa/ 小売業（その他）

はなぶさ 千曲市 275-1253 飲食店

(有)小泉屋肉店 千曲市 275-0029 小売業（食肉）

(有)戸倉ファミリービルエスエフ 千曲市 276-4874 小売業（衣服）

(有)西野入商店 千曲市 275-1212 小売業（酒）

ティール・ブション 千曲市 275-4445 飲食店

スナックカントリー 千曲市 275-3484 飲食店

（株）ひでの家 千曲市 276-6586 飲食店

関薬品 千曲市 276-2094 小売業（ドラッグストア）

あさひ倶楽部 千曲市 285-0636 宿泊業

くるりんぱん 千曲市 400-5151 持ち帰り、配達飲食サービス業

羽衣 千曲市 275-1234 飲食店

河菜 千曲市 275-1094 飲食店

ひぐち 千曲市 276-1245 飲食店

（株）信州牛伴みやかわ 千曲市 275-1028 小売業（食肉）

株式会社ダイナム長野千曲店 千曲市 https://www.dynam.jp/top/index.html 娯楽業
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サロン　ドロール 千曲市 276-4073 理容業、美容業

こまつや 千曲市 275-0205 小売業（衣服）

辰勢 千曲市 275-2646 飲食店

哈爾濱料理 紅鶴楼 千曲市 276-6576 飲食店

スナックあき 千曲市 090-2323-6046 飲食店

HAIR SALON U 千曲市 276-4002 理容業、美容業

長野信用金庫　坂城支店 坂城町 0268-82-7221 http://www.nagano-shinkin.jp/ 金融業、保険業

きばらし 坂城町 0268-82-2260 https://ssl.sakakinavi.jp/gourmet/shop/%e3%81%8d%e3%81%b0%e3%82%89%e3%81%97/#respo飲食店

木の実 坂城町 0268-82-4188 https://ssl.sakakinavi.jp/gourmet/shop/%e6%9c%a8%e3%81%ae%e5%ae%9飲食店

あさひや 坂城町 0268-82-2529 小売業（菓子パン）

葛尾食品 坂城町 0268-82-2424 持ち帰り、配達飲食サービス業

Café ぴろきち 坂城町 0268-82-0001 飲食店

Gappo 株式会社 坂城町 0268-82-3381 小売業（コンビニ）

キッチンフライパン 坂城町 0268-82-6193 飲食店

坂城葡萄酒醸造 株式会社 坂城町 0268-82-2208 飲食店

しなの木 坂城町 0268-82-2543 飲食店

寿し田 坂城町 0268-82-7432 飲食店

でーじ家　韓国家庭料理 坂城町 0268-75-0440 飲食店

錦鮨坂城支店 坂城町 0268-82-3692 飲食店

番屋 坂城町 0268-82-5051 飲食店

株式会社 まちづくり坂城 坂城町 0268-82-1128 その他

みちくさ 坂城町 0268-82-7773 飲食店

みんなの居場所未来スペース 坂城町 0268-71-6613 その他

ラブラドールビーンズコーヒー 坂城町 0268-82-0159 飲食店

 良竺庵 坂城町 0268-82-1567 飲食店

株式会社御牧 坂城町 0268-62-3222 その他

有限会社川島モータース 坂城町 0268-81-2002 専門サービス業

有限会社鈴木商会 坂城町 0268-82-4181 その他小売業

紅谷和洋菓子舗 坂城町 0268-82-3211 小売業（菓子パン）

かいぜ 坂城町 0268-82-6193 飲食店

小宮山歯科医院 坂城町 0268-82-2029 医療、福祉

双報シェアリング株式会社 坂城町 0268-81-3750 専門サービス業

びんぐし湯さん館 坂城町 0268-81-7000 その他娯楽業

株式会社ヴィヨング 坂城町 0120-885-099 理容業、美容業
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薔薇café 坂城町 0268-55-7270 飲食店

光栄ペイント 坂城町 0268-82-5000 専門サービス業

柄沢美容室 坂城町 0268-82-7155 理容業、美容業

深味 坂城町 0268-82-7094 飲食店

有限会社 王様屋 坂城町 0268-82-8751 小売業（その他）

Aki美容室 坂城町 0268-82-4534 理容業、美容業

有限会社 ケーアイ 坂城町 0268-82-5404 小売業（コンビニ）

晴明治療院 坂城町 0268-82-4022 専門サービス業

岸田江津子美容室 坂城町 0268-82-5058 理容業、美容業

山根屋書店 坂城町 0268-82-2015 小売業（その他）

セブンイレブン　坂城村上店 坂城町 0268-82-7892 小売業（コンビニ）

新田醸造 有限会社 坂城町 0268-82-2782 その他小売業

hair salon nico 坂城町 090-3220-0025 理容業、美容業

(有)ヤマギシ　坂城SS 坂城町 0268-82-7171 http://yamagishi-eneos.jp/ 小売業（その他）

福多屋 坂城町 0268-82-2226 持ち帰り、配達飲食サービス業

とんかつ津久井 坂城町 0268-82-4557 飲食店

蕎麦処　たつの 坂城町 080-6930-2828 飲食店

山長青果 坂城町 0268-82-2428 小売業（その他）

めん吉 坂城町 0268-82-5564 飲食店

長寿庵 坂城町 0268-82-2816 飲食店

トータルビューティーサロン美肌 坂城町 0268-82-4526 理容業、美容業

さかき地場産直売所あいさい 坂城町 0268-75-8267 小売業（その他）

株式会社長野大崎製作所 坂城町 0268-82-3190 http://www.nagano-oosaki.co.jp/company/ 製造業

BeDo 坂城町 0268-55-3428 https://bedo-gym.com/ その他生活関連サービス業（エステ等）

ローソン坂城村上店 坂城町 0268-82-5404 小売業（コンビニ）

長野信用金庫　小布施支店 小布施町 026-247-3141 http://www.nagano-shinkin.jp/ 金融業、保険業

こつこつ豆と器 小布施町 026-214-3435 https://www.cotucotumtu.com/ 飲食店（喫茶店・カフェ）

農産物直売所ろくさん 小布施町 026-242-6600 小売（食品・酒）

レストランOBUSE花屋 小布施町 026-247-1187 www.hanaya.obuse.or.jp 飲食店（食堂・レストラン）

フローラルガーデン 小布施町 026-247-5487 https://www.obuse.or.jp 飲食店（食堂・レストラン）

地もの屋 響 YURA 小布施町 026-247-6911 飲食店（食堂・レストラン）

有限会社朝日屋 小布施町 026-247-2158 飲食店（食堂・レストラン）

小布施温泉あけびの湯 小布施町 026-247-4880 https://obuse-akebinoyu.co.jp/ 旅館・ホテル

Cucina Italiana PACE 小布施町 026-247-6685 https://www.instagram.com/paceobuse/ 飲食店（食堂・レストラン）
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風景館 高山村 242-2611 https://www.fukeikan.co.jp 宿泊業

旅館わらび野 高山村 242-2901 https://ryokan-warabino.com 宿泊業

山田館 高山村 242-2525 https://www.yamadakan.co.jp 宿泊業

高山亭高井本店 高山村 248-1320 http://soba-kouzantei.jp 飲食店

ワイン＆カフェ　ヴェレゾン 高山村 090-5789-2129 飲食店

どりー夢 高山村 090-3585-1676 飲食店

村の小さなピザ屋さん 和 高山村 080-9572-9240 https://pizza-nagomi.com 飲食店

㈱かたぎり 高山村 245-3013 製造業

㈱太陽観光高山営業所 高山村 246-8508 その他生活関連サービス業（エステ等）

ペンション樹里庵 高山村 242-2508 https://www.julian-compass.com 宿泊業

信州高山村観光協会 高山村 242-1122 運輸業、郵便業

梅の屋リゾート松川館 高山村 242-2721 http://ryokan-matsukawa.com 宿泊業

常盤屋 高山村 242-2601 小売業（野菜果物）

セルバン白雲館 高山村 242-2911 宿泊業

平野屋 高山村 242-2811 https://www.hiranoyaryokan.com 宿泊業

伊奈里館 高山村 242-2527 宿泊業

子安温泉 高山村 242-2219 その他生活関連サービス業（エステ等）

フォン明和荘 高山村 242-2731 宿泊業

ヤマボクグリーンサイト 高山村 242-2731 宿泊業

見晴茶屋 高山村 242-2804 飲食店

レッドウッドイン 高山村 242-2418 https://redwoodinn.jp 宿泊業

朝日屋亭 高山村 080-5314-4895 飲食店

子安そば文の藏 高山村 242-2076 https://nagano-soba.com 飲食店

藤田屋酒店 高山村 242-2046 小売業（酒）

小林商店 高山村 242-2602 小売業（酒）

ライダーハウス ルート66 高山村 090-3062-0066 https://route0066.com 宿泊業

おやき茶屋たちべり 高山村 242-2929 小売業（その他）

わらび野観光㈱ 高山村 214-7611 https://warabinokankoubus.com 運輸業、郵便業

信州たかやまワイナリー 高山村 214-8726 https://www.shinshu-takayama.wine 小売業（酒）

一茶ゆかりの里　一茶館 高山村 248-1389 教育、学習支援業

山田温泉　大湯 高山村 242-2314 その他生活関連サービス業（エステ等）

蕨温泉　ふれあいの湯 高山村 242-2313 その他生活関連サービス業（エステ等）

おおぎやラーメン中野店 中野市 0269-23-1630 飲食店

金沢カレー　ガレージ　中野店 中野市 0269-38-1668 http://umairamen.com/gyozaya 飲食店
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スマイルサンタ　中野店 中野市 0269-38-0351 https://www.8989.co.jp/santa/ 小売業（その他）

スズキアリーナ信州中野/U'ｓSTATION中野 中野市 0269-24-7611 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20211951.sj-nagano/ 小売業（その他）

株式会社ダイナム中野店 中野市 https://www.dynam.jp/top/index.html 娯楽業

飯山営業所/U'ｓSTATION飯山 飯山市 0269-38-3682 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20601951.sj-nagano/ 小売業（その他）

グッドマウンテンズ 飯山市 0269-67-0538 https://goodmountains.shop-pro.jp 飲食店

おおぎやラーメン飯山店 飯山市 0269-63-1771 飲食店

CPサロン　レア 飯山市 0269-67-0277 その他生活関連サービス業（エステ等）

株式会社ダイナム長野飯山店 飯山市 https://www.dynam.jp/top/index.html 娯楽業

信州ラーメン人力車須坂インター店 須坂市 026-246-5389 http://umairamen.com/jinrikisha 飲食店

オールスズキ須坂店 須坂市 026-246-8879 https://www.suzuki.co.jp/dealer/20207951.sj-nagano/ 小売業（その他）

牛角　須坂店 須坂市 026-214-2901 https://www.gyukaku.ne.jp/ 飲食店

八十二銀行信濃町支店 信濃町 255-3082 金融業、保険業

ペンション  風小僧 信濃町 258-3707 http://www7.plala.or.jp/kazekozou0084/ 宿泊業

(農組)高沢農園 信濃町 255-5076 飲食店

ペンション セシルクラブ 信濃町 255-6180 http://cecilclub.com/ 宿泊業

コテージログハウス　GOO！ 信濃町 255-2989 https://gooi90.wixsite.com/gooweb 宿泊業

オプト・コバヤシ 信濃町 255-2452 http://opt5884.com/ 小売業（その他）

坂本屋 信濃町 258-2737 http://www.sakamoto-ya.com/ その他娯楽業

 Whit Tree Lodge 信濃町 258-2227 https://whitetreelodge.com/ja/home-japanese/ 宿泊業

寿 苑 信濃町 255-2359 飲食店

よろづや 信濃町 255-2615 小売業（その他）

森のﾛｸﾞﾎﾃﾙ カムループス 信濃町 258-3737 宿泊業

ヘア－サロンかいはつ 信濃町 255-3993 理容業、美容業

やまびこ逸品堂 信濃町 255-3505 小売業（その他）

オーベルジュ　ラ．プーサン 信濃町 258-3636 https://le-poussin.com/ 宿泊業

ペンション 風のうた 信濃町 255-5843 http://www.kazenouta.jp/ 宿泊業

道の駅しなの 信濃町 255-2900 https://f-tenbou.com/ 小売業（その他）

ごはんのお宿ほっこり． 信濃町 255-5757 宿泊業

ペンション わたぼうし 信濃町 255-5544 http://watabousi.net/ 宿泊業

フレンドリー 信濃町 258-3085 宿泊業

手打ちそば工房若月 信濃町 255-4321 飲食店

ペンション黒姫高原ふふはり亭 信濃町 217-5803 https://fuwari-tei.com/ 宿泊業

㈱ラボランド 信濃町 255-5723 https://www.laboland.jp/ 宿泊業

ロッヂオークランド 信濃町 255-5309 http://hot-oakland.jp/ 宿泊業
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五岳庵 信濃町 217-7487 宿泊業

竹内歯科医院 信濃町 255-5676 医療、福祉

スピンネーカー 信濃町 258-3232 http://www.ngn.janis.or.jp/~spin/ 飲食店

森のシンフォニー 信濃町 255-4418 http://morinosymphony.sakura.ne.jp/ 宿泊業

㈲砂山商店 信濃町 255-2073 http://www.sunayama.info/ 小売業（その他）

ペンションもぐ 信濃町 255-5424 http://mogu.p1.bindsite.jp/ 宿泊業

信濃ゴルフ倶楽部 信濃町 255-6700 スポーツ施設提供業

茶坊主 信濃町 026-255-4960 飲食店

煙の下 信濃町 持ち帰り、配達飲食サービス業

高島多十郎商店 信濃町 026-255-2013 卸売業

野尻湖定期船（株） 信濃町 026-258-2505 その他娯楽業

長野信用金庫　飯綱支店 飯綱町 026-253-7525 http://www.nagano-shinkin.jp/ 金融業、保険業

おおかわ美容室 飯綱町 253-3232 理容業、美容業

ふじよし 飯綱町 253-2275 飲食店

そば処 よこ亭 飯綱町 253-8287 飲食店

レストラン ルック 飯綱町 253-3102 飲食店

サンクゼールワイナリー本店 飯綱町 253-8002 飲食店

ワイナリーレストラン サンクゼール 飯綱町 253-8070 飲食店

世界一食堂 飯綱町 253-2142 飲食店

三日月庵 飯綱町 253-2014 飲食店

マウンテン・ヴィラ タキハウス 飯綱町 026-253-3198 宿泊業

上倉荘 飯綱町 026-253-2317 宿泊業

（有）長崎電機商会 飯綱町 026-253-2381 小売業（その他）

外谷研磨 飯綱町 026-253-2805 その他

アリーナ接骨院 飯綱町 026-219-3799 医療、福祉

MON marushime（モンマルシメ） 飯綱町 026-217-2009 飲食店

高天ヶ原ホテル 山ノ内町 0269-34-2911 http://www.takamagahara-hotel.co.jp/ 宿泊業

初の湯旅館 山ノ内町 0269-33-2595 https://hatunoyu.jp/index.html 宿泊業

ホテル銀嶺 山ノ内町 0269-34-3110 http://www.ginrei.co.jp/ 宿泊業

クランペットカフェ 山ノ内町 0269-33-3570 飲食店

志賀高原リゾート開発㈱ 山ノ内町 0269-34-2301 https://shigakogen.co.jp/ その他

湯田中駅前温泉　楓の湯 山ノ内町 0269-33-2133 http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/ その他娯楽業

道の駅　北信州やまのうち 山ノ内町 0269-31-1008 http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/ その他小売業

金具屋ホテル 山ノ内町 0269-33-3131 http://www.kanaguya.com/ 宿泊業

16/33



店名・事業所名 市町村名 電話番号 ホームページURL 業種

大丸屋旅館 山ノ内町 0269-33-3261 http://www.shibu-daimaruya.com/ 宿泊業

北志賀グランドホテル 山ノ内町 0269-33-6621 https://www.komaruyama.jp/ 宿泊業

渋ヤマト屋 山ノ内町 0269-33-2185 https://sibu-yamatoya.com/ 宿泊業

硯川ホテル 山ノ内町 0269-34-2921 https://suzurikawa-hotel.com/ 宿泊業

よろづや 山ノ内町 0269-33-2111 https://yudanaka-yoroduya.com/ 宿泊業

よろづやアネックス湯楽庵 山ノ内町 0269-33-2117 https://yurakuan.com/ 宿泊業

華灯りの宿　加命の湯 山ノ内町 0269-33-1010 https://kameinoyu.com/ 宿泊業

渓谷の湯 山ノ内町 0269-34-2207 https://www.keikokunoyu.com/ 宿泊業

古久屋 山ノ内町 0269-33-2511 https://www.ichizaemon.com/ 宿泊業

シャレー志賀 山ノ内町 0269-34-2235 http://www.shigakogen.jp/chalet/ 宿泊業

一茶のこみち　美湯の宿 山ノ内町 0269-33-4126 http://yudanakaview.co.jp/ 宿泊業

志賀パレスホテル 山ノ内町 0269-34-2221 http://shigapalace.co.jp/ 宿泊業

喜楽ホテル 山ノ内町 0269-34-2905 http://shiga-kiraku.com/ 宿泊業

横手山・渋峠スキー場 山ノ内町 0269-34-2600 https://yokoteyama2307.com/ その他

白雲楼旅館 山ノ内町 0269-33-2505 http://www.yudanaka-hakuunro.com/ 宿泊業

志賀一井ホテル 山ノ内町 0269-34-3711 https://shigaichii.jp/ 宿泊業

北志賀ホリデーイン 山ノ内町 0269-33-7171 http://hdayi.com/ 宿泊業

石臼挽き蕎麦香房　山の実 山ノ内町 0269-33-7577 http://hdayi.com/yamanomi/ 飲食店

ホテル志賀サンバレー 山ノ内町 0269-34-3800 https://shigasunvally.com/ 宿泊業

ホテルジャパン志賀 山ノ内町 0269-34-2801 https://www.japanshiga.com/ 宿泊業

いかりや旅館 山ノ内町 0269-33-3168 https://shibu-ikariya.jimdofree.com/ 宿泊業

渋ホテル 山ノ内町 0269-33-2551 https://www.shibuhotel.com/goannai/ 宿泊業

山ノ内町観光連盟 山ノ内町 0269-33-2138 https://www.info-yamanouchi.net/ その他

長野信用金庫　山ノ内支店 山ノ内町 0269-33-3191 http://www.nagano-shinkin.jp/ 金融業、保険業

ホテル白樺荘 山ノ内町 0269-34-3311 https://www.shirakaba.co.jp/ 宿泊業

志賀高原の家グリーン 山ノ内町 0269-34-2552 https://shiga-green.com/ 宿泊業

ホテル東館 山ノ内町 0269-34-2534 https://higashidate.com/ 宿泊業

熊の湯ホテル 山ノ内町 0269-34-2311 https://www.kumanoyu.co.jp/hotel/ 宿泊業

一乃湯 果亭 山ノ内町 0269-33-2101 https://shibu-katei.jp/ 宿泊業

まるか旅館 山ノ内町 0269-33-3515 http://maruka.her.jp/ 宿泊業

サンシャイン志賀 山ノ内町 0269-34-2531 http://www.shigakogen.jp/sunshine/ 宿泊業

ホワイトイン北志賀 山ノ内町 0269-33-6411 https://www.whiteinn-kitashiga.com/ 宿泊業

幸の湯 山ノ内町 0269-34-2902 https://www.sachinoyu.com/ 宿泊業

竹内商店 山ノ内町 0269-33-4581 小売業（酒）
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福十拉 山ノ内町 0269-27-4738 https://localplace.jp/t100407105/ 飲食店

羅臼庵 山ノ内町 0269-33-5883 飲食店

手打蕎麦うどん 玉川本店 山ノ内町 0269-33-2252 https://r.goope.jp/sr-20-205611S0001 飲食店

岩本そば屋 山ノ内町 0269-33-6536 飲食店

元湯箱山温泉 山ノ内町 0269-31-1088 その他娯楽業

ヘアモードサロンユモト 山ノ内町 0269-33-2714 理容業、美容業

ホテルノース志賀 山ノ内町 0269-33-7111 http://www.h-north.co.jp/ 宿泊業

シルバー志賀 山ノ内町 0269-34-2245 https://www.silvershiga.com/ 宿泊業

岩菅ホテル 山ノ内町 0269-34-2334 https://www.hoteliwasuge.jp 宿泊業

和風の宿 ますや 山ノ内町 0269-33-2171 http://www.masuya-yushinan.com/ 宿泊業

㈲佐藤商店 湯田中ＳＳ 山ノ内町 0269-33-4568 http://www.satosyoten-ss.com/ 小売業（その他）

ロッジやまのまにまに 山ノ内町 0269-34-2261 https://yamanomanimani.jp/ 宿泊業

SHIGAKOGEN MOUNTAIN DISCOVERY 山ノ内町 090-9359-6656 http://shigakogen-md.com/ スポーツ施設提供業

とらやの湯 傳習館 山ノ内町 0269-31-3454 http://denshukan.com/ 宿泊業

山の駅 山ノ内町 https://shigakogen.co.jp/facilities/yamanoeki_summer 小売業（その他）

木戸池温泉ホテル 山ノ内町 0269-34-2821 https://kidoike.com/ 宿泊業

ホテルサニー志賀 山ノ内町 0269-34-2604 https://www.sunny-shiga.com/ 宿泊業

テゾーロ奥志賀 山ノ内町 0269-34-2751 https://okushigatesoro.com/ 宿泊業

禪ホテル 山ノ内町 0269-38-0755 http://zenhostel.net/ 宿泊業

馳走家流有Ｒｕ 山ノ内町 0269-33-8022 飲食店

理容クロイワ 山ノ内町 0269-33-1470 理容業、美容業

竜王スキーパーク／SORA terrace 山ノ内町 0269-33-7131 https://www.ryuoo.com/ その他

クリスタルテラス 山ノ内町 0269-33-8822 飲食店

松美食堂 山ノ内町 0269-33-2276 飲食店

そば処　やり屋 山ノ内町 0269-33-2619 飲食店

スナック　あっぷる 山ノ内町 090-9804-6410 飲食店

㈲湯本商店 山ノ内町 0269-33-0411 小売業（酒）

つるや旅館 山ノ内町 0269-33-4561 https://yuturuya.com/ 宿泊業

ホテルおもだか 山ノ内町 0269-33-3125 https://www.hotel-omodaka.com/japanese/ 宿泊業

越後屋旅館 山ノ内町 0269-33-3188 宿泊業

楽奇温泉旅館 山ノ内町 0269-33-8189 宿泊業

Ｔホテル 山ノ内町 0269-38-6777 http://thotel.jp/jp/ 宿泊業

西発哺温泉ホテル 山ノ内町 0269-34-2634 http://www.shigakogen.jp/nishihoppo/ 宿泊業

清風荘 山ノ内町 0269-363-3295 https://www.yudanaka-seifuso.com/ 宿泊業
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横手山山頂ヒュッテ 山ノ内町 0269-34-2430 http://www.yokoteyama.com/ 小売業（菓子パン）

ホテルタガワ 山ノ内町 0269-33-6111 https://www.hotel-tagawa.co.jp/ 宿泊業

ティーアール観光 山ノ内町 0269-33-6177 運輸業、郵便業

ラーメン徳味 山ノ内町 090-3564-1252 飲食店

関ふとん店 山ノ内町 0269-33-2997 小売業（その他）

ユールニッセ 山ノ内町 0269-33-8588 https://www.yule-nisse.com/ 宿泊業

田中設備工業 山ノ内町 0269-33-2065 https://www.tanakasetsubikougyou.com/ その他

ホテルイタクラ 山ノ内町 0269-34-2309 https://hotel-itakura.jimdofree.com/ 宿泊業

ホテルラ・フォーレ志賀 山ノ内町 0269-34-2463 http://www.laforetshiga.com/ 宿泊業

島屋旅館 山ノ内町 0269-33-2151 http://shimaya-yudanaka.com/ 宿泊業

フォレストプラザ 山ノ内町 0269-31-3888 http://www.gaku-net.com/sg/lodge.htm 宿泊業

志賀高原索道協会 山ノ内町 0269-34-2588 https://www.shigakogen-ski.com/ その他

SPARK OUT LANDS 山ノ内町 https://www.sparkoutlands.com/ 小売業（その他）

青柳洋品店 山ノ内町 0269-33-2426 小売業（衣服）

浅科屋食堂 山ノ内町 0269-33-3822 飲食店

アスペン志賀 山ノ内町 0269-34-3700 https://www.aspen-shiga.com/ 宿泊業

畔上製菓舗 山ノ内町 0269-33-0057 小売業（その他）

いくたま整骨院 山ノ内町 0269-38-1245 専門サービス業

居酒屋ちょっくん 山ノ内町 090-9666-2846 飲食店

栄楽食堂 山ノ内町 0269-33-2262 飲食店

大西パン 山ノ内町 080-7065-4825 小売業（菓子パン）

御宿　炭乃湯 山ノ内町 0269-33-3128 http://www.suminoyu.com/ 宿泊業

企業組合　山ノ内米穀 山ノ内町 0269-33-3810 小売業（その他）

熊の湯リフト㈱ 山ノ内町 0269-34-2138 https://www.kumanoyu.co.jp/lift/ その他

暮らしのセンターあぜがみ 山ノ内町 0269-33-3446 小売業（その他）

こみちcaféソラチカ 山ノ内町 0269-38-1186 https://sorachica.com/ 飲食店

コメリハードアンドグリーン山ノ内店 山ノ内町 0269-31-3670 https://www.komeri.bit.or.jp/ 小売業（その他）

坂本はりきゅうマッサージ院 山ノ内町 090-2088-6204 専門サービス業

幸鮨 山ノ内町 0269-33-2234 飲食店

志賀高原ガイド組合 山ノ内町 0269-34-2133 その他

志賀高原スキークラブ 山ノ内町 0269-34-2617 http://www.shigakogen.net/main/index.php?Welcome その他

志賀高原リゾート開発㈱ 山ノ内町 0269-34-2301 https://shigakogen.co.jp/ その他

食堂　そば清 山ノ内町 0269-33-6296 飲食店

スーパーマルゼン 山ノ内町 0269-33-4835 小売業（その他）
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菅沼商店 山ノ内町 0269-33-4024 小売業（その他）

スノハラ商店 山ノ内町 0269-33-3308 小売業（その他）

セブンイレブン　山ノ内佐野店 山ノ内町 0269-33-8701 https://www.sej.co.jp/ 小売業（その他）

徳竹自動車 山ノ内町 0269-33-8099 専門サービス業

トモエ美容室 山ノ内町 0269-33-3812 理容業、美容業

中沢商店 山ノ内町 0269-33-2785 小売業（その他）

長電タクシー㈱ 山ノ内町 0269-33-3161 https://www.nagadentaxi.co.jp/ 運輸業、郵便業

ながの農業協同組合 山ノ内町 0269-33-0001 https://www.ja-nagano.iijan.or.jp/ その他

呑喰処きらく 山ノ内町 0269-33-3250 飲食店

美容室　あいざわ 山ノ内町 0269-33-2861 理容業、美容業

美容室　りすぶらん 山ノ内町 0269-33-4567 理容業、美容業

平穏土建㈱ 山ノ内町 0269-33-4518 http://www.hiraodoken.com/company/ その他

藤本屋 山ノ内町 0269-33-3358 小売業（酒）

ふじや旅館 山ノ内町 0269-33-2443 宿泊業

プチホテルＥｐｉ 山ノ内町 0269-34-2171 http://www.okushiga-resort.com/ 宿泊業

ふるさと弁当こころ 山ノ内町 0269-31-3501 小売業（その他）

フレッシュストアーほさか 山ノ内町 0269-33-6135 小売業（その他）

ヘアプレス　ちく 山ノ内町 0269-33-3763 理容業、美容業

ヘアラボ　タカヤマ 山ノ内町 0269-33-3848 理容業、美容業

ホテル　こだま 山ノ内町 0269-34-3331 http://www.hotelkodama.com/ 宿泊業

松本製菓 山ノ内町 0269-33-2342 小売業（その他）

みかさ 山ノ内町 0269-33-2321 飲食店

美浜寿し 山ノ内町 0269-33-3760 飲食店

やまもと美容室 山ノ内町 0269-33-0592 理容業、美容業

リカー＆フードまるみ 山ノ内町 0269-33-3023 小売業（酒）

理容美容　カツヤマ 山ノ内町 0269-33-6056 理容業、美容業

わくわく商店実行委員会 山ノ内町 0269-33-2810 小売業（その他）

S&T観光開発 山ノ内町 0269-34-2600 https://yokoteyama2307.com/ その他

WAKUWAKUやまのうち 山ノ内町 0269-38-8990 https://wakuwaku-yamanouchi.com/ 飲食店

あぶらや燈千 山ノ内町 0269-33-3333 https://www.aburaya-tousen.co.jp/ 宿泊業

奥志賀高原リゾート 山ノ内町 0269-34-2034 http://www.okushiga.jp/ その他

黒岩林産商事 山ノ内町 0269-33-5888 https://www.yudanaka.com/ その他

コトブキヤ 山ノ内町 0269-33-2254 その他

三晃荘 山ノ内町 0269-33-2986 http://www.fudoson.com/sp/# 宿泊業
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志賀高原一望閣 山ノ内町 0269-34-2031 http://ichibokaku.jp/ 宿泊業

志賀スキーロッヂ 山ノ内町 0269-34-3355 http://www.khuls.com/ 宿泊業

志賀パークホテル 山ノ内町 0269-34-2811 https://shiga-park.co.jp/ 宿泊業

志賀ワンツー 山ノ内町 0269-33-8712 専門サービス業

渋ホテル 山ノ内町 0269-33-2551 https://www.shibuhotel.com/ 宿泊業

下田土建 山ノ内町 0269-33-3721 その他

シャレー志賀 山ノ内町 0269-34-2235 https://chalet-shiga.com/ 宿泊業

スイスイン 山ノ内町 0269-34-3456 https://www.swiss-inn.jp/ 宿泊業

スカイランドホテル 山ノ内町 0269-34-3555 https://www.shiga-skyland.com/ 宿泊業

玉村本店 山ノ内町 0269-38-1630 http://tamamura-honten.co.jp/ 製造業

友野商店 山ノ内町 0269-33-2565 その他

ビワ池ホテル 山ノ内町 0269-34-3011 http://www.shigakogen.jp/biwaike/ 宿泊業

プリンスホテル 山ノ内町 0269-34-3111 https://www.princehotels.co.jp/shiga/ 宿泊業

まちノベイト 山ノ内町 0269-026-219-6http://machinovate.com/jp/ 飲食店

まつや 山ノ内町 0269-33-3181 http://eihachi.com/ 宿泊業

丸池ホテル 山ノ内町 0269-34-2721 https://maruike-hotel.com/ 宿泊業

モリキ 山ノ内町 0269-38-1438 http://www.moriki-group.info/ 小売業（ドラッグストア）

山ノ内流通センター 山ノ内町 0269-33-4541 卸売業

阿部電機 山ノ内町 0269-33-2658 その他

天川荘 山ノ内町 0269-33-2444 https://www.amagawaso.jp/ 宿泊業

安楽荘 山ノ内町 0269-33-2578 宿泊業

いかりや旅館 山ノ内町 0269-33-3168 https://shibu-ikariya.jimdofree.com/ 宿泊業

石の湯ロッヂ 山ノ内町 0269-34-2421 http://ishinoyu.com/ 宿泊業

ヴィラ・アルペン 山ノ内町 0269-34-2731 http://www.villa-alpen.com/ 宿泊業

金新商店 山ノ内町 0269-33-3565 飲食店

かめや旅館 山ノ内町 0269-33-3585 https://www.shibu-kameya.com/ 宿泊業

北志賀高原ヒュッテ 山ノ内町 0269-33-7210 小売業（菓子パン）

小古井菓子店 山ノ内町 0269-33-3288 小売業（菓子パン）

サトー商会 山ノ内町 0269-33-4444 小売業（その他）

志賀かじか観光 山ノ内町 0269-33-3515 その他

志賀高原オリンピックホテル 山ノ内町 0269-34-2125 http://www.shiga-olympic.com/ 宿泊業

志賀レークサイドホテル 山ノ内町 0269-34-3232 http://www.shigalake.jp/ 宿泊業

渋白銀屋旅館 山ノ内町 0269-33-3225 宿泊業

関英ドライブイン 山ノ内町 0269-33-2705 飲食店
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関谷醸造場 山ノ内町 0269-33-2535 製造業

たまりや酒店 山ノ内町 0269-33-2231 小売業（酒）

田村酒店 山ノ内町 0269-33-2259 小売業（酒）

東京堂洋品店 山ノ内町 0269-33-2378 小売業（衣服）

中島電気商会 山ノ内町 0269-33-2093 その他

羽田甘精堂 山ノ内町 0269-33-2324 https://hatakanseido.com/ 小売業（菓子パン）

福田屋 山ノ内町 0269-33-3571 https://www.ringogyuu.com/ 小売業（食肉）

藤澤電機商会 山ノ内町 0269-33-2779 http://www13.plala.or.jp/efu/ その他

古酒屋 山ノ内町 0269-33-2707 小売業（酒）

文化商店 山ノ内町 0269-33-3201 小売業（その他）

ベルグ 山ノ内町 0269-34-2003 http://www.shigakogen.jp/berg/ 宿泊業

望月商店 山ノ内町 0269-33-6453 小売業（その他）

セブンイレブン北志賀夜間瀬店 山ノ内町 0269-33-8000 https://www.sej.co.jp/ 小売業（その他）

ホテルイタクラ 山ノ内町 0269-34-2309 https://hotel-itakura.jimdofree.com/ 宿泊業

ホテルおもだか 山ノ内町 0269-33-3125 https://www.hotel-omodaka.com/japanese/index.php# 宿泊業

ホテルさかえや 山ノ内町 0269-33-2531 https://e-sakaeya.jp/ 宿泊業

ホテル昭和園 山ノ内町 0269-33-3508 http://www.tsubakino.com/ 宿泊業

ホテルむつみ 山ノ内町 0269-34-2706 http://www.shigakogen.jp/mutsumi/ 宿泊業

ホテル山楽 山ノ内町 0269-34-2217 https://www.shiga-sanraku.jp/ 宿泊業

丸善旅館 山ノ内町 0269-33-3235 http://maruzen.moo.jp/ 宿泊業

もへじや製菓 山ノ内町 0269-33-2257 小売業（菓子パン）

山崎屋旅館 山ノ内町 0269-33-3025 http://www.yamazakiya.com/ 宿泊業

セブンイレブン信州山ノ内店 山ノ内町 0269-33-4866 https://www.sej.co.jp/ 小売業（その他）

山ノ内自動車工業 山ノ内町 0269-33-4515 その他

湯本旅館 山ノ内町 0269-33-2141 https://yudanaka-yumoto.com/ 宿泊業

スポーツマンギャラリー 山ノ内町 0269-33-2570 http://www.gaku-net.com/sg/ その他

志賀の湯ホテル 山ノ内町 0269-34-2431 https://www.shiganoyu.com/ 宿泊業

武村 山ノ内町 0269-33-6951 http://kitashigakogenhotel.com/index.php 宿泊業

メルローズ 山ノ内町 0269-33-7849 宿泊業

高井富士スキー場 山ノ内町 0269-33-6252 http://x-jam.jp/ その他

高島屋旅館 山ノ内町 0269-33-3061 http://www.takashima-ya.net/ 宿泊業

志賀いこい荘 山ノ内町 0269-34-2005 https://www.ikoisou.jp/ 宿泊業

居酒屋　たいむ 山ノ内町 0269-38-1339 飲食店

キッチン＆バー Ｄ-ＬＩＮＥ 山ノ内町 0269-38-1224 飲食店
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ヤドロク 山ノ内町 0269-38-0311 http://yadoroku.jp/koishiya/ 宿泊業

Shigakougen Travel Bureau 山ノ内町 0269-34-2814 http://japan-stb.com/ その他

志なのや旅館 山ノ内町 0269-33-3528 宿泊業

ズイカインターナショナル 山ノ内町 0269-34-3611 https://www.hotelgrandphenix.co.jp/ 宿泊業

松田屋履物店 山ノ内町 0269-33-3320 宿泊業

マルクニ小林商店 山ノ内町 0269-33-4875 宿泊業

湯本商店 山ノ内町 0269-33-2991 宿泊業

福島屋旅館 山ノ内町 0269-33-4538 http://www.valley.ne.jp/~fukusima/index.html 宿泊業

金喜ホテル 山ノ内町 0269-33-3531 http://shibu-kaneki.net/ 宿泊業

山一屋旅館 山ノ内町 0269-33-3323 https://www.tukimi.com/ 宿泊業

渋温泉　養田屋旅館 山ノ内町 0269-33-2236 http://youdaya.com/ 宿泊業

ひしや旅館 山ノ内町 0269-33-2105 宿泊業

玉久旅館 山ノ内町 0269-33-3591 https://tamakyu.net/ 宿泊業

角間温泉　養田屋旅館 山ノ内町 0269-33-3165 宿泊業

かどや 山ノ内町 0269-33-3221 http://iyashinoyu-kadoya.com/ 宿泊業

ダイヤモンド志賀 山ノ内町 0269-34-2520 https://www.diamondshiga.com/ 宿泊業

ホープベル 山ノ内町 0269-33-7103 http://www.hope-bell.com/ 宿泊業

政喜旅館 山ノ内町 0269-33-2732 http://onyado-masaki.com/ 宿泊業

若木屋旅館 山ノ内町 0269-33-2817 http://www.wakakiya.burari.biz/ 宿泊業

ホテルプランタン 山ノ内町 0269-33-6766 https://purantan.jp/indexmain.html 宿泊業

ホテルカスケード 山ノ内町 0269-33-1155 宿泊業

リゾートイン北志賀 山ノ内町 0269-33-6396 宿泊業

アルパイン・ハット 山ノ内町 0269-33-7023 宿泊業

俵や 山ノ内町 0269-33-3525 http://www.tawarayaryokan.co.jp/index.htm 宿泊業

やすらぎ 山ノ内町 0269-33-1270 https://yudanakayasuragi.book.direct/ja-jp 宿泊業

はくら 山ノ内町 0269-33-3315 http://yudanaka-hakura.com/ 宿泊業

ヴィラ・一の瀬 山ノ内町 0269-34-2704 https://www.villa101.biz/ 宿泊業

シルバーロード原宿 山ノ内町 0269-33-7236 宿泊業

赤坂荘 山ノ内町 0269-33-6542 宿泊業

志賀ハイランドホテル 山ノ内町 0269-34-2011 宿泊業

ホテル豊生 山ノ内町 0269-33-3281 http://yudanaka-housei.com/ 宿泊業

あおき書店 山ノ内町 0269-33-3375 小売業（その他）

ホテルノース志賀 山ノ内町 0269-33-7111 http://www.h-north.co.jp/ 宿泊業

多喜本旅館 山ノ内町 029-33-3245 http://oyado-takimoto.com/ 宿泊業
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シャレークリスチャニア 山ノ内町 0269-34-2929 https://www.okushiga.com/# 宿泊業

ロッヂ小河原 山ノ内町 0269-33-6139 https://lodgeogawara.wixsite.com/lodge-ogawara 宿泊業

ホテル明幸 山ノ内町 0269-33-1711 https://hotel-meiko.jp/ 宿泊業

あさひ翠泉荘 山ノ内町 0269-38-0616 宿泊業

ロマコティーキーピス 山ノ内町 0269-33-8188 宿泊業

ホテルセラン 山ノ内町 0269-33-1111 http://www.hotel-selan.com/ 宿泊業

ロッジタカユキ 山ノ内町 0269-33-1133 宿泊業

リゾートインケルン 山ノ内町 0269-33-8555 http://www.cairn-yomase.com/ 宿泊業

ラーメンなるとや 山ノ内町 080-9440-7171 飲食店

プチリゾートホンマ 山ノ内町 0269-33-8700 宿泊業

民宿みやま 山ノ内町 0269-33-2260 https://miyama-wakuwaku.com/ 宿泊業

ホテルカイワ 山ノ内町 0269-33-1515 https://kaiwa.co.jp/ksc/hotel/ 宿泊業

ライムライト 山ノ内町 0269-33-0111 宿泊業

パディントンハウス 山ノ内町 0269-33-5522 https://paddington-house.com/ 宿泊業

グランベルミヤツ 山ノ内町 0269-33-1166 宿泊業

小沢屋旅館 山ノ内町 0269-33-3575 http://ozawaya.com/ 宿泊業

㈲あららぎ 山ノ内町 0269-34-2002 http://www.shigakogen.jp/araragi/ 宿泊業

仙壽閣 山ノ内町 0269-33-3551 http://www.senjukaku.com/ 宿泊業

ザ・クラッシック・ジョイント 山ノ内町 0269-33-7232 飲食店

安代館 山ノ内町 0269-33-2541 http://andaikan.com/ 宿泊業

gonki 山ノ内町 0269-38-0246 飲食店

御園ホテル 山ノ内町 0269-33-2225 宿泊業

ホテル竜王 山ノ内町 0269-33-6211 http://www.h-ryuo.com/ 宿泊業

ポイントホープやまゆう 山ノ内町 0269-34-2021 宿泊業

スノーフレンド 山ノ内町 090-8595-8277 飲食店

とみ家 山ノ内町 0269-33-3900 飲食店

カラープロデュースアトリエタカハシ 山ノ内町 0269-33-3038 理容業、美容業

㈱マックアース Ｘ－ＪＡＭ高井富士 山ノ内町 0269-33-6252 http://x-jam.jp/ その他

志賀高原カントリークラブ 山ノ内町 0269-33-3351 http://mtkosha.jp/shigakan/ その他

ロッヂ薪 山ノ内町 0269-33-7822 宿泊業

ホリデープラザ 山ノ内町 0269-34-3330 http://www.holiday-plaza.shigakogen.com/ 宿泊業

ホテル水明館 山ノ内町 0269-33-2168 https://www.itoenhotel.com/suimeikan/ 宿泊業

昇荘 山ノ内町 0269-33-6018 宿泊業

角間荘 山ノ内町 0269-33-8296 宿泊業
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オートパル飯山 志賀高原店 山ノ内町 0269-38-6770 専門サービス業

㈲魚敏旅館 山ノ内町 0269-33-1215 http://www.avis.ne.jp/~miyasaka/ 宿泊業

㈲せきや旅館 山ノ内町 0269-33-2268 https://www.yuyadosekiya.com/ 宿泊業

ペンションユートピア 山ノ内町 0269-33-7855 宿泊業

ホテルアルパイン 山ノ内町 0269-33-7337 http://www.h-alpine.jp/ 宿泊業

下田屋旅館 山ノ内町 0269-33-2769 宿泊業

癒しの湯かどや 山ノ内町 0269-33-3221 宿泊業

きよみず望山荘 山ノ内町 0269-33-2131 http://www.bouzansou.com/ 宿泊業

風間館 山ノ内町 0269-33-2713 https://kazamakan.com/ 宿泊業

つばたや 山ノ内町 0269-33-2165 宿泊業

ウインサム 山ノ内町 0269-33-7855 宿泊業

ニュー横手 山ノ内町 0269-34-2106 宿泊業

旅館湯の原 山ノ内町 0269-33-4763 宿泊業

ヴィラ・チェリオ 山ノ内町 0269-33-7070 宿泊業

ヤマザキＹショップ高井富士店 山ノ内町 0269-33-7157 小売業（コンビニ）

夜間瀬温泉スキー場 山ノ内町 0269-33-2377 http://x-jam.jp/ その他

熊の湯スキー場 山ノ内町 0269-34-2166 その他

訪問美容 origami 山ノ内町 080-1282-3094 http://origami.salon/ 理容業、美容業

ラーメンなるとや志賀高原店 山ノ内町 080-6756-7974 飲食店

ブルーエ 山ノ内町 0269-24-2870 http://bleuet-okushiga.com/ 宿泊業

竜王ヴィレッジ 山ノ内町 0269-33-6511 https://ryuo-village.com/ 宿泊業

塵票閣本店 山ノ内町 0269-33-3151 https://www.489pro.com/asp/489/smart_top.asp?id=20000038 宿泊業

ペンション白 山ノ内町 0269-38-0565 http://okushiga-pension-haku.com/index.html 宿泊業

竜王荘 山ノ内町 0269-33-6032 https://ryuooso.cup.com/ 宿泊業

ホテルディライト北志賀 山ノ内町 0269-33-6700 http://k-delight.com/ 宿泊業

寿司屋 山ノ内町 0269-38-1618 飲食店

山ノ内大勝軒 山ノ内町 080-5093-9995 飲食店

㈱湯本旅館 山ノ内町 0269-33-2181 https://www.sibu-yumoto.jp/ 宿泊業

よろづや旅館 山ノ内町 0269-33-3073 http://shibu-yorozuya.com/ 宿泊業

㈲西山製菓店 山ノ内町 0269-33-3824 小売業（その他）

㈱シャレー竜王 山ノ内町 0269-33-6311 https://syale-ryuo.com/ 宿泊業

ホテルアストリア 山ノ内町 0269-34-3000 http://www.cis.ne.jp/astoria/ 宿泊業

ホテルアルペンブルク 山ノ内町 0269-34-3366 https://www.alpenburg.com/ 宿泊業

㈲ホテル一乃瀬 山ノ内町 0269-34-2802 http://www.shigakogen.jp/ichinose/ 宿泊業
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横手山本荘 山ノ内町 0269-34-2006 http://www.shigakogen.jp/motoso/ 宿泊業

ホテル金栄 山ノ内町 0269-34-2707 http://www.shigakogen.jp/kinei/ 宿泊業

ホテルハイツ志賀高原 山ノ内町 0269-34-3030 http://www.hotel-heights.com/ 宿泊業

ホテルタキモト 山ノ内町 0269-34-2117 https://www.takimoto.in/ 宿泊業

㈱大六山荘 山ノ内町 0269-34-2210 https://shiga-dairoku.com/ 宿泊業

ホテルサンモリッツ志賀 山ノ内町 0269-34-2247 https://st-moritz.net/ 宿泊業

竜王パークホテル 山ノ内町 0269-33-7866 http://www.r-parkhotel.jp/ 宿泊業

ペンションＴＯＭＯ 山ノ内町 0269-33-7217 宿泊業

スポーツハイム奥志賀 山ノ内町 0269-34-2551 http://www.sugiyama-ski.com/sportsheim/# 宿泊業

ロッヂキングストン 山ノ内町 0269-33-7850 宿泊業

志賀石の湯ホテル 山ノ内町 0269-34-2054 http://ishinoyu.com/ 宿泊業

ウィング 山ノ内町 0269-33-1191 飲食店

志賀リバーサイドホテル 山ノ内町 0269-34-2609 http://www.avis.ne.jp/~srsh/ 宿泊業

ぴーぷるロッジ 山ノ内町 0269-33-7213 宿泊業

ロッヂながさか 山ノ内町 0269-33-6317 宿泊業

チウーホテル 山ノ内町 0269-34-2333 宿泊業

モンブラン 山ノ内町 0269-33-3625 飲食店

ゆうリゾートホテル北志賀 山ノ内町 0269-33-7373 http://www.kitashiga.jp/ 宿泊業

志賀ホワイトホテル 山ノ内町 0269-34-2702 http://www.shigawhite.com/ 宿泊業

吉花 山ノ内町 0269-33-5110 飲食店

スナックぼくんち 山ノ内町 0269-33-1610 飲食店

クレオパトラ 山ノ内町 0269-33-4911 飲食店

居食亭こまどり 山ノ内町 0269-33-5941 飲食店

ビレッジ101 山ノ内町 0269-33-6077 宿泊業

北志賀家電そば部 山ノ内町 0269-33-6234 飲食店

サウンドパルテノン 山ノ内町 0269-33-3014 飲食店

スナックかえで 山ノ内町 0269-33-8385 飲食店

レストラン楓 山ノ内町 0269-33-8385 飲食店

スナックラッキー 山ノ内町 0269-33-1299 飲食店

コットンハウス 山ノ内町 0269-34-2672 https://cottonhouse-okushiga.com/ 宿泊業

スナック愛蘭 山ノ内町 080-2076-3993 飲食店

若葉屋商店 山ノ内町 0269-33-3305 小売業（その他）

TEPPA ROOM志賀高原 山ノ内町 090-1737-2155 飲食店

シャトーテル北志賀 山ノ内町 0269-33-7133 宿泊業
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ホテルサンパテック北志賀 山ノ内町 0269-33-7121 宿泊業

志賀グランドホテル 山ノ内町 0269-34-2202 http://gurand-h.com/ 宿泊業

不動尊の湯お宿ことぶき 山ノ内町 0269-33-2986 http://www.fudoson.com/ 宿泊業

ホテル五郎兵衛 山ノ内町 0269-34-2931 宿泊業

こころ 山ノ内町 090-9365-5853 飲食店

酒処からんころん 山ノ内町 0269-33-8575 飲食店

なかよし食堂 山ノ内町 0269-33-2618 飲食店

栄楽 山ノ内町 0269-33-2262 飲食店

ホテルマウント志賀 山ノ内町 0269-34-2727 https://www.mountshiga.com/ 宿泊業

志賀高原ロッヂ 山ノ内町 0269-34-3600 https://www.shigakogen-lodge.com/ 宿泊業

来々軒 山ノ内町 0269-33-2269 飲食店

タルカス 山ノ内町 0269-33-1939 飲食店

もとや 山ノ内町 0269-33-3018 飲食店

そば処 くるみ（ナチュラル） 山ノ内町 0269-33-7707 飲食店

ニュー志賀 山ノ内町 0269-34-2211 宿泊業

竜王マウンテンホテル 山ノ内町 0269-33-0905 宿泊業

ホテルレジェーロ 山ノ内町 0269-38-0173 宿泊業

ペンションアップル 山ノ内町 0269-33-7010 宿泊業

スナック永久 山ノ内町 0269-33-3838 飲食店

スナック蘭 山ノ内町 0269-33-4224 飲食店

串政 山ノ内町 0269-33-8223 飲食店

居酒屋しぶ 山ノ内町 090-6516-5385 飲食店

太陽 山ノ内町 090-1867-1678 飲食店

居酒屋串道楽 山ノ内町 0269-33-8686 飲食店

メディカル志賀 山ノ内町 0269-38-1114 医療、福祉

食堂かねよし 山ノ内町 0269-33-2869 飲食店

ロッヂシャークス 山ノ内町 0269-33-6082 宿泊業

志賀グランドホテル　レストラン小丸山 山ノ内町 0269-33-6621 飲食店

アンクルトム 山ノ内町 080-5143-7828 飲食店

ちゅるる 山ノ内町 0269-33-2261 飲食店

ベアーズ 山ノ内町 0269-33-6644 宿泊業

洞泉 山ノ内町 0269-33-4292 飲食店

信濃路 山ノ内町 0269-33-2746 飲食店

スナックせんりょう 山ノ内町 0269-33-3345 飲食店
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ティーサロン都 山ノ内町 0269-33-2079 飲食店

江戸屋 山ノ内町 0269-33-4279 飲食店

のうぎょう民宿一風 山ノ内町 0269-33-0324 飲食店

そば平 山ノ内町 0269-33-3855 飲食店

三河亭 山ノ内町 0269-33-2757 飲食店

多加技屋 山ノ内町 0269-33-3401 飲食店

おたふく 山ノ内町 0269-33-3038 飲食店

ベルホール吉池 山ノ内会館 山ノ内町 0269-33-2323 飲食店

鳥藤 山ノ内町 0269-33-8083 飲食店

リバティ志賀 山ノ内町 0269-34-2521 宿泊業

シャンテ高井富士 山ノ内町 0269-33-6252 宿泊業

ちゃんこ料理たまや 山ノ内町 0269-33-2410 飲食店

スナックキューピット 山ノ内町 0269-33-1579 飲食店

一田屋 山ノ内町 0269-33-5683 飲食店

豊田屋 山ノ内町 0269-33-2807 小売業（その他）

渋温泉地獄谷有料駐車場 山ノ内町 0269-33-5733 その他

後楽館 山ノ内町 0269-33-4376 http://www.jigokudanionsen.com/ 宿泊業

メコンリバー 山ノ内町 0269-38-1774 飲食店

秀政山荘 山ノ内町 0269-33-6730 宿泊業

中島屋旅館 野沢温泉村 0269-85-2058 http://www.nakajimaya.jp/ 宿泊業

河一屋旅館 野沢温泉村 0269-85-4126 https://kawaichiya.jp/ 宿泊業

髪さろん　すぎやま 野沢温泉村 0269-85-2233 理容業、美容業

桐屋旅館 野沢温泉村 0269-85-2020 https://kiriya.jp/ 宿泊業

四季の宿　河廣 野沢温泉村 0269-85-2458 http://www.kawahiro.info/ 宿泊業

野沢のいんさつ屋 野沢温泉村 0269-85-3564 http://www13.plala.or.jp/nozawano/ 製造業

御宿　野沢屋 野沢温泉村 0269-85-2267 http://www7b.biglobe.ne.jp/~nozawaonsen/ 宿泊業

米太郎 野沢温泉村 0269-85-2540 http://www14.plala.or.jp/yonetaro/ 宿泊業

ハウスサンアントンジャムファクトリー 野沢温泉村 0269-85-2065 http://stanton.shop-pro.jp/ 小売業（その他）

有限会社　片桐商店 野沢温泉村 0269-85-4117 https://www.ksfoods.net/ 卸売業

村のホテル　住吉屋 野沢温泉村 0269-85-2005 https://sumiyosiya.co.jp/ 宿泊業

ホテル　ハウスサンアントン 野沢温泉村 0269-85-3597 http://st-anton.jp/ 宿泊業

野沢温泉ホテル 野沢温泉村 0269-85-2011 http://nozawaonsen-h.jp/ 宿泊業

三河屋 野沢温泉村 0269-85-2398 https://mikawayainn.com/ 宿泊業

リゾートインあべ 野沢温泉村 0269-85-2349 http://www.resortin-abe.jp/ 宿泊業
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みなと 野沢温泉村 0269-85-2609 飲食店

有限会社　久保田屋商店 野沢温泉村 0269-85-2106 小売業（コンビニ）

ペンション魚安 野沢温泉村 0269-85-2217 宿泊業

魚やす商店 野沢温泉村 0269-85-2217 小売業（百貨店、総合スーパー）

ラトリエ　クラ 野沢温泉村 0269-67-0607 http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/about/W002H0000348.html 飲食店

なっぱカフェ 野沢温泉村 080-1250-7878 http://nappa-cafe.com/ 飲食店

有限会社　清風館 野沢温泉村 0269-85-2025 https://www.seifukan.co.jp/ 宿泊業

フキヤ商店 野沢温泉村 0269-85-2110 https://www.fukiya.jp/ 小売業（その他）

道の駅　野沢温泉 野沢温泉村 0269-67-0767 https://nozawa-onsen.jp/ 小売業（その他）

百番商店 野沢温泉村 0269-85-2420 小売業（その他）

ロッジでんべえ 野沢温泉村 0269-85-3838 http://nozawa-denbey.com/ 宿泊業

のざわ温泉交通㈱ 野沢温泉村 0269-85-3333 https://nozawaonsen.info/ その他

ふぶき 野沢温泉村 0269-85-4162 http://www.oyado-fubuki.jp/ 宿泊業

ロッヂ　ハーネンカム 野沢温泉村 0269-85-3504 https://www.hahnenkamm.jp/ 宿泊業

合資会社　酒屋旅館 野沢温泉村 0269-85-3118 http://www.ryokan-sakaya.co.jp 宿泊業

ペンション　タンネンホッフ 野沢温泉村 0269-85-3158 http://www.janis.or.jp/users/tannen/ 宿泊業

㈲長野屋酒店 野沢温泉村 0269-85-2057 小売業（酒）

お宿　あけびや 野沢温泉村 0269-85-2159 http://akebiya.net/ 宿泊業

ロッジ内伴 野沢温泉村 0269-85-2296 http://www.janis.or.jp/users/uchihan/ 宿泊業

有限会社　野沢酒店 野沢温泉村 0269-85-2053 小売業（酒）

お宿　たまゆら 野沢温泉村 0269-67-0610 http://nozawa-tamayura.sakura.ne.jp/ 宿泊業

ユートピア 野沢温泉村 0269-85-2223 http://www.yutopia.jp/ 宿泊業

居酒屋　はと車 野沢温泉村 0269-85-2030 飲食店

ビリケン食堂 野沢温泉村 0269-85-2078 飲食店（食堂・レストラン）

ヴィラ・クボタ 野沢温泉村 0269-85-4111 宿泊業

民宿　花屋 野沢温泉村 0269-85-2668 http://www15.plala.or.jp/hanaya1/ 宿泊業

有限会社　桝屋商店 野沢温泉村 0269-85-2150 小売業（その他）

有限会社　鷲野商店 野沢温泉村 0269-85-2066 https://www.washino.net/ 小売業（食肉）

ラ・フォーレやまね 野沢温泉村 0269-85-2465 http://www.lafore-yamane.com/ 宿泊業

勘七園 野沢温泉村 0269-85-2688 https://kanshichien.com 宿泊業

四十雀 野沢温泉村 0269-85-2997 飲食店

東洋ラーメン 野沢温泉村 0269-85-3363 飲食店

たつみ 野沢温泉村 0269-85-3263 飲食店

嘉登屋　Kadoya Backpackers Base 野沢温泉村 090-3849-8552 https://kadoya8nozawa.com/ 宿泊業
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奥信濃の宿　宮の脇 野沢温泉村 0269-85-2466 宿泊業

治作 野沢温泉村 0269-85-3410 飲食店

焼肉49 野沢温泉村 090-3145-9622 飲食店

元気バーガー 野沢温泉村 050-5532-7945 飲食店

万福 野沢温泉村 0269-85-3578 飲食店

良味食堂 野沢温泉村 0269-85-2497 飲食店

浜長 野沢温泉村 0269-85-2172 飲食店

王龍飯店 野沢温泉村 0269-85-2172 飲食店

ステイ 野沢温泉村 0269-85-2172 飲食店

愛岳荘 野沢温泉村 0269-85-2675 宿泊業

グリーンピース 野沢温泉村 0269-85-3805 飲食店

焼肉４９ 野沢温泉村 080-8731-1775 飲食店

Wabi Sabi Kitchen and Bar 野沢温泉村 070-1326-7758 飲食店

Asagama House 野沢温泉村 080-8731-1775 宿泊業

こぐまの家 野沢温泉村 0269-85-3538 宿泊業

木島平観光（株） 木島平村 0269-82-4404 http://kijimadairakanko.com/ 宿泊業

ペンション シエスタ 木島平村 0269-82-1811 http://siesta.travel.coocan.jp/ 宿泊業

オーベルジュ グルービー 木島平村 0269-82-3678 http://www.avis.ne.jp/~groovy/ 宿泊業

夢屋ガラス工房 木島平村 0269-82-1821 www.yumeya-glass.com その他

ドムハウス 木島平村 0269-82-4083 http://dom1992.com/ 宿泊業

コテージ　フィオーレ　 木島平村 0269-82-4335 http://www.janis.or.jp/users/fiore/ 宿泊業

ペンション 森のかくれんぼう 木島平村 0269-82-4155 http://www.janis.or.jp/users/morikaku/ 宿泊業

ペンション 童夢 木島平村 0269-82-4400 http://p-doumu.com/ 宿泊業

コテージ　ナースログ 木島平村 0269-82-4747 https://www.nurselog-jp.com/ 宿泊業

山の家　陶 木島平村 0269-82-4188 https://www.y-sur.com/ 宿泊業

ホテル　レイジャント 木島平村 0269-82-2828 https://radiant-net.com/ 宿泊業

窓月 まつしまや 木島平村 050-5436-5662 https://sougetsu-matsushimaya.com/ 宿泊業

山倉商店 木島平村 0269-82-2702 小売業（酒）

土曜日はイタリアン 木島平村 0269-82-4633 http://www2u.biglobe.ne.jp/~DYI/ 飲食店

有限会社　湯本建設 木島平村 0269-82-2262 https://yumoken.com/ その他

ララ コメスタ 木島平村 090-8114-7113 その他生活関連サービス業（エステ等）

オーベルジュ グルービー 木島平村 0269-82-3678 http://www.avis.ne.jp/~groovy/ 宿泊業

いちだ家 木島平村 0269-82-3226 飲食店

仲山荘 木島平村 0269-82-2212 http://nakayamaso.com/ 宿泊業
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農産物直売所たる川 木島平村 0269-63-3620 小売業（野菜果物）

居酒屋 肴や 木島平村 0269-82-3125 https://japanese-izakaya-restaurant-3828.business.site/ 飲食店

渡辺食堂 木島平村 0269-82-3224 飲食店

パティスリー・レーヴ 木島平村 0269-82-4820 https://p-reve.shopinfo.jp/ 小売業（菓子パン）

ホワイトヒル はまゆう 木島平村 0269-82-2323 http://www.hamayuu.biz/ 宿泊業

居酒屋 螢 木島平村 080-6995-0901 飲食店

sing ZANBIA 木島平村 090-2174-1196 その他娯楽業

桃寿司 木島平村 0269-82-2063 飲食店

もりもり 木島平村 0269-82-4469 飲食店

森酒店　 木島平村 0269-82-2081 小売業（酒）

café 集 木島平村 090-4204-2309 https://www.facebook.com/tsudoy.tsudoy 飲食店

デンバー 木島平村 0269-82-4032 飲食店

小池食堂 木島平村 0269-82-2066 飲食店

ペンション フォーレスかわしま 木島平村 0269-82-2333 http://www.pal.kijimadaira.jp/~fores.kawashima/ 宿泊業

手打ちそば 樽瀧 木島平村 0269-82-3955 飲食店

売店たかやしろ 木島平村 0269-82-4710 小売業（野菜果物）

ファミリーレスト銀嶺 木島平村 0269-82-3782 飲食店

ペンション　ケントス 木島平村 0269-82-2119 宿泊業

ペンション アウラ 木島平村 0269-82-4383 https://www.aura.gr.jp/pension/ 宿泊業

ペンション 綿の実 木島平村 0269-82-3996 宿泊業

ペンション シュトラーゼ 木島平村 0269-82-3805 http://www.syutoraze.com/ 宿泊業

健生庵　山愚 木島平村 0269-82-2773 https://akaoni39.com/sangu/ 飲食店

㈲丸山酒店 木島平村 0269-82-2215 小売業（酒）

だいち café 木島平村 070-3243-8174 https://daichi-cafe.com/kijima/ 飲食店

山の家 パーニス 木島平村 0269-82-4778 http://panis.jp/ 宿泊業

スポーツハイムアルプ 木島平村 0269-82-4141 https://www.sporttheim-alp.com/ 宿泊業

遊夢庵 木島平村 0269-82-3822 飲食店

ロッヂなべふ㈲ ／ちきちきばんばん 木島平村 0269-82-2815 宿泊業

ペンション紙ふうせん 木島平村 0269-82-4582 http://www.janis.or.jp/users/k-huusen/ 宿泊業

ゲストハウス　喜正 木島平村 090-4223-0735 https://kisho-guesthouse.jimdofree.com/ 宿泊業

切明リバーサイドハウス 栄村 025-767-2253 https://kiriake-riverside.com/ 宿泊業

民宿　苗場荘 栄村 025-767-2136 宿泊業

吉楽旅館 栄村 0269-87-2705 宿泊業

出口屋 栄村 025-767-2146 宿泊業
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屋敷温泉　秀清館 栄村 025-767-2168 宿泊業

学問の湯　北野天満温泉 栄村 0269-87-2892 http://www.ngn.janis.or.jp/~kitanoonsen/ 宿泊業

四季の杜 栄村 0269-87-3116 小売業（その他）

がんばろう栄村駅前店 栄村 0269-87-1900 小売業（その他）

居酒屋　かどや 栄村 0269-87-3051 飲食店

民宿　えーのかみ 栄村 025-767-2119 宿泊業

民宿　丸山荘 栄村 025-767-2132 宿泊業

栃川高原　ヒュッテ　ひだまり 栄村 025-767-2262 http://akiyamagou.jp/ 宿泊業

有限会社　栄村物産センター 栄村 0269-87-3180 その他小売業

森宮交通㈱ 栄村 0269-87-2736 https://www.morimiya-kanko.com/ 運輸業、郵便業

光栄荘 栄村 025-767-2147 宿泊業

滝沢商店 栄村 0269-87-2008 小売業（その他）

さかえ指圧治療院 栄村 0269-87-2021 その他生活関連サービス業（エステ等）

㈲共栄建設 栄村 0269-87-2518 その他

栄村森林組合 栄村 0269-87-2352 その他

中条温泉トマトの国 栄村 0269-87-3030 https://tomato-no-kuni.com/ 宿泊業

山口屋商店 栄村 025-761-5450 小売業（その他）

都丸理美容院 栄村 0269-87-2194 理容業、美容業

栄村秋山郷観光協会 栄村 0269-87-3333 http://sakae-akiyamago.com/ その他

さかえ倶楽部スキー場 栄村 0269-87-3355 http://www.sakaeclub.jp/ 運輸業、郵便業

秋山郷　雄川閣 栄村 025-767-2252 http://yusenkaku.yadoroku.jp/ 宿泊業

Yショップ朝日屋 栄村 0269-87-2700 小売業（コンビニ）

直売所かたくり 栄村 0269-87-3200 小売業（野菜果物）

寿司割烹　松海 栄村 0269-87-3240 飲食店

有限会社　カートップ 栄村 0269-87-2612 その他

楽養館 栄村 025-767-2202 宿泊業

斉藤電気工事㈱ 栄村 0269-87-2415 http://saitodenki.com その他

れい美容室 栄村 0269-87-2743 理容業、美容業

山岸電気 栄村 0269-87-2223 その他

月岡塗装 栄村 0269-87-3177 その他

有限会社　赤津組 栄村 0269-87-2410 その他

里暮らしむすびや　まるけて 栄村 090-2668-8532 その他

今泉ふるさとの家 栄村 0269-87-3220 宿泊業

ふるさとの家　となり 栄村 090-4544-5807 https://kotakiplus.jp/ 宿泊業
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みずと屋 栄村 025-767-2185 飲食店

苗場山自然体験交流センター 栄村 025-767-2297 宿泊業

山房　もっきりや 栄村 025-767-2601 mokkiriya.sakura.ne.jp 宿泊業

有限会社　上黒屋商事 栄村 0269-87-3163 小売業（その他）

宅幼老所きぼう 栄村 0269-87-2951 http://kibou.care1 医療、福祉

Beast Captor合同会社 栄村 070-4438-1022 その他

かねく 栄村 0269-87-3001 小売業（衣服）

北信自動車 栄村 0269-87-2763 その他

下出商店 栄村 0269-87-2420 小売業（その他）
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