
2023/1/6現在
※冬季休業や季節営業の店舗もございますので、ご来訪の際には営業状況を直接ご確認ください。

店舗名 業種 住所 電話番号
高峰マウンテンパーク レジャー施設 その他グルメ 小諸市高峰高原 0267-23-1714
浅間山麓国際自然学校（高峰高原） カフェ・スイーツ・工芸体験・アウトドア 小諸市高峰高原高峰高原ビジターセンター内 0267-23-3124
高峰高原ビジターセンター カフェ・スイーツ 小諸市高峰高原高峰高原ビジターセンター内 0267-23-3124
小諸高原ゴルフクラブ アウトドア・スポーツ体験 小諸市滝原1101 0267-22-1811
大池農園 果物狩り・観光農園 土産物店 小諸市松井甲4353 0267-22-2560
松井農園 レジャー施設, 果物狩り・観光農園 土産物店 その他グルメ 小諸市甲4385 0267-22-0881
HOMETOWN TRIP JAPAN アウトドア・スポーツ体験 小諸市相生町二丁目2-1 090-4050-8339 
人力車のきらく屋 乗り物体験、人力車 小諸市丁311 080-3522-9694
まきば軽井沢 アウトドア・スポーツ体験 小諸市塩野3876-6 090-6876-2975
そば蔵 丁子庵（ちょうじあん） そば 小諸市本町2-1-3 0267-23-0820
そば・パスタ HARADA 洋食・そば 小諸市相生町2-2-1 0267-22-0253
お食事処 やまへい そば 小諸市平原1172-1 0267-23-4147
てうちそば・うどん 郷ごころ そば・うどん 小諸市森山66番地3 0267-22-1789
自然の恵みそばと、カフェ凱（とき） そば 小諸市大字滋野甲591−1 0267-31-0927
はりこし亭 そば・和食 小諸市古城乙1210 0267-26-6311
そば七 そば・うどん 小諸市本町3-1-2 0267-22-7688
笊蕎麦　刻 そば・うどん 小諸市大手1-3-14 0267-22-0246
茶屋くめや カフェ（おにかけそば） 小諸市市町1-2-24脇本陣の宿粂屋 0267-27-1482
Hishiya海賊船 鉄板・ステーキ 小諸市御影新田和田原2746-1 0267-22-2793
TEPPAN kitchen PORKY 鉄板・ステーキ 小諸市大字山浦939−5 0267-23-0639
停車場ガーデン その他土産物店 カフェ・スイーツ 小諸市相生町1-1-9 0267-24-2525
小諸駅のまど カフェ・スイーツ 小諸市相生町1-1-1 0267-46-8536 
丸山珈琲 カフェ・スイーツ 小諸市平原1152-1 0267-31-0075
和食処みよし 和食・寿司・天ぷら 小諸市平原1784-3 0267-22-8371
レストラン車留夢・兎月 洋食 小諸市六供2-8-3 0267-23-3310
中華料理 萬祥酒楼（まんしょうしゅろう） 中華・台湾 小諸市相生町1-2-2 0267-25-4622
すし処　魚がし 和食・寿司・天ぷら 小諸市大手1-3-3 0267-22-0669
Nao's kitchen 中華・台湾 小諸市甲1639-12 0267-28-9076
中華坊 胡同 中華・台湾 小諸市八満1073 0267-25-7111
クレッセント 洋食 小諸市市677-3 0267-26-5678
レストラン八億 ファミリーレストラン 小諸市滋野甲1197-3 0267-23-5878
牛角　小諸店 焼肉・ホルモン 小諸市御影新田2218 0267-25-0029
海山亭いっちょう小諸店 和食・居酒屋・創作料理 小諸市丙399-1 0267-24-2478
Delicatessen山吹 その他グルメ 小諸市荒町一丁目6番4号 0267-41-0818
焼肉七福神 焼肉・ホルモン 小諸市大手1-4-8 0267-26-2133
焼肉の家マルコポーロ　小諸店 焼肉・ホルモン 小諸市諸111-5 0267-26-3929
龍や ダイニングバー・バル 小諸市南町1-6-28 0267-31-0120
猫雑貨とカフェねこのや カフェ雑貨 小諸市相生町1-3-1　２F 0267-27-0038
お陽さまカフェ（イベント時出店） カフェ・スイーツ 小諸市丁311 小諸懐古園第一駐車場 080-1140-6059
蔵の粉屋大西製粉 土産物店 小諸市東小諸甲1581-3 0267-22-0585
富士屋醸造 土産物店 小諸市本町1-3-10 0267-22-0398
おみやげのみやさか 土産物店 小諸市相生町1-3-1 0267-22-0690
ギャラリーまきの 土産物店, 伝統工芸品等の販売店 小諸市相生町1-2-9 0267-22-5013
小諸なる小宮山酒店 土産物店 ダイニングバー・バル 小諸市鶴巻1-4-14 0267-22-0796
大塚酒造株式会社 その他土産物店 小諸市大手2-1-24 0267-22-0002
和泉屋菓子店　ツルヤみかげ店 土産物店 小諸市御影新田2590-1 0267-31-5300
マンズワイン小諸ワイナリー ワイン・お土産 小諸市諸375 0267-22-6341
㈱酢久商店 お土産　味噌 小諸市荒町1-7-12 0267-22-0009
岸田酒店 その他土産物店 小諸市南町1-1-8 0267-22-0593
虎屋 和菓子 小諸市相生町1丁目2-6 0267-22-0087
芳光 本店 土産物店 小諸市大字平原624-5 0267-23-9068
高峰マウンテンホテル 土産物店 その他グルメ 小諸市高峰高原高峰マウンテンホテル 0267-23-1712
高峰高原ホテル レジャー施設 土産物店 その他グルメ 小諸市高峰高原704 0267-25-3000
ランプの宿　高峰温泉 アウトドア・スポーツ体験, 日帰り温泉施設 土産物店 カフェ・スイーツ 小諸市菱平704-1 0267-25-2000
天狗温泉浅間山荘 料理体験, アウトドア・スポーツ体験, レジャー施設, 日帰り温泉施設, その他 小諸市甲又4766-2 0267-22-0959
常盤館売店 土産物店 小諸市菱平762-2 0267-22-0516
小諸グランドキャッスルホテル 土産物店 小諸市古城1-1-5 0267-22-8000
中棚荘 土産物店 小諸市古城中棚 0267-22-1511 
布引温泉こもろ 日帰り温泉施設 小諸市大久保620-3 0267-22-2288
あぐりの湯こもろ 日帰り温泉施設 小諸市大字大久保1145-1 0267-24-4126
小諸ユースホステル アウトドア・スポーツ体験 その他土産物店 小諸市塩野3876-4 0267-23-5732
千曲バス　小諸営業所 バス 小諸市加増581-1 0267-22-2100
第一交通（株）小諸営業所 タクシー 小諸市和田217-8 0267-26-5055

その他の地域の取扱店舗については長野県サイトをご覧ください。

長野県公式・観光クーポン利用店舗検索サイト
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信州割スペシャル　観光クーポンが使える店舗（小諸市内）
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