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STEP２

施設名 住所 電話 HP

横谷温泉旅館 宿泊 〒391-0301 茅野市北山5513 0266-67-2080 https://www.yokoyaonsen.com/

ペンション　シャローム 宿泊 〒391-0301 茅野市北山４０２６ 0266-69-3011 http://www.lcv.ne.jp/~syaroomu/

ペンション　ピラタス２ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山4035-2148 0266-67-4150 https://2.p-pilatus.jp/

ロッジ・くるま 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413 0266-68-2405 https://lodge-kuruma.com/

ホテル・アンナプルナ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413 0266-68-3611 https://www.annapurna.jp/

四季の宿　すばる 宿泊 〒391－0301茅野市北山4035-2224 090-7219-4291 https://tateshina.ne.jp/stay/subaru.html

オーレン小屋 宿泊 〒391-0213 茅野市豊平2472（事務所） 0266-72-1279 http://www.o-ren.net/

蓼科親湯温泉 宿泊 〒391－0301 茅野市北山4035 0266-67-2020 https://www.tateshina-shinyu.com/

モン蓼科おみやげの店 土産店 〒391-0001 茅野市ちの3506 茅野駅ビル2階 0266-72-9100
https://peraichi.com/landing_pages/view/

montate47

湖畔の温泉宿　蓼科 宿泊 〒391-0301 茅野市北山８６０６－６ 0266-67-2828 https://www.iweb.ne.jp/p_tateshina/

茅野市駅前観光案内所 観光案内 〒391-0001 茅野市ちの3506 茅野駅ビル２F 0266-72-2637 https://navi.chinotabi.jp/

ちの旅案内所 体験 〒391-0001 茅野市ちの3506 茅野駅ビル２F 0266-78-7631 https://chinotabi.jp/

蓼科笹類植物園　笹離宮 植物園 〒391-0011 茅野市玉川11400-1017 0266-79-7136 https://tateshina-sasa.com/sasarikyu/

八子ヶ峰ホテル 宿泊 〒391-0301 茅野市北山３４２４ 0266-68-2341 https://www.yashigamine-hotel.co.jp/

エクセレントライフ蓼科 老人ホーム 〒391-0301 茅野市北山5513-159 0266-67-0609 http://www.excellent-life.ecweb.jp/

ペンションブルーベリー 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3419 0266-68-2739 http://gh-blueberry.com/

ちいさなホテル　シェルブール 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-109 0266-68-2088 http://www.ri-cherbourg.co.jp/#modal

子育てシェアハウス　山ん家 子育て 〒391-0213 茅野市豊平2735 090-6026-0725 https://yamanchi.wixsite.com/yamanchi

プチペンション　グリーンスポット 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3412 0266-68-2263 http://grspot.com/

プチペンション　パオパオ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3412-87 0266-68-2363 https://www.p-pao.com/

池の平ホテル＆リゾーツ 宿泊 〒391-0392 茅野市北山白樺湖 0266-68-2211 https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/

断食道場　コーナーストーン 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3412-89 0266-55-2530 https://www.cornerstonefasting.com/

白樺湖ペンション　ぼくんち 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3419-67 0266-68-2076 http://www.lcv.ne.jp/~penboku/

オーベルジュ　リゾートイン　ボヌール 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-58 0266-68-2550 http://ri-bonheur.com/

プチペンション蓼科壱番館 宿泊 〒391-0301 茅野市北山4026-1203 0266-69-3619 https://t-ichibankan.com/

蓼科グランドホテル滝の湯 宿泊 〒391-0393 茅野市北山4028 0266-67-2525 https://takinoyu.co.jp/

車山ハイランドホテル 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-27 0266-68-2116 https://highland-hotel.co.jp/

白樺湖ロイヤルホテル 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3419 0266-76-2120 https://royalhill.co.jp/stay/#hotel

白樺湖ロイヤルヒル スキー場 〒391-0301 茅野市北山3419 0266-76-2120 https://royalhill.co.jp/

ホテル晴明荘 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3419-1 0266-68-2041 http://www.seimeiso.com/

車山高原スカイパークホテル 宿泊 〒391-0314 茅野市北山3413 0266-68-2221 https://www.sph.jp/

車山高原リフト リフト 〒391-0314 茅野市北山3413 0266-68-2221 https://www.sph.jp/

リゾートイン　シェットランド 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-126 0266-68-2460 http://www.lcv.ne.jp/~shetland/

車山リゾートホテルギャラクシー 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-45 0266-78-1181 http://galaxy-kurumayama.com/

リゾートイン　ミスティ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413 0266-68-3036 http://www.resortinn-misty.com/

観音SOBA 飲食 〒391-0301 茅野市北山5513 0266-78-1413 https://www.kannonsoba.com/

リゾートイン　ウインズ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413 0266-68-2660 http://www.winds-hotel.com/

山の宿　明治温泉 宿泊 〒391－0213 茅野市豊平東岳4734 0266-67-2660 https://www.meijionsen.jp/

リゾートインラルゴ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-75 0266-68-3080 http://www.lcv.ne.jp/~largo/

リゾートイン　ジェントル 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-73 0266-68-3348 https://ri-gentle.com/

プチホテル花南 宿泊 〒391-0301 茅野市北山３４１３ 0266-68-2077 https://kanan-kurumayama.com/
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リゾートイン　レア・メモリー 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-51 0266-68-2466 https://rarememory.com/

池の平白樺高原ホテル 宿泊 〒384-2309 北佐久郡立科町芦田八ヶ野750 0267-55-6204 https://kogen.ikenotaira-resort.co.jp/

リゾートイン　カプリス 宿泊 〒391-0301 茅野市北山３４１３ 0266-68-3122

リゾートイン　ローザンヌ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-68 0266-68-2262 https://www.kurumayama-hotel.com/

蓼科パークホテル 宿泊 〒391-0394 茅野市北山5522 0266-67-2600 http://www.tateshina-parkhotel.com/

プチホテル　ネーベルハウゼ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-8 0266-68-2347 http://nebel-hause.com/

プチホテル　サンルーフ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-29 0266-68-2623 https://www.p-sunroof.net/

亀屋ホテル 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3419-1 0266-68-2001 http://www.kameyahotel.jp/main/

リゾートイン　ライムライト 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413 0266-68-2573 http://limelight.server-shared.com/

シャンブルドート ピステ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3412-121 0266-68-2219 http://www.piste.co.jp/

リゾートイン　スクアミッシュ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-125 ０２６６－６８－３２０１ https://www.ri-squamish.com/

信州味屋敷ささおか 飲食 〒391-0216 茅野市米沢3158 0266-72-7411 http://www.dcn.ne.jp/~ajiyashiki/

ヤマウラステイ 宿泊 〒391-0001 茅野市ちの3506 茅野駅ビル２F 0266-7３－８５５０ https://yamaurastay.jp/

ホープロッヂ 乗馬・宿泊 〒391-0301 茅野市北山3419-1 0266-68-2017 http://hope-lodge.com/

小さな森の宿　ぎんのさじ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-81 0266-68-2444 https://ginsaji.jp/ginnosaji.html

ペンション　サリュ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3412-92 0266-55-1615 http://www.lcv.ne.jp/~salut/

カフェ・アンダンテ 飲食 〒391-0002 茅野市塚原１ー１－１ 0266-82-3069 https://www.andante-chino.com/

リゾートイン　モンテフローラ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-80 0266-68-2380
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施設名 主たる事業 住所 電話 HP

ペンションサンセット 宿泊 〒391-0301 茅野市北山4035-2225 ピラタスの丘 090-4153-5123 https://www.p-sunset.com/

リトルグリーブ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山３４１９ 0266-68-3001 https://www.littlegrebe.com/

さくらさく 飲食 〒391-0001 茅野市ちの茅野町３０７６ 0266-73-8298 https://www.sakura39-chino.com/

八ヶ岳オクテット 飲食 〒391-0001 茅野市ちの3502-1 ベルビア２F 0266-75-5070 http://www.barrackstreet.net/shop/octet/

Bar&LIVE the PianoMan 飲食 〒391-0001 茅野市ちの3502-1 ベルビアB1F 0266-78-6922 http://www.pianoman.bz/

渋御殿湯 宿泊 〒391-0212 茅野市北山5520-3 0266-67-2733 http://www.gotenyu.com/

ちのスカイビューホテル 宿泊 〒391-0002 茅野市塚原2-16-7-1 0266-71-1010 https://www.chino-skyview-hotel.jp/

青空の扉 犬と泊まれるプチホテル 宿泊 〒391-0301 茅野市北山5513-90 蓼科ビレッジ緑山152 0266-78-0015 http://aozora-p.com/

サンシャインロッジ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3419-6 0266-68-2950 http://www.lcv.ne.jp/~sun48164/

ゲストハウス　クロイツェル 宿泊 〒391-0301 茅野市北山4026-1208 0266-60-2001 http://www.lcv.ne.jp/~kpy91681/

黒百合ヒュッテ 宿泊 〒391-0013 茅野市宮川8065-1（事務所） 0266-72-3613 http://www.kuroyurihyutte.com/

サワ・ルージュ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山３４１９ 0266-68-2277 https://sawarouge.com/

更科そば 飲食 〒391-0001 茅野市ちの7021 0266-72-2655 https://sarashina-kaname.info/sarashina/

味彩房　かなめ 飲食 〒391-0001 茅野市ちの上原256-1 0266-82-5777 https://sarashina-kaname.info/kaname/

ホテルわかみず 宿泊 〒391-0003 茅野市仲町１２－７ 0266-72-6166 http://www.chino-wakamizu.com/

たてしな麓八 宿泊 〒391-0301 茅野市北山5522-451 090-3456-1192 https://www.tateshina-rokuya.com/

ホテル尖石 宿泊 〒391-0213 茅野市豊平1616 0266-72-6844 http://www.hotel-togariishi.jp/

ペンション　けさらんぱさらん 宿泊 〒391-0213 茅野市豊平10234の2 0266-76-2845 http://www.lcv.ne.jp/~kesaran/

そば処緑苑 飲食 〒391-0301 茅野市北山白樺湖 0266-68-2210 https://navi.chinotabi.jp/spot/1545/

鹿島南蓼科ゴルフコース ゴルフ場 〒391-0213 茅野市豊平７７０２ 0266-76-2222 http://kajima-resort.co.jp/

蓼科高原カントリークラブ ゴルフ場 〒391-0301 茅野市北山4035 0266-67-2201 http://www.alpico.co.jp/tateshinakogen-cc/

森のペンション　Wanらいふ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山4035-1 0266-78-3982 http://www.wanlife2082.com/

勝山そば店 飲食 〒391-0012 茅野市金沢2332 0266-82-3556 https://www.facebook.com/katuyamasoba

オーベルジュ エスポワール 飲食・宿泊 〒399-0301 茅野市北山5513-142 0266-67-4250 http://www.auberge-espoir.com/

唐沢鉱泉 宿泊 〒391-0213 茅野市豊平4733-1 0266-76-2525 http://www.karasawakousen.com/

白樺湖畔の宿　君待荘 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3419-1 0266-68-3300 https://kimimatisou.com/
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蓼科山荘 宿泊 〒391-0213 茅野市豊平10222-30（事務所） 0266-76-5620
http://www7a.biglobe.ne.jp/~g-

factory/tateshinalodge/yama.html

たてしな藍 宿泊 〒391-0301 茅野市北山5522 0266-67-5030 http://tateshina-ai.co.jp/

蓼科温泉共同浴場 温泉 〒391-0301 茅野市北山4035-170 0266-67-2100
https://tateshina.ne.jp/onsen/tateshina_onsen

.html

Eco-Stay TOSS 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3412ペンショントス 0266-68-3060 http://p-toss.com/

蓼科湖レジャーランド レジャー 〒391-0301 茅野市北山4035 0266-67-2550

草原屋 宿泊 〒391-0011 茅野市玉川11400-1356 0266-79-7709 https://sougenya.com/

白樺湖そば処朝日ヶ丘 飲食 〒391-0301 茅野市北山3419 0266-68-2108 https://suwa-net.com/asahigaoka/

おーべるじゅ夢夢舎 宿泊 〒391-0301 茅野市北山5513-275 0266-67-4151 https://www.aco.co.jp/mumu/index.php

グラスリーぺぱん 飲食 〒391-0213 茅野市豊平4734-253 0266-71-6171
http://www.chinoshi.net/CNet_HP/user/index.

php?secid=11156&pageid=1

カンデオホテルズ茅野店 宿泊 〒391-0000 茅野市中沖２－７ 0266-71-1300
https://www.candeohotels.com/ja/nagano

-chino/

蓼科テディベア美術館 美術館 〒391-0321 立科町芦田八ヶ野1522 白樺湖畔 0267-55-7755 https://1027.jp/

TINY GARDEN 蓼科 宿泊 〒391-0301 茅野市北山8606-1 0266-67-2234
http://www.urban-

research.co.jp/special/tinygarden/

山のおみやげ店 土産店 〒391-0001 茅野市ちの3502-1 0266-72-7663 https://yamaomi.ocnk.net/

蓼科・八ヶ岳国際自然学校 自然学校 〒391-0301 茅野市北山5513-341 0266-67-1115 https://www.tyins.or.jp/

お菓子な茶店　ちゃいぶ 飲食 〒391-0301 茅野市北山5522-188 0266-67-6334 http://www7b.biglobe.ne.jp/~chive/

オーベルジュ　つつじとかえで 宿泊 〒391-0301 茅野市北山4035-2 0266-67-3730 https://tutuji-kaede.jp/

プチペンション　グリーングラス 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3412-122 0266-68-2028 http://www.lcv.ne.jp/~ggrass/

豪族の館　大東園 宿泊 〒391-0301 茅野市北山5522-451 0266-67-4655 https://daitouen.info/

ちのステーションホテル 宿泊 〒391-0001 茅野市ちの7020 0266-72-1245 https://chinostationhotel.info/

鮨処　みつ山 飲食 〒391-0213 茅野市豊平4734-7906 0266-71-6131 http://www.lcv.ne.jp/~mituyama/

ペンション　山の朝 宿泊 〒391-0301 茅野市北山4035-2202 0266-67-4640 https://yamanoasa.com/

ペンション湖風 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3419-1 0266-68-3303 https://www.yadokofu.com/

ペットと泊まれる宿　ゲストハウスベルン 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-127 0266-68-2464 http://gh-bern.jp/

有限会社　イリセン 体験・土産 〒392-0012 諏訪市四賀2769 0266-52-0342 https://kanten-irisen.com/

硫黄岳山荘 山小屋 〒391-0215 茅野市中大塩13-73 （事務所） 0266-73-6673 http://www004.upp.so-net.ne.jp/iou/index-2.htm

根石岳山荘 山小屋 〒391-0215 茅野市中大塩13-73 （事務所） 0266-73-6673 http://www001.upp.so-net.ne.jp/neishi/index.html

夏沢鉱泉 山小屋 〒391-0215 茅野市中大塩13-73 （事務所） 0266-73-6673
http://www004.upp.so-

net.ne.jp/natsuzawa/

レイクサイドホステル　ジル白樺湖 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3418-22 0266-55-1192 http://hostel-jil-shirakabaco.com/

食酒屋　うまいものや　にし季 飲食 〒391-0005 茅野市仲町5-4 0266-72-3585 https://hitosara.com/0005007204/

蓼科高原　ヴィラB&Bホテル 宿泊 〒391-0301 茅野市北山4035-150 0266-77-2887 http://tateshinavilla.com/

白樺湖スノーアカデミー 体験 〒391-0301 茅野市北山3424 0266-68-2341 http://www.snow-ac.jp/

美食倶楽部　たつみ 飲食 〒391-0001 茅野市ちの横内2612 0266-82-4000

NTPグループ　蓼科荘 宿泊 〒391-0301 茅野市北山4035-279 0266-67-3636

ペンション　アプリコットハウス 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3412-65 0266-68-2350 http://www.lcv.ne.jp/~apricoth/index.html

蓼科東急ホテル 宿泊 〒391-0301 茅野市北山字鹿山4026-2 0266-69-3109 https://www.tateshinatokyuhotel.com/

蓼科リゾートイン　プリマリオ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山4035-2206 0266-67-4181 http://primario-tateshina.com/

縞枯山荘 山小屋 〒391-0301 茅野市北山4035 0266-67-5100 http://www.lcv.ne.jp/~simagare/

寛ぎの宿　澤右衛門 宿泊 〒391-0301 茅野市北山３４２４ 0266-68-2411 http://www.sawaemon.jp/

オーベルジュ　ラ・メイジュ 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3413-17 0266-68-3939 https://www.la-meije.com/

株式会社　木葉社 体験 〒391-0001 茅野市ちの236-7 0266-78-6931 https://www.mokuyousha.com/

アニバーサリーチロル 製菓・喫茶 〒391-0001 茅野市ちの7015 0266-72-2547 https://www.anniversary-tirol.jp/

ペンション　ベストフレンド 宿泊 〒391-0301 茅野市北山3412-60 0266-68-2379 http://www.lcv.ne.jp/~bfriend/

東日本旅客鉄道㈱　茅野駅 交通 〒391-0001 茅野市ちの3506 050-2016-1600
https://www.jreast.co.jp/estation/station/

info.aspx?StationCd=988

ゲストハウスゆみち 宿泊 〒391-0211 茅野市湖東13239-1 090-5583-4722

リゾートホテル蓼科 宿泊 〒391-0301 茅野市北山4035 0266-67-2626 https://resort-hotel-tateshina.jp/

レストランHIKO 飲食 〒391-0213 茅野市豊平3228-14 0266-77-2484
https://peraichi.com/landing_pages/view/

rest-hiko

おぎのや　諏訪店 土産・飲食 〒392-0013 諏訪市沖田町4-39 0266-53-1111
https://www.oginoya.co.jp/tenpo/shop-

list/suwa/
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金沢体育協会 体験 https://chinotabi.jp/activity/

スナック　ジュテーム 飲食 〒391-0301 茅野市北山4796 0266-77-2873

川菜館 飲食 〒391-0216 茅野市米沢37-1 0266-82-3450

手打ちそば　みつ蔵 飲食 〒391-0301 茅野市北山4035-228 0266-78-2278
https://tateshina.ne.jp/eating/mitukura.ht

ml

しゃくなげ 飲食 〒391-0211 茅野市湖東6595-204 0266-77-2202 https://navi.chinotabi.jp/spot/9413/

京風しなの料理　きよみず 飲食 〒391-0216 茅野市米沢3846-4 0266-75-0807 http://wasyokukiyomizu.web.fc2.com/

ブルースター 飲食 〒391-0001 茅野市ちの3098-2 B1F 0266-73-1705

勝味庵 飲食 〒391-0013 茅野市宮川1388-10 0266-71-1777 http://tonkatsu-katsumian.com/

すし松富士 飲食 〒391-0005 茅野市仲町5-2 0266-72-3466

ギャラリーカフェ　そよ風 飲食 〒391-0213 茅野市豊平5932-5 0266-75-2987 https://cafe-24109.business.site/

居酒屋こころ 飲食 〒391-0005 茅野市仲町5-20 0266-72-8178

ちぇネとら 飲食 〒391-0001 茅野市ちの3486-8 0266-73-8115 http://www.chanetora.com/

Beer&Café 大麦小麦 飲食 〒391-0011 茅野市玉川4164-7 0266-73-7539

古時計 飲食 〒391-0005 茅野市仲町3-12 0266-72-5002

長寿更科 飲食 〒391-0216　茅野市米沢7698 0266-73-6606 http://www.choujyu-sarashina.com/

レストランドミンゴ　茅野店 飲食 〒391-0216 茅野市米沢3775-2 0266-73-0537 http://www.026.co.jp/domingo/

焼肉ダイニング縁結 飲食 〒391-0001 茅野市ちの319-6 0266-78-6105

登美 飲食 〒391-0211 茅野市湖東6595-386 0266-78-2717

蓼科高原バラクライングリッシュガー
デン

庭園・飲食 〒391-0301 茅野市北山栗平5047 0266-71-5511 https://barakura.co.jp/

まんまみぃ屋 飲食 〒391-0001 茅野市ちの709 0266-73-6772

手打ち蕎麦切り蓼山亭 飲食 〒391-0216 茅野市米沢174-1 0266-82-3322 http://www.lcv.ne.jp/~ryouchi/

麺王零 飲食 〒391-0001 茅野市ちの上原328-5 0266-72-6888

ウッドペッカー 飲食 〒391-0002 茅野市塚原1-18-6 0266-72-1580 http://www.lcv.ne.jp/~wood1982/

梅蔵 飲食 〒391-0213 茅野市豊平3508-1 0266-82-7050 https://umezochino.wixsite.com/mysite-1

大衆割烹　伊織 飲食 〒391-0001 茅野市ちの上原やすらぎ271-8 0266-73-0437 http://www.lcv.ne.jp/~tkiori/index2.html

居酒屋イズマサゴ 飲食 〒391-0002 茅野市塚原1-3-18 0266-73-3939 https://itp.ne.jp/info/205625188000000899/

割烹　真砂 飲食 〒391-0002 茅野市塚原1-3-18 0266-72-2401

かふぇ天香 飲食 〒391-0001 茅野市ちの3053 0266-55-6088

ベーカリーレストラン エピ 飲食 〒391-0301 茅野市北山5522-373 0266-67-5311 https://www.epinopan.com/

そばきり吉成 飲食 〒391-0003 茅野市本町東7-61 0266-73-9910 https://yuyashirosoba.wixsite.com/mysite-3

旬彩　和香 飲食 〒391-0301 茅野市北山8720 0266-75-5767 https://www.shunsai-waka.com/

すみかまど　茅野店 飲食 〒391-0005 茅野市仲町15-16 0266-78-7244
http://suwa-

izakaya.com/%E3%81%99%E3%81%BF%E3%81%8B%E3%81%BE%E3%81

%A9%E3%80%80%E8%8C%85%E9%87%8E%E5%BA%97/

ベルエポック 飲食 〒391-0216 茅野市米沢444-1 0266-73-1211

旬味　柚子の香 飲食 〒391-0013 茅野市宮川11400-21 0266-75-2565 https://yuzunoka.com/

小料理　小鈴 飲食 〒391-0005 茅野市仲町5-25 0266-72-7659

欧風料理　アンファミーユ 飲食 〒391-0301 茅野市北山字鹿山4026-2 東急リゾートタウン内 0266-69-3117 http://www.lcv.ne.jp/~enfamill/

麺屋　蔵人 飲食 〒391-0005 茅野市仲町12-7 0266-82-3335 http://menya-kuroudo.com/

ポールズキッチン 飲食 〒391-0301 茅野市北山5744-2 0266-55-3773 https://paulgarard.wixsite.com/paulskitchen

和dining 月とすっぽん 飲食 〒391-0023 茅野市宮川45603 0266-55-6207 https://tsukisupponchino.wixsite.com/dinning

割烹　森の家 飲食 〒391-0001　茅野市ちの3487 0266-72-6543 https://morinoya.info/

上海酒家　タオタオ 飲食 〒391-0005 茅野市仲町７－５ 0266-7305332

割烹　たむら 飲食 〒391-0216 茅野市米沢3733-2 0266-82-1900 https://tamura.e-okinet.com/

呉竹鮨 飲食 〒391-0005 茅野市仲町9-10 0266-72-2546 https://www.kuretakezushi.com/

八ヶ岳Sereno 飲食 〒391-0011 茅野市玉川11398-291 0266-75-1013 http://yscre.co.jp/sereno/

飯屋こふく 飲食 〒391-0213 茅野市豊平3309-7 0266-78-2252

麺とび六方　茅野店 飲食 〒391-0013 茅野市宮川4236-2 0266-78-9520

スナック　ブルーローズ 飲食 〒391-0003 茅野市本町西4-24
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華 飲食 〒391-0002 茅野市米沢41SUNSIDE14 101号 0266-78-1106

Bar ミルキーウェイ 飲食 〒391-0001 茅野市ちの3015 0266-73-0604

night space merak 飲食 〒391-0002 茅野市塚原2-1-1 0266-72-9171

炭火焼肉　信州亭 飲食 〒391-0003 茅野市本町東15-8 0266-82-2929

炭火焼肉　信濃亭 飲食 〒391-0003 茅野市本町西1-26 0266-72-5729

attaca 飲食 〒391-0213 茅野市豊平4423 0266-75-2166

呉竹房 飲食 〒391-0216 茅野市米沢3802-1 0266-72-6701 https://navi.chinotabi.jp/spot/2836/

カフェレストラン　いじわるばあさん 飲食 〒391-0301 茅野市北山3434-1 0266-78-2051

居食や　青とうがらし 飲食 〒391-0301 茅野市北山4857 0266-77-2006

茅野茶輪たてしな日和 飲食 〒391-0301 茅野市北山4035-65 0266-55-3365 https://tateshinabiyori.com/

ドリームスⅡ 飲食 〒391-0001 茅野市ちの3041 0266-75-2545

フィールドノート 飲食 〒391-0216 茅野市米沢3763-1 0266-72-3974 https://navi.chinotabi.jp/spot/2763/

紅の豚 飲食 〒391-0005 茅野市仲町11-3 0266-73-2915

小料理　かどめ 飲食 〒391-0001 茅野市ちの3040 0266-82-7723 https://kadome-chino.business.site/

古民家 fumoku 宿泊/飲食 〒391-0001 茅野市ちの3038-1 070-1490-7716 https://fumoku.space/

スナック　バレンザ・ポー 飲食 〒391-0216 茅野市北大塩4752-4 0266-78-7325

茶寮湖東 飲食 〒391-0211 茅野市湖東8651-13 0266-72-0722 https://ameblo.jp/cafekohigashi/

食事処　かわら 飲食 〒391-0214 茅野市泉の1616-2 0266-79-5606

中崎Enjyo 飲食 〒391-0211 茅野市湖東5580-10 080-9577-9177
http://jinsei.chino-

wakamizu.com/nakazaki/

レストラン ピーター 飲食 〒391-0001 茅野市ちの274-5 0266-72-7542 https://sinsyu.info/peter/

アクアジャパン 飲食 〒394-0003 岡谷市加茂町２－１－１ 0266-24-2228

北八ヶ岳リゾート ロープウエイ 〒３９１－０３０１茅野市北山4035 0266-67-2009 https://www.kitayatu.jp/

大石や岡谷店 移動販売車 〒３９４－００８８岡谷市長地梨久保２－５－２６(事務所） 0266-28-6553

(株)Tm.DEPO 移動販売車 〒392-0013 茅野市宮川１３８３－６ 0266-55-4705 https://www.tm-depo.com/

café`Cherre Blossom 移動販売車 〒３９９－０７０１塩尻市広丘吉田147-6 0263-86-6424 https://yvm.jp/vendor/?genre=professional

CIRKUS(チルクス） 飲食 〒391-0301茅野市北山１０１３ 090-4131-9156

大石や諏訪店 移動販売車 〒392-0012 諏訪市四賀１２７４－７ ０２６６-28-1727

蓼科高原チーズケーキ工房 製菓・喫茶 〒３９１－０２１６茅野市米沢１２7-1 0266-82-8286
http://www.tsuguya-

hd.com/a4chirasi/tool-tateshina/

トヨタ車体蓼科山荘 宿泊 〒３９１－０３０１茅野市北山４０３５－２６９６ 0266-67-2888

ピザーラ茅野店 飲食 〒３９１－０００３茅野市本町東３－７ 0266-82-3900

ピッコトラディショナル 飲食 〒３９１－０２１１茅野市湖東7891-4 0266-77-3233

蓼科縄文農園 移動販売車 〒３９１－０２１６茅野市米沢３９７－３ 090-1656-4765

サーティワンアイスクリーム茅野店 飲食 〒３９１－０２１６茅野市米沢303 0266-82-3331

カントリーレストラン匠亭 飲食 〒３９１－００１２茅野市金沢２１４９－１ 0266-73-4862 http://www.takumitei.com/

minamoto café諏訪店 飲食 〒392-0022諏訪市高島4-2073-8 0266-54-6910

有限会社　そねっこ 飲食 〒３９１－0213茅野市豊平３２９７番6 0266-77-2296

野村ユニソン株式会社
カーヴ・ド・ユニソン

酒類売店 〒３９１－０００１茅野市ちの６２５－１ 0266-72-5790
http://www.nomura-

g.co.jp/topics/2009/07/post-47.html

Merry cafe  Snowy 飲食 〒391-0011茅野市玉川原山１１４００－１１４８ 0266-75-2488

信州酒場えーす 飲食 〒３９１－０００５茅野市仲町８－２３ 0266-73-8780

フォレストカントリークラブ三井の森 ゴルフ場 〒391‐0213茅野市豊平字東嶽4734番３８８８ 0266-76-2300 https://www.mitsuinomori.co.jp/golf-f/

三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 ゴルフ場 〒３９１－０２１３茅野市豊平東嶽１０２８９ 0266-76-5527 https://www.mitsuinomori.co.jp/golf-t/

たてしな自由農園茅野店 商店 〒３９１－０２１６茅野市米沢３９０５－１ 0266-75-5510 https://www.tateshinafree.co.jp/chino/

茶花茶花 ホテル内売店 〒３９１－０３０１茅野市北山３４２４－１ https://tyakatyaka.com/

道のログ宿　木こりん ペンション 〒３９１－０３０１茅野市北山５７３６－２ 0266-77-3037 http://kikorin.com/

愛犬と泊まる宿ペパーミントジャム ペンション 〒391－0301茅野市北山3412-62 0266-68-2375 https://www.pepajam.com/

https://navi.chinotabi.jp/spot/2836/
https://tateshinabiyori.com/
https://navi.chinotabi.jp/spot/2763/
https://kadome-chino.business.site/
https://fumoku.space/
https://ameblo.jp/cafekohigashi/
http://jinsei.chino-wakamizu.com/nakazaki/
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https://sinsyu.info/peter/
https://www.kitayatu.jp/
https://www.tm-depo.com/
https://yvm.jp/vendor/?genre=professional
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プチホテルまほろば ペンション 〒391-0301茅野市北山３４１９ 0266-68-2128 http://www.mahoroba-1.com/

café coco 民泊 〒３９１－００11茅野市玉川１１４００－７４８　N-２５ 0266-74-2030

たまごとミルクとりんごの樹 〒３９１－０２１６茅野市米沢１２７－１ 0266-78-6618

Ｐａｉｎ　ｄｅ　Ｔｏｎａｌｉｔｅ パン屋 〒３９１－０２１３茅野市豊平３２０－１ 0266-78-9789

アルピコ交通株式式会社
茅野営業所

交通機関 〒391-0001茅野市ちの3419－6 0266-72-7141 https://www.alpico.co.jp/traffic/

ハイランドリゾートアゲイン 宿泊 〒301-0301茅野市北山４０３５－２３０９ 0266-67-2710
http://www.resort-

again.com/index.htm

ほんわか健康村 飲食 〒391-0011 0266-79-7083
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