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㈱ジェイ・キッズ 富士見町 0266-58-3609 http://www.jkids.co.jp その他

KEN HOUSE 富士見町 0266-66-2553 宿泊業

ニューヤマザキデイリーストアー富士見高原店 富士見町 0266-62-2111 小売業（コンビニ）

田舎そば三井 富士見町 0266-62-3468 飲食店

hair&eyelash fu fu l 富士見町 0266-55-7011 理容業、美容業

Pension BEETLES 富士見町 0266-66-2755 http://www.lcv.ne.jp/~beetles/ 宿泊業

ペンション　カトルカール 富士見町 0266-66-2722 宿泊業

ペンション　ラクーン 富士見町 0266-66-3169 宿泊業

㈱タイヤショップピットイン富士見店 富士見町 0266-61-2688 http://www.pit-in.co.jp その他小売業

多摩市立八ヶ岳少年自然の家 富士見町 0266-66-2036 その他娯楽業

フロイド 富士見町 090-2339-2639 製造業

カフェ＆レストラン　ぴあーの 富士見町 0266-62-8202 飲食店

ペンション　クロワッサン 富士見町 0266-66-3245 http://www.lcv.ne.jp/~croissan/ 宿泊業

居酒屋　伝楽 富士見町 0266-78-8581 飲食店

抗酸化陶板浴八ヶ岳山荘 富士見町 0266-78-7586 https://tohban8yatsugatake.wixsite.com/tohban/blank-2 その他生活関連サービス業（エステ等）

ヒライデ 富士見町 0266-62-2423 小売業（衣服）

福家源 富士見町 0266-78-8280 飲食店

赤とんぼ・地域活動支援センター 富士見町 0266-61-2310 その他

kiertotie 富士見町 0266-55-8502 http://kiertotie.topaz.ne.jp/ 飲食店

貸しきり宿　みらい 富士見町 0266-55-5080 宿泊業

café&space 飛行船 富士見町 0266-75-5058 飲食店

はなまる満天商店㈱ 富士見町 0266-75-5352 運輸業、郵便業

ごはんcaféももんが 原村 0266-78-0393 飲食店

もぐらカフェ 原村 0266-78-8876 http://sns.ruche.co.jp/mogura/ 飲食店

Café&Lunch　Annabelle 原村 0266-55-3124 http://www.lcv.ne.jp/~annabelle/profile7.html 飲食店

八ヶ岳ペンション 原村 0266-74-2210 http://www.lcv.ne.jp/~yatupen1/ 飲食店

山乃幸 原村 0266-79-6211 https://yamanosachi.hara-v.com/ 飲食店

山の恵 原村 0266-55-4092 https://yamanomegumi.hara-v.com/ 飲食店

高原のアロマ　komoot 原村 080-6936-3022 https://r.goope.jp/komoot/ その他

八ヶ岳ペンションサインポスト 原村 0266-55-2126 http://www.lcv.ne.jp/~sign-post/ 宿泊業

株式会社 宮坂建設 原村 0266-79-2536 https://www.mg-miyasaka.co.jp/ その他

ペンションペパーミントハウス 原村 0266-74-2022 https://peppermint-house.biz/ 宿泊業

ペンションラディッシュガーデン 原村 0266-74-2232 http://www.p-rg.com/ 宿泊業

ひまわり工房 原村 090-9178-2289 小売業（その他）
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矢島ペンション 原村 0266-74-2650 https://yazipen.com/ 宿泊業

ジョパンニの小屋 原村 0266-74-2838 https://www.giovanni-hut.jp/ 宿泊業

ドライブインインター白山 原村 0266-79-5205 飲食店

タナカ自動車 原村 0266-79-2616 その他

アンティーク・メロディー 原村 0266-74-2248 http://www.tins-col.com/merody.html 小売業（その他）

アルル 原村 0266-79-7587 https://www.arlesflower.com/ 小売業（その他）

ペンションカラビナ 原村 0266-75-3111 http://www.lcv.ne.jp/~karabina/ 宿泊業

ペンション野の花 原村 0266-74-2347 https://p-nonohana.com/ 宿泊業

ペンションさんどりよん 原村 090-7010-2962 http://haramura.yamanaka.tokyo/ 宿泊業

のなみペンション 原村 0266-74-2523 https://www.i-honky.com/nonami/ 宿泊業

大橋ペンション 原村 0266-74-2421 http://www.lcv.ne.jp/~pohashi/ 宿泊業

早川ペンション 原村 0266-74-2506 http://www.lcv.ne.jp/~hayapen/ 宿泊業

ペンションせこいあ 原村 0266-74-2030 http://www.lcv.ne.jp/~sequoia/ 宿泊業

ペンションBase Camp 原村 0266-55-5589 https://yatsugatakebc.com/ 宿泊業

ペンションフェローズ 原村 0266-74-2433 http://p-fellows.com/ 宿泊業

ヘアーズ・ユウ 原村 0266-79-2300 https://r.goope.jp/hairsyou/ 理容業、美容業

ペンションJay 原村 0266-74-1060 http://www.infoside.net/jay/ 宿泊業

㈱マルモ機械　原支店 原村 0266-79-2919 http://www.marumo-kikai.co.jp/ 小売業（その他）

遊膳 長田 原村 0266-70-0808 https://suwa-net.com/nagata/ 飲食店

ミントガーデン 原村 0266-74-2208 http://www.lcv.ne.jp/~mintgarden/ 飲食店

デリカフェK・village 8works 原村 0266-74-2684 https://k-haramura.com/#top 飲食店

八ヶ岳リトリートハウスFlan 原村 0266-78-7957 https://retreat-house-flan.com/ 宿泊業

ペンションNORTHVILLAGE 原村 0266-75-3707 http://www7a.biglobe.ne.jp/~north_vi/ 宿泊業

阿Q~はなれ inn 八ヶ岳 原村 0266-75-3023 http://hanare-inn.com/ 宿泊業

原村の清水さんち 原村 0266-75-3023 http://www.shimizusanchi.com/ 飲食店

ペンションブレーメン 原村 0266-74-2605 http://www.lcv.ne.jp/~bremen1/ 宿泊業

カナディアンファーム 原村 0266-74-2741 https://www.go-canadianfarm.com/ 飲食店

美容室アトリエ・キクチ 原村 0266-79-4973 理容業、美容業

ペンションパレット 原村 0266-70-2988 https://palette2525.wixsite.com/pensionpalette 宿泊業

胡桃庵 原村 0266-79-7155 http://kurumian.sakura.ne.jp/index.html 小売業（その他）

有限会社新光商会 原村 0266-79-2681 https://shinko-shokai.co.jp/ 小売業（その他）

有限会社石井企画 原村 0266-75-3378 https://www.ishiikikaku.com/ 不動産業

㈲小平不動産 原村 0266-79-2640 http://www.lcv.ne.jp/~kodairaf/ 不動産業

ホームベーカリーベルグ 原村 0266-78-3841 http://pan-berg.com/ 製造業
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香草庵 原村 0266-70-2287 http://www.lcv.ne.jp/~kousouan/ 飲食店

喫茶ピエロ 原村 0266-79-2258 飲食店

ペンションファーブル 原村 0266-75-3462 宿泊業

原村ホームズ 原村 0266-55-6702 宿泊業

近藤ペンション 原村 0266-74-2136 http://www.kondo-pension.jp/ 宿泊業

ペンションミルキー 原村 0266-74-2611 宿泊業

しのはらペンション 原村 0266-74-2840 http://shinoharapension.com/ 宿泊業

ペンション　ドン・キホーテ 原村 0266-74-2713 宿泊業

ペンション森の家 原村 0266-74-2429 http://www.lcv.ne.jp/~morinoie/ 宿泊業

CAFÉ魔法屋Jin 原村 0266-74-2333 飲食店

ペンション思い出 原村 0266-74-2345 宿泊業

ペンションはあぷしこうど 原村 0266-74-21444 宿泊業

Rowan Coffee Roasters 原村 080-5140-3957 飲食店

大槻医院 原村 0266-79-7628 医療、福祉

Dog　Wood 原村 0266-75-2824 その他

MIC HOUSE 原村 090-2414-8672 https://michouse.business.site/ 飲食店

アルピコタクシー株式会社茅野営業所 茅野市 0266-71-1191 http://www.alpico.co.jp/taxi/ その他

はりきゅう小児はり　原治療院 茅野市 0266-71-2093 http://www.lcv.ne.jp/~harikyu 医療、福祉

アルピコタクシー株式会社上諏訪営業所 諏訪市 0266-54-0182 http://www.alpico.co.jp/taxi/ その他

焼きたて屋綿半スーパーセンター諏訪店 諏訪市 0266-79-6326 https://www.yakitateya.com/ 持ち帰り、配達飲食サービス業

焼きたて屋レイクウォーク岡谷店 岡谷市 0266-79-6326 https://www.yakitateya.com/ 持ち帰り、配達飲食サービス業

アルピコタクシー株式会社岡谷営業所 岡谷市 0266-24-8600 http://www.alpico.co.jp/taxi/ その他

辰野町商工会 辰野町 0266-41-0258 https://www.tatsusho.jp/ その他

コニカミノルタサプライズ辰野工場 辰野町 0266-44-3011 https://www.konicaminolta.jp/about/corporate/group/bsj/index.html 製造業

古民家ゆいま～る 辰野町 090-3211-3326 http://www.yuimaaru.jp 宿泊業

古民家民宿おおたき 辰野町 0266-55-5735 https://www.airbnb.jp/rooms/32802534 宿泊業

小佐加 辰野町 0266-41-3551 http://www.unagi-osaka.co.jp/ 飲食店

スナック現代 辰野町 0266-41-5210 飲食店

たつのパークホテル 辰野町 0266-41-2001 https://www.tatsunopark.com/ 宿泊業

民泊　和加多 辰野町 0266-41-1665 https://www.facebook.com/%E6%B0%91%E6%B3%8A-%E5%92%8C%E5%8A%A0%E5%A4%9A--111844027054206 宿泊業

hair&make aira(ヘアアンドメイクアイラ) 辰野町 0266-43-3556 https://beauty.rakuten.co.jp/s8000036735/ 理容業、美容業

スナックNaNaRa 辰野町 0266-43-0773 https://nanara.business.site/ 飲食店

京のおばんざい    居酒屋内海 辰野町 0266-78-9902 飲食店

小坂鯉店 辰野町 0266-41-0019 飲食店
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