
登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

ウィラデスト ガーデンファー
ム アンド ワイナリー

地元の食材のおいしさを充
分に味わっていただけるお
食事をご提供いたします。

自社畑の中心に周辺で生産
されたブドウを使ったワイン
を召し上がっていただけます

すばらしい眺望と四季折々
の花やハーブが楽しめる
ガーデンでおもてなしいたし
ます。

佐久鯉料理・うなぎ　御食事
処　三河屋

お客様、近所の方とのふれ
あいを大切にします。

地元食材により、地元ならで
はのおいしい食事を提供し
ます。

店内の清掃、整理整頓によ
る快適な空間に努力しま
す。

とうふ料理　和幸家

木曽路を訪れて下さるお客
様には笑顔であいさつし、お
客様とのふれあいを大切に
します。

ガイドブックに載っていない
地元のおいしい店、見所を
紹介します。

旅人、地元の方が気持ちよ
く御来店できるようお店の周
りをきれいにします。

喫茶　明正堂

テーブルに食器を置くときに
は、音のしない様に静かに
置く。伝票は両手で受けお
つりは右手で渡す。

お客様に不快感を与えない
ように笑顔、身だしなみを整
え、いつも清潔なエプロンで
いる。

ホールのごみ、トイレをきれ
いにし、気持ち良く使って頂
く。テーブルのお花に気を付
ける。

レストラン　ペペ
地元の牛肉「蓼科牛」を使用 店内はいつも清潔にしてい

ます
夏には、地産地消で、大切
なお客様に提供してます

ワイン食堂Noel Kitchen
心を尽くし、想いを尽くし、い
つも全力で心のこもった対
応を出会う全ての人に！

清潔第一、シンプルなよそお
い

いつでも「キャンドル」でおも
てなし

ごとく亭 地酒を一杯おだしします 和風な服装をします 朝の交通安全運動

やまおく
店内は地元の木材をふんだ
んに利用します。

記念写真のシャッターを押し
て思い出作りに協力します。

真心をこめて大切なお客様
をお出迎えします。

味処こまがた

郷土食、伝統食、ご当地メ
ニューにこだわった食堂で
す。（お煮かけうどん・そば、
駒月味噌かつ丼など）

地元産の安全、安心、新鮮
な食材を使用しています。

つねに笑顔でいろいろな案
内ができます。

鳥鍵
地元の食材を活用します。
産地のはっきりしたものをご
提供します

清潔でお客さまに不快感を
あたえない身だしなみをしま
す

古きものを大切に器などにも
心をくだきます

御菓子処　花岡

心から笑顔でお迎えします 見て楽しい商品陳列、季節
感のあるディスプレイで、ご
来店のお客様がワクワクす
る店づくり

お客様と喜びを分かちあえ
る、店空間や接客の心を堅
持します

秀山
パンフレットを置き道路案内
をします。

道路のゴミを拾います。 親切に対応します。

ずく出し！知恵出し！おもてなし宣言 登録名簿

飲食店部門
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荻野屋諏訪店
ご来店されましたお客様に
元気で明るい挨拶の励行

さわやかな身だしなみの徹
底

気持ちよくお買いもの、お食
事をしていただくためのクレ
ンリネスの徹底

軽井沢のころっけやさん
信州の思い出が一生の思い
出になるよう、真心込めた接
客をします！

名札の下にスタッフのオスス
メの観光名所を記載し、ご案
内できるように努めます！

HPや店頭において、信州の
名所や天気などの情報を積
極的に発信していきます！

米っ子寿司　龍巳

地産地消を通じて、南信州
の美味しいものをご案内しま
す。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

店内に地元の木材で作られ
た家具をふんだんに利用
し、地場産業の膝器を使っ
てお食事を提供します。

有限会社　若ぎ里寿司店
外国人が不快に思わないよ
う、ジェスチャーの意味を勉
強し、しぐさに気をつけま
す。

常に清潔を心がけます。 写真や文章でわかりやすい
英語のメニューを用意しま
す。

いっぷく茶屋　暖
家族を迎える気持ちで、「笑
顔でお迎え、お見送りをしま
す」

「庭に咲く色とりどりのお花
がお迎えします」

「いつも清潔できれいな施
設、心のこもった料理でお迎
えします」

和風洋食 歩留久 ポルク 安くてうまい食事の提供 不安な心を笑顔で歓迎しま
す

旅の疲れを食で癒したい

中華レストラン竹とんぼ
季節によって自家栽培の野
菜を料理にしてお客様にプ
レゼントしています。

お客様や周りの人に不快感
を与えないよう身だしなみを
整えています。

障害を持つ人や高齢者が利
用しやすいバリアフリースタ
イルを整えています。

そば処ひぐち
相手の目を見て姿勢を正し
てお話しします

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます

心も体もあたたまる空間つく
りに励みます

ジュレ・ブランシュ
一日の疲れを癒せる店造り
に徹します

信州の美味しい食材を取り
入れて、アピールします

親しみやすい服装を心がけ
ます

メモリアルホールみつわ（多
目的ホール運営）

小海町の間伐材を使ったベ
ンチを設置して、立ち寄る方
をおもてなしします。

長野県産の食材を８０％以
上使用した創作フレンチでお
客様をおもてなしします。

小海町産そば粉を１００％
使った「こうみそば」でお客
様をおもてなしします。

そば処さくら

お客様を迎え入れるための
のれんは、季節毎にかえ、
庭には春からは山野草が咲
き、心地よい気分で店へ
入っていただくようにしてい
る。

おいしい10割そばを手打で
心をこめて打っています。お
ふくろの味のお通しと、野沢
菜のつけもの、たくわん、わ
さびづけと季節毎のつけも
のはすべてサービスでお出
ししています。

店には大きないろりがあり、
炭を入れ、いつもお湯が沸
いているようにしている。

りんごで育った信州おいしい
おもてなし

お食事をより楽しくお召し上
がりいただけるよう声がけ

地域の楽しさ、スポットを提
案していきます
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ごはん処たてしな

絶えず、お相手が安らぐ穏
やかな態度、かつ、朗らかな
接客を心掛ける。

遠方からお越しの方々に、
地元の食材を積極的に提供
する。(地産地消率の向上を
目指す)

信州の里山らしい雰囲気に
加え、ゆったりとお過ごし頂
ける空間の創出。

Yuicafe izumi
アンケート調査を行い、お客
様のニーズをつかみ活かし
ます。

余った材料を使い、お待ちい
ただくお客様にサービスさせ
ていただきます。

店内を清潔に保ち、身だしな
みを整え、心のこもった接客
をいたします。

(有)サン・コーポレーション

お店のメニューでは地元産
の食材にこだわり、生産者
様が作っているのかもお客
様に紹介します

とびっきりの笑顔と元気でお
客様に接します

自作のサイン看板で地域食
材の素晴らしさをPR してい
ます

蕎麦の茶屋・丸山

来店されたお客様へ一人が
いらしゃいませと言ったら続
けて他の人も言います。や
まびこの様に（やまびこ運動
の実施）ありがとうございま
したや、またお越しください
ませなど。

三角巾、エプロンを全員が
着用し清潔感のある身だし
なみをします。

店のまわり、駐車場等に木
を植えたり、花を咲かせたり
します。

割烹　能登忠

笑顔（ほほえみ）をわすれず
に、声掛けます。もう一度来
たい信州にするための心配
り、ゴミゼロ運動へ力を入れ
ます。

髪の香り、身体の香りをまず
清潔にを第一に。仕事上で
もありますが、手の清潔、足
の清潔、衛生的な注意。

季節の木々花々を一輪、家
の中に飾り続けます。五節
句のしつらいを、五節句事に
文化として飾ります。

御料理　羽衣

何よりも安全で安心してお客
様においしく食べていただく
ように胸を張って営業してい
ます。

お客様が「また来たい」と
思ってくださるようなお店を
心がけています。

千曲市に愛着を持ち、地域
の良さをお客様にお伝えし
ます。

食堂　中村
遠くから来ていただける観光
客、又、近所のお得意様へ
笑顔で対応

五平餅、そば　皆様に４７年
の間、ご利用いただいており
ます。

地元の人達のふれあいを大
切にします。

米っ子大桑
明るく笑顔と真心でお客様を
お迎えします。

お母さんの味をモットーに地
元産の野菜や米を食べてい
ただきます。

キッチン野の花

富士見町から眺望できる富
士山を夏の富士山(ハニー
ソース)、冬の富士山(ツイン
ソース)を2種ソースかつ丼で
提供。

信州農産物健康食メニュー
でおもてなし。

横川サービスエリア(下り線)
真心をこめて接客いたしま
す

名札は見えやすい位置につ
けます

心も体も温まる空間づくりに
努めます

信州おもてなしチーム
温かい気持ちで接し、観光
を楽しんでもらいます

身なりに気を付けています 品名には外国語も表示して
あります

木曽おぎのや
お客様を笑顔で迎え、声を
かけ会話をする。

築140年の古民家で囲炉裏
を囲んで食事ができる。
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信州おもてなしチーム
地元の食材を提供していま
す

地域の観光名所の写真を提
示しています

いつも笑顔で接客していま
す

東部湯の丸サービスエリア
下り線

地元の食材を活用した、お
いしい食事、土産品を提供し
ます。

お客様に不快感を与えない
よう、身だしなみを整えま
す。

お客様に気持ち良く利用し
て頂くよう館内をきれいにし
ます。

道の駅　雷電くるみの里

日本一きれいなトイレと広い
駐車場でお客様をお迎えし
真心込めたおもてなしに心
がけます。

地元産にこだわった新鮮で
安全な農産物と地域の特産
品を豊富に揃え心をこめて
お客様にサービスします。

明るく元気に旅行者や地域
の人々に接し、道の駅上り
下り（サンライン）をキレイに
します。

グルメリア　きらく

他の道の駅は夕方に閉まる
が、当店は２０：００まで営業
（ラストオーダーは１９：３０）
宴会時２２：００くらいまで対
応

地元の食材を使ったメ
ニューを取り入れ、地元、他
県のお客様に、味を知っても
らえるよう工夫した料理のご
提供

宴会メニューは、月毎に変え
て、何度来店されても飽きな
いようなメニュー作り

（有）荻浪工房　茶房こでま
り

沢山採れたり、近所で頂い
た野菜、山菜がある時は近
所やお客様におすそ分け。

茶房では、休日前、お客様
に残りのお菓子を進呈する
時があります。

自家製の漆器を木地からつ
くり、仕上げてます。それを
使って喜んで頂く。

道の駅しなの　レストラン天
望・直売所

地元の新鮮な食材を使用し
たオリジナル郷土食を提供
します

お客様の食卓を彩る信濃町
産野菜をレシピをつけて分
かりやすく説明します

HPを通して「道の駅しなの」
の旬の情報をお伝えいたし
ます

有限会社　８０６カルイザワ
レストラン　ぱおむ

ご来店のお客さまに焼き菓
子やハーブティーでくつろい
でいただく

メニューの表記やPOPなど
アジアのお客様にもわかり
やすく

自分の店の周りはもちろん、
軽井沢美しい町として、自慣
できるように朝礼で時間を
作ってゴミ拾い

南信州ビール直営レストラン
味わい工房

県内産、駒ケ根産の食材を
使った料理の提供と、分かり
やすい説明をします。

毎日の清掃や植栽の手入
れをきちんとして、お客様が
気持ち良く過ごして頂ける様
にします。

地ビール、テラス席、サン
ルーム、薪ストーブ等の当
店ならではのステージがあり
ます。

笊蕎麦 刻（ざるそばとき）

最高の蕎麦、季節感のある
お迎え、お客様との出会い
の時間を大事にします。

次は一人でカウンターに
座ってみたい！と思っていた
だける魅力ある店主の構え
をします。

蕎麦打つ姿がキラリと輝く清
潔なのし場をお見せします。

中華　はなきゅう

地元の食材をいっぱい包ん
だ美味しい餃子を提供、案
内します。

相手に不快感をあたえない
よう、身だしなみを整え笑顔
で迎えます。

店内に地元の観光パンフ
レット等を置き、来訪者に名
所や名物といった観光情報
を提供します。

中華・焼肉　竜門

地元の食材をいっぱい包ん
だ美味しい餃子を提供、案
内します。

相手に不快感をあたえない
よう、身だしなみを整え笑顔
で迎えます。

店内に地元の観光パンフ
レット等を置き、来訪者に名
所や名物といった観光情報
を提供します。
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口福商店　藤よし

地元の食材をいっぱい包ん
だ美味しい餃子を提供、案
内します。

相手に不快感をあたえない
よう、身だしなみを整え笑顔
で迎えます。

店内に地元の観光パンフ
レット等を置き、来訪者に名
所や名物といった観光情報
を提供します。

らーめん　北から来たよ！

地元の食材をいっぱい包ん
だ美味しい餃子を提供、案
内します。

相手に不快感をあたえない
よう、身だしなみを整え笑顔
で迎えます。

店内に地元の観光パンフ
レット等を置き、来訪者に名
所や名物といった観光情報
を提供します。

咲来軒

地元の食材をいっぱい包ん
だ美味しい餃子を提供、案
内します。

相手に不快感をあたえない
よう、身だしなみを整え笑顔
で迎えます。

店内に地元の観光パンフ
レット等を置き、来訪者に名
所や名物といった観光情報
を提供します。

チーム“小布施PA店”
スタッフ全員で“おもてなし”
のこもった挨拶に心掛ける。

スタッフ全員が清潔感のあ
る制服で応対することに心
掛ける。

スタッフ全員で清潔感・季節
感のある店舗づくりに心掛
ける。

韓国創作家庭料理　こだわ
り焼肉　やんちゃ坊

たくさん採れた野菜は来訪
者に提供いたします。

外国人には外国語で対応い
たします。

ゴミを見つけたらすぐ拾いま
す。

（3つ星レストラン）ジェイファ
ン

地元産野菜を使っています お客様がくつろげる接客を
心がけています

お客様に完食して頂けるよう
なメニュー作り

手打蕎麦　和味亭
いつも笑顔で接客します。 英語のメニューを用意し外

国人のお客様への配慮もし
ます。

地産地消を心がけお客様に
喜んでいただける食事を提
供します。

レストランアベ
メニューにカロリー表示がし
てあります

長野県産食材、信州サーモ
ン、プレミアム牛を提供して
ます

お客様を笑顔でお迎えしま
す

かあさんのおむすびの店
明るく開放的なホール　季節
の花もテーブルにそえお客
様をお迎え致します

地元の食材を使ったおいし
いお食事の提供をします

清潔感を心がけ身だしなみ
を整えます

そば処さかい
道に迷っている方を見かけ
たら積極的に声がけをしま
す。

清潔で、親しみが持てる身
だしなみを整えます。

周辺のゴミ拾いなど行い、気
持ち良い地域にします。

よってきましょ　もえぎ亭
笑顔と温かい心で対応しま
す。

真っ白なエプロンでお迎えし
ます。

緑豊かな風景が窓いっぱい
に広がっています。

麺ちょびほた丸
食べられる量をヒアリングし
食べ残しを減らします。

お客さまを笑顔でお迎えしま
す。

県外のお客様に信州ラーメ
ンをアピールします。

梓川サービスエリア（上り
線）

笑顔でお客様をお迎えし、
真心こめて接します。

外国語表記の案内を準備し
て、外国のお客様をお迎え
します。

店内を清潔にして、気持ちよ
くご休憩していただきます。
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梓川SA㊦レストラン“あづみ
野”

地域の観光地の情報を積極
的に取り入れ、信州の良さ
を少しでも多くのお客さまに
伝えられるように心がけま
す。

外国のお客さまには、メ
ニューの外国語表記や、召
上がり方のわかりやすいマ
ニュアルをご用意します。

長旅でお疲れのお客さまの
癒しの空間となるように、思
いやりのあるお声かけを常
に心がけます。

諏訪湖SA上り線　そじ坊
アンケートを実施し、お客様
のニーズをつかみます。

名札は、お客様が見やすい
ところに付けます。

外国語対応のメニューを用
意します。

中央道原PA下り線 笑顔 挨拶 清潔感

辰野パーキングエリア上り
線

笑顔で挨拶

白樺亭みどり湖㊤チーム
地元に伝わる、おいしい名
物料理を提供します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

毎日、お店の掃き掃除、拭き
掃除をしてお客様を迎えま
す。

白樺亭みどり湖㊦チーム
地元に伝わる、おいしい名
物料理を提供します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

毎日、お店の掃き掃除、拭き
掃除をしてお客様を迎えま
す。

信南サービス㈱駒ヶ根SA㊤
レストラン岳楽彩

お客様に不快感を与えない
様、常に身だしなみを整えて
お迎えします。

お客様へ地元のおすすめメ
ニューを丁寧にわかりやすく
説明し、提供いたします。

季節の花を飾る等居心地の
良い、清潔な店舗空間を提
供します。

白樺亭小黒川㊦チーム
地元に伝わる、おいしい名
物料理を提供します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

毎日、お店の掃き掃除、拭き
掃除をしてお客様を迎えま
す。

たてしな自由農園・キッチン
＆テーブル808

夏期は八ヶ岳高原野菜の朝
採りを提供します。

地元の高原野菜を活かした
メニューを提供します。

直売所らしい親しみのある
あいさつと接客を心掛けま
す。

㈲ふるさと鬼無里
食堂利用客にそば茶の振る
舞い。

一声かけ運動とし、あいさつ
やご案内できるよういたしま
す。

店内に観光パンフレットを置
き、鬼無里の伝説等の説明
が出来る様にします。

アトリエ・ド・フロマージュ本
店　おもてなしクラブ

ご来店されたお客様に楽し
んでいただけるようチーズの
試食を全種類お出しします。

記念写真のシャッターを押し
て旅の思い出作りに協力し
ます。

周辺観光地のおすすめス
ポットをご案内します。

庭園そば処　みさと

先祖伝来築100年の古民家
で、庭園を愛でながら安曇
野の生活、暮らしぶりを満喫
して頂けます。

そば粉は、当店より４㎞圏内
の地粉、食材は安心、安全
な旬の自家栽培を使用して
おります。

ゆっくり、ゆったりと流れる信
州安曇野を五感でお楽しみ
頂けます。

諏訪笑顔おもてなし
頂きものを、社員や友人に
おすそ分けします。

さわやかさを出し、外国の方
でも声をかけやすさを作りま
す。

きれいな街作り　ゴミを見つ
けたら、すぐ拾います！！

そば処　おにひら　昼神店
気くばり、心くばりで親切な
対応をします。

地元の食材を活用したお食
事を提供します。

いつでも笑顔で接します。

そば処　おにひら　飯田店
気くばり、心くばりで親切な
対応をします。

地元の食材を活用したお食
事を提供します。

いつでも笑顔で接します。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

手打蕎麦うどん　玉川本店

手打蕎麦専門店として、厳
選した玄そばを、石臼挽自
家製粉し、満足して頂ける質
量と価格で提供致します。

テーブルに一輪の花を飾り
ます。店舗周囲に花壇を、
脇に無料御休み処(ギャラ
リー併設)設けてます。

周辺の観光名所･見所等を
地図･パンフレット他を用意し
て、親切に御案内致します。
お気軽にお尋ね下さい。

日本料理　悠善
地元の新鮮な食材を使い、
心のこもった美味しいお料
理を提供します。

お客様に不快感を与えない
様、身だしなみをきちんとし
ます。

お客様に気持ち良くお食事
をして頂ける様、店内外の
掃除をしっかりと行います。

ホテルメトロポリタン　長野
日本料理　しなの

ご来店されたお客様へ笑顔
で対応します。

おいしいお料理とお飲み物
をサービスします。

最高のおもてなしをします。

有限会社　ぷれぜんと

お客様を我が家に帰ったよ
うなほっこりできるようなおも
てなしをします。

道で観光客のお客様がいた
ら積極的に挨拶を交わしま
す。

社員同士.家族でも笑顔で挨
拶を交わします。
ありがとう・ごめんなさいが
いえる風土を作ります。

そば七
開店時刻前でも店内に入っ
ていただく。（寒いから暑い
から…どうぞ）

子供さん大歓迎の姿勢を
とっている。（おかみさんは
子供が大好きだよ）

常に街の情報発信地でいた
いので、アンテナを高くして
います。

そば処　かざこし
常に笑顔、笑声を心懸け、
お客様をお迎えします。

季節の花・置き物を飾り、日
本の文化・四季を演出しま
す。

料理のコツやお料理の調理
法等、お客様の質問にお答
えします。

旬彩ダイニングM

南信州の厳選食材を使用し
たメニューで地産地消の推
進を目指します。

地域の生産者や産地と密接
な協力関係を築き、地域の
活性化を目指します。

落ち着いてのんびり食事が
できる空間作りを心がけ、居
心地の良い雰囲気づくりをし
ています。

割烹　すずしろ
お料理のご注文の際、嫌い
なもの、アレルギーの有無な
どの確認をします。

1人でご来店のお客様が寂
しい思いをしないよう配慮を
いたします。

美味しいものを少しずつ召し
上がりたい方のために少量
コースを割安料金で設定し
ます。

風楽っとカフェ
ペットをお連れのお客様も入
店ＯＫでくつろいでもらいま
す。

バスの乗務員さんの休憩場
所に使ってもらいます。

トイレはいつでもピカピカに
します。

レストラン グリルカトレア
信州の良さを、仲間みんな
で伝えます

地元の食材を使用して、美
味しい食事を提供します

毎日、店内の清掃をして、心
も体も温まる空間作りに励
みます

osteria bovoletti
地域の魅力を伝えながら明
るく接客します。

地元食材の良さを活かしま
す。

のんびりくつろいで頂ける空
間

山賊焼と地酒の専門店　居
酒屋花風

お客様の「してほしいこと」に
常にアンテナを張り、一歩前
に踏み込んだおもてなしを
積極的にします。

お客様に少しでも特別な時
間を過ごしていただくために
店内外を常に清潔にしま
す。

全員が身だしなみを清潔感
溢れるものにし、統一された
制服でお客様におもてなし
致します。
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鹿教湯温泉 呑み食い処わ
んだーれ

温泉を訪れた皆様に、また
来たい温泉地と思われる飲
食店の立場から笑顔と料理
でご奉仕したいと思います

とんかつ　しらかば

観光・登山等のお客様に
ゆっくりお食事しくつろいで
頂けるよう、お部屋を出来る
限りご提供いたします。

アレルゲンに対して、対応で
きる事は出来うる限り実施
し、みんなで楽しく食事をし
て頂けるよう努めます。

たかずや鉱泉
お客様の心がほぐれるよう
なご接待をいたします。

清潔に努め、不快なお気持
ちにならないようにいたしま
す。

オーベルジュ・エスポワール

食材生産者さんの想いをお
料理と接客でお伝えしてい
ます

地域の観光情報もお客様に
お伝えしています

ご予約時に料理の好き嫌い
や、ご利用のシーンをお伺
いし、当日それらを配慮して
の接客

ほうとう　玄そば郷土料理
三駒

大きな囲炉裏、太い梁の古
民家で食べる郷土料理をお
楽しみください

季節ごとの花を庭や店内で
楽しんでいただけるように用
意し、お客様をお迎えいたし
ます。

キッズルーム横のお部屋を
お貸しいたします。

デザートランリンゴの木(飯
島由理香）

服装を清潔に保ちます。 挨拶をきちとします。 仕事中、身の回りをきれい
に使います。

デザートランリンゴの木（大
日方かおり）

お客様の立場になってお菓
子作りをします。

道具、材料を大切に使用し
ます。

落ちているゴミを拾います。

デザートランリンゴの木(渡
辺　真奈）

笑顔でお客様にお声掛けし
ます。

シワの無いシャツを着て品
のある化粧をします。

小まめに掃除をしてキレイな
お店を維持します。

デザートランリンゴの木（宮
坂優奈）

忙しい時でも笑顔を忘れず
に接客します。

お客様が気持ちよくお買い
物をできるよう、ゴミが落ち
ていたり汚れていたらキレイ
にします。

お客様に不快な思いをさせ
ないよう、身だしなみを常に
意識します。

デザートランリンゴの木（古
川　恵）

お客様に気持ちよくお買い
物をしていただけるよう、笑
顔でお出迎え、お見送りしま
す。

お客様に不快感を与えない
よう、清潔な装いを心掛けま
す。

お客様に気持ちよく店内をご
覧いただくために、窓、
ショーケース、床を常に綺麗
にします。

デザートランリンゴの木（平
山美穂）

常に笑顔で テキパキ行動 身だしなみを整える

デザートランリンゴの木（北
澤結衣）

異物混入に気を付ける 明るく元気にあいさつをしま
す

お客様に喜んでもらえるよう
なお菓子を作ります。

デザートランリンゴの木（高
野　円）

お客様の笑顔を忘れずに、
丁寧な商品作りを心掛けま
す。

コミュニケーションを大切に、
気持ちよく働ける職場環境
を目指します。

あいさつ、返事ははっきりと
行います。
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デザートランリンゴの木（小
林　彩）

すれ違った人に、笑顔で挨
拶をします。

身だしなみを整えます。 お客様に満足していただけ
る商品を作ります。

（有）いろは堂
地域のこと観光などご案内
します。

飯山市本町商店街協同組
合

商店街にお花を植え、ゴミ拾
いをして気持ちよく歩いても
らうために、配慮します。

５月下旬から１１月上旬まで
毎月６のつく日に「六斎市本
町」を開催し、お茶のみ場を
開放し休憩所で気軽に休め
る場所を作ります。

味処　やまざき 電車や観光バスに手を振る

スポカフェガレージ
観光バスを見かけたら手を
振る

カフェレストガレージ
観光バスを見かけたら手を
振る

下原美智子

中仙道を歩かれる方々に、
進んで挨拶をして、安全な道
を提供します。

１９号線沿い旧道(中仙道）
のゴミ拾い、草や枯葉等の
手入れをし気持ちよく歩いて
いただきます。

店内でお困りごと、お客様の
目的地へのアクセスを提供
いたします。

門前らしさ･弥生座 いつも　にっこり いつも　気遣い いつも　最善

お食事処・夢
地元の食材を活用したおい
しい食事を提供します。

相手に好印象を持たれる身
だしなみを整えます。

心も体もあったまる空間作り
に励みます。

長野といえばBANIKUMAN
食を通して四季折々長野の
魅力を県内外の皆様へ

長寿日本一の郷土料理でお
もてなし

長野って美味しい！
各種食材をはじめ地酒(日本
酒、ワインなど)のご提案

農カフェわのん
地元の安心安全な食材を活
用した、身体と心にやさしい
食事を提供します。

相手に不快感を与えないよ
う身だしなみを整え、清潔感
のある空間を提供します。

心も身体も温まり癒される空
間づくりに励みます。

チーム紡
想いを持った生産者との繋
がりを大切に信州ならでは
のおいしい食事を提供しま
す。

メニューに外国語表記を加
え外国のお客様にも配慮し
ます。

店舗の中に、花をいけたり、
店舗内外の掃除をくまなく
し、美しい空間づくりに励み
ます。

とんかつ＆ヒーリングハウス
えん

気づいた事はすぐやるおも
てなし。

おいしさの追求のおもてな
し。切り方一つで幸せホルモ
ンが出る。

健康情報のおもてなし。

中信会館龍胆（濵一男　）他
信州そして塩尻に来てくだ
さったお客様に地域の宝を
発信していく

清潔感のある服装で接客を
行う

ごみ拾いを実践し、美観的
に優れた気持ちの良い地域
を目指します


