
支部 店舗名 業種(主なメニュー) 住所

パイの店　敷島屋 菓子製造業(洋菓子) 小海町小海4406-4

割烹あさや  飲食店営業（和食） 佐久市岩村田630

カフェレストラン　マロニエ  飲食店営業（パスタ） 佐久市岩村田3738-5

上
小

ホテル朝日 旅館・ホテル 菅平高原1223-4980

ホテル紅や 旅館・ホテル 諏訪市湖岸通り2-7-21

岡谷フレール 菓子製造業（ケーキ） 岡谷市田中町3-5-14

コメダ珈琲店　諏訪店 飲食店営業（珈琲他） 諏訪市四賀1750-1

肴屋　ごん太 飲食店営業（居酒屋） 諏訪市大手1-15-1

ホルモン焼肉黒船 飲食店営業（焼肉） 諏訪市中洲2945-1

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

荻野屋諏訪店 飲食店営業（釜飯他） 諏訪市沖田町4-39

ピザ＆パスタSPADA 飲食店営業（ピザ・パスタ） 茅野市ちの2669

くるみ 飲食店営業（カントリーキッチン） 茅野市ちの236-7

衣紋坂 飲食店営業（和食） 下諏訪町御田町3190

あり井 飲食店営業（居酒屋） 下諏訪町東鷹野町4922小口第2ビル１F

萩月庵　千ひろ 飲食店営業（そば） 諏訪郡下諏訪町大門456

飛やじ 飲食店営業（焼き鳥、居酒屋） 下諏訪町御田町3207-10

十間堂茶屋 飲食店営業（和食） 諏訪郡下諏訪町社6712-6

喫茶マランタ 飲食店営業 諏訪郡下諏訪町富士見町5315

お茶処　花結び 飲食店営業 諏訪郡下諏訪町大門189-1F

ken ken le restaurant 飲食店営業 諏訪郡下諏訪町広瀬町5379-2

双泉の宿　朱伯 旅館・ホテル 諏訪市湖岸通り3-2-2

RAKO華乃井ホテル 旅館・ホテル 諏訪市高島2-1200-3

セイコーエプソン企業年金会館ゆうむ２５ 飲食店営業 諏訪市湖岸通り1-16-2

マリエール諏訪 飲食店営業 諏訪市沖田町２－９３

本格焼肉黒船本店 飲食店営業（焼肉） 諏訪市四賀赤沼17444-2

ふくじまや 飲食店営業（定食他） 諏訪市中洲福島3590

和風料理　雫石 飲食店営業（割烹・小料理） 諏訪市大手2-16-13

柚子の香 飲食店営業（海鮮・和食） 茅野市宮川11400-21

野苺 飲食店営業（ジビエ・自然食） 茅野市玉川5339-1

伊
那 宮田とうふ工房 豆腐製造業 上伊那郡宮田村6689-1

(有)松岡屋醸造場 みそ・醤油製造業 飯田市今宮町3-70

(有)満津田 飲食店営業(各種定食・丼) 飯田市主税町1

マルマン　株式会社 みそ・醤油製造業 飯田市大通り2-217

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） 飯田市知久町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

【県内で五つ星を取得した営業施設】
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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） 飯田市知久町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

みつばち 飲食店営業（和食） 飯田市主税町4-3 吉川ビル１Ｆ

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

扉温泉　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・ヴァン
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

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

ロッヂ　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

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

しづか 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

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

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

そば処　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

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

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(和食) 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(うなぎ) 松本市大手4-9-1

梅の湯 飲食店営業（旅館） 松本市浅間温泉3-4-16

菊の湯 飲食店営業（旅館） 松本市浅間温泉１－２９－７

ザ・ラシュランコート 飲食店営業(結婚式場) 松本市村井町西2-7-24

釣人 飲食店営業(和食) 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
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ビストロ傳刀 飲食店営業(洋食) 大町市大町1082-1

手打蕎麦和味亭 飲食店営業(蕎麦) 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(ステーキ) 白馬村北城836－125

ロッヂ若松荘 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（旅館） 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

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

ロッヂ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・和食だいほういん 飲食店営業(蕎麦) 白馬村北城13478-1

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 食品製造業(仕出し・弁当) 坂城町網掛3184

良竺庵 飲食店営業(蕎麦) 坂城町南条2003-26

びんぐし亭 飲食店営業(蕎麦) 坂城町網掛3000

薔薇café 飲食店営業(カフェ) 坂城町網掛福沢3005-3

新田醸造有限会社 食品製造業(味噌) 坂城町南条7112

めん吉 飲食店営業(ラーメン) 坂城町上平2291-46

しなの木 飲食店営業(和食) 坂城町坂城6416-11

丸長 食品製造業(仕出し・弁当) 坂城町坂城1933

スナック八重 飲食店営業 坂城町坂城10082-1

みちくさ 飲食店営業(居酒屋) 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(ラーメン) 坂城町南条845-1

とんかつ津久井 飲食店営業(とんかつ) 坂城町上五明637-1CITYｴﾑ

寿し田 飲食店営業(寿司) 坂城町坂城6546-1

居酒屋　番屋 飲食店営業(居酒屋) 坂城町坂城6577

二代目　大笑 飲食店営業(居酒屋) 坂城町坂城6445

小田切商店 菓子製造業(和菓子) 坂城町坂城6576

あさひ屋 菓子製造業(和洋菓子) 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

有限会社　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(うどん) 坂城町中之条1313

キッチン　フライパン 飲食店営業(洋食) 坂城町中之条847-1

まちだ食堂 飲食店営業(とんかつ) 坂城町中之条776

手打うどん　十割そば　かいぜ 飲食店営業 坂城町中之条2366-3

びんぐし　湯さん館 飲食店営業 坂城町網掛2002
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支部 店舗名 業種(主なメニュー) 住所

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

屋代駅ウェ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

手打ちそば　福太郎 飲食店営業（そば） 千曲市上徳間205
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