ずく出し！知恵出し！おもてなし宣言 登録名簿
その他部門
登

録

名

ＴＯｉＧＯ

宣

言

１

宣

言

２

ギャラリーぬく森

言

３

長野土産に「食」や「人との
ふれあい」で想い出づくりの
お手伝いをする
常に笑顔で挨拶します。

道路案内をします。

コリンキー（生食かぼちゃ）、
食用ホーズキ（オレンジチェ
リー）（生食及ジャム加工）、
ハーブ類を作り地元レストラ
ンへ提供し、県外の来客に
喜ばれている。

毎年12月～1月の午後4:30
～午後10:00迄、自宅の植
木、フェンス、塀にＬＥＤ電飾
イルミネーション約3,000球を
点灯し、地区内を賑やかに
している。

常に笑顔で応対します。

いつも花を飾り、くつろいで
もらえる様、心配りします。

すみれ理容院

アーバンライフ豊里

宣

真心をこめてお客様をお出
迎えし、温かい気持ちで接し
ます。

私のとっておきを紹介しま
す。

長野県健康福祉部介護支
援課

「介護する人、される人にや
さしい社会」の実現を目指
し、介護マークの普及に取り
組みます。

下諏訪商工会議所

地域経済の活力向上のため 明るい挨拶と優しく親切な対 誰でも気軽に来所できる雰
地域の良さを発信致します。 応に心がけます。
囲気づくりに励みます。

生坂中学校Ｓ５０年度卒業
「いくっこ５０５０会」

出身地の生坂村について、 友人や知人に対して、信州 信州ディスティネーション
自信を持ってご紹介・ご案内 生坂村のすばらしい魅力を キャンペーンの周知に努め
します。
伝えます。
ます。

長野県動物愛護センター

きれいな施設でお客様をお 笑顔であいさつし、明るくさ
迎えします。
わやかな対応を行います。

軽井沢コマクサ倶楽部

千曲観光グループ

ベルジュバンスの店 あけ
ぼの美容室

カメラのシャッターを押して
思い出作りに協力します。

地産地消を通じて、太巻き
寿司の絵柄中に取り入れ、
信州の美味しく美しい物を伝
えていきます。

レシピは写真入りでわかり 地域の夜景写真を飾り、軽
やすく、外国人のお客様にも 井沢(信州)のよさを皆様に
配慮します。緑にとけこむよ 伝える努力をします。
うな自然体の服装や強い香
りをつけないように注意しま
す。

ていねいに受け答えをしま
す。

近寄り易さを考えます。

頼られる店づくりをします。

歩道を歩く方のために、ゴミ 野菜も家庭菜園でたくさんと 近所のイベント時、駐車ス
拾い、清掃、草とり、除雪を れます。近所の方お客さま ペース（５台）解放します。
行います。
には、おすそ分けをします。
店舗の中は、いやしが感じら
れる四季折々の生花、観葉
植物を所狭しと飾りつけしま
す。

登

録

名

宣

言

１

宣

言

２

地産地消を通じて、上小や 相手の方に好感をもってい
上田農業改良普及センター 県内のおいしい農産物を紹 ただくよう、身だしなみを整
介します。
えます。

宣

言

３

道に迷っている方に、お声を
かけて手伝いします。

長野県観光土産品公正取
引協議会

観光客にていねいな応対

松本市柔剣道場

明るく元気なあいさつで、お 名札を付け、身だしなみを整 館内の清掃につとめ、より良
客様をお迎えします。
えます。
い環境でご利用いただきま
す。

須坂市 農林課

信州須坂の農産物情報をお グリーンツーリズムを応援し
届けします
ます

大町市コミュニティセンター
「上原の湯」

真心と感謝の気持ちでお客 清潔な制服と分かり易い名 開店前・閉店後の清掃はも
様をお迎えし、明るく笑顔で 札を着用し、お客様に不快 とより、営業中も巡回をこま
接します。
感を与えない様、身だしなみ めに実施し、常に綺麗な館
を整えます。
内にします。

小諸高原ゴルフコース

ご来場されるすべてのお客 来るたびに新鮮な喜びを感 ご来場されたお客様に小諸
様に最良のサービスを提供 じていただけるよう心がけま 市や長野県の観光案内を実
します
す
施します

良いイメージでリピートを促 笑顔でもてなし
す

長野県議会事務局

議会の傍聴に来られた方
に、笑顔で挨拶します。

議会の開会状況等につい
て、わかりやすくご案内・ご
説明します。

北安曇地方事務所税務課

来庁者の方に進んであいさ 分かりやすく丁寧な接客を
つをします。
心掛けます。

長野県人事委員会事務局

明るく元気にあいさつし、笑 相手に不快感を与えないよ 職場は整理整頓を心掛ける
顔で応対します。
う、身だしなみを整えます。 ととに、来訪者が訪れやす
い雰囲気づくりに努めます。

長野県教育委員会事務局
教学指導課

笑顔で明るくあいさつをしま 電話の対応は、明るく・はっ 毎日履き掃除を行い、事務
す。
きり・ゆっくり話すことを心が 室内の環境美化につとめま
けます。
す。

MMTAC

自然いっぱい、サカナいっぱ
い、釣りはいつでも長野県!!

お客様の立場にたちきめ細 名札は見やすいところにつ
天蚕センター、やまこのおも やかな対応を心がけます
けます
てなし

スカイブルー八方尾根パラ
グライダースクール

ごみを見つけたら、すぐに拾
うなど、清潔な環境づくりに
努めます。

静かな林の中でゆっくりと鑑
賞していただける環境をつく
ります

安全で楽しんで頂けるアク スタッフの統一した服装で、 白馬の自然を満喫して頂け
ティビティを、提供致します。 気持ち良くお迎え致します。 るよう心がけ、おもてなし致
します。

登

録

名

宣

言

１

宣

言

２

宣

言

３

地域のことを勉強し、アク
大町・青木湖アドベンチャー ティビティー参加のお客様に
クラブ
ガイドします。

美容室りぼん

どの様な状況に置かれても 元気の出る明るい服装を心 消毒を小まめにし衛生に配
明るい対応を致します
がけます
慮致します

白樺リゾート 健康いきいき 明るく元気な笑顔でのお出
迎えを心がけています。
診断プログラム

プレスト EG レンタル

より良い品物とサービスを提
供いたします。

Nagano，R．Gチーム

全国から来た選手をおもて
なしするとともに、長野県を
好きになれるよう笑顔で対
応します。

おもてなしの心を持ったス
キーインストラクター達

気持ちよく街を歩いてもらう 相手に不快感を与えないよ スキーコースに迷っている方
ために、ごみを拾って、きれ う、身だしなみを整えます。 を見かけたら、積極的に声
いにします。
をかけてお手伝いします。

バーバーショップ セキ

常にお客様に、心のこもった 客待ちスペースを開放し、ご 時には、なにもしない、静か
挨拶と、言葉遣いを心がけ 来店いただいたお客様にく な時間と空間も提供します。
ます。
つろぎの時間を提供します。

ＥＨ酒造株式会社

私たちはお客様を大切にで
きる人・企業になります。

ガレージモータース

観光バスを見かけたら手を
振る

長野県職員課

真心を込めて大切なお客様 名札はお客様が見やすいと 心も体もあたたまる空間づく
をお出迎えし、温かい気持ち ころにつけます
りに励みます
で接します

大会では、信州の特産品を こよなく「アルクマ」を愛し、
販売します。
「アルクマ」のぬいぐるみと
共に信州の良さをアピール
します。

