
両方使える
お店

《旧軽井沢》 ☎（0267） 主な取扱い商品

茜屋珈琲店 42-4367 珈琲、かれーらいす

浅間高原農場 42-2255 ジュース、お土産

味蔵 旧軽井沢店 41-6677 漬物、菓子

あづまや 42-1701 力餅、そば

㈱アトリエ・ド・フロマージュ 旧軽井沢店 41-4033 ピザ、生チーズソフトクリーム

アンジェリカ軽井沢 42-4121 ミセス洋服、タオル

一彫堂 軽井沢彫家具工房 42-2557 家具・お仏壇・小物
オーダーメイド可能

イタリアンレストラン パスクア 42-8311 パスタ、肉

オリオン美容室 42-2261 美容、着付け

一般財団法人脇田美術館 42-2639 絵ハガキ、グッズ各種

柏倉製菓 42-4505 花豆赤飯、和菓子

Cafe Sweets Paomu 42-8061 軽井沢プリン
ミルキー生チーズケーキ

cafe+bar CROSS 41-6108 コーヒー、アルコール

かるいざわ・ガラスの森 42-1044 ヴィンテージスワロフスキーオリジナルアクセサリー
天然石創作ジュエリー

軽井沢革工房 42-2075 革製品、ペットグッズ

軽井沢紅茶館サンビーム 42-2263 紅茶、紅茶関連雑貨

軽井沢デニムストリート 42-8328 デニム雑貨、児島デニム

軽井沢デリカテッセン 42-6427 自家製ハム、ソーセージ

軽井沢のころっけやさん 42-7667 ポテトコロッケ、特製メンチ

軽井沢ふとん店 42-2415 寝具販売、貸ふとん

軽井沢彫シバザキ 42-2468 軽井沢彫家具、小物

輕井澤洋書 48-6446 旧車資料、自動車アクセサリー

きくわん舎 軽井沢店 42-3583 革製品、バックから小物まで

旧軽アトリエ 31-6979 食器、クラフト

軽井沢 ARTBOX 42-0381 アート雑貨、絵画

旧軽井沢うどんカフェ造田製麺所 090-1125-0719 うどんグリーンカレー
うどんトムヤムクン

旧軽井沢菊池動物病院 42-0012 伴侶動物の診療

旧軽井沢 KIYYO キュリオコレクション byヒルトン 41-6990 ホテル宿泊
ランチ アフタヌーンティー ディナー

旧軽井沢ホテル音羽ノ森 42-7711 宿泊、レストラン

旧軽井沢ホテル &レストラン東雲 41-3577 洋食レストラン、ホテル

栗庵風味堂軽井沢店 46-8310 栗菓子、カフェ

Coruri KARUIZAWA 41-0987 ケーキ、菓子

クレソンリバーサイドストーリー旧軽井沢 46-8037 森の庭園でフルコース & デザート
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クレープリー・アンジェリーナ 42-7502 クレープ、アイスクリーム

幸  楽 42-2194 焼肉、ラーメン

cocage cafe 42-3330 お弁当

小林酒店 42-3555 地酒、ワイン

CONSTANTINA 31-6365 エルメス、ルイ・ヴィトン

サイクルメイト Q 旧軽本店 42-2365 自転車修理、販売

SASH! international 42-9283 シューズ、アパレル

ZAKKA・JOICE STAND On_d. 090-5188-9481 紙もの雑貨、ドライフラワー

沢屋 旧軽井沢店 42-8411 ジャム、ピロシキ

沢屋 旧軽ロータリー店 42-0050 ジャム、ジュース

ジェラート & ワイン リビスコ 42-9113 ジェラート、ホットコーヒー

しむら薬房 42-2174 医薬品、日用雑貨

ジャムこばやし 42-2622 果物加工品、世界の木の実

手工藝 佐や 41-0083 日常使いの漆器、手織り絨毯

白樺堂 旧軽銀座本店 42-3900 ジャム、菓子等

シルバラード軽井沢 42-9466 銀のアクセサリー
ヨーロッパの軍物衣料

杉養蜂園 軽井沢店 42-6389 蜂蜜、ソフトクリーム

杉養蜂園 軽井沢 2 号店 41-1038 蜂蜜、ソフトクリーム

Stitch me 42-2075 刺繍、革製品

SRUJE karuizawa 42-0418 天然石、ネパールドリンク

そば処やぶ 軽井沢店 42-6656 そば

第一交通㈱軽井沢営業所 42-2334 タクシー、観光タクシー

ダブルオー 42-2165 婦人服、紳士服

ちもと 42-2860 和菓子、甘味

中華そば 美乃屋 42-5900 ラーメン、餃子

TWIN-LINE HOTEL KARUIZAWA JAPAN 42-2121 スペイン料理

土屋理髪店 42-4842 カット、顔剃

つるとんたんUDON NOODLE Brasserie KARUIZAWA JAPAN 42-0026 おうどん、ロール寿司

寺子屋本舗　軽井沢店 42-1131 せんべい販売

デリカテッセン キッツビュール 42-5488 ソーセージ、ドイツパン

天狗屋養蜂店 42-8728 国産生ハチミツ
プロポリス化粧品

どんぐり共和国軽井沢店 42-4336 スタジオジブリグッズ

NICOcafe 090-1101-6274 ドリンク、スイーツ

ビストロ ポモドーロ 42-7752 ピッツァ、パスタ

ブラッスリーシュエット 42-0642 パテドカンパーニュ（田舎のパテ）
仏産鴨のコンフィ

ブランジュ浅野屋 軽井沢旧道本店 42-2149

フランスベーカリー 42-2155 パン

ホテル鹿島ノ森 42-3535 レストラン・ラウンジ
休館:2022年1月3日（月）~3月（予定）

ホテルハーヴェスト旧軽井沢 41-3005 レストラン（和食・フレンチ・ブッフェ）
売店

取扱店一覧取扱店一覧取扱店一覧
《令和３年11月 15日 現在》

新型コロナウイルス対策を実施している店です

使用期間／令和３年１１月１日㈪～令和４年２月２８日㈪

有効期限が切れた商品券は無効になります。お早めにご利用ください。
但し、町が利用期間を延長した場合は延長日までご利用になれます。

◎この商品券で現金とのお引き換えはできません。
　また、商品券をご利用の際は釣銭は出ません。
◎商品券に換金済表示のあるものや、発行者の印がないものは

利用できません。
◎この商品券は再発行できませんので、紛失したり破損したりし

ないようご注意ください。
◎特殊詐欺にご注意ください。町職員が電話で口座情報を聞き

出す、口座の暗証番号を聞く、ATMの操作をお願いする、など
といったことは絶対にありません。

◎この商品券は取扱店の商品及びサービス等について使用で
きるものとします。但し、次に該当するものは対象外とします。
○換金性の高いもの（ビール券、清酒券、商品券類、図書券、切

手、印紙、プリペイドカード、電子マネー等）　
○株券、先物、保険、宝くじ等の金融商品・国や地方公共団体

への支払い及び公共料金等の支払い・業務用の仕入れ・そ
の他取扱店が特に指定するもの

○その他町長が不適当と認めるもの
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軽井沢

ファイト商品券

※取扱店についての最新情報は、
　左記二次元コードより町ホームページをご覧ください。

軽井沢町観光経済課 ☎ 0267-45-8579
軽 井 沢 町 商 工 会 ☎ 0267-45-5307

お問い
合わせ先

営業に関する内容（営業時間・休日等）は
各店にお問い合わせください。

★印は、令和３年11月 1日以降に追加されたお店です。



★印は、令和３年11月 1日以降に追加されたお店です。

Bon Okawa 軽井沢チョコレートファクトリー 31-0674 軽井沢チョコレートボール

マイマイ 42-0611 婦人服、子供服

マイカシミヤ軽井沢 31-0468 カシミヤの洋服、雑貨

万布良 万喜 42-2310 江戸前・信州産天麩羅
稲庭うどん

万平ホテル 42-1234 宿泊、レストラン

みっふぃー森のきっちん & ベーカリー軽井沢 31-0628 みっふぃー雑貨
焼成パン販売

モンテ・クッチーナ 41-2263 ピザ、パスタ

遊膳 軽井沢店 42-2444 箸販売

よいと 41-4112 生活雑貨、ドライフラワー

楊貴妃パール 41-6630 真珠、天然石

らくやき陶画堂 42-5628 絵付け体験（皿、カップなど）
その他陶器

ラボロンテ 42-2288 器、クラフト作品

リカーショップ つちや 42-2147 酒、食品

LEONIDA NAPOLI 42-0282 スパゲッティ、ピッツア

レストラン・カフェ キッツビュール 42-1288 ソーセージ、アイスバイン

レストラン GUMBO 42-1766 ハンバーグ、ステーキ

レストラン スプーン 42-7315 オムライス、パスタ

レストラン BENSON 42-7829 ハンバーグ、ステーキ等

わかどり軽井沢 42-4520 むしり
お弁当三種（焼き鳥・唐揚げ・チキンかつ）

ワインと肴 びすとろパナッシェ 42-5929 白レバーのテリーヌ
フランスワイン 200 種

カルテットブルーイング 31-5493 クラフトビール

大坂屋家具店 本店 42-2550 軽井沢彫家具

大坂屋家具店 下の店 42-5139 軽井沢彫小物、カゴバッグ

GARBA 軽井沢店 42-3233 バームクーヘン、ショコラ

牛魔王 080-5089-9666 タピオカ、カレーパン

Shica Shica 46-9072 お弁当、惣菜販売

ライジングタイド 42-7165 衣料品、雑貨

★ Syu-Syuly 軽井沢 42-2232 天然石、雑貨

★ Rokuri 070-3619-0692 ワイン、パスタ

《小  瀬》 ☎（0267） 主な取扱い商品

ライジングフィールド軽井沢 41-6889 宿泊、場内アクティビティ

《峠  町》 ☎（0267） 主な取扱い商品

碓氷峠の力餅みすゞや 42-6440 よくばり力餅各種 500 円～
各種そば 700 円～

しげの屋 42-2402 ちからもち、そば

《新軽井沢》 ☎（0267） 主な取扱い商品

茜屋珈琲店 42-5435 珈琲、かれーらいす

アットテラス軽井沢ガーデンファーム 42-8248 ペットケア、飲食店

アトリエ・ド・フロマージュ軽井沢売店 / チーズ熟成所 42-7394 チーズ、ピザ

㈱井上 42-2857 燃料、住宅設備

魚  吉 42-2211 魚料理、和食

荻野屋 軽井沢駅売店 42-8048 峠の釜めし、そば

㈲荻原自動車修理工場 42-2843 車整備

カスターニエ 42-3081 ローストチキン、ピザ

カフェ& ダイニング フェルマータ 45-8200 軽食、テイクアウト

軽井沢書店 41-1331 本、文具雑貨

軽井沢バーディ 41-1553 ペットフード、首輪リード

軽井沢・プリンスショッピングプラザ 42-5211 一部対象外店舗あり

キッチンハイツ 42-4829 ひれかつ、ハンバーグ

草軽交通㈱軽井沢営業所 42-2441 乗合バス、貸切バス

草軽観光軽井沢支店 42-2800 旅行

草軽交通㈱自動車整備工場 42-2839 自動車整備、販売

ケーキの家果楓 46-8852 ケーキ、焼菓子

珈琲館旦念亭 42-5616 コーヒー、ケーキ

ごはん屋 ZUKU 41-0014 串揚げ、おでん

Conversa 42-1166 信州プレミアム牛 A5 ランクのステーキ
信州プレミアム牛 A5 ランクのハッシュドビーフ

サイクルメイト Q 駅前店 42-8985 自転車修理、販売

サイクルメイト Q 新軽店 42-3315 自転車修理、販売

The Sugar Spot Coffee 41-0044 軽食、自家焙煎コーヒー

沢屋 軽井沢駅店 48-6022 ジャム、ピロシキ

沢屋 プリンスショッピングプラザ店 41-0074 ジャム、ピロシキ

Gelateria Gina 27-2114 ジェラート、ワイン

ジュエリー工房 翔 41-1888 シルバーペアリング製作体験
要予約（火曜定休）

㈱白糸ハイランドウェイ 31-0070 有料道路通行料

白樺堂 駅前通り店 42-2305 ジャム、菓子等

シンビ堂薬局 42-7887 処方せん調剤、一般医薬品

鈴木理容店 42-3096

スーパーヤオトク 45-4819 商品全般、非課税商品除く

スポーツ & シューズ カトリ 42-3471 スポーツ用品
学校指定運動着

そば処 髙美亭 42-2481 そば、うどん

㈱大進 セルフ軽井沢給油所 42-2814 ガソリン、洗車

貴  華 42-0156 ラーメン、定食

cerchio-cosi 41-6237 ワンプレートランチ等

竹風堂 軽井沢駅前店 46-8844 栗おこわ、どら焼山

232work&hotel 42-2637 コワーキングスペース利用

トラットリア プリモ 42-1129 イタリアン

トリュフベーカリー軽井沢 31-5346 パン、白トリュフ & 塩パン

トンヤングン 070-3765-5331 パッタイ（タイ焼そば）
トンヤングン

㈲中里 42-2068 土産雑貨、衣料

ノエル軽井沢 42-8891 フォトウェディング

のみくい処 いなせ 42-6533 一品料理、お好み焼

バーバー レオ 42-3477 理容一般

HAYASHI 42-2241 酒類、クリーニング

はやしや 42-2638 米販売、予約お弁当

萬  里 42-5099 ピリ辛ニラそば
陳麻婆豆腐

ファミリーマート ヤオトク軽井沢店 41-1819 コンビニ商品全般
非課税商品除く

プリモフィト 軽井沢駅舎店 46-8440 イタリアン

フレスガッセ 42-8169 ソーセーヂ定食
ハムステーキ定食

ホテルマロウド軽井沢 42-8444 レストラン、ティーラウンジ

Bon Okawa 軽井沢チョコレートファクトリー 31-6630 軽井沢チョコレートボール
軽井沢ラスク

ますや 42-2108 化粧品、ソニックエステ

松葉タクシー㈲ 42-2181 タクシー料金

まるほん 42-2061 各種飲み物、お食事

やまと薬局 42-7575 医薬品

山  屋 42-2019 パン、酒類

よろずや 42-2294 お米、お酒

ラ・テイエ 41-2539 バースデーケーキ、生菓子

和食ダイニング 福万寿 42-4733 和食、信州牛

和ビストロ GOKAN 46-8913 ご飲食

うなぎ一期一会 42-1048 志ら焼、鰻重

いろだいどころや 31-6823 おばんざい各種
日本酒ワイン各種

cafe hip 050-1102-2943

すみやプリンス店 44-1500 陶器、インテリア雑貨

パブたかくら 42-3601 ウイスキー類各種
ワインシャンパン各種

Liebling 42-5188 アクセサリー、雑貨

★軽井沢べジビエ 41-6939 グルメサンドイッチ
ジビエ料理

★ RAMEN たけり 070-8539-6174 塩ラーメン

《成  沢》 ☎（0267） 主な取扱い商品

イーストスーベニアショップ 42-1111

イースト売店（コテージ） 42-1111

All Day Dining Karuizawa Grill 42-1111

ALL DAY DINING LOUNGE/BAR Primrose 42-1111

軽井沢 72 ゴルフ軽井沢給油所 42-8182

軽井沢プリンスボウル 42-1133

（軽井沢プリンスホテル
イースト内）

（軽井沢プリンスホテル
イースト内）

（軽井沢プリンスホテル
イースト内）

（軽井沢プリンスホテル
ウエスト内）

（軽井沢・プリンスショッピングプラザ
ニューウエスト内）



軽井沢プリンスホテル イースト 42-1111

軽井沢プリンスホテル ウエスト 42-1111

軽井沢プリンスホテルゴルフコース 42-8811

軽井沢プリンスホテルスキー場 42-5588

軽井沢レストラン ウイング 42-5609 ボイルドポークのローマ風
じゃがいもピザ

SATO SHOES STUDIO 42-8588 シューズ

ザ・プリンス ヴィラ軽井沢 42-1111

ザ・プリンス軽井沢 42-1111

ザ・プリンス軽井沢 売店 42-1111

すき焼き しゃぶしゃぶ 鉄板焼 爽風 42-1111

ステーキ にこにこ牛 42-0808 ランチ（サーロイン）等
信州アルプス牛

晴山ゴルフ場 42-8611

セブン−イレブン 軽井沢プリンス通り店 42-1706 食料品

ダイニングルーム ボーセジュール（ザ・プリンス軽井沢内） 42-1111
中国料理 桃李（軽井沢プリンスホテルウエスト内） 42-1111
鉄板焼 森 42-1111

とんかつ今井 31-6313

日本料理からまつ 42-1111

バー ウインザー（ザ・プリンス軽井沢内） 42-1111

ブライダルサロン オリオン 42-6788 写真撮影、貸衣装

弥助鮨 42-7959 寿司

ライブラリーカフェ りんどう（ザ・プリンス軽井沢内） 42-1111
レストラン ポルト（軽井沢プリンスホテルイースト内） 42-1111

《南軽井沢》 ☎（0267） 主な取扱い商品

軽井沢浅間ゴルフコース 48-0001

軽井沢浅間プリンスホテル 48-0001

軽井沢ゴルフ練習場 44-6672

軽井沢 72 ゴルフ北コース 48-0072

軽井沢 72 ゴルフ東コース 48-0072

軽井沢 72 ゴルフ西コース 48-0072

軽井沢 72 ゴルフ南コース 48-0072

ダイニング ブルーム（軽井沢浅間プリンスホテル内） 48-0001
バー（軽井沢浅間プリンスホテル内） 48-0001

ビステッカナオキ軽井沢 080-1178-1418 ビステッカ、ザ・ナオキ

ファミリーマート南軽井沢店 44-6819 コンビニ商品全般
非課税商品除く

馬越ゴルフコース 48-3470

和美パー 3 ゴルフコース & ゴルフ練習場 48-0072

《ニュータウン》 ☎（0267） 主な取扱い商品

イレブンシスティールームス 41-6973 カレー、ケーキ

ブレッドアンドバター 44-4055 ピザ、パスタ

《南ヶ丘》 ☎（0267） 主な取扱い商品

ELOISE'S Café 42-7997 フレンチトースト
三笠ホテルカレー

軽井沢いぶる 44-6100 燻製チーズ、燻製しょうゆ

森のカフェ軽井沢南ヶ丘 46-8784 厚焼きマフィンサラダプレート
スイーツ &ドリンクセットメニュー

丸山珈琲軽井沢本店 42-7611 本店限定ブレンドクラシック 1991
カプチーノ（きっさ、テイクアウト）

軽井沢日本料理大嶋 080-4345-2009 御節料理、フグ会席

《南  原》 ☎（0267） 主な取扱い商品

ハウスオブ軽井沢 42-7004 宿泊、レストラン

《離  山》 ☎（0267） 主な取扱い商品

軽井沢ホテル ロンギングハウス 42-7355 飲食、雑貨

セブン−イレブン軽井沢長倉店 42-5808 酒、食品

トラットリアリポーソ 41-3501 イタリアワイン、パスタ

viiv 軽井沢 cafe&pizza 42-2752 薪釜焼きピザ他
全メニューテイクアウト OK!

ホリデー車検軽井沢㈲セントラル自動車 42-2093 車検整備、車両販売

ミネルバ茶房 42-5981 生パスタ、手づくりピッツァ

森  Q 31-0347 新鮮魚のちらし寿司ランチ
まぐろ漬け丼と竜田揚げランチ

Restaurant Hamy's 軽井沢 46-8383 チーズフォンデュ
ウインナーシュニッツェル

《中軽井沢》 ☎（0267） 主な取扱い商品

eyecurry 31-5582 衣類、雑貨

アイバ理容院 45-5473 理容一般

A-woto 42-7711 キッシュ、タルト等

浅間観光タクシー㈱ 45-5264 タクシー

あそび堂 45-6277 ボードゲーム、パズル

ア・ラ・ガール 45-5187 カレー、ソフトドリンク

&Special 090-4615-2880 陶器

飯田マッサージ 45-2135 マッサージ指圧、鍼灸

居食庵えにしや 31-0520 えにしや流ソースカツ丼
信州名物山賊焼

いちば理容店 45-7513 カット、シェービング

㈱ S・K 花企画 45-4619 切花、鉢物

エピ・ジュエル軽井沢 45-0787 美肌脱毛

エホンゴホン堂 31-5183 書籍、雑貨

おらが製菓 45-6152 和菓子

かぎもとや 45-5208 そば、うどん

CAROFORESTA 軽井沢 GIARDINO 44-3270 宿泊料
レストラン利用料（日帰りの場合）

軽井沢オーガニックラボ 050-3138-1711 基礎化粧品

軽井沢ガイドサービス（KGS） 090-6958-3616 マンツーマン英語レッスン
通訳ガイド

軽井沢ガス㈱ 45-3600 灯油、各種器具工事代

軽井沢倶楽部有明邸 41-1885 ランチ、ディナー

軽井沢佐藤肉店 45-5363 食肉全般、ワイン

㈱軽井沢テレビサービス 45-5575 テレビ、冷蔵庫他

軽井沢ドライ中軽井沢路面店 45-5294 クリーニング品全般

軽井沢焙煎所 cafe sucre&innocent coffee 31-0976 コーヒー豆、ベーグルサンド

軽井沢洋風食堂れむの巣 45-4034 ビーフシチューセット
カニクリームコロッケセット

川島鋸店㈱ 45-5547 マキタ充電・電気園芸工具
園芸用品

キッチンパパ 45-2351 デカ盛りからあげ、もつ鍋

ギャラリー桂 41-6935 絵画、雑貨類

キリマン酒店 45-5327 信州産ワイン、地酒

桐万薬局 45-5188 医薬品、日用品

くつかけステイ中軽井沢 46-8906 ご宿泊、ご飲食

コメリハードアンドグリーン軽井沢店 44-1018 日用品、灯油

㈲コワフュールいまい 46-1221 パーマ、カラー

酒場８ 46-5156 お刺身、肴

佐久浅間農業協同組合軽井沢支所資材事務所 45-5067 農業資材（肥料・種）

佐久浅間農業協同組合軽井沢支所みどりのひろば軽井沢 45-5086 地元野菜の販売

サトー衣料品店 45-5862 中部西部小学校用品
軽井沢中学高校制服他

サブウェイ ツルヤ軽井沢店 44-3321 サンドイッチ、ポテト

茶房 ハル 46-8634 紅茶、珈琲

シェプチラパン 050-1256-8395 ハンドメイド、雑貨

十二屋商店 45-5368 季節の絵はがき、便箋

旬彩伍合 31-0595 酒類、一品料理

新宿スカラ座 41-0243 コーヒー、ナポリタン

シンビ堂中軽井沢薬局 45-7520 処方せん調剤、一般医薬品

スナックノエル 45-0182 各種酒類

㈲関モータース 45-5288 自動車販売修理

セブン−イレブン中軽井沢店 45-3457 食品、雑貨

そば処 湯川 45-8655 天ざる、イワナ塩焼

高橋薬局 45-5063 医薬品、医薬部外品

玉川食堂 45-5322 定食、丼類

田村屋総本店 45-5027 和菓子、ご答贈品

鳥くり 46-8994 鳥料理、季節の野菜

ノリフラワー軽井沢ガーデンテラス 44-3987 クリスマスリース、お正月飾り

（軽井沢プリンスホテル
イースト内）

（すき焼き しゃぶしゃぶ 鉄板焼 爽風内
軽井沢プリンスホテルイースト内）

（軽井沢プリンスホテル
ウエスト内）



★印は、令和３年11月 1日以降に追加されたお店です。

NONE Café 090-7119-2637 コーヒー、アップルパイ

パティスリーイロドリ 31-0265 ケーキ、焼き菓子

ビジョンステーション メガネのコミヤマ 41-6373 メガネ、補聴器

ビストロ bird 31-6029 カジュアルなフレンチ

藤城新聞店 44-3088 新聞、書籍

Breath 45-0877 美容技術、ヘアケア商品

ペンション星の子 46-1551 ハンバーグ定食
ビーフシチューセット

㈱ますや交通 45-5223 タクシー

㈱松屋中軽井沢営業所 45-5656 プロパンガス、灯油

㈱松屋まつやセレスツルヤ店 46-1820 お米、食品

㈲マルサ商会 45-6955 テレビ、冷蔵庫他

丸正柳沢金物店 45-5929 建築金物、家庭雑貨

㈲丸山自動車整備工場 45-6088 各メーカー新車・中古車

みのる写真 45-7555 記念撮影、写真プリント

麺堂坂 46-6600 ラーメン

㈲ユキ電化 46-1331 家電全般

ラブジャパンブランド 090-9669-0512 真田ひも販売

ラ・ルーチェ 45-2019 ピザ、パスタ

LINI Atelier Shop 41-6243 リネン、ウール素材

ルルグラス 31-5087 観葉植物
テレワークスペース

レストラン & バルエスパニョールエステーリャ 31-6466 店内ご飲食
スペイン料理専門店

レストラン & ペンション ホットドッグ 31-6874 ホットドッグ

レストランモデスト 31-5425 コース料理、アラカルト料理

ろぐ亭 45-2341 焼肉、お弁当

和菓子屋 和 45-1003 和菓子、どらやき

わんストーンカフェKinu 090-2410-0406 ランチ

アイヘアーサロン 41-0085 理美容一般

御菓子処 花岡 46-1836 和菓子、洋菓子

Bar Lounge WONDER Karuizawa 46-9134 飲食全般

ゆとりろ軽井沢ホテル 45-5551 宿泊利用料、売店

京屋クリーニング店軽井沢店 46-3114

フラワーメイト 46-1828 生花、雑貨

★Grandir 080-7587-3545 天然石、雑貨

★㈱信州広告社 44-3574 印刷、広告

★ hijiya33 090-8743-5636 チーズ、器

《塩 壺》 ☎（0267） 主な取扱い商品

塩壺温泉ホテル 45-5441 日帰り入浴、食事

《星 野》 ☎（0267） 主な取扱い商品

村民食堂 44-3571 定食、一品料理

ハルニレテラス 和泉屋 傳兵衛 31-0811 和洋菓子

ハルニレテラス イル・ソーニョ 31-0031 イタリア料理

ハルニレテラス 我蘭憧 31-0036 木のおもちゃ、家具

ハルニレテラス Karuizawa Vegetable ココペリ 46-4355 農産物、農産物加工品

ハルニレテラス 希須林 31-0411 中国家庭料理

ハルニレテラス ギャラリー樹環 31-0023 工芸品、雑貨

ハルニレテラス せきれい橋 川上庵 31-0266 蕎麦、一品料理

ハルニレテラス サジロカフェ リンデン 46-8191 スパイス料理、雑貨

ハルニレテラス セルクル 31-0361 フレンチデリ、ワイン

ハルニレテラス TEAM7 軽井沢 41-6057 自然素材の寝具、衣類

ハルニレテラス 常世 tocoyo 31-0987 ヒーリングマッサージ

ハルニレテラス ナチュール 31-0737 北欧家具、雑貨

ハルニレテラス ハーヴェスト ナガイファーム 31-0082 ジェラート、農産物加工品

ハルニレテラス ベーカリー &レストラン沢村 31-0144 自家製酵母パン、欧風料理

ハルニレテラス 丸山珈琲 31-0553 コーヒー

ハルニレテラス モリアソビ 31-6998 アウトドアリビング家具、雑貨

ピッキオ 45-7777 自然体験ツアー

星野温泉トンボの湯 44-3580 日帰り温泉

《千ヶ滝》 ☎（0267） 主な取扱い商品

㈲あらき 45-6096 酒類全般

かしわ荘 45-8014 御夕食（要予約）
お弁当（要予約）

㈲軽井沢観光 45-5408 タクシー料、貸切バス

軽井沢千ヶ滝温泉 46-1111

軽井沢ドライ 45-5294 クリーニング品全般

軽井沢ホテルそよかぜ 45-8200 宿泊（ペット同伴可）
フランス料理

CROSS ROADS（クロスロード） 45-1819 ミリタリーウェア
ミリタリー雑貨

ビストロ プロヴァンス 45-8200 ランチ 2000 円～
ディナー（ペット室内同伴可）

㈱松屋軽井沢千ヶ滝給油所 45-5671 自動車燃料、灯油

レストラン ル・ヴァンベール 45-8200 フランス料理（室内ペット同伴可）
ランチ

さんがむ茶房軽井沢 090-5792-1161 おしるこ
白玉クリームあんみつ

《塩沢》 ☎（0267） 主な取扱い商品

絵本のお店（ムーゼの森） 48-3340 絵本、オリジナルグッズ

エルツおもちゃ博物館・軽井沢（ムーゼの森） 48-3340 博物館入館

カシェット 31-0622 ガレット、クレープ

カフェ こどうテラス 46-2405 ピロシキ

カフェB 48-6408 モーニング、ランチ

カフェ「ルーエ」（ムーゼの森） 48-3340 サンドイッチ、地産ジュース

ガラスギャラリーアームス 48-3255 バーナーワーク体験、お皿作り

軽井沢絵本の森美術館（ムーゼの森）48-3340 美術館入館

軽井沢タリアセン 46-6161 軽井沢タリアセン内利用可

軽井沢ガラス工房 48-0881 吹きガラス体験、ガラス作品販売

韓国宮廷料理南大門 48-2311 韓国料理、焼肉

木のおもちゃのお店（ムーゼの森） 48-3340 木工芸品、木工おもちゃ

厨 馳走亭 45-4988 全国銘酒、定食

献立家弥栄 46-2559 とんかつ、お酒

沢屋軽井沢バイパス店 46-2400 ジャム、ジュース

十割さらしな蕎麦　志な乃 44-1830 そば、うどん

たまごやき Suzuki 46-8896 五感の芸術 たまごやき
五感の芸術 大名太巻

ツリーゲートカフェ 45-4038 メニュー全品

NITAKIYA. 48-2228 和食、定食

BBQ コラージュ 080-2671-7469 バーベキュー

ブランジュ浅野屋 軽井沢千住博美術館店 46-0211

ホテルハーヴェスト軽井沢 46-8109 宿泊、レストラン

ホテルハーヴェスト軽井沢『maison de forêt』 46-8109 フレンチ料理

ホテルハーヴェスト軽井沢『asama dining』 46-8109 ブッフェ料理

ホテルハーヴェスト軽井沢『SHOP』 46-8109 お土産、雑貨

ホテルハーヴェスト軽井沢『日本料理　新樹』 46-8109 日本料理

ホテルハーヴェスト軽井沢『ラウンジ』 46-8109 軽食、スイーツ

㈱松屋 軽井沢バイパス給油所 45-4100 自動車燃料、灯油

無彩庵池田 44-3930 フランス料理ベースの Ryouriya です

森の中のレストラン こどう 46-5510 パスタ、信州プレミアム牛肉

焼肉 ランタン 41-0294 焼肉

レストラン 菊水 44-1188 洋食レストラン

レストラン メリ・メロ 41-0345 ランチおまかせコース 4,200 税込
ディナーおまかせコース 6,800 税込

ローリングピン 45-3081 サンドウィッチ、パイ

NAGAKURAYA 44-4055 雑貨、食品

《上発地》 ☎（0267） 主な取扱い商品

マードレ KARUIZAWA 090-3143-0330 軽井沢季節おばんざい料理

《下発地》 ☎（0267） 主な取扱い商品

軽井沢ガーデンファームいちご園 48-3620 いちご狩り
軽井沢高原いちご紅白スムージー

軽井沢発地市庭農産物直売所 45-4455 野菜、加工品

革の子工房 48-3183 レザークラフト体験、革製品



★印は、令和３年10月 30日以降に追加されたお店です。

シェリダン 31-6005 シカゴパンケーキ
シカゴオムレツ

霧下織工房 48-3183 手織フェルト体験
藍染製品

白ほたるキッチン 41-0245 豆腐スイーツ
べジ & ヴィーガンランチ

白ほたる豆腐店 41-0245 豆腐、揚物

soba 香りや 発地市庭店 46-8045 日本そば

たんぽぽ食堂 41-6219 ロールキャベツ、オムライス

中沢工房・ヤギさんの家 28-9082 ヤギのミルクのシフォンケーキ
フルーツ焼き菓子

《杉瓜》 ☎（0267） 主な取扱い商品

軽井沢犬のほいくえん Vita 080-5675-0428 プレミアムフード、トリミング

沢屋ファクトリー 45-0308 ジャム、ジュース

《馬取》 ☎（0267） 主な取扱い商品

カフェテラスプリムローズ 48-0311 コーヒー、カレー

花の妖精 48-1273 洋品、食品

《鳥井原》 ☎（0267） 主な取扱い商品

軽井沢タイヤ 45-1013 各種タイヤ、タイヤ交換

軽井沢ドライ 45-5294 クリーニング品全般

喫茶 ほのか堂 45-8866 国産小麦粉使用 手打ちうどんランチ
自家製パンプレート

佐久浅間農業協同組合軽井沢支所㈱アメック軽井沢給油所 45-4018 ガソリン、灯油

セブン−イレブン軽井沢鳥井原店 46-3771 食料品、生活雑貨

ドラッグストアマツモトキヨシ軽井沢店 44-3180 医薬品、日用消耗品

ミカド珈琲 軽井沢ツルヤ店 46-1900 珈琲
ミカド珈琲のモカソフト®

レストハウスたむら 45-4891 焼肉定食、ナポリタン

㈲フラワーショップ花季軽井沢店 46-1939 生花（花束アレンジ等）
鉢苗

《古宿》 ☎（0267） 主な取扱い商品

川魚料理ゆうすげ 45-5378 川魚料理（若魚・鮎・うぐい）
うなぎ

ゆうすげ温泉 45-6117 入泉料

軽井沢マリオットホテル 46-6611 ホテル、レストラン

Karunail 05-5582-1782 ジェルネイル、ネイルケア

《油井》 ☎（0267） 主な取扱い商品

㈱インテック 45-0772 浄化槽工事管理
上下水道設備工事

㈲軽井沢衛生企業 45-5144 し尿汲み取り 浄化槽管理清掃
一般粗大ごみ収集

LIBERTY EARTH 080-5017-5547 スキンケア、よもぎ蒸し

《借宿》 ☎（0267） 主な取扱い商品

㈲追分そば茶家 45-1415 天せいろそば、山菜そば

イレブン美容室 45-4661 美容全般

オステリアミオ 46-2913 国産和牛のビステッカ
各種イタリア料理

㈱軽井沢オートサービス 46-1515 自動車整備代

軽井沢ガーデン 45-7230 そば、和食

GRANNE HANTVERK 31-0318 家具、北欧雑貨

シンビ堂借宿薬局 46-6280 処方せん調剤、一般医薬品

セブン−イレブン軽井沢借宿店 45-1677 食料品、生活雑貨

㈾武田モータース 45-1708 自動車整備、自動車販

fort hair 46-8647 オールメニュー、店販商品

和食なが蔵 31-0281 うなぎ重
うなぎ弁当（テイクアウトのみ）

★おらんち食堂 31-6243 からあげ、刺身定食

《大日向》 ☎（0267） 主な取扱い商品

Asian Table Móng Cái 46-8684 中華フュージョン料理
（店内飲食・テイクアウト）

音楽ロッヂゆうげん荘 45-6074 宿泊、音楽スタジオ

軽井沢そばひょうろく 45-2399 そば、そば打ち体験

《追分》 ☎（0267） 主な取扱い商品

RTea Room 41-0669 ルイボスティー（お茶）、雑貨

アロマテラピー Salon&Cafe ブーベ 46-5005 ブーベ内全商品
salon 内全コース商品

アロマプライベートサロン Kamille 46-9118 お顔とお身体のアロマ 120 分 8000 円
ドライヘッドスパ  40 分 2800 円

一歩ベーカリー 41-6511 ライ麦パン、あんぱん

御食事処 遊膳 31-0044 天ぷら、焼魚

カフェ&リゾートディレタント 41-0406 大人のためのお子様ランチ
日替わりワンコインお弁当

カフェGT 軽井沢 46-8739 コーヒー、紅茶

崖淵倶楽部 Cliff Side Club 090-3400-3811 各種お酒
ノンアルコールドリンク

古書追分コロニー 46-8088 古書

Sun Cafe 28-9052 店内メニュー
Takeout メニュー

ジェムランド軽井沢 46-9170 指輪、ペンダント

スパカル・ハナカル化粧品 44-1787 スパカルハーブエッセンス
ハナカルハーバルエッセンス

セブン−イレブン軽井沢浅間サンライン入口店 46-5113 食料品

そば処 きこり 45-1330 日本そば

そば処 ささくら 46-5577 そばとミニ天丼　1,080 円
そば三味（さんみ）　1,000 円

ドッグホテル &トリミング シャンティ 46-8011 ドッグホテル、トリミング

パスタ工房グラティナ 31-0640 パスタ、グラタン

はちひげおじさんの店 46-5012 国産はちみつ

春告げ鳥 46-9170 パスタ、肉料理

Petit Lapin 46-8022 ケーキ、焼菓子

ブランジェ浅野屋 信濃追分店 46-4614

㈱松井 45-6073 上下水道設備工事
浄化槽保守点検

みかげ珈琲 45-2275 コーヒー豆、喫茶

盛盛亭 44-1822 プレミアム信州牛 A-5 ステーキ
ハンバーグ

らしくダイニングキッチン 31-6367 お食事、飲みもの

Lis Wine&Fine Food 050-3552-0613 ワインを中心とした酒類

キャボットコーヴ 31-5078 エッグベネディクト
パンケーキなど

《三ツ石》 ☎（0267） 主な取扱い商品

おもてなし日本料理山桜 46-6515 日本料理

大型店併用券
のみ
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《新軽井沢》 ☎（0267） 主な取扱い商品

デリシア軽井沢店 42-0505 生鮮食品

《中軽井沢》 ☎（0267） 主な取扱い商品

ツルヤ軽井沢店 46-1811 食品、日用品

《鳥井原》 ☎（0267） 主な取扱い商品

ツルハドラッグ軽井沢店 44-3268 医薬品、化粧品

★印は、令和３年11月 1日以降に追加されたお店です。




