
 

【県内で五つ星を取得した営業施設】 

     
支部 店舗名 業種(主なメニュー) 住所 

伊那 宮田とうふ工房 豆腐製造業 宮田村 6689-1 

飯田 (有)満津田 飲食店営業(各種定食・丼) 飯田市主税町 1 

浪漫の館 月下美人 飲食店営業(旅館) 下條村睦沢 4286-1 

こうじ屋田中商店 みそ製造業 飯田市高羽町 4-6-7 

嶋田屋麹店 みそ製造業 飯田市本町 4丁目大横 1 

喜久水酒造(株) 酒類製造業 飯田市鼎切石 4293 

福助製パン(有) 菓子製造業(パン) 飯田市蓑瀬町 3-2523-1 

(有)松岡屋醸造場 みそ・醤油製造業 飯田市今宮町 3-70 

マルマン(株) みそ・醤油製造業 飯田市大通り 2-217 

焼肉一番カルビ飯田店 飲食店営業(焼肉) 飯田市名古熊 2587-1 

手打ちそば千秋庵 飲食店営業(手打ちそば) 飯田市鼎切石 4092-1 

千しゅう 飲食店営業(居酒屋) 飯田市鼎名古熊 2156-2 

サレ エ ペペ 飲食店営業(スパゲティ) 飯田市鼎名古熊 2183 

串屋長右衛門一色店 飲食店営業(串もの) 飯田市鼎一色 110-1 

(有)はと錦 菓子製造業(菓子) 飯田市鼎一色 64-1 

手打ちとんかつ 志瑞 飲食店営業(とんかつ) 飯田市鼎名古熊 2137-1 

ソットオーリ 飲食店営業(イタリアン) 飯田市鼎名古熊 2581-2 

３びきのこぶた 
飲食店営業(とんかつ・しゃぶしゃ

ぶ) 

飯田市鼎一色 49-1 

(有)ポルカ 菓子製造業(菓子) 飯田市鼎上山 3625-1 

くるま鮨 飲食店営業(寿司) 飯田市鼎上山 1515-1 

割烹 小鈴 飲食店営業(和食全般) 飯田市北方 3872 

肉のいちのせ 食肉販売業 飯田市育良町 1-19-3 

(有)メガテン 食品販売業(魚・肉・乳) 飯田市育良町 1-22-4 

かどや 飲食店営業(仕出し) 飯田市中村 64 

鮨処 祥吉 飲食店営業(寿司) 飯田市下殿岡 223-1 

まるや 飲食店営業(味付きおにぎり) 飯田市大瀬木 1972-23 

喫茶 林檎の樹 喫茶店営業 飯田市中村 2115-2 

(有)得月 菓子製造業(菓子) 飯田市上殿岡 357-1 

寿司 江戸一 飲食店営業(寿司) 飯田市大瀬木 1108-26 

臼井農園 そうざい製造業 飯田市三日市場 964 

(有)丸久萬屋商店 飲食店営業(仕出し) 飯田市中村 34 

(有)マロン 菓子製造業(菓子) 飯田市鼎名古熊 2082-4 

米っこ寿司 龍巳 飲食店営業(海鮮ちらし) 高森町吉田 2196-2 

居酒屋 葵 飲食店営業(居酒屋) 飯田市銀座 1-10 

山麓 飲食店営業(居酒屋) 飯田市東和町 2-19 

小蕪 飲食店営業(居酒屋) 飯田市中央通り 4-47 

お食事処 夢 飲食店営業(昼定食) 飯田市鼎下山 1071-7 

養老乃瀧高森店 飲食店営業(居酒屋) 高森町吉田 2189-1 

のんきや 飲食店営業(焼肉) 飯田市鼎一色 22-8 
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(有)あちの里 食品製造業 阿智村伍和 5571-1 

月泉亭 飲食店営業 飯田市松尾代田 872 

飯田米穀(株)炊飯センター米処 食品製造業 高森町下市田 3209-2 

綿藤トキワフーズ(株) 食品販売業 飯田市松尾上溝 2945-11 

美富久 飲食店営業 松川町元大島 3138-8 

居酒屋つむぎ 飲食店営業 飯田市松尾代田 749-1 

(有)スーパーさかや 食品販売業 下條村睦沢 525 

(有)丸久萬屋商店 食品販売業 飯田市中村 34 

８番ラーメン飯田インター店 飲食店営業 飯田市鼎一色 147-4 

焼肉くんくん 飲食店営業 松川町大島 2252-1 

(有)紅谷洋菓子店 洋菓子 飯田市知久町 4-1238-10 

泉 飲食店営業（居酒屋） 飯田市中央通り 1-10-6 

七里屋茶房 飲食店営業（カフェ） 飯田市吾妻町 112 

山水楼 飲食店営業（中華） 飯田市中央通り 2-11 

はしもとや 飲食店営業（居酒屋） 飯田市和久町 3-10-4 

（株）上海楼 
飲食店営業（ラーメン） 飯田市銀座 3-1-1トップヒ

ルズ１階 

やわらの 飲食店営業（和食） 飯田市長姫町 56助六ビル 

天ぷら 金万 飲食店営業（天ぷら） 飯田市主税町 27 

東京庵 本店 飲食店営業（そば） 飯田市中央通り 1-2 

今宮半平 飲食店営業（和食） 飯田市今宮町 4-5610-2 

Café dining e 飲食店営業（カフェ） 飯田市東和町 2-32 

東中軒 飲食店営業（ラーメン） 飯田市和久町 3-51 

市吉屋そば店 飲食店営業（そば） 飯田市東中央通り 5-61 

新京亭 飲食店営業（ラーメン） 飯田市中央通り 4-14 

キッチン・ニューアライ 飲食店営業（洋食） 飯田市扇町 9 

旭松食品（株）天竜工場 みそ製造業 飯田市駄科 1008 

旭松食品（株）飯田工場 豆腐製造業 飯田市松尾明 4873 

旭松食品（株）高森工場 
そうざい製造業 下伊那郡高森町下市田

3113- 

おはぎ工房モモ 菓子製造業 飯田市滝の沢 6994-71 

松本 バーデン・バーデン 飲食店営業(ソーセージ・ハム) 松本市大手 4-2-12 

扇温泉 明神館 
旅館(信州牛炭火焼・原木しいたけ

のテリーヌ) 

松本市入山辺 8967 

オー・クリヨー・ド・ヴｱン 
飲食店営業(豚肉とレバーの田舎風

パテ・ステーキ・フライドポテト) 

松本市深志 1-2-11 

エスニックカリー メーヤウ桐店 
飲食店営業(インド風チキンカレ

ー・スリランカ風ビーフカレー) 

松本市桐 1-2-35 

エスニックカリー メーヤウ信大前店 
飲食店営業(インド風チキンカレ

ー・タイ風レッドカレー) 

松本市桐 2-1-25 

ダイニングキッチン 時間屋 飲食店営業(パスタ・ピザ等) 松本市中央 1-28-17 

酒楽々 飲食店営業(カラオケスナック) 松本市中央 1-27-22 

ながた寿し 飲食店営業(寿し) 松本市埋橋 2-12-20 

中之屋 飲食店営業(そば) 松本市安曇 3961-1 

信州乗鞍高原温泉 

緑山荘 

旅館(虹鱒の塩焼き・山菜天ぷら) 松本市安曇 3936 

http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20071700109/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20071700112/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20071700113/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20071700114/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20071700115/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20071300117/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20071700126/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20071700129/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20071700137/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20071700139/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20071700142/
http://www.geocities.jp/sansuiro_iida/
http://www.imamiyahanbei.com/
http://www.facebook.com/CafeDiningE
http://www.shinkyo-tei.com/
http://www.asahimatsu.co.jp/
http://www.asahimatsu.co.jp/
http://www.asahimatsu.co.jp/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20091600006/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20091600007/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20091600008/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20091600009/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20091600010/
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20091600012
http://www.n-shokuei.jp/itutubosi/list/20091600014


ペンションブランチ 
旅館(信州サーモンてまり寿司・小

平かぶの漬物) 

松本市安曇 3875-3 

白樺の庄 
旅館(信州牛のしゃぶしゃぶ等・イ

ワナの塩焼き・信州サーモン刺身) 

松本市安曇 4085-24 

温泉宿 ロッジふもと 
旅館(ニジマス山椒味噌焼・山菜き

のこ料理) 

松本市安曇 3848-1 

ナポリピッツァ 飲食店営業（ピッツァ、パスタ） 安曇野市堀金鳥川 3132-1 

安曇野旬彩 十味 飲食店営業（そば御膳） 安曇野市堀金鳥川 5440-1 

しずか 飲食店営業（郷土料理、おでん） 松本市大手 4-10-8 

寿司処 おおたき総本店 

 

飲食店営業（寿司、日本料理） 松本市白板 2-3-35 

鮨角田 

 

飲食店営業（寿司、刺身） 松本市渚 2-4-7 

都 飲食店営業（ラーメン・焼きそば） 安曇野市豊科 4668-15 

北陸豊鮮 魚介類販売業 安曇野市豊科 5566-1 

ジェラテリア チャオ アイスクリーム類製造業 松本市平田東 2-16-15 

本間川魚店 そうざい製造業 松本市蟻ケ崎 2－5－20 

加工組合さくら 菓子製造業 松本市梓川倭 4175-1 

味庵 木葉 飲食店営業 松本市中央 1-1-11 

民芸旅館 深志荘 飲食店営業（旅館） 松本市並栁 2-11-21 

桜家 飲食店営業 松本市大手 4-9-1 

えびよし とよ田 飲食店営業 安曇野市豊科 4321-3 

居酒屋ごんべ村 居酒屋 松本市中央 1-5-6 

木の香りのホテルグーテベーレ 旅館・ホテル 松本市安曇 3982-2 

そば屋 五兵衛 飲食店営業（そば） 松本市開智 2-2-17 

長野市 ドンキホーテ上松店 飲食店営業(ハンバーグ等) 長野市上松 3-22-25 

ほろ屋 飲食店営業(炭火焼き焼鳥) 長野市南石堂町 1279 

荻野屋長野店フードコート 
飲食店営業（釜めし、おやき） 長野市篠ノ井西寺尾赤川

2328-2 

荻野屋長野店食堂 
飲食店営業（釜めし、おやき） 長野市篠ノ井西寺尾赤川

2328-2 

荻野屋長野店工場 
飲食店営業（釜めし、おやき） 長野市篠ノ井西寺尾赤川

2328-2 

(株)グローバルフーズ ソース類製造業 長野市松代町東条 3046 

食堂しなのき 
飲食店営業（定食他） 長野市大字北石堂町 1177-3 

JA 長野県ビル 13F 

諏訪 
炭火焼肉牛角岡谷店 

飲食店営業（焼肉） 岡谷市塚間丁 2-1-17 
ライフガーデン内 

(有)岡谷フレール 菓子製造業（ケーキ） 岡谷市田中町 3-5-14 

食堂なとり 飲食店営業（和食） 下諏訪町 6133-38 

食祭館 飲食店営業（定食他） 下諏訪町字上町 5522-2 

衣紋板 飲食店営業（和食） 下諏訪町御田町 3190 

あり井 
飲食店営業（和食） 下諏訪町東鷹野町 4922小

口第 2ビル１F 

清明祥世庵 飲食店営業（そば） 下諏訪町 456 

萩月庵 千ひろ 飲食店営業（そば） 下諏訪町 5531-1 

飛やじ 飲食店営業（焼き鳥、居酒屋） 下諏訪町御田町 3207-10 
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ふるさと茶屋はな里 
飲食店営業（居酒屋） 諏訪市大手 1-14-5諏訪シ

ティホテル成田屋１F 

聚来 飲食店営業（スナック） 諏訪市大手 1-14-5 

牛角諏訪インター店 飲食店営業（焼肉） 茅野市ちの上原 266-1 

おぎのや諏訪店 飲食店営業（釜飯他） 諏訪市沖田町 4-39 

浜の湯 飲食店営業（旅館） 諏訪市湖岸通り 3-3-10 

ホテル紅や 飲食店営業（旅館） 諏訪市湖岸通り 2-7-21 

コメダ珈琲諏訪店 飲食店営業（珈琲他） 諏訪市四賀 1750-1 

居酒屋 集 飲食店営業（居酒屋） 諏訪市中洲 3561-1 

のみくい屋こまくさ 飲食店営業（居酒屋） 諏訪市中洲 3591-5 

焼肉黒船諏訪 飲食店営業（焼肉） 諏訪市中洲 2945-1 

ふくじまや 飲食店営業（定食他） 諏訪市中洲福島 3590 

お休み処六三 飲食店営業（そば・喫茶） 諏訪市諏訪 2-10-23 

ステーキ＆お酒＆スイーツ Giraffe 
飲食店営業（ステーキ他） 諏訪市大手 2-3-4AKビル１

F 

きよさわ 飲食店営業（焼き鳥） 諏訪市大手 1-18-13 

ごん太 飲食店営業（居酒屋） 諏訪市大手 1-15-1 

セイコーエプソン企業年金会館ゆうむ２

５ 

飲食店営業 諏訪市湖岸通り 1-16-2 

ピザ＆パスタ スパーダ 飲食店営業（ピザ・パスタ） 茅野市ちの 2669 

ピザーラ諏訪 飲食店営業（ピザ） 諏訪市四賀 1517-5 

まんま家 飲食店営業（定食） 諏訪市諏訪 1-2-11 

やきもち 飲食店営業（割烹・小料理） 諏訪市大手 2-4-12 

和風料理 雫石 飲食店営業（割烹・小料理） 諏訪市大手 2-16-13 

スナックＪＯＹ 飲食店営業（スナック） 諏訪市大手 2-3-11 

御桜 飲食店営業（一般食堂） 諏訪市諏訪 1-17-12 

柚子の香 飲食店営業（海鮮・和食） 茅野市宮川 11400-21 

白樺の森株式会社 菓子製造業（パン） 茅野市北山 1322-3 

野苺 飲食店営業（ジビエ・自然食） 茅野市玉川 5339-1 

くるみ 飲食店営業（カントリーキッチン） 茅野市ちの 236-7 

ラディッシュガーデン 飲食店営業（ペンション・燻製） 原村 17217-1360 

Annabelle アナベル 飲食店営業（カフェ・ランチ） 原村 2001-356 

水野農園 瓶詰食品製造業（ルバームジャム） 富士見町境 2704 

ながの そば処よこ亭 飲食店営業（そば） 飯綱町柳里 847-3 

農産物直売所四季菜 飲食店営業（弁当） 飯綱町柳里 628-1 

気軽な味処はなぶさ 飲食店（焼鳥等） 千曲市戸倉 1996-4 

グーギーズカフェ千曲店 飲食店営業（ピザ、ハンバーグ） 千曲市上徳間 237-2 

福多屋 食品販売業 坂城町網掛 3184 

良竹庵 飲食店営業 坂城町南条 2003-26 

びんぐし亭 飲食店営業 坂城町網掛 3000 

薔薇 Cafa 飲食店営業 坂城町網掛福沢 3005-3 

新田醸造(有) 食品製造業 坂城町南条 7112 

めん吉 飲食店営業 坂城町上平 2291-46 

しなの木 飲食店営業 坂城町坂城 6416-11 

丸長 食品製造業 坂城町坂城 1933 

スナック八重 飲食店営業 坂城町坂城 10082-1 
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みちくさ 飲食店営業 坂城町坂城 6416-12 

木の実 飲食店営業 坂城町坂城 6614-1 

ラーメン大学坂城店 飲食店営業 坂城町南条 845-1 

とんかつ津久井 
飲食店営業 坂城町上五明 637-1 

CITY ｴﾑ 

寿し田 飲食店営業 坂城町坂城 6546-1 

居酒屋 番屋 飲食店営業 坂城町坂城 6577 

二代目 大笑 飲食店営業 坂城町坂城 6445 

小田切商店 菓子製造業 坂城町坂城 6576 

あさひ屋 菓子製造業 坂城町坂城 6832 

紅谷和洋菓子舗 菓子製造業 坂城町坂城 6353-2 

(有)小山牛肉店 食品販売業 坂城町坂城 9352 

花州苑 八重 飲食店営業 坂城町中之条 1313 

キッチン フライパン 飲食店営業 坂城町中之条 847-1 

まちだ食堂 飲食店営業 坂城町中之条 776 

手打ちうどん 十割そば かいぜ 飲食店営業 坂城町中之条 2366-3 

びんぐし 遊さん館 飲食店営業 坂城町網掛 2002 

金葉食堂 飲食店営業 坂城町南条新地 6056-2 

葛尾食品 食品製造業 坂城町坂城四ﾂ谷 9327-1 

屋代駅ウエルカムステーション 食品販売業 千曲市小島 31 屋代駅構内 

手打そば福太郎 飲食店営業（そば） 千曲市上徳間 205 

大北 釣人 飲食店営業 松川村 3350-23 

リゾートペンションきんこん館 飲食店営業（旅館） 白馬村北城 14920-373 

ビストロ傳刀 飲食店営業 大町市大町 1082-1 

手打蕎麦和味亭 飲食店営業 白馬村北城 3140 

旅館七倉荘 飲食店営業（旅館） 大町市大町 3061 

ＮＩＫＵ雅 飲食店営業 白馬村北城 836－125 

ロッジ若松壮 飲食店営業（旅館） 小谷村大字千国乙 511 

白馬ベルグランド 飲食店営業 白馬村北城八方 5736 

ロッジかぜのおと 飲食店営業（旅館） 白馬村北城 9464-56 

そば神 飲食店営業 白馬村神城 6627-1 

白馬八方温泉ロッジひとっきら 飲食店営業（旅館） 白馬村北城 5651-4 

ロッジリバーサイドやまや 飲食店営業（旅館） 白馬村神城 22404-1 

岳栄館 飲食店営業（旅館） 白馬村北城八方 5296-2 

純手打ち・和食だいほういん 飲食店営業 白馬村北城 13478-1 

スポーツハウステル館 飲食店営業（和食） 白馬村神城 1039－イ 
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