
珈琲茶房HAMA 23-2323 山下町1
コーヒーハウスプティ・ポア 24-0011 湊1
虎の羽 78-7706 中央町1
コリアンダイニング 眞・礼 28-1234 長地権現町4
さかなてい夢酒 24-5559 湖畔1
酒処 昼行灯（ヒルアンドン） 24-0958 銀座1
サンジェルマン岡谷店 24-8218 中央町1
弱酸性美容室　きど 27-6061 長地片間町2
シャノワール 23-7685 本町4
聚鑫楼（じゅいしんろう） 22-5922 神明町3
旬菜庵もとき 78-7841 赤羽3
焼酎蔵　おくら 22-3312 塚間町2
食堂かねやま 22-7793 赤羽3
じん兵衛 27-6524 長地片間町2
スナックAmi 23-5318 塚間町1
スナック一 ichi 24-1414 本町4
スナック　エルザ 22-9637 本町4
スナックさおり 22-0995 中央町2
スナックテリー 78-9070 加茂町2
スナックノア 78-3381 本町4
スナック　のぎく 24-3126 中央町1
スナック　ミラ・ショーン 23-3940 田中町1
スナック・ムーミン 23-0171 中央町3
スナックルーチェ 23-8209 本町4
スナック麗 28-1441 長地片間町2
炭火焼肉牛角　岡谷店 24-1129 塚間町2
諏訪湖サービスエリア
下り線　レストラン 53-2323 湊方久保435
千成　今井新道店 22-1075 神明町2
千成鮨 22-7455 本町4
蕎麦あきしの 27-9000 長地柴宮1
そば処さゝ 乃 23-8005 中央町1
蕎麦屋　みのり 55-5111 田中町1
大衆小料理食堂 かどじま 23-1022 本町3
ダイニング美和 22-3379 中央町3
たなこころ 23-4795 天竜町2
多留寿司 23-0011 幸町3
茶寮まじめや 28-6678 長地権現町4
チャンポン 24-0226 幸町3
中央酒場 (カフェぴあの ) - 中央町3
中華料理　翠鳳 22-5780 郷田1
中国名菜　湖苑 24-8202 中央町1
治療院リラクゼーション岡谷 28-8041 長地御所2
鉄板番 88-3202 中央町1
テンホウ南宮店 23-8211 南宮1
テンホウ岡谷長地店 27-2972 長地梨久保1

和おい　居酒屋 78-8775 銀座1
赤ちょうちん令和庵 - 若宮2
あじわい酒場 次の晴れた日に 75-0103 中央町3
あら磯 090-2458-5258 本町3
居酒屋あいちゃん 27-6298 長地出早3
居酒屋しんしあ 28-9043 長地御所2
居酒屋だるま亭 23-3740 中央町2
石挽そばや　わかば 26-0155 長地小萩1
石焼じゃぱすた 24-8577 湊5
一歩 22-0298 川岸中2
魚民　岡谷本町3丁目店 24-8388 本町3
うしお 22-7953 南宮2
うな勝 23-2140 本町4
うなぎ　あら川 22-2455 湖畔1
うなぎの館天龍 23-0669 天竜町3
笑桜 78-7727 中央町2
エステティックサロン Mgg 78-8229 田中町2
おかやがぶ飲みワイン食堂 78-8500 塚間町2
岡谷市民整骨院 22-4434 本町2
岡谷スカラ座 22-2773 中央町2
岡谷セントラルホテル 23-2100 本町1
おかやっこ酒場　ぶる 24-0666 中央町2
おばんざいやっちゃん 22-1048 川岸東1
お陽さまcafe 080-1140-6059 長地小萩2
親ゆづりの味 22-7368 内山4769
おりづるの家 23-2224 中央町1
凱旋門 23-4500 本町1
カットこまつ 22-4978 東銀座2
カットハウスヤマト 24-2993 湊1
割烹　寿々喜亭 22-2580 本町4
かね吉 23-3579 中央町3
カフェ・ヒルバレー 090-1264-2658 中央町2
カプチーノ 22-2384 幸町4
唐揚げのやまざき 岡谷店 23-4129 塚間町2
カラオケスナック
ニューマニラ 22-1822 中央町3
カレーハウスCoCo壱番屋 26-4033 長地権現町1
階 (きざはし)塚原川魚店 22-3361 中央町3
季節料理　田舎家 23-5083 本町3
北澤クリーニング工場 川岸工場 24-0331 川岸上1
喫茶さんとこ 78-1391 本町4
君が代食堂 24-8393 田中町1
キャノン理美容室 22-6339 郷田1
九ちゃんラーメン 22-4680 川岸中2
串おか屋 21-1707 中央町1
クラブ桂 23-1207 本町4

　長野県では多くの皆さまが、より安心してお店を利用できるよう「信州の安心なお店認証制度」に
取り組んでいます。県が定めたチェックリストに沿って感染対策に取り組んでいる店舗は、
「信州の安心なお店」として認証しています。
　また、店舗によっては、お得な「プレミアム付きクーポン券」の販売も行っております。既に売り切
れている場合や未発行の店舗もありますので、詳しくは各店舗にお問い合わせください。

岡谷市内の「信州の安心なお店」
感染対策に取り組む地域の頑張るお店を応援しよう！

市内認証店舗一覧 (50音順）

 ※信州の安心なお店応援キャンペーンHPより 令和3年7月29日時点　172店舗　



洋食とワイン つつじ亭 78-6363 本町4
養老の滝岡谷駅前店 22-0258 中央町1
らーめん食堂れんげ 
岡谷店 28-1121 長地源2

ライフプラザマリオ 28-8740 長地権現町3
来々軒 23-3821 中央町1
ラウンジミヤザワ 22-1792 川岸上2
ララオカヤ　清水屋 22-4650 中央町1
龍宝 23-3822 中央町1
れいれい亭 22-0788 神明町3
レストランよしの 23-0333 中央町1
ろばた焼みちのく 23-8361 幸町6
若松寿し 22-7175 塚間町1
わしょく亭　宮 24-0201 本町1
和食　天ぷら　太助 22-2951 中央町1
吾亦紅 24-2330 若宮2

Amici (アミーチ) 美容院 23-1077 中央町1
cafeいちごジャム 24-5005 中央町1
CLUB　Rustica 23-3505 川岸中2
COFFEE 茶茶 - 赤羽1
EnG 75-5414 中央町3
Enon(えのん ) 080-7233-2757 中央町2
FULLTACO 24-5979 湊5
Hair Relax Mana 75-1838 中央町1
HAIR＆MAKE　CIEL 27-7827 長地権現町2
HAIRCLUBJ 23-6161 幸町4
Hairs24 22-5630 田中町1
IZAWAフィジカル
トレーニングスタジオ 24-5566 若宮2

KRANZ(クランツ ) 090-3080-8513 中央町1
MIYAZAWA-HAIR- 22-7319 川岸東4
MIYAZAWA-HAIR-
（理容） 22-7319 川岸東4

Persimmon 78-3703 加茂町3
SNACK 「AYU」RESTO　
BAR 78-7474 中央町3

sports cafe ELEVEN 55-6765 本町1

テンホウ丸山橋店 22-1040 天竜町2
鳥一 加茂町本店 22-4742 加茂町1
鳥かつ 23-8526 中央町3
ナイトスペース レオン 21-2353 中央町3
ヌーベル梅林堂　
岡谷本店 22-4085 中央町1

ネイルサロン　キャロル 27-0044 長地権現町2
飲み処　桜空 78-7972 中央町2
はなまるうどん
レイクウォーク岡谷店 21-1870 銀座1

濱丑川魚店 22-2531 天竜町3
はやの 28-0608 長地権現町4
ビザー ピカソ 28-8736 長地柴宮3
鄙の家 24-8371 御倉町2
美容室エール 23-8527 郷田2
びようしつクイーン 22-7608 本町2
美よう室　湖畔 23-4338 湖畔1
美容室たんぽぽ 24-3151 中央町3
美容室はらだ 27-2420 長地柴宮3
美容室ぴあの 23-6484 中央町3
美容室フジサワヤ 22-8485 中央町1
美容室マルシェ 24-8233 中央町1
美容室みのり 23-2931 川岸中2
美容室モンラッシュ。 24-4711 湊5
美容みどり 28-1139 長地柴宮１
ふきや 22-2521 山下町1
ヘアーアンド
リラックスイーズ 55-4991 幸町3

ヘアーサロン　コマツ 22-4978 東銀座2
ヘアーサロンしもやま 24-2275 郷田1
寶眞亭 23-8529 中央町1
ほっとサロン心和 23-5434 中央町3
ホテルオークニ 23-1111 本町4
ポパイ 23-4330 田中町2
ボンボ 23-0677 幸町6
マーランド 22-9066 中央町3
ましぱん 75-2356 湊3
まると食堂 22-5419 川岸上1
ミュージックハウス 
マロニエ 22-5261 今井1154

美好 23-2388 本町4
民宿みなと 23-4423 湊5
村さ来　岡谷店 22-3444 中央町１
麺ごころ佑庵 22-6115 本町3
モスバーガー 
イルフプラザ岡谷店 24-8110 中央町2

焼肉　横綱おかや 22-5081 中央町2
八千代食堂 22-3035 幸町3
やなのうなぎ観光荘
岡谷本店 22-2041 川岸東5

やまびこスケートの森
アイスアリーナ 24-2494 内山4769

山喜珈琲店 21-1136 神明町
山城屋肉店 22-2960 中央町1
山ぼたん 24-5030 湊5
酔い処六徳 23-1600 本町4

最新情報、詳しくはこちら
信州の安心なお店応援キャンペーン
https://shinshu-anshin.net/
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