
更新日：2020年10月21日

店舗名 電話番号 住所 業種 主な商品

1 軽井沢草花館 0267-42-0716 軽井沢東19-40 美術館 絵はがき、クリアファイル、一筆箋

2 株式会社　林百貨店 0267-42-2241 軽井沢10番地2 販売 酒類、食品、雑貨販売、クリーニング、鍵全般

3 パティスリーイロドリ 0267-31-0265 中軽井沢6-6 製造・販売 ケーキ、焼き菓子など

4 ア・ラ・ガール 0267-45-4271 長倉3041 飲食店 喫茶　軽食

5 サトー衣料品店 0267-45-5862 大字長倉3010-8 販売 中部小・西部小学校用品、軽中・軽高制服他、保育園用品、総合衣料品

6 軽井沢彫シバザキ 0267-42-2468 軽井沢751-2 販売 軽井沢彫、家具、小物

7 有限会社　軽井沢観光 0267-45-5408 大字長倉2146 タクシー 貸切バス・タクシー

8 軽井沢犬のほいくえんVita 080-5675-0428 発地2785-297ドギーパーク304 ペットサービス業 犬の保育園、ドッグフード、ドッググッズ、ペットシッター、ドッグホテル

9 ブライダルサロンオリオン 0267-42-6788 軽井沢１０６０−３９ 美容業・貸衣 ウエディングフォト

10 手作りジュエリー金の日辻 0267-41-0066 軽井沢東23-11 体験・販売 シルバーリング制作体験

11 よろずや商店 0267-42-2294 軽井沢東11-1 販売 お米、お酒、そば粉、燃料、食料品

12 株式会社　井上 0267-42-2857 軽井沢東10-18 販売 精米、プロパンガス、白灯油

13 シュガースポットコーヒー　The Sugar Spot Coffee 0267-41-0044 大字軽井沢1323-1465 飲食店 自家焙煎珈琲、紅茶、フレッシュジュース、軽食

14 沢屋　旧軽井沢店 0267-46-2400 軽井沢746-1 販売 ジャム、ジュース

15 沢屋　旧軽ロータリー店 0267-46-2400 軽井沢811-2 販売 ジャム、ジュース

16 沢屋　新軽井沢店 0267-46-2400 軽井沢東1178 販売 ジャム、ジュース

17 沢屋　プリンスショッピングプラザ店 0267-46-2400
軽井沢　軽井沢・プリンスショッピングプラザ
スーベニアコート内

販売 ジャム、ジュース

18 沢屋　軽井沢駅店 0267-46-2400 軽井沢1178　軽井沢駅3Fしなの屋KARUIZAWA内 販売 ジャム、ジュース

19 沢屋　軽井沢バイパス店 0267-46-2400 長倉塩沢702 販売 ジャム、ジュース

20 森の中のレストランこどう 0267-46-2400 長倉塩沢702 飲食店 イタリアン

21 カフェこどうテラス 0267-46-2400 長倉塩沢702 飲食店 ピロシキ、ソフトクリーム
22 沢屋ファクトリー 0267-46-2400 発地2785番地108 製造・販売 ジャム・ジュース
23 軽井沢物産館 0267-42-2299 軽井沢571-2 飲食店・販売 ソフトクリーム　牛乳　ぶたまん
24 CONSTANTINA 0267-31-6365 軽井沢473番6 販売 バッグ、革製品、靴、洋服等
25 (有)　中里 0267-42-2068 軽井沢東19-5 販売 土産品、雑貨、衣料品、らくやき
26 軽井沢タリアセン 0267-46-6161 大字長倉217 観光サービス　娯楽業 レジャー　美術館　飲食　小売
27 クレープリー・アンジェリーナ　軽井沢本店 0267-42-7502 軽井沢601-1チャーチストリート軽井沢1F 飲食店 クレープ　　　アイスクリーム
28 古書追分コロニー 0267-46-8088 追分607 販売・飲食店 古書、珈琲・紅茶
29 文化磁場油や 0267-31-6511 追分607 販売・飲食店 アート・クラフト作品、珈琲・紅茶
30 軽井沢アートボックス 0267-42-0381 軽井沢４６７−２１ 販売 アート雑貨・クラフト
31 手工藝　佐や 0267-41-0083 大字軽井沢649-1 販売 漆器・絨毯・手作り小物
32 フランスベーカリー 0267-42-2155 軽井沢618 製造・販売 パン
33 味蔵　軽井沢ショッピングプラザ　ウエスト店 0267-32-2233 軽井沢　軽井沢ショッピングプラザスーベニア内 販売 漬物・信州物産品
34 味蔵　旧軽井沢店 0267-32-2233 軽井沢12-2 販売 漬物・信州特産品
35 茜屋珈琲店　 旧道店 0267-42-4367 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢666番地23 飲食店・販売 喫茶、珈琲豆、グレープジュース、ジャム等販売
36 茜屋珈琲店　駅前店 0267-42-5435 軽井沢東30-8 飲食店・販売 喫茶、珈琲豆、グレープジュース、ジャム等販売
37 しげの屋 0267-42-2402 大字峠町2 飲食店 名物ちからもち、そば
38 レストラン・カフェ　キッツビュール 0267-42-1288 軽井沢6-1 飲食店 ﾄﾞｲﾂ料理
39 デリカテッセン　キッツビュール 0267-42-5488 軽井沢1-8 販売 ハムソーセージ類
40 A-woto 0267-42-7711 軽井沢町長倉3091 くつかけテラス2F 飲食店 カフェ　キッシュ・タルト等
41 軽井沢　日本料理大嶋 080-4345-2009 長倉646-1 飲食店 日本料理　会席料理　松茸　フグ　蟹　
42 竹風堂　軽井沢駅前店 0267-46-4688 軽井沢東11-17 販売 栗菓子・栗おこわ
43 サイクルメイトQ　旧軽本店 0267-42-2365 軽井沢1-12 貸自転車 貸自転車
44 サイクルメイトQ 　駅前店 0267-42-8985 軽井沢東7-1 貸自転車 貸自転車
45 サイクルメイトQ 　新軽店 0267-42-3315 軽井沢東18-14 貸自転車 貸自転車
46 松葉タクシー 0267-42-2181 軽井沢東305 タクシー タクシー
47 かるいざわ・ガラスの森 0267-42-1044 旧軽井沢654 制作・販売 ヴィンテージスワロフスキー・オリジナルアクセサリー
48 パピオカメラ 0267-46-8401 大字長倉3037-18しなの鉄道中軽井沢駅内くつかけテラス１Ｆ 販売 コンパクトカメラ・フィルム・記念写真撮影サービス

　　　　　　　　　　　　　軽井沢宿泊プレミアムクーポン券
　　　　　　　　　　　　　　宿泊者特典ルイザ利用券登録店舗一覧



49 第一交通株式会社　軽井沢営業所 0267-42-2221 大字軽井沢354−13 タクシー タクシー
50 軽井沢　ガラス工房 0267-48-0881 長倉664-9 体験・販売 吹きガラス体験をはじめ各種ガラス体験・ガラス工芸品の販売
51 着物　木蓮 090-1556-2769 追分607 販売 呉服小物・反物・和柄マスク・着物・帯・山ぶどうバッグ
52 キッチン　ハイツ 0267-42-4829 軽井沢東3-2 飲食店 ひれかつ・カレー・ハンバーグ等
53 パティスリー・シェ・カジワラ 0267-44-1780 中軽井沢4-2 販売 生ケーキ，焼菓子
54 ちもと　軽井沢店 0267-42-2860 大字軽井沢691-4 飲食店 甘味処　和菓子製造販売天然カキ氷、和菓子、あんみつ、おしるこ、抹茶
55 Mai Mai 0267-42-0611 軽井沢756-2 販売 婦人服・子供服
56 軽井沢写真館 0267-42-8309 大字軽井沢641 写真業 写真
57 田村屋総本店 0267-45-5027 大字長倉3024-5 製造・販売 和菓子・御贈答品・土産品
58 小林　酒店 0267-42-3555 大字軽井沢758 販売 信州地酒・ワイン　他
59 軽井沢わんストーン 0267-27-0010 軽井沢東16-2 販売 犬の首輪・リード・迷子札
60 珈琲館　旦念亭 0267-42-5616 軽井沢東4-2 飲食店 カフェ、コーヒー，ケーキ，軽食
61 ますや 0267-42-2108 軽井沢東2-1 販売 化粧品・衣料品
62 そば処　高美亭本店 0267-42-2481 軽井沢東8-2 飲食店 そばとミニかつ丼のセット
63 軽井沢工房　ステーションショップ 0267-41-1186 軽井沢1178　軽井沢駅構内3階「しなの屋」内 販売 ハム・ウィンナー
64 軽井沢工房　本店 0267-41-1186 軽井沢東236 飲食店・製造・販売 ハム・ウィンナー
65 花の妖精 0267-48-1273 発地116-6 販売 衣類・食品
66 軽井沢トラベル＆コンサルティング 050-3557-2396 追分1110-13 旅行業 旅行商品
67 そば処　きこり 0267-45-1330 追分119-7 飲食店 日本そば
68 ノリフラワー 0267-44-3987 中軽井沢17-18 販売・ブライダル業 生花・ドライリース・ギフトフラワー・ウエディングブーケ
69 軽井沢焙煎所 0267-31-0976 大字長倉2955-15 製造・販売 コーヒー豆、加工コーヒー
70 みのる写真スタジオ 0267-45-7555 中軽井沢1-10 写真業 各種撮影、プリント、額、アルバム
71 馳走亭 0267-45-4988 長倉861-7 飲食店 居酒屋、定食.麺類.銘酒
72 フレスガッセ 0267-42-8169 軽井沢東29-15 飲食店 燻製料理
73 軽井沢オーガニックラボ 050-3138-1711 大字長倉3037-18　中軽井沢駅　くつかけテラス内 販売 基礎化粧品
74 natural Cafeina 0267-42-3562 軽井沢東25 飲食店 ドリンク、フード、スウィーツなど
75 献立家　弥栄 0267-46-2559 長倉746-13 飲食店 和食
76 ますや交通 0267-45-5223 大字長倉3041 タクシー タクシー
77 無彩庵　池田 0267-44-3930 長倉1891-50 飲食店 フレンチ
78 Restaurant Hamy's 軽井沢 0267-46-8383 軽井沢 1263-5 飲食店 洋食（オーストリアテイスト）
79 Cafe conversa 0267-42-1166 軽井沢東19-48 飲食店 カフェ、レストラン
80 atTerrace 0267-42-8248 軽井沢1323-1244 飲食店・販売・ペット業務 トリミング、食品、雑貨
81 居食庵　えにしや 0267-31-0520 中軽井沢18-11 飲食店 お料理、お飲み物
82 軽井沢デリカテッセン 0267-42-6427 大字軽井沢657-6 販売 自家製のハムソーセージ
83 Lilly's Dog Care 050-3697-1118 軽井沢1019-332 ペットサービス ワンちゃんの無麻酔歯石除去の施術、お口のケアグッズ、サプリメントの販売
84 レストラン　モデスト 0267-31-5425 長倉3430-5 飲食店 ｲﾀﾘｱﾝレストラン（アラカルト・コース料理）
85 KARUIZAWA　Ride　Town 090-7207-6681 軽井沢東246 貸自転車 レンタサイクル
86 肉の炎 0267-46-8829 追分976-4 飲食店 焼肉・ｽﾃｰｷ
87 クチュール軽井沢 090-3448-8027 大字軽井沢709　一色ビル１F 販売 オリジナル手刺繍商品、ハンドメイド刺繍の小物各種
88 シマ・インターナショナル　軽井沢ベアーズ 0267-46-8490 軽井沢859-1 販売 オーダーベア・ベアｸﾞｯｽﾞ他
89 軽井沢レンタサイクル 0267-32-2344 塩沢335-2 貸自転車 貸自転車
90 カフェ＆ダイニング　フェルマータ 0267-45-8200 軽井沢1178-1186　さわやかハット３階 飲食店 喫茶、軽食、アルコール

91
LINI 0267-41-6243 大字長倉3038-3 販売

リネン生地やレース・テープ・ウール糸・フェルト・バルト三国雑貨
カゴ・ハーブティ

92 軽井沢ふとん店 0267-42-2415 軽井沢6-4 貸布団 貸布団・寝具
93 ブランジェ浅野屋軽井沢旧道本店 0267-42-2149 大字軽井沢738 製造・販売 パン
94 居酒屋キッチンパパ 0267-45-2351 中軽井沢3-8 飲食店 飲食
95 SRUJE　Karuizawa　スルジェ 0267-42-0418 軽井沢743-2　テニスコート通り 販売 ネパール雑貨・天然石・カフェ
96 レストラン菊水 0267-44-1188 大字長倉244-7 飲食店 洋食レストラン
97 ベルナール　軽井沢　III 0267-42-2088 軽井沢709 販売 欧州クリスマスグッズ・欧州食器・欧州ガラス製品
98 ルルグラス 0267-31-5087 中軽井沢6-2 テレワークスペース・販売 雑貨、フリースペース
99 軽井沢フローリスト花企画 0267-45-4619 中軽井沢7-4 販売 生花・雑貨
100 Petit Lapin 0267-46-8022 追分97-18 飲食店 洋菓子店　カフェ　ケーキ　焼き菓子　パン　ドリンク
101 Coruri KARUIZAWA 0267-41-0987 軽井沢1151-14 シャトレー第２軽井沢１F 製造・販売 洋菓子
102 カフェレストラン　Ｐａｏｍｕ 0267-42-8061 大字軽井沢806-1 飲食店 軽井沢プリン・ハッシュドビーフ
103 マーガレット　ミイ 0267-46-8815 軽井沢704 販売 フェアトレード商品　ムーミンgoods
104 のみくい処　いなせ 0267-42-6533 軽井沢東7-7 飲食店 居酒屋　串揚げ、お好み焼き焼　一品料理
105 軽井沢絵本の森美術館 0267-48-3340 大字長倉182（ムーゼの森） 美術館 施設入館料
106 エルツおもちゃ博物館・軽井沢 0267-48-3340 大字長倉193（ムーゼの森） 博物館 施設入館料



107 木のおもちゃのお店 0267-48-3340 大字長倉193（ムーゼの森） 販売 欧米木工おもちゃと知育玩具
108 絵本のお店 0267-48-3340 大字長倉193（ムーゼの森） 販売 絵本、オリジナルグッズ
109 カフェ「ルーエ」 0267-48-3340 大字長倉193-3（ムーゼの森） 飲食店 サンドイッチ、ケーキ、手作りジンジャーエールなど
110 軽井沢ガーデンファーム 0267-48-3620 大字発地2062-1 観光農園 いちご狩り
111 トラットリア　リポーソ 0267-41-3501 大字長倉2010-7 飲食店 アンティパスト・ピッツァ・ﾊﾟｽﾀ・メイン料理・イタリアワイン
112 おらが製菓 0267-45-6152 長倉2459-6 製造・販売 和菓子
113 トラットリア　プリモ 0267-42-1129 軽井沢330-8 飲食店 イタリアン
114 きくわん舎　軽井沢店 0267-42-3583 軽井沢648 販売 革製品
115 ジェムランド軽井沢店 0267-46-9170 追分861-21 販売 ジュエリー

116
ランチョンハウスウイング 0267-42-5609 大字軽井沢1057-8 飲食店

じゃがいもピザ、ウィングドリア、パスタ、ボールドポークのローマ風、
ビーフステーキ、ハンバーグステーキ

117 レストラン＆バー　春告げ鳥 0267-46-9170 追分861-21 飲食店 パスタ・ピザ・他洋食全般・カクテル・地酒
118 Gelateria Gina 0267-27-2114 軽井沢東11-22 飲食店 ジェラート、カフェ、ワイン
119 旬彩　伍合 0267-31-0595 長倉3671-13 飲食店 居酒屋
120 カフェ＆リゾート　ディレタント 0267-41-0406 追分725-13 飲食店 大人のためのお子様ランチ、特製オリジナルカレー
121 緑友食堂 080-3737-1725 長倉727-4 飲食店 パン・飲食全て
122 軽井沢ガーデン 0267-45-7230 大字長倉4613-1 飲食店 そば・和食
123 川魚料理ゆうすげ 0267-45-5378 大字長倉4404-3 飲食店 川魚料理　軽井沢霧下蕎麦　和食

124
すみや プリンス店 0267-44-1500

軽井沢1178-232
プリンスショッピングプラザ　ウエスト内

販売 陶器　インテリア雑貨

125 おもてなし日本料理山桜 0267-46-6515 追分1532-60 飲食店 日本料理
126 cafe hip 050-1102-2943 長倉大字大池9-167 飲食店 珈琲・ソフトドリンク・焼き菓子・軽食・アルコール類・スイーツ類
127 ビジョンステーション　メガネのコミヤマ 0267-41-6373 中軽井沢６−５ 販売 メガネ　補聴器
128 おらんち食堂 0267-31-6243 大字長倉4653-2 飲食店 定食、居酒屋
129 中山のジャム 0267-42-7825 大字軽井沢750-1 販売 ジャム、ジュース、ピクルス
130 HANAYA 柳沢花店 090-6947-3899 大字軽井沢654 販売 手作りポーチ・バッグ・マスク・アクセサリー
131 丸寛食堂軽井沢 0267-42-9585 大字軽井沢582-1 飲食店 和洋定食他
132 旧軽井沢アウトレット　Rising Tide 0267-42-7165 軽井沢653 販売 メンズ・レディス・キッズ衣料品、ガラスのアクセサリー、ガラス工芸品販売
133 イレブンシス　ティールーム 0267-41-6973 発地342-2　レイクガーデンマナーハウス内 飲食店 カフェ、カレー・フィッシュアンドチップス・ケーキ・スコーン等
134 森Q 0267-31-0347 長倉2082-5 飲食店 和食、野菜、肉・魚のおかず、酒
135 軽井沢アイスパーク 0267-48-5555 発地1154-1 体験 カーリング体験
136 You　You 090-7241-3128 軽井沢731-1 販売 婦人服雑貨
137 そば処　ささくら 0267-46-5577 追分655-3 飲食店 そば・天丼など
138 ステーキ　にこにこ牛 0267-42-0808 大字軽井沢1070-40 飲食店 ランチ（ステーキ・ハンバーグ）信州アルプス牛
139 そば処　ほのか 080-1245-6327 大字軽井沢657 飲食店 そば
140 焼肉　南大門 0267-48-2311 大字長倉646-3 飲食店 軽井沢キムチ
141 （株）松屋　軽井沢千ヶ滝給油所 0267-45-7086 長倉2140-10 ガソリンスタンド ガソリン・軽油・洗車
142 （株）松屋　軽井沢バイパス給油所 0267-45-7086 長倉746 ガソリンスタンド ガソリン・軽油・洗車
143 まつやセレス　ツルヤ店 0267-45-7086 長倉2707　ツルヤ軽井沢店内 販売 お米・お土産
144 魚吉 0267-42-2211 軽井沢東10-19 飲食店 魚料理の居酒屋
145 有限会社　山屋商店 0267-42-2019 軽井沢東7-2 販売 パン製造販売・酒類販売
146 （株）天狗屋養蜂店 0267-42-8728 旧軽井沢599　郵便局前 販売 国産ハチミツ・プロポリス、化粧品
147 幸楽 0267-42-2194 大字軽井沢175-3 飲食店 焼肉、ラーメン
148 shica shica 0267-46-9072 大字軽井沢480-7　須貝テナント中央 飲食店 惣菜・弁当　（イートインあり）
149 和食 なが蔵 0267-31-0281 大字長倉4963-7 飲食店 うなぎ料理 専門 (国産活鰻のみ使用)
150 軽井沢彫　一彫堂　ICCHODO 0267-42-2557 軽井沢775 販売 軽井沢彫　家具・小物　
151 Antiques　ベルリネッタ軽井沢 0267-41-0831 長倉７７４−１ 販売 家具、雑貨
152 大原商店 0267-42-7686 軽井沢745 販売 輸入衣料・雑貨
153 雲場亭 0267-42-0810 軽井沢1181-4 飲食店 喫茶・洋食レストラン
154 RTea room 0267-41-0222 追分1739-7 飲食・販売 ルイボスティー(お茶)、雑貨
155 軽井沢紅茶館サンビーム 0267-42-2263 大字軽井沢586 販売 紅茶、ハープティー、紅茶関連雑貨
156 白ほたるキッチン 0267-41-6539 発地2564-1 飲食店 豆腐スイーツ、ヴィーガンメニュー
157 白ほたる豆腐店 0267-41-0245 発地1712 製造・販売 豆腐、油揚げ、がんもどき等
158 軽井沢現代美術館 0267-31-5141 長倉2052−2 美術館 アート作品、ミュージアムグッズ、アートブック　
159 茶房ハル 0267-46-8634 長倉2790-1 飲食店 喫茶店、紅茶、珈琲、ケーキ
160 マーカー 0267-42-6028 大字軽井沢707 販売 傘・雑貨
161 軽井沢観光会館 0267-42-5538 軽井沢739-2 販売 はがき、マグネット、傘など　ルイザちゃん軽井沢のお土産品
162 軽井沢観光案内所（軽井沢駅内） 0267-42-2491 大字軽井沢１１７８ 軽井沢駅北口構内3F 販売 はがき、マグネット、傘など　ルイザちゃん軽井沢のお土産品
163 軽井沢観光案内所（中軽井沢駅内） 0267-45-6050 大字長倉（中軽井沢駅構内１Ｆ） 販売 はがき、マグネット、傘など　ルイザちゃん軽井沢のお土産品



164 軽井沢viittaあそび堂 0267-46-8023 長倉２４１９−３ 体験・サービス業 世界のボードゲームおよびプレイスペースの提供
165 そば処やぶ軽井沢店 0267-42-6656 大字軽井沢813-1-2F 飲食店 そば
166  LEONIDA NAPOLI 0267-42-0282 軽井沢748 飲食店 イタリアナポリのエスプレッソ・ピッツァ・スパゲッティ
167 NITAKIYA 0267-48-2228 大字長倉669 飲食店 和食・定食・仕出し弁当
168 ラ・テイエ 0267-41-2539 軽井沢東2-10 製造・販売 生菓子・バースデーケーキ・スコーン
169 草軽交通　白糸の滝売店 0267-42-2041 大字長倉　長倉国有林2097林小班外 販売 軽井沢のお土産全般・飲食・おやき・岩魚の炭火焼き
170 ラ・ルーチェ 0267-45-2019 中軽井沢24-2 飲食店 イタリアン　ピザ・パスタ等
171 旧軽井沢cafe涼の音 0267-31-6889 軽井沢972　ハウス1138 飲食店 モーニング・ランチ・喫茶
172 シェ・プチラパン 080-4807-4053 長倉3353-20 販売 雑貨
173 元祖軽井沢彫　大坂屋家具店　 0267-42-2550 大字軽井沢629 販売 軽井沢彫、家具、小物販売
174 元祖軽井沢彫　大坂屋家具店　下の店 0267-42-5139 大字軽井沢593 販売 軽井沢彫、家具、小物販売
175 栗庵　風味堂　軽井沢店 0267-46-8310 大字軽井沢606番地3　小坂プラザ1階 飲食店・販売 菓子・カフェ
176 小料理　げいん 0267-45-3599 大字長倉3062-3 飲食店 定食
177 NICO cafe 090-9666-0980 大字軽井沢191-2 飲食店 ランチ、スイーツ、ドリンク
178 カシェット 0267-31-0622 大字長倉345-1 飲食店 ガレット・クレープ
179 白樺堂駅前通り店 0267-42-2305 軽井沢東16-7 製造・販売 ジャム、菓子、軽井沢タルト、どら焼き、くるみ最中
180 白樺堂旧軽銀座本店 0267-42-3900 軽井沢大字軽井沢605 製造・販売 ジャム、菓子、軽井沢タルト、どら焼き、くるみ最中、ドレッシング。
181 白樺堂旧軽銀座入口店 0267-42-3288 軽井沢555 製造・販売 ジャム、菓子、軽井沢タルト、どら焼き、くるみ最中、ドレッシング。
182 viiv軽井沢 0267-42-2752 軽井沢1323-1452 飲食店 ピザ・カフェ
183 新宿　スカラ座 090-8728-0673 中軽井沢6-14 飲食店 珈琲、軽食
184 cocage cafe 0267-42-3330 長倉2013-1 飲食店 家庭料理
185 丸勝寿し 0267-45-8216 中軽井沢25-9 飲食店 寿し
186 十二屋商店 0267-45-5368 長倉3060-1 販売 文房具、事務用品、紙、便箋、絵はがき、印章、書道用具
187 川島鋸店 0267-45-5547 大字長倉3263-2 販売 電動用具、園芸用品
188 カスターニエ軽井沢ローストチキン 0267-42-3081 軽井沢東２３ー２ 飲食店 ローストチキン

189
アトリエ・ド・フロマージュ
軽井沢チーズ熟成生所・売店

0267-42-7394 軽井沢東18-9 販売 乳製品

190 アトリエ・ド・フロマージュ　旧軽井沢店 0267-41-4033 軽井沢2-1 販売 チーズ・ピザ・チーズケーキ・ヨーグルト・チーズソフト

191 軽井沢　ファーマーズギフト 0267-41-1147
軽井沢1178
軽井沢プリンスショッピングプラザニューウエスト

販売 菓子・フルーツソース・ドレッシング等

192 軽井沢　りぞーとまーけっと 0267-41-2211
軽井沢1178
軽井沢プリンスショッピングプラザスーベニアコート

販売 県内の名産食品

193 軽井沢　こだわりステーション 0267-41-0088
軽井沢1178
軽井沢プリンスショッピングプラザイースト

販売 菓子・漬物・酒類・日用品等

194 信州ぐるめ　農場 0267-41-6641
軽井沢1178
軽井沢プリンスショッピングプラザフードコート

飲食店 山賊焼定食・親子丼ほか

195 軽井沢　フードギャラリー 0267-42-0689 大字軽井沢806 販売 軽井沢チーズバーガー・ゼリー・漬物等
196 軽井沢芳光　本店 0267-42-1424 大字軽井沢628 販売 菓子・漬物・フルーツソース・ジャム等
197 軽井沢芳光　旧道店 0267-41-0884 大字軽井沢780 販売 土産品（食品）・酒類他
198 軽井沢のころっけやさん 0267-42-7667 軽井沢634　志村ビル１階 飲食店 ころっけ
199 ハンバーグ専門店　IZUTSUYA 0267-41-3434 軽井沢602-1 飲食店 ハンバーグ・ステーキ

200
レストラン　メリ・メロ 0267-41-0345 長倉747-12 飲食店　

フレンチレストン
ランチおまかせコース　3,800円、ディナーおまかせコース　6,000円

201 軽井沢プリンスショッピングプラザ 0267-42-5211 軽井沢1178 飲食店・販売・など 一部対象外店舗あり
202 玉川食堂 0267-45-5322 長倉3357-7 飲食店 ラーメン・カレー・かつ丼
203 あづまや 0267-42-1701 大字軽井沢674 飲食店 そば・力餅・お土産
204 株式会社 大進セルフ軽井沢給油所 0267-42-2814 軽井沢東140-2 ガソリンスタンド 燃料・洗車・他
205 株式会社　安東商店　軽井沢サービスステーション 0267-42-0268 軽井沢東7-12 ガソリンスタンド 燃料・レンタカー・カー用品
206 和食ダイニング　福万寿 0267-42-4733 軽井沢東16−4 飲食店 和食・信州牛・信州そば
207 La volonte 0267-42-2288 軽井沢1203-12 販売 器・生活雑貨・婦人小物
208 ミカド珈琲軽井沢ツルヤ店 0267-46-1900 長倉2707 飲食店 自社焙煎珈琲・ミカド珈琲モカソフト🄬・オリジナルスイーツ
209 ミカド珈琲 軽井沢旧道店 0267-42-2453 大字軽井沢786-2 飲食店 自社焙煎珈琲、ミカド珈琲のモカソフト🄬、オリジナルスイーツ
210 ミカド珈琲　軽井沢プリンスショッピングプラザ店 0267-42-0549 軽井沢1178-798 飲食店 自社焙煎珈琲 ・ミカド珈琲モカソフト🄬・ オリジナルスイーツ
211 ＪＡ佐久浅間　みどりのひろば軽井沢 0267-45-5086 大字軽井沢長倉2965 販売 農産物直売所、野菜・農畜産物・等
212 ＪＡ佐久浅間 給油所 0267-45-4018 長倉2680 ガソリンスタンド ガソリン・灯油等燃料
213 ＪＡ佐久浅間 生産資材 0267-45-5068 大字軽井沢長倉2965 販売 農業資材
214 たんぽぽ食堂 0267-41-6219 大字発地1873-3 飲食店 ロールキャベツ、オムライス、ハンバーグ、ステーキ、ビーフシチューなど
215 フィーヌ軽井沢 0267-41-2118 軽井沢601ー1 販売 長野県産ジャム、ディップ
216 草軽観光　軽井沢支店 0267-42-2041 軽井沢東16番地1 旅行業 旅行商品全般、宿泊手配、交通機関手配等
217 草軽交通　自動車整備工場 0267-42-2041 軽井沢東16番地1 自動車整備業 自動車整備全般



218 草軽交通　軽井沢営業所 0267-42-2041 軽井沢東16番地1 バス 路線(乗合)バス、貸切バス
219 エホンゴホン堂 0267-45-3800 大字長倉2450-2 飲食店・販売 書籍、雑貨、喫茶
220 軽井沢　いぶる 0267-44-6700 大字長倉中山628−9 販売 燻製チーズ・燻製ナッツ
221 ブラッスリーシュエット 0267-42-0642 軽井沢1151-14シャトレーネ２軽井沢１F 飲食店 フランス郷土料理
222 カフェGT軽井沢 0267-46-8739 追分1394-2 飲食店 カフェ（ソフトドリンク）
223 軽井沢人力車 てやんでぃ屋 090-7011-8543 大字軽井沢767-3 レジャー・体験 人力車による観光案内
224 ビストロ　ポモドーロ 0267-42-7752 軽井沢10-15 飲食店 イタリア料理（ピッツァ、パスタ等）
225 どんぐり共和国 軽井沢店 0267-42-4336 大字軽井沢611番地3 販売 スタジオジブリグッズ
226 レストラン スプーン 0267-42-7315 軽井沢634しむらビル2階 飲食店 洋食・オムライス・ピザなど
227 オステリアミオ 0267-46-2913 長倉4963-5 飲食店 イタリア料理・ワイン

228
SATO SHOES STUDIO 0267-42-3322

大字軽井沢1178
プリンスショッピングプラザ ウエスト

販売 靴

229 SASH! international 0267-42-3322 大字軽井沢774番地 販売 靴
230 軽井沢書店 0267-41-1331 軽井沢1323 書店 書籍
231 旧軽アトリエ 0267-31-6997 軽井沢601-1 チャーチストリート軽井沢115 販売 作家物雑貨
232 Second 0267-41-0778 軽井沢601-1 チャーチストリート軽井沢116 販売 作家物雑貨
233 よいと 0267-41-4112 軽井沢601-1 チャーチストリート軽井沢119 販売 生活雑貨
234 モンテ・クッチーナ 0267-41-2263 軽井沢601-1 チャーチストリート軽井沢206 飲食店 イタリアン、ピザなど
235 桜井甘精堂　軽井沢駅店 0267-48-6001 大字軽井沢1178-1181 販売 栗ようかん、栗かの子他
236 桜井甘精堂　茶菓幾右衛門 0267-42-9966 大字軽井沢1178-1246 飲食店 モンブランソフト他

237 白糸ハイランドウェイ 0267-31-0070 軽井沢東10-24 有料道路 通行料金

238 軽井沢発地市庭 農産物直売所 0267-45-4455 大字発地2564-1 農産物直売所 農産物

239
軽井沢プリンスボウル（軽井沢・プリンスショッピングプラザ
ニューウエスト内 0267-42-1133 軽井沢 レジャー ボウリング場

240 軽井沢72ゴルフ西コース 0267-48-0072 発地南軽井沢 レジャー ゴルフ場
241 軽井沢72ゴルフ東コース 0267-48-0072 発地南軽井沢 レジャー ゴルフ場
242 軽井沢72ゴルフ南コース 0267-48-0072 発地南軽井沢 レジャー ゴルフ場
243 軽井沢72ゴルフ北コース 0267-48-0072 発地南軽井沢 レジャー ゴルフ場

244 軽井沢ゴルフ練習場 0267-44-6672 発地南軽井沢 レジャー ゴルフ練習場

245 軽井沢プリンスホテルゴルフコース 0267-42-8811 軽井沢 レジャー ゴルフ場
246 軽井沢プリンススキー場 0267-42-5588 軽井沢 レジャー スキー場
247 軽井沢72ゴルフ軽井沢給油所 0267-42-8182 軽井沢1019-155 ガソリンスタンド ガソリン・軽油・洗車
248 軽井沢千ヶ滝温泉 0267-46-1111 千ヶ滝温泉 レジャー 日帰り温泉施設
249 軽井沢浅間ゴルフコース 0267-48-0001 発地南軽井沢 レジャー ゴルフ場
250 晴山ゴルフ場 0267-42-8611 軽井沢 レジャー ゴルフ場

251 馬越ゴルフコース 0267-48-3470 発地南軽井沢 レジャー ゴルフ場

252 和美バー３ゴルフコース＆ゴルフ練習場 0267-48-0072 発地南軽井沢 レジャー ゴルフ場

253 トリックアートミュージアム軽井沢 0267-41-1122 軽井沢809番地 美術館 施設入館料・飲食・グッズ・アクセサリー

254 キャンドルライト 0267-42-7069 軽井沢606 販売 おしゃれミセス婦人服

255 星野温泉　トンボの湯 050-3538-2819 長倉2148 温泉 日帰り温泉

256 村民食堂 050-3538-2819 長倉2148 飲食 レストラン（和食）・カフェ

257 ピッキオ 050-3538-2819 長倉2148 体験・飲食 自然体験・カフェ

258 ハルニレテラス　ヒーリングマッサージtocoyo 050-3538-2819 長倉2148 レジャー タイ古式マッサージ

259 ハルニレテラス　ギャラリー樹環 050-3538-2819 長倉2148 販売 工芸品・雑貨

260 ハルニレテラス　我蘭憧 050-3538-2819 長倉2148 販売 木のおもちゃ・家具

261 ハルニレテラス　和泉屋傳兵衛 050-3538-2819 長倉2148 販売 和洋菓子

262 ハルニレテラス　ナチュール 050-3538-2819 長倉2148 販売 北欧家具・雑貨

263 ハルニレテラス　モリアソビ 050-3538-2819 長倉2148 販売 家具・雑貨

264 ハルニレテラス　ココペリ 050-3538-2819 長倉2148 販売 農産物・農産物加工品

265 ハルニレテラス　TEAM７ 050-3538-2819 長倉2148 販売 自然素材の家具・寝具・衣類

266 ハルニレテラス　ベーカリー＆レストラン沢村 050-3538-2819 長倉2148 飲食店 自家製酵母パン・欧風料理

267 ハルニレテラス　セルクル 050-3538-2819 長倉2148 飲食店・販売 フレンチ・デリ・ワイン

268 ハルニレテラス　イル・ソーニョ 050-3538-2819 長倉2148 飲食店 イタリアン



269 ハルニレテラス　希須林 050-3538-2819 長倉2148 飲食店 中国家庭料理

270 ハルニレテラス　ハーヴェスト　ナガイファーム 050-3538-2819 長倉2148 飲食店・販売 ジェラート・農産物・農産物加工品

271 ハルニレテラス　丸山珈琲 050-3538-2819 長倉2148 飲食店 カフェ・スペシャルティコーヒー

272 ハルニレテラス　サジロカフェ　リンデン 050-3538-2819 長倉2148 飲食店 スパイス料理・カフェ

273 ハルニレテラス　せきれい橋　川上庵 050-3538-2819 長倉2148 飲食店 蕎麦・一品料理

274 八幡屋磯五郎　軽井沢店 0267-31-6863 軽井沢1178しなの鉄道軽井沢駅３Fしなの屋 販売 七味唐がらし

275 大城レース　軽井沢店 0267-42-2107 旧道745 販売 ハンカチーフ・小物雑貨類

276 はちひげおじさんの店 銀座中央店 0267-46-5012 大字軽井沢字屋敷西側中606番地2 販売 国産はちみつ・飲食料品

277 株式会社 佐藤肉店 0267-45-5363 中軽井沢16-1 販売 食肉・ワイン

278 熊野皇大神社 0267-42-5749 峠町1 販売 御朱印・御朱印張・お守り

279 ゆうすげ温泉 0267-45-6117 長倉4404 温泉 日帰り温泉

280 グランマ 090-6412-5715 軽井沢6-2 販売 婦人服・アクセサリー他

281 Kathana 0267-41-6901 軽井沢5-4 販売 婦人服・アクセサリー他

282 焼肉ランタン 0267-41-0294 長倉748-1 飲食店 焼肉

283 トリュフベーカリー軽井沢 0267-31-5346 大字軽井沢字中道1210－31 飲食店・販売 パン製造・販売

284 かぎもとや 0267-45-5208 大字長倉3041-1 飲食店 そば・うどん

285 tarte K 070-1360-8739 軽井沢480－7 販売 タルト

286 スーパー　ヤオトク 0267-45-4819 軽井沢東195 販売 生鮮食品・青果・他

287 キリマン酒店 0267-45-5327 中軽井沢4-1 販売 酒類

288 レストラン　GUMBO 0267-42-1766 軽井沢10-3 飲食店 洋食


