
地域 お店の名前 お店の種類 住所 電話番号

お食事処　やまへい 飲食店 小諸市平原1166 （0267）23－4147

こもろ食堂 飲食店 小諸市相生町3-4-5 （0267）41－6114

デニーズ佐久平店 飲食店 佐久市佐久平駅南7-1 （0267）65－7587

Restaurant ブランカン 飲食店 佐久市岩村田2339-7 （0267）65－8883

佐久ホテル 宿泊施設 佐久市岩村田553 （0267）67－3003

職人館 飲食店 佐久市春日3250-3 （0267）52－2010

創作厨房　たかむら 飲食店 佐久市春日2718-13 （0267）88－7740

中華レストラン　竹とんぼ 飲食店 佐久市八幡705 （0267）51－5151

レストラン　マルシェ 飲食店 佐久市野沢261-3 （0267) 63－5477

望月　ふじた食堂 飲食店 佐久市望月347-7 （0267) 53－3726

味処こまがた 飲食店 佐久市布施望月バイパス （0267) 53－5811

佐久合同庁舎　食堂 飲食店 佐久市跡部65-1 （0267）63－3248

PachaMaMa 飲食店 南佐久郡南相木村4392-1 （0267）78－1018

川魚料理　ゆうすげ 飲食店 北佐久郡軽井沢町大字長倉4404-3 （0267) 45－5378

旬彩パスタの店
レストラン　ソネット

飲食店 北佐久郡軽井沢町長倉217 （0267）45－3662

ホテルハーヴェスト旧軽井沢 宿泊施設 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-493 （0267）41－3005

トラットリア　イル・ソーニョ 飲食店 軽井沢町星野ハルニレテラス （0267) 31－0031

デニーズ上田店 飲食店 上田市中央西2-4 （0268）21－1062

キッチン　ぷちらぱん 飲食店 上田市中央2-11-15 （0268）25－8091

イオン　上田店　チキチキ 飲食店 上田市常田2-12-18 （070）4064－8787

○ いちえん荘 飲食店 上田市手塚178 （0268）38－6309

小木曽製粉所　上田店 飲食店 上田市常入1-11-59 （0268）71－7713

ピッツェリア上田店 飲食店 上田市上田蛇沢1360-1 （0268）25－0076

ピッツェリアしおだ野店 飲食店 上田市神畑字貝戸田512-8 （0268）29－4747

幸村 飲食店 上田市天神1-2-1 スティ地下 （0268）27－0240

マドレ・ミア 飲食店
上田市天神1-2-1

デルトラウムビル地下1階
（0268）29－1007

小木曽製粉所　アリオ上田店 飲食店
上田市天神3-5-1

アリオ上田2Fフードコート
（0268）71－7678

SEKIDO錆作所　by umataco 飲食店 上田市常磐城4-1657-1 （0268）75－4412

「信州食育発信３つの星レストラン」登録店一覧

                                                                         令和５年３月13日現在　172店舗

佐久

上田



full.m 飲食店 上田市芳田440-1　プシケ2F （0268）75－0801

道の駅　雷電くるみの里
お食事処　湯の丸

飲食店 東御市滋野乙4524-1 （0268）63－0963

ペンシオーネ美し松 宿泊施設 小県郡長和町大門3515-50 （0268）69－2422

蕎麦屋　やまさん 飲食店 小県郡青木村奈良本761-8 （0268）71－5357

レストラン グリルカトレア 飲食店 岡谷市長池小萩1-11-30 （0266）28－5718

FULLTACO 飲食店 岡谷市湊5-13-7 2F （0266）24－5979

すわっこランド 飲食店 諏訪市大字豊田732 （0266）54－2626

クロスカフェ諏訪店 飲食店 諏訪市湖岸通り5-11-50 （0266）52－3392

小木曽製粉所　諏訪IC店 飲食店 諏訪市四賀1829-1 （0266）75－2645

デニーズ茅野店 飲食店 茅野市塚原1-13-31 （0266）72－9700

オーベルジュ・エスポワール 飲食店 茅野市北山5513-142 （0266）67－4250

スープカリー茶房　和月 飲食店 茅野市泉野6645 （080）5556－6207

デニーズ下諏訪店 飲食店 諏訪郡下諏訪町字赤砂4525-1 （0266）28－1868

万治野十間堂茶屋 飲食店 諏訪郡下諏訪町社6712-6 （0266）27－5456

マナスル山荘本館 宿泊施設 諏訪郡富士見町富士見11404-200 （0266）62－2083

ミントガーデン 飲食店 諏訪郡原村17217-3328 （0266）74－2208

ペンション　ペパーミントハウス 宿泊施設 諏訪郡原村ペンション17217-1349 （0266）74－2022

高遠民泊　よしよし 宿泊施設 伊那市高遠町勝間855-1 （0265）94－3701

ロッジ吹上 宿泊施設 伊那市西箕輪905-3 （0265）72－2788

カフェ＆カイロ有報堂 飲食店 伊那市西箕輪3900-938 （0265）76－4353

かんてんぱぱガーデンさつき亭 飲食店 伊那市西春近 （0265）74－5188

しらかば 飲食店 伊那市中央4515-3 （0265）72－4706

小木曽製粉所　伊那店 飲食店 伊那市中央5176-2 （0265）98－8858

あすなろ 飲食店 伊那市上牧6423-1 （0265）78－3647

四方路 飲食店 伊那市美篶上川手9375 （0265）72－8322

オーガニック料理　月ノ輪 飲食店 駒ヶ根市赤穂16616-1 （0265）81－5538

小木曽製粉所　駒ヶ根店 飲食店 駒ヶ根市赤穂北割一区1467 （0265）96－7950

とざ和 飲食店 上伊那郡箕輪町大字東箕輪1208-1 （0265）79－3204

割烹　和泉屋 飲食店 上伊那郡飯島町飯島2306-1 （0265）86－2027

すみれ自然農園💛食堂 飲食店 上伊那郡飯島町飯島3907-318 （0265）86－5312

地鶏家　一志 飲食店 上伊那郡中川村片桐367 （0265）88－3339

上田

諏訪

伊那



西洋割烹　吉祥寺 飲食店 飯田市鼎中平1995-29 （0265）53－5497

お食事処・夢 飲食店 飯田市鼎下山1071-7 （0265）49－8822

クロスカフェ飯田店 飲食店
飯田市八幡町438
飯田市民病院内1F

（0265）48－6351

小木曽製粉所　飯田天竜峡店 飲食店
飯田市川路7600

ボンマンジェ天竜峡内
（0265）49－5868

飯田市役所 食堂「やまなみ」 飲食店 飯田市大久保町2534 （0265）22－4511

ひらのや 飲食店 飯田市通り町1-12 （0265）24－8567

わァ食キッチンEAT 飲食店 下伊那郡松川町上片桐2193-1 （0265）37－1170

ジェイファン 飲食店 下伊那郡高森町山吹8399-1 （0265）35－1501

あなん食彩館　富草食堂まかない屋 飲食店 下伊那郡阿南町富草4169-1 （0260）31－0013

NPO法人　ごかの風　ごか食堂 飲食店 阿智村伍和482-2 （0265）43－2744

萬屋 飲食店 木曽郡南木曽町吾妻4554-1 （0264）24－0787

和庵　肥田亭 飲食店 木曽郡木曽町福島5248 （0264）24－2480

そば処　信州霧しな 飲食店 木曽郡木曽町開田高原末川1898-1 （0264）42－3151

aalto kitchen 飲食店 木曽郡木曽町日義4800-1 （0264）24－0322

創作イタリアン料理　チェロブルー 飲食店 木曽郡木曽町日義4848-4 （0264）24－0405

道の駅　木曽川源流の里きそむら
食事処「げんき」

飲食店 木曽郡木祖村大字藪原163番地1 （0264）36－1050

焼肉権兵衛 飲食店 木曽郡木祖村菅524 （0264）36－3739

道の駅大桑　グルメリアきらく 飲食店 木曽郡大桑村野尻160-27 （0264）55－3741

松本ホテル花月 宿泊施設 松本市大手4-8-9 （0263）32－0114

小木曽製粉所　梓川店 飲食店 松本市梓川倭913-2 （0263）31－5521

楽蔵　ぴあの 飲食店 松本市新村881 （0263）47－6986

クロスカフェ松本店 飲食店
松本市旭3-1-1

信州大学医学部付属病院内５階
（0263）36－7490

小木曽製粉所　松本駅前店 飲食店 松本市深志1-1-1 （0263）33－5551

コミュニティーカフェ　てくてく 飲食店 松本市元町2丁目7番13号 （0263）34－0611

蕎　友月 飲食店 松本市並柳2-8-28 （0263）28－8889

ピッツェリアつかま店 飲食店 松本市筑摩1-10-17 （0263）28－3803

小木曽製粉所　筑摩店 飲食店 松本市筑摩2-19-9 （0263）26－5789

ピッツェリア村井店 飲食店 松本市小屋北2-25-14 （0263）57－5030

松本

飯田

木曽



珈琲哲學　松本店 飲食店 松本市村井町西2丁目1番35号 （0263）85－3456

小木曽製粉所　村井店 飲食店 松本市村井町南1-28-8 （0263）50－6616

小木曽製粉所　イオン南松本店 飲食店
松本市双葉5-20

イオン南松本店内１F
（0263）87－0281

からあげセンター松本平田店 飲食店 松本市平田東2丁目10-11 （0263）88－0077

小木曽製粉所　イオンモール松本店 飲食店 松本市中央4-9-51　風庭3F （0263）88－6255

蕎麦　Dining　我伝 飲食店 松本市島内4621-4 （0263）50－8246

デニーズ塩尻店 飲食店
塩尻市大字広丘高出宇和手

1530-5
（0263）53－3660

からあげ専門店　チキチキ
GAZA塩尻店

飲食店 塩尻市大字広丘野村1668-1 （0263）88－3236

TOM’s　Café 飲食店
塩尻市大門一番町7-1
ウイングロードビル1F

（0263）88－2863

フォンターナ　デル　ヴィーノ 飲食店 塩尻市大門八番町9-10 （0263）54－5363

インド料理店　RISHTA 飲食店
塩尻市大門64-8　

2000POST繁里ビル１F
（0263）50－6615

中信会館　龍胆 飲食店 塩尻市大門一番町8-17 （0263）52－2340

そば処　ながせ 飲食店 塩尻市贄川2393-3 （0264）34－3317

芳香庵　みのる 飲食店 塩尻市洗馬3253-2 （0263）54－0888

カレーハウス　ケンドーン 飲食店 塩尻市桟敷295-3 （0263）54－5075

デニーズあづみの店 飲食店 安曇野市穂高801-1 （0263）82－0281

レストラン　アベ 飲食店 安曇野市穂高8248-1 （0263）82－6047

茶懐石　昇月 飲食店 安曇野市穂高有明8884-9 （0263）83－5405

ゲストハウス・ノーサイド 宿泊施設 安曇野市穂高有明7728-2 （0263）83－5522

五感で楽しむ創作イタリアン　
La pajicö

飲食店 安曇野市穂高柏原4604-1 （0263）31－3404

和食処王滝安曇野店 飲食店 安曇野市豊科南穂高1115 （0263）31－3140

小木曽製粉所　安曇野IC店 飲食店 安曇野市豊科南穂高133-1 （0263）71－2288

えびよし　とよ田 飲食店 安曇野市豊科4321-3 （0263）72－3437

豊科ばんどこ 飲食店 安曇野市豊科5703-16 （0263）72－6767

珈琲哲學　あづみ野店 飲食店 安曇野市豊科2637-4 （0263）73－0606

信州坊主　ほのか 飲食店 安曇野市豊科高家781-3 （0263）72－6970

アルプスフーズ 飲食店 安曇野市堀金烏川5103-21 （0263）73－2477

ロティスリー　ル・ボヌール 飲食店 安曇野市堀金烏川2338-2 （0263）50－8541

食事処　美里 飲食店 安曇野市堀金烏川5059-10 （0263）72－6952

須砂渡食堂 飲食店 安曇野市堀金烏川40-6 （0263）73－2287

庭園そば処　みさと 飲食店 安曇野市三郷3549 （0263）77－2401

松本



こまつうどん店 飲食店 大町市大町3306-14 （0261）22－0646

ハングリーボックス　ユキ 飲食店 大町市大町2531-8 （0261）22－4067

農園カフェラビット 飲食店 大町市大町8295-48 （0261）85－2120

Cafe ふわふわ 飲食店
大町市大町1601-2

文化会館サン・アルプス棟内
（070）8326－0529

スープカレー グラスプ 飲食店 大町市社6720-1 （080）8083－1387

アルプスラーメン がんばりやさん 飲食店 大町市社5332 （0261）85－2023

ビストロ傳刀 飲食店 大町市大町下白塩町1082-1 （0261）22－3755

カフェえんとつ 飲食店 大町市常盤泉6935-12 （0261）22－8866

小木曽製粉所　大町店 飲食店 大町市常盤6367-29 （0261) 23－0296

レストランカフェ　Hidamari 飲食店 大町市常盤5869-58 （0261）85－0773

COFFEE＆SNACK WORLD 飲食店 北安曇郡池田町大字池田3170-5 （0261）62－3942

お食事処　しもさと 飲食店 北安曇郡池田町大字中鵜782-1 （0261）62－2546

カフェ野のかおり 飲食店 北安曇郡池田町大字会染6330-1 （0261）85－4226

手打蕎麦　和味亭 飲食店 北安曇郡白馬村北城3140 （0261）72－7797

農かふぇ　白馬そだち 飲食店 北安曇郡白馬村大字神城23603 （0261）75－3202

そば処　ふるさと 飲食店 北安曇郡小谷村千国乙498-3 （0261）83－2265

ペンション・レストランアンデス 飲食店・宿泊施設 北安曇郡小谷村千国乙12856-90 （0261）82－2785

サンテインおたり 飲食店 北安曇野小谷村中小谷丙2504-9 （0261）82－2228

デニーズ長野県庁前店 飲食店 長野市南県町1000-1 （026）266－7160

デニーズ長野若里店 飲食店 長野市若里7-6-7 （026）223－1008

デニーズ長野東和田店 飲食店 長野市東和田498-8 （026）263－6220

ピッツェリア東和田店 飲食店 長野市東和田下組南沖778-1 （026）241－8371

割烹すずしろ 飲食店 長野市上千歳町1177 （026）224－1131

長野県長寿食堂 飲食店 長野市南千歳1-22-6　3F （026）223－5758

小木曽製粉所　長野駅前店 飲食店
長野市南千歳1-28-3

長野東急REIホテル　1F
（026）217－3436

県庁食堂　ししとう 飲食店 長野市大字南長野幅下692-2 （026）217－5239

和Dining 酒音 飲食店
長野市鶴賀上千歳町1352-2
プラザフェニックス1Ｆ

（026）237－7200

長野女子短期大学 学生食堂 飲食店 長野市三輪9丁目11番29号 （026）241－0308

クロスカフェ長野店 飲食店
長野市富竹1333-1
長野市民病院内1階

（026）295－6577

寺町商家ワンデイシェフ
四季彩　なごみ

飲食店 長野市松代町松代1226-2 （026）278－5013

松代象山店　心幸食 飲食店 長野市松代町松代1496-22 （026）214－3108

大北

長野



割烹　志麻 飲食店 長野市川中島町御厨1109-1 （026）284－7144

ピッツェリア篠ノ井バイパス店 飲食店 長野市川中島町御厨高柳2348 （026）299－6839

小木曽製粉所　川中島店 飲食店 長野市川中島町御厨42-1 （026）247－8628

須坂病院内レストラン　臥竜亭 飲食店 須坂市大字須坂1332須坂病院内 （026）246－3721

信州須坂　関谷温泉　湯っ蔵んど 飲食店 須坂市仁礼町7番地 （026）248－6868

ピザ＆パスタ
キャステロドラゴーネ

飲食店 須坂市幸高町113-6 （026）248－3743 

須坂温泉　古城荘 宿泊施設 須坂市大字日滝5414 （026）245－1460

デニーズ更埴店 飲食店 千曲市粟佐1585-2 （026）274－1803 

居酒屋　やまと 飲食店 千曲市大字戸倉2188-8 （026）276－3469

宮本商店 飲食店 千曲市大字若宮446-5 （026）275－0381

桂亭 飲食店 上高井郡小布施町1099 （026）247－4541

味処　ふじよし 飲食店 上水内郡飯綱町大字牟礼2726-3 （026）253－2275

道の駅おがわ「食事処　味菜」 飲食店 上水内郡小川村高府1502-2 （026）269－3262

有限会社　すき焼（福田屋） 飲食店 中野市中央1-11-20 （0269）22－2919

食事処　しんしゅう 飲食店 中野市中央4-2-23 （0269）26－6672

カフェ陣屋 飲食店
中野市中央2-4-4

中野陣屋・県庁記念館内
（0269）23－2718

北信ビアンモール 飲食店 中野市西1-5-63北信総合病院内 （0269）24－5922

イナリ食堂 飲食店 飯山市大字飯山205 （0269）62－2372

小木曽製粉所
いいやま　ぶなの駅店

飲食店
飯山市静間大字1487
いいやま　ぶなの駅内

（0269）81－2831

ふじ味 飲食店 飯山市飯山1110-1飯山市役所５階 （0269）62－3111

栄楽 飲食店 下高井郡山ノ内町大字平穏3284 （0269）33－2262

関英ドライブイン 飲食店 下高井郡山ノ内町大字平穏4128 （0269）33－2705

奥志賀高原ホテル 宿泊施設 下高井郡山ノ内町奥志賀高原 （0269）34－2034

北信

長野


