いつきてもいいとこHAR AM U R Aは

地元でお花見の後、もう一度桜を見に原村へ。クラフトや味わい深い農産物など季節ごとのお楽しみ。
夏が人気の原村ですが、ぜひ他の季節にも来てください。

長野県原村・花とイベントカレンダー
サクラ
4月中旬～下旬

深叢寺ほか村内各地

レンゲツツジ
6月上旬
八ヶ岳自然文化園など

オープンガーデン
6月～ 10月頃

ペンションビレッジ

春 spring

アナベル
7月～ 8月中旬

ペンションビレッジ

6月上旬
阿弥陀岳山頂

り
9月末～ 10月上旬

10月下旬～ 11月初旬

11月～ 12月頃

リ
11月～ 4月頃

村内各地

村内各地

八ヶ岳美術館など

臥竜公園付近から

八ヶ岳自然文化園など

夏 summer

7月

八ヶ岳クラフト夏の市
八ヶ岳自然文化園

秋

7月下旬～ 9月下旬
イベント・朝市広場
（八ヶ岳美術館向かい）

8月上旬

月

サマーホリデー in原村星まつり

八ヶ岳ま

八ヶ岳自然文化園

月
八ヶ岳自然文化園

HARAMURA流
リアルファッション
標高1000 ～ 1300mに位置する原
村は平地とは少し季節の流れが違
います。夏の朝晩が涼しすぎる！
初秋なのに寒い！そんな苦労をしな
いために、今日なに着て行く？

7月下旬～ 8月中旬

星空の映画祭

八ヶ岳自然文化園

月～

祭

八ヶ岳中央農業実践大学校

八ヶ岳クラフト

八ヶ岳自然文化園

農場の

の

休み

原村高原朝市

の
ラン
1月～ 2月頃

in er

農場の夏

5月上旬の田植え

阿弥陀岳開山祭

そばの花
8月下旬～ 9月初旬

の市

星空の ル

月

月下旬

ー

イベント・朝市広場
（八ヶ岳美術館向かい）

ン

り

八ッ手公民館

はらむら物語 アイコン凡例
カード払いOK
電子決済等対応
Wi-Fiが使えます
ペット同伴可
Language 外国語対応
車いすで入れます
車いすトイレあり
体験プログラムあり

宿泊施設
禁煙
女性おひとり歓迎
おひとり利用OK
お子さま歓迎
当日予約できます
送迎のご相談下さい
素泊できます
民泊

ご注意

ペット同伴は屋外のみ、小型犬のみなど条件がある場合が
あります。体験プログラムは予約が必要な場合があります。
情報は2019年4月現在のものです。詳細は各店舗にお問
い合わせ下さい。

A 家具・木工・木彫
A1
楽

map
イ-4

B 楽器・音楽

かい

鎌倉彫 工房・魁

A2
map
ハ-4

伝統工芸鎌倉彫
（作品展示・工房）

enjoy

Harawood ハラウッド

B1
map
ロ-4

木工・立体イラストレーション
1987年原村の森に暮らし始
め、庭に自生する樹々
「エゾ
ノコリンゴ 」「ズミ」「マユ
ミ」などの木肌の美しさ、枝
ぶりの曲線などに触発され、
森の精「うふふ」「トリ」など
立体イラストレーションの造
形と捉え、創作してきました。

map
ロ-4

合同会社 hocco ホッコ
「森のオカリナ樹・音」を作ろう
さまざまな種類の木から作
られ、素材によって音色や
響き方も違う
「森のオカリナ
を作ってみ
樹・音（じゅね）」
ませんか。

営業時間・定休日｜ご訪問の際はご連絡下さい
TEL｜0266-75-3533 FAX｜0266-55-3106
住所｜〒391-0115 原村17217-315
http://www.hocco-llc.com/ ★樹・音作り（要予約）

営業時間・定休日｜ご訪問の際はご連絡下さい
TEL＆FAX｜0266-74-2427
住所｜〒391-0115 原村17217-94

C1

オーダー家具とキッチン

営業時間｜お問い合わせ下さい
定休日｜日曜日
TEL｜0266-75-3478 FAX｜0266-75-3637
住所｜〒391-0110 原村17217-377

営業時間｜お問い合わせ下さい
定休日｜不定休
TEL＆FAX｜0266-75-3600
住所｜〒391-0115 原村17217-3134

map
ロ-4

DETTO デト

パイン材を中心にオーダー
家具やキッチン、テーブル
キャビネットを作っていま
す。手作りのキッチンは家
の中心になったとお客様に
とても喜んでいただいてい
ます。

工房の2階には展示場があ
り、作品を見ることができ
ます。鎌倉彫の魅力に触
れてみませんか。

A3

C 版画・絵画

Gallery こっとん村

C2
map
P29

拓童の手作りによる丸太小屋に、木画の展示
山麓の情景・森・山などを、様々の材料
に挑戦して独自の手法で描いています。

GALLERY HARA ギャラリーハラ
八ヶ岳西麓1300ｍにある絵画ギャラリー
第1ペンション村 にありま
す。 八ヶ岳 の 自 然 等をモ
チーフにした水彩画を展示
し、水彩画1日ワークショッ
プ や 絵画教室等も開催し
ております。入場無料。

営業時間｜10：00 ～ 17：00
営業日｜4月末～ 10月の土・日曜日・祝日
TEL｜0266-74-2552 FAX｜0266-74-2400
住所｜〒391-0115 原村17217-263 cottonmura.justhpbs.jp/

開館時間｜12：00 ～ 18：00
定休日｜お問い合わせ下さい
TEL｜090-1967-3044
住所｜〒391-0115
★水彩画（要問合）
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原村17217-1352

D 工芸・陶芸・ガラス
八ヶ岳のパステル画教室

map
ロ-3

自分の絵が好きになる! 心和む、癒しの時間♪

C4

れんげ草
四季を映した切り絵作品
八ヶ岳の麓に咲く野の花な
どをモチーフにした切り絵
作家「日達れんげ 」の作品
は地元の皆さんにもおなじ
みです。切り絵デザインの
ハガキやメモ帳をお土産に
いかがですか。

販売店｜たてしな自由農園
北八ヶ岳ロープウェイ（ピラタス蓼科）売店
TEL｜0266-75-3857

営業時間｜10:00 ～ 18：00
定休日｜不定休
（レッスンは予約制）
TEL｜080-3526-3339
住所｜〒391-0111 原村17217-3364 http://www.kaorin-heart.com/
★パステル和アート等
（予約制・送迎応相談）

atelier YAACHO アトリエ やあちょ

D2
map
イ-5

オリジナルの陶土タイルを制作しています

Studio Y スタジオワイ
森の中の小さな工房です
季節の花や 景色、動
物などのモチーフを色
鮮やかなガラスで作っ
ています。皆さんの生
活の中の小さなオアシ
スに作品をおひとつい
かがですか。

カラフルな陶土タイルとオ
ブ ジェを制作しています。
原村をはじめ各地のクラフ
トイベントに出店しており
ます。

八ヶ岳美術館内のミュージアムショップにてお買い求めいただけます
mail:atelier.yaacho@gmail.com
takagi_saki

D3
map
ロ-4

営業時間｜夏季のみ（ご訪問の際はご連絡下さい）
※八ヶ岳自然文化園でもお買い求めいただけます
TEL＆FAX｜0266-75-3035
住所｜〒391-0115 原村17217 すずらん平8-11-26
★要予約

ステンドグラス1150

D4
map
ロ-3

山麓の住まいに調和するガラスのあかりを

武田焼
ひとつひとつに個性があります

基礎から学べる工芸教室を開講しています。

カップやお皿など、様々な種類の陶器を扱っています。

営業時間｜9：00 ～ 16：00
定休日｜お問い合わせ下さい
TEL｜0266-75-3675
住所｜〒391-0100 原村17217-335 ★要予約

営業時間｜9：00 ～ 17：00
定休日｜ご訪問の際はご連絡下さい
TEL｜0266-79-4714
住所｜〒391-0103 原村2897
6

enjoy

パステル 和（なご み）アー
ト、 天 使 画、 点 描 曼 荼 羅
など のレッスン が 受 けら
れ、絵を描くことが苦手と
いう方でも、 素 敵な絵 が
できあがり、喜ばれていま
す。ネット検索「原村 パス
テル」。

D1

楽

ハートのつばさ

C3

E 染・織・布・革製品
E1
楽

map
イ-4

F ハーブ・ドライフラワー

Eightpeaks 西脇工芸社

E2
map
ロ-4

only oneの革小物

織音舎 おりおんしゃ
古くから伝わるさき織りを短時間で体験

enjoy

実用性とオリジナリティを兼ね備えた革小物を製造・販売して
おります。

さき織り
（ぼろばた織）の体
験ができる他、小物やタペ
ストリーを販売。糸や布な
ど手づくりの材料、古着物
も販売しています。工房で
は織りの基本から応用まで
学べます。

営業時間｜10：00 ～ 17：30
定休日｜不定休
TEL＆FAX｜0266-75-3995
住所｜〒391-0115 原村17217-3368
https://minne.com/@8peaks
kousukenisiwaki

E3
map
ロ-4

営業時間｜10：00 ～ 16：00
定休日｜火・水曜日（祝日の場合は営業）
TEL&FAX（店舗）
｜0266-75-3039 TEL&FAX（工房・冬季）
｜0266-75-3255
住所｜〒391-0115 原村17217-1730
http://www.lcv.ne.jp/˜orionsya/ ★コースター・ランチョンマットなど

こっとん村・田村よもぎ

E4
map
ハ-4

手作りの一品が、あなたの手に…

Heart Village ハートヴィレッジ
フェルトクラフト&ファッションのshop

個性的な手作りの作品
（陶器、アクセサリー、木製品など）
を
ご購入いただけます。

フェルト作家の作品、素敵な洋服や楽々シューズ、ファッショ
ン雑貨などを取り揃えています。

営業時間｜10：00 ～ 17：00 営業日｜4月末～ 10月の土・日曜日・祝日
TEL｜0266-74-2552
FAX｜0266-74-2400
住所｜〒391-0115 原村17217-263
http://cottonmura.justhpbs.jp/

営業時間｜10:00~17:00
（通年営業） 営業日｜土・日・月曜日・祝日
TEL｜090-2472-0964
FAX｜0266-75-3161
住所｜〒391-0108 原村13297-1
heartvillage1 ★フェルトボール作り

E5
map
ハ-4

ひまわり工房ギャラリーショップ

E6
map
ロ-3

趣味の手作りバッグとステンドグラス
原村文化の裂き織りと革と
のコラボの作品はシャープ
でありながら柔らかさと温
もりを感じられる仕上がり
です。

ﬁl フィル
ハンドメイドと雑貨のお店です
天然素材の生地（リネン・
コットン）
でエプロンやバッ
グを作っています。タティ
ングレース、つまみ細工、
革小物、布小物の作家さ
んたちの作品も置いていま
す。

営業時間｜10：00 ～ 17：00
営業日｜5 ～ 10月の毎月21日～月末。8月は不定休で営業
TEL｜090-9178-2289
住所｜〒391-0108 原村16267-2134

営業時間｜10：00 ～ 17：00
定休日｜木曜日
TEL｜090-1692-5006
FAX｜0266-55-7329
ﬁl_shiyoko
住所｜〒391-0100 原村18125-3
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G 農業・野菜・花
E7

プペド・パカン

F1
map
ロ-4

緑いっぱい囲まれた中で、人形づくりをしています

アトリエ風花

自然素材で創る、オリジナルリース
原村は自然素材の宝庫で
す。 あなた の“想 い 出”を
リースに託して…。

営業時間・定休日｜訪問の際は事前に電話にてご連絡下さい
TEL｜0266-75-3478
FAX｜0266-75-3637
住所｜〒391-0115 原村17217-377

F2

営業時間・定休日｜お問い合わせ下さい
TEL&FAX｜0266-70-2208
住所｜〒391-0115 原村17217-323
★リース作り等

アルル

G1
map
ハ-3

高原のお花屋さん

胡桃庵・ブルーベリー農園
八ヶ岳の麓より手作りスモークとブルーベリー

生花・プリザーブドフラワー・鉢物・花キャンドルを取り扱っています。
ハーバリウム・リース等各種てづくり体験開講中です。

八ヶ岳の風の中で育ったブルーベリーの摘み取り体験ができま
す。地元の桜の木を使ったスモークの製造販売もしています。

営業時間｜10：00 ～ 17：00（17：00以降予約制）
定休日｜水曜日
（土・日・祝日予約制・夏季不定休）
TEL｜0266-79-7587 FAX｜0266-78-7591
住所｜〒391-0107 原村11369-1
http://arlesﬂower.com/
★リース作り キャンドル作り等

営業時間｜9：00 ～ 18：00 定休日｜不定休（夏場は無休）
TEL｜0120-79-7154 FAX｜0266-79-7165
住所｜〒391-0109 原村17219
http://kurumian.sakura.ne.jp/ ★ブルーベリー摘み

G2
map
ハ-4

再興園 ~saikouen~

G3
map
ハ-4

小さな楽しみをつくる農場

篠原園芸
贈りたくなるお花、ひとりじめしたい野菜
人に贈りたくなるようなお
花、誰にもあげたくない程
美味しいミニトマトとトウモ
ロコシを栽 培しています。
原村ならではの気候、こだ
わりの土を使い本当に良い
ものを届けたいです。

八ヶ岳が一望できる農場。
春から冬まで花と野菜で
八ヶ岳・原村の魅力を楽し
めます。野菜の直売もして
います。

営業時期｜春
（4 ～ 6月 花苗）／夏（7 ～ 9月 野菜）／
秋冬
（9 ～ 11月 シクラメン）
定休日｜水曜日
（臨時休業あり）
TEL｜090-1600-8783 FAX｜0266-79-5437
saikouen8783
住所｜〒391-0108 原村16092-2

営業時間｜9：00 ～ 17：00 定休日｜お問い合わせ下さい
TEL&FAX｜0266-79-5605
住所｜〒391-0100 原村16267-307
shinohara.horticulture ★ミニトマト狩り
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enjoy

手づくりならではの味のある人
形やスモックが自慢です。

map
ロ-2

ふうか

楽

map
ハ-4

G 農業・野菜・花
G4
楽

map
イ-2

Natural Farm 髙

ナチュラルファーム
やまたか

G5
map
ハ-3

環境と生命にやさしい農業

enjoy

化学肥料・農薬を使わない、
体にやさしいお米と野菜を
販売しております。

農 園 縁 側 チームで 楽しく
作った新鮮な野菜をお届け
します。月2回の
「定期便
（受
付4月末まで）
」
の他、お好き
な時に1回ずつでもご注文
いただけます。

提供期間｜5月下旬～ 11月中旬頃
（単発お申し込みは1週間前まで）
TEL&FAX｜0266-55-2269
住所｜〒391-0108 原村13734
e73u58@bma.biglobe.ne.jp

営業時間・定休日｜ご訪問の際はご連絡下さい
TEL&FAX｜0266-79-4518
住所｜〒391-0102 原村17673

G6

HAMARA FARM ハマラファーム

G7

7月中旬～ 8月下旬期間限定で
リゾナーレ八ヶ岳に出店しています

芳醇な香り、濃厚な甘酸っ
ぱさ。初めて出会う味をお
楽しみください。生でそのま
ま、お肉のソースやジャム
にして‥。ドライフルーツや
アイス、フルーツソースなど
加工品も扱っています。

営業時間｜9：30 ～ 16：00 ※なくなり次第終了
http://8katte.comにお問い合わせください

map
ロ-3

原村いっちゃん農園
フルーツほおずき「太陽の子」

メロンより甘い生で食べられるトウモロコシ

G8

農園 縁側
私たちの畑から、みんなの台所へ

営業時間・定休日｜お問い合わせ下さい※収穫体験はできません
TEL&FAX｜0266-55-3710
住所｜〒391-0100 原村4881-8
https://itchanfarm.com/

日達園芸 ひたちえんげい

G9

山野草はおまかせ下さい！

広原園 ひろはらえん
最高級オリジナルシクラメン

花の咲く季節から生態まで、
山野草のことを知り尽くした
プロです。盆栽も各種あり
ますよ。

シクラメンの育種・生産をし
ています。当園特選のシク
ラメンは、たてしな自由農
園原村店でお買い求めい
ただけます。

営業時間｜9：00 ～ 18：00くらい
定休日｜お問い合わせ下さい
TEL｜0266-79-5809 FAX｜0266-79-6822
住所｜〒391-0104 原村6137-5

営業時間｜10：00 ～ 16：00 ※直販はしていません
定休日｜不定休
TEL｜0266-79-5272 FAX｜0266-79-2157
住所｜〒391-0108 原村16068
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G10

原村の清水さんち

G11
map
ロ-4

八ヶ岳高原のおいしいベリー

深山花園 みやまかえん
クリスマスローズの直売農園
標 高1200ｍの冷 涼な気 候
で3年かけて栽培したクリス
マスローズを販売していま
す。

営業時間｜12月～５月頃まで 9：00 ～ 16：00
定休日｜不定休（HPで営業日をご確認頂くかお電話下さい）
TEL｜090-4213-5235 FAX｜0266-79-6566
住所｜〒391-0108 原村12340-ロ
https://www.miyama-kaen.com/

営業時間｜8：00 ～ 17：00 定休日｜不定休
TEL｜090-8082-1221 FAX｜0266-79-2772
住所｜〒391-0100 原村12110（原村図書館近く）
http://www.shimizusanchi.com/ ★ベリー摘み

G12
map
ロ-3

八ヶ岳原村ブルーベリー・カシス農園

G13
map
ハ-3

八ヶ岳高原の清純な甘い果実はいかがですか

有限会社 やまとリッチ
誰にも真似のできない味

八ヶ岳山麓標高1050ｍ、北・南アルプス、蓼科、八ヶ岳、360°
の大自然
が遠望できます。当農園は世界的に有名なレストランに野菜・カシスを
納品しています。農業体験募集中。

お米も野菜も
「誰にも真似
のできない味」
を目指してい
ます！ 食べてみれば分かり
ます。産直で販売もします。

営業時間｜6：00 ～ 17：00
定休日｜団体予約日及び前日のお客様の摘み取り量で1日休日もあります
TEL｜090-2660-4817 FAX｜0266-79-7607
払沢大山祇神社より北へ300ｍ、ストーブハウス原村店より東へ500ｍ
★ブルーベリー・カシス摘み取りと農業体験

営業時間｜8：00 ～ 17：00
定休日｜土・日曜日・祝日
TEL｜0266-79-2424 FAX｜0266-79-5451
住所｜〒391-0108 原村13516

原村観光案内所
map
ロ-3

八ヶ岳周辺の観光情報をご提供しています

トレカ配布中（限定数のみ）

原村や八ヶ岳周辺で観光のヒントをお探
しの方はぜひお立ち寄り下さい。エリア
内の施設から旬のイベント情報やパンフ
レット・チラシ等が集まる場所です。
開設時間｜9：30 ～ 17：30
定休日｜無休（12 ～ 4月は水曜日）
TEL&FAX｜0266-74-2501
住所｜〒391-0111 原村18101-1
（たてしな自由農園原村店内）
四季折々の原村をご紹介しています
原村観光案内所インスタグラム→

店内奥にカウンターがあります
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日本一の生産量をほこる原村のセロリ
畑です。案内所で季節の情報をおたず
ね下さい

enjoy

畑にはラズベリーやブルー
ベリーなど様々な種類のベ
リーがありますので摘み取
り期間も長く楽しめます。ご
予約頂けましたらカシスソー
ス作りなどの体験もできま
す。カフェ併設。

楽

map
ロ-3

H 温泉・レジャー施設
H1
楽

map
ロ-4

J

ふれあいセンター もみの湯

美術館・文化施設
H2
map
ロ-4

天然温泉で心も身体もリフレッシュ！

み やま

原村御山マレットゴルフ場
夏でも涼しく健康づくり

enjoy

爽やかな高原でマレットゴ
ルフを楽しみませんか。鳥
の声が聞こえる、木立に囲
まれたコースです。森林浴
効果でリラッスできます。

地下1300ｍから湧出してい
る天然温泉です。源泉かけ
流し、岩づくりの露天風呂
で日頃の疲れを癒して下さ
い。

営業時間｜10：00 ～ 21：30（最終入館21：00）
定休日｜第3水曜日（祝日の場合は翌日）・8月は無休
TEL&FAX｜0266-74-2911
住所｜〒391-0115 原村17217-1729
http://www.lcv.ne.jp/~mominoki/

H3
map
ロ-5

利用時間｜8：30 ～ 17：00
利用期間｜整備でき次第～ 10月末
TEL｜0266-79-4922（原村教育委員会生涯学習課スポーツ係）
住所｜〒391-0115 原村17217-1

八ヶ岳自然文化園

J1
map
ハ-3

大自然に抱かれて思いのままに過ごしたい！

営業時間｜9：00 ～ 17：00（夏季～ 18：00）
定休日｜火曜日・祝日の翌日・年末年始
TEL｜0266-74-2681 FAX｜0266-74-2395
住所｜〒391-0115 原村17217-1613
http://yatsugatake-ncp.com/

J2

月の会

自分と向き合い癒す時間

月の会では、お寺ならではの穏やかな空間で自分と向き合いコ
コロとカラダの調整をしていく寺ヨガ・坐禅・写経などを行って
おります。

カラマツや白樺が立ち並ぶ園内
には、パターゴルフ・ドッグラン・
ストライダーパーク・芝生広場な
ど、自然の中で気持ち良く遊べる
施設が充実。科学館では宇宙展
や昆虫展、プラネタリウムなどが
楽しめる。地元食材を取り入れた
レストランも人気。

map
ロ-4

深叢寺

営業時間｜8：00 ～ 20：00 定休日｜なし（体験はご予約下さい）
TEL｜0266-79-6298 FAX｜0266-79-7500
住所｜〒391-0108 原村13512
http://fukakusa.naganoblog.jp/ ★ヨガ・写経・坐禅（要予約）

原村郷土館

J3
map
ロ-5

原村は
「裂織り」
が熱い！

マトリョーシカ博物館
日本で唯一のマトリョーシカ博物館

パタンパタン。古民家の中で気軽に機織り体験。織った布は材料代の
みでお持ち帰りできます。村民に大切にされてきた土蔵を再現した
「ま
てのくら」には、左官職人の技術の結晶である鏝絵
（こてえ）や農家の
収蔵品を展示しています。

イコン・ロシア民芸品も展
示しています。ご説明しま
す。

営業時間｜9：00 ～ 17：00 定休日｜月曜日（開館期間は7 ～ 9月）
TEL｜0266-79-7930 FAX｜0266-79-4815
（原村教育委員会生涯学習課 文化財係

住所｜〒391-0115

ご来館の際は電話でご予約下さい
定休日｜冬季休館12月～ 2月
TEL&FAX｜0266-74-2640
住所｜〒391-0115 原村17217-113

※郷土館には電話がありません）

原村17217-1566

★裂き織り他
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K 雑貨・アクセサリー等
J4

八ヶ岳小さな絵本美術館

J5
map
イ-4

大人も子どもも楽しめる絵本の美術館

教会ってどんな所かご覧に
なりたい方、聖書を読んで
みたい方、祈りたい方、パ
イプオルガン
（信徒の手作
り！）
を聞いてみたい方、い
つでも大歓迎。

ask in advance

営業時間｜10：00 ～ 17：00
（8月は17：30まで・11 ～ 12月は16：30まで）
定休日｜火曜日、第2・第3水曜日（ゴールデンウィークと8月は無休）
冬季休館：12月上旬～ 4月中旬
TEL｜0266-75-3450 住所｜〒391-0115 原村原山17217-3325
http://www.ba-ba.net/
grandma_baba

J6
map
ロ-5

開館時間｜9：00 ～ 17：00来会前にご連絡下さい。
礼拝は毎週日曜日10：30より（ご予約不要）
定休日｜火曜日
TEL｜0266-74-1062 FAX｜0266-74-1061
住所｜〒391-0115 原村1077-142
http://www.lcv.ne.jp/~nmajapan/

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

J7
map
P29

豊かな自然に抱かれた高原の美術館

営業時間｜9：00 ～ 17：00（最終入館16：30）
定休日｜臨時休館と年末年始を除いて無休
TEL&FAX｜0266-74-2701
住所｜〒391-0115 原村17217-1611
http://www.lcv.ne.jp/˜yatsubi1/ ★松ぼっくりのクラフト

map
P29

シェアハウスに併設した音楽ホール

健康博
「ウェルネスタin八ヶ岳」
、こども体験学習イベント
「八ヶ岳
遊べる学校」
の他、コミュニティ作りに関する勉強会を定期的に開
催しています。貸ホールとしてもご利用いただけます。

原村出身の彫刻家・清水多
嘉示の彫刻と絵画、津金寉
仙の書、村内出土の考古学
資料を展示。様々な企画展
も開催しています。村野藤
吾設計の建物もみどころの
ひとつ。

K1

リングリンクホール

営業時間・定休日｜お問い合わせ下さい
TEL&FAX｜0266-55-5297
住所｜〒391-0114 原村17217-1699
http://dream-society.com/
dream-sosiety

アンティーク・メロディ

K2
map
P29

英国から直輸入のアンティーク家具・雑貨販売

お店やさんごっこ
手作り&輸入雑貨のお店

古の物語が浮かんでくるような空間です。散歩のついでに気軽
にお立ち寄りください。

リバティ生地や糸・ビーズを使った手作り雑貨と、ロシアを中心
に東南アジア等からオーナー自らが集めた輸入雑貨のお店。

営業時間｜11：00 ～ 17：00
営業日｜金・土・日曜日 11月～ 3月は冬季休業
TEL｜0266-74-2248 FAX｜0266-74-2849
住所｜〒391-0114 原村17217-1618

営業時間｜10：00 ～ 12：00 16：00 ～ 19：00
営業日｜7月20日～ 9月30日までの土・日曜日
TEL｜0266-75-3159 FAX｜ 042-439-6192
住所｜〒391-0114 原村17217-1669
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enjoy

ばばばあちゃんでおなじみ、絵本
作家さとうわきこが主宰する絵本の
美術館。国内外の絵本原画の企
画展や絵本図書館があり、豊かな
自然の中、ゆったりとした時間が過
ごせます。心に残るあなただけの
一冊に会いに来てみませんか？

八ヶ岳中央高原キリスト教会
静けさと祈り、自分を見つめ神に聴くひとときを

楽

map
イ-4

K 雑貨・アクセサリー等
K3
楽

map
イ-4

Captain DOG＋ キャプテンドッグ

K4
map
ハ-4

八ヶ岳西麓より手作りおやつをわんちゃんに！

enjoy

暮らすようにステイする癒し空間。レンタルスペースとしてのご利
用や体験ができます。

美味しくやさしいごはんと
おやつでヒトもイヌも健康
で幸せに♪ という願いのも
とに、八ヶ岳周辺の素材を
使った無添加の手作りわん
こおやつをご紹介していま
す。

営業時間｜10：00 ～ 17：00 定休日｜不定期
TEL｜0266-75-3709 住所｜〒391-0100 原村16267-489
cocottovillage489
★要予約 自然木工作体験 手作り石けん作りなど

営業時間・定休日｜お問い合わせ下さい
TEL&FAX｜0266-55-6474 住所｜〒391-0100 原村17217-736
https://www.captain-organic.com/
captaindog082
★わんこおやつ教室（不定期・要問合）

K5
map
ハ-3

食品サンプル
「shi-no」シーノ

K6
map
ロ-3

誰でも本物そっくりに作れて楽しく使える食品サンプル

山の暮らしのお手伝い

営業時間｜10：00 ～ 18：00
定休日｜日・月曜日（月曜日が祝日の場合は火・水曜日）
TEL｜0266-79-6378 FAX｜0266-79-6375
住所｜〒391-0104 原村5252-1
http://www.stove-house.co.jp
stovehouse.woodstove
stovehouse.woodstove

営業時間｜10：00 ～ 17：00
（ご訪問の際はご予約ください）
定休日｜12月28日～ 1月7日・8月10日～ 17日
TEL｜090-2498-7261 住所｜〒391-0108 原村14488
k-shinosuke
shinobu kikuchi
★マグネット・キーホルダー作り 各講座

map
イ-4

ストーブハウス原村店

国内外の薪ストーブをはじめ実用的で質の良い生活の道具を取
り揃えております。

2級・1級講座では食品サ
ンプルを作る基礎が学べま
す。趣味の1day講座もあり
ます。

K7

ココットビレッジ
ちょっとおしゃれで心安まる癒し空間を提供

猫の事務所

K8
map
P29

ボタニカルジュエリーの工房です♪

MIC HOUSE
Silverアクセサリー製作・BAR

原村周辺で咲くお花をエポキシレジンに封入してボタニカル
ジュエリーを作っています。また、レジン、羊毛フェルトの教
室も開催中（木曜日）

アクセサリーのオーダーメイド、リフォームできちゃいます!! シ
ルバー &ゴールド＆プラチナ、その他の素材も加工できます。

営業時間｜13：00 ～ 17：00 定休日｜火・水・木曜日
TEL｜090-9666-7025
住所｜〒391-0115 原村17217-94
nekonojimusho
猫の事務所Minne
https://minne.com/nekonojimus
猫の事務所creema https://www.creema.jp/c/nekonojimusho

営業時間｜雑貨アクセサリー販売 10：00 ～ 16：00
BAR 19：00 ～ 23：:00
定休日｜お問い合わせ下さい
TEL｜090-2414-8672 住所｜391-0114 原村17217-1697
https://michouse.shopinfo.jp/
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L ガイド・健康
L1

L2
map
ハ-4

八ヶ岳をとことん愛してほしくって！

元横浜市消防局の隊長職、
野外災害救急法のインスト
ラクターです。お客さまの
安心安全と緊急時の対応を
しっかりとサポートします。

営業時間｜10:00 ～ 17：00（ご訪問の際はご連絡下さい）
定休日｜4月中旬～ 11月 月・火曜日／ 12月～ 4月中旬 冬季休業
TEL｜090-5008-8282 住所｜〒391-0216 茅野市米沢221-2
https://82kikax.localinfo.jp/ ★要予約

L3

8guide

営業時間・定休日｜特に決まっていません。ご予約下さい
TEL&FAX｜0266-78-7957
住所｜〒391-0115 原村17217-351(八ヶ岳リトリートハウスFlan)
https://www.mountainguide-genta.com/ ★要予約

L4

ハチガイド (株)八ヶ岳登山企画

八ヶ岳の人気アクティビティを予約しよう!

八ヶ岳ノルディックウォーキングクラブ
自然を感じながらウォーキング

個性豊かなガイドたちが皆さんをディープな八ヶ岳にご案内します。

専用ポールを持って歩くノルディックウォーキングをご一緒に
楽しみせんか。定例ウォーキングでは四季と自然を感じる5 ～
6kmのコースを歩きます。

営業時間｜ネットで24時間お申込み可能
定休日｜ホームページでご確認下さい
https://8guide.jp ★要予約

定例ウォーキング 毎月第1土曜日朝10時 八ヶ岳自然文化園集合
※参加無料・ポールレンタル(有料)をご希望の場合はご予約下さい
TEL｜090-4934-6927 住所｜〒391-0115 原村17217-374
http://www.ynwc.org/ ★定例ウォーキング

L5

八ヶ岳ひろがわら倶楽部

L6
map
ロ-4

自ら感動しなければその気持ちを伝えられない
四季の八ヶ岳エリアを遊びつくします。ガイドブックにない八ヶ
岳・諏訪エリアをご紹介します。

信草堂 Yatsugatake C-studio しんそうどう
森の中の静かなサロン風女性専用スタジオ

ピラティスや話題のシルクサスペンションで身体をリフレッシュ
♪ HPからご予約下さい。

Not always

営業時間｜8：00 ～ 22：00
定休日｜無休
（ご予約下さい）
TEL&FAX｜0266-70-2988 住所｜〒391-0114 原村17217-1673
八ヶ岳ひろがわら倶楽部 ★要予約

営業時間｜9：00 ～ 20：00 定休日｜不定休
TEL｜0266-75-3621 住所｜〒391-0115 原村17217-1413
http://shinsoudou.wordpress.com/
yatsugatakecst
★要予約
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enjoy

日帰りツアーからオーダーメイドの旅行まで！八ヶ岳を愛する皆様
に、八ヶ岳の
「隠れた魅力発見！」
をお手伝いいたします。

登山ガイド 坂本元太
野外救急救助のプロガイドと安心安全登山

楽

八ヶ岳高原の旅 KIKAX キカックス

M 飲 食 《洋 食》
M1
map
ロ-4

Annabelle アナベル

M2
map
ロ-3

～森の中でゆったりした時間をすごしませんか～

花&茶 かちゃ

自家製パスタとドライフラワー・雑貨のお店

地元産野菜で作った自家製ソース、サラダ。優しい味です。

営業時間｜10：00 ～ 18：00(11 ～ 12月は11：00 ～ 17：00)
定休日｜火・水曜日（7~8月は火曜日のみ。1 ～ 3月は冬季休業）
TEL&FAX｜ 0266-55-3124 住所｜〒391-0100 原村2001-356
http://www.lcv.ne.jp/~annabelle/

営業時間｜10：00 ～ 17：00
定休日｜金曜日（冬季休業あり）
TEL&FAX｜ 0266-79-5955
住所｜〒391-0111 原村17980-1

食

新鮮野菜たっぷりのランチ、甘さ控えめのケーキで皆さまをお待
ちしています。テラス席はワンちゃんOKです。

taste

M3
map
イ-4

カナディアンファーム

M4
map
P29

farm to table. art & organic lifestyle

野菜やお米は無農薬自家栽培、石窯でじっくり焼き上げるお食
事はここならでは。写真の料理はチキンバーベキュー。

営業時間｜11:00 ～ 14：30ラストオーダー
営業日｜4月下旬～ 9月中旬の土・日曜日・祝日
TEL&FAX｜0266-55-6186 住所｜〒391-0114 原村17217-1667
http://8foods-factory.com/

★各種
（要予約）
・団体対応あり

map
イ-4

GREEN EGG グリーンエッグ

M6
map
ハ-4

目の前に八ヶ岳が広がる小さなカフェ

ケーキ、ワッフル、サンドイッチはもちろん海外の料理教室で習っ
たアジアンメニューがおすすめ。

営業時間｜11：00 ～ 16：30
定休日｜水・木曜日／ 2月全休
TEL｜ 0266-75-3850 住所｜〒391-0115
GREEN EGG

週末は森のレストランでのんびりランチ

メインメニューの生ハムをはじめ、全て自家製無添加食材を提供
するオープンカフェ。※雨天時は軒下のみ営業

営業時間｜11：30 ～ 20：00頃まで（19：00ラストオーダー）
※17時以降のご利用はご予約下さい
定休日 12月～ 3月の春休み直前まで火・水曜日
（冬季はご予約頂いた方が暖かいお席をご用意できます）
TEL｜0266-74-2741 住所｜〒391-0012 原村1077-7
http://www.go-canadianfarm.com/
canadianfarm

M5

Café Sat & Sun

自家焙煎珈琲の店 香芯 かしん
美味しい！焙きたて淹れたての珈琲です
心を込めて焙き上げ たこ
だわりのコーヒーとともに、
オーガニック食材中心のお
菓子やランチをゆったりと
お楽しみ下さい。

営業時間｜平日12：00 ～ 18：00 ／土日祝
定休日｜火曜日
TEL&FAX｜0266-79-6253
住所｜〒391-0108 原村16267-1236

原村17217-3765
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10：00 ～ 18：00

M7
map
ハ-4

ソング・オブ・ザ・バード

M8
map
ロ-5

小鳥のさえずりが聞こえるパスタレストラン

デリ&カフェ「K」
食・お酒・イベントの八ヶ岳文化発信カフェ

地域の野菜や食材を中心としたお食事を提供。特に高原が一望
できる店内からの夕焼けがおススメ！詳細はFacebookで。

採れたての高原野菜のうまみをご賞味あれ！ 音楽好きがこうじて
店内にはレコードや楽器がいっぱい。コンサートなどの催しもあ
ります。

食

M9
map
ロ-3

ハチゼロハチ
808 Kitchen&Table キッチンアンドテーブル

M10
map
ロ-4

「旬の野菜・果物」
をキッチンから食卓へ

「たてしな自由農園」直営のカフェレストラン&ベーカリーです。
旬の素材のおいしさをご提供させていただきます。

map
イ-4

原村の自然の中、ゆっくりおくつろぎ下さい

朝8時よりモーニングセットを是非どうぞ。高原の朝は気持ち
がいいですよ。

営業時間｜8：00 ～ 16：00
定休日｜8月 水曜日／ 5 ～ 7・9月 火・水曜日／
10 ～ 4月 火・水・木曜日
TEL&FAX｜0266-55-5444 住所｜〒391-0114 原村2001-71
http://haramura-cafe.com/

営業時間｜10：00 ～ 17：30
定休日｜水曜日／第1&第3火・水曜日（季節により変動あり）
TEL｜0266-70-2055 FAX｜0266-70-2066
住所｜〒391-0111 原村18113-1
https://tateshinafree.co.jp/

M11

原村CAFE

れすとらん オールディーズ

M12
map
ロ-2

なつかしい50 ～ 60年代のオールディーズで!!

レストラン オルゴール
おひとりさまでも入りやすいお店です

自然に囲まれた隠れ家のようなたたずまいの当店には、前菜
からメインまで30種類以上の洋食メニューがあります。ワン
ちゃん同伴OK。

店内はママが当てた懸
賞グッズでいっぱ いで
す。お いしく食 べて運
気も上げてみませんか。
第4金曜日はオレンジカ
フェで介護の事、おしゃ
べりしませんか。

営業時間｜11：00 ～ 14：00（夜は要予約）
定休日｜水・木・金曜日（ゴールデンウィーク中無休・
7月末～ 8月末は無休・12 ～ 4月中旬まで冬季休業）
TEL&FAX｜0266-75-3993
住所｜〒391-0115 原村17217-3326

営業時間｜11：00 ～ 20：00
定休日｜月曜日
TEL&FAX｜0266-79-6321
住所｜〒391-0104 原村6588-1
16
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営業時間｜平日・日曜日 11：00 ～ 18：00（17：30ラストオーダー）
金・土曜日・祝前日 11：00~21：00(20:30ラストオーダー※夜営業は夏季のみ)
定休日｜火曜日・年末年始（8月は無休※八ヶ岳自然文化園の休園日に準ずる）
TEL｜0266-74-2684 住所｜〒391-0115 原村17217-1613（八ヶ岳自然文化園内）
https://k-haramura.com/
deliandCafeK
deliandcafek

営業時間・定休日｜ご予約をお願いいたします
TEL｜0266-75-3636 FAX｜0266-75-3637
住所｜〒391-0115 原村17217-377

M 飲 食 《洋 食》
M13
map
ハ-3

N 飲 食 《和 食》

レストラン ペチカ

M14
map
P29

手作りの味を味わっていただきたいです

われもこうカフェ
芝生の広がる庭とヘルシーランチ

原村の冬は特に寒いです。優しい薪ストーブの暖かさを感じて
いただけたらうれしいです。

食

厳選されたインテリアとイ
ングリッシュガーデンを眺
めながらランチを召し上が
れます。ゆったりとお過ご
し下さい。ご 会合や お弁
当も承ります。

taste
営業時間｜11：00 ～ 14：30ラストオーダー
17：00 ～ 20：45ラストオーダー
定休日｜水曜日
TEL&FAX｜ 0266-79-5032 住所｜〒391-0108

N1
map
ロ-4

営業時間｜11：00 ～ 15：00
定休日｜不定休（お電話かtwitterでご確認下さい）
TEL｜0266-74-2413
住所｜〒391-0114 原村17217-1634
信州原村われもこうカフェ

原村15462

アンティークカフェ百白花 ひゃくびゃっか

N2
map
ハ-3

アンティーク雑貨の中でランチをどうぞ

地元の野菜を使った料理を作っています。
「原村だんごランチ
（要
予約）
」
は、ほぼお野菜の和膳でイチオシのメニューです。

map
ハ-2

たっぷりランチ定食からご宴会まで
店主自家製野菜（春～秋）
を使ったボリュームある料
理をお召し上がり下さい。

営業時間｜ランチ 11：00 ～ 14：00 ／カフェ 15：00 ～ 17：00
定休日｜水・木曜日／ 1 ～ 3月 冬季休業
TEL&FAX｜ 0266-55-2445 住所｜〒391-0111 原村17781-3
ブログ｜八ヶ岳移住日記～アンティークカフェ百白花～

N3

居酒屋すずめ

営業時間｜11：30 ～ 13：30 ／ 17：00 ～ 22：30
定休日｜日曜日
TEL｜0266-79-5917
住所｜〒391-0113 原村11121-7

デイリーヤマザキ中央道原PA上り店

N4
map
ニ-3

充実した土産品選びと美味しい食事に自信あり

ドライブイン インター白山 はくさん
地元の人にも好評です

高原野菜のサラダバー、セルフサービス無料！田舎料理でボリュー
ムいっぱい八ヶ岳高原の味処、大好評!!秋は山きのこ販売も。

フードコートの麺類、定食
や1杯150円～ 230円の本
格レギュラーコーヒーの味
わいは格別です。

営業時間｜11:00~15:00 ／ 17：00 ～ 21：00
定休日｜火曜日
TEL｜0266-79-5205 FAX｜0266-79-6815
住所｜〒391-0108 原村15489-1

営業時間｜7：00 ～ 20：00/コンビニは24時間営業
定休日｜無休
TEL&FAX｜0266-79-6529
住所｜〒391-0106 原村9868
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Q 飲 食 《そ ば》
N5
map
ロ-2

寿司 中野屋

N6
map
ハ-3

旬の魚が各地から直送されカウンターに並ぶ
「旬の旨いものを今」をモットーに鮮度と味に
こだわり提供！

My菜園の野菜を美味しく召し上がって頂けるように“手作りおうち
ごはん”を提供しています。スパイシーカレーもお勧めです。

食

東京の有名店で修業を積
んだ二代目の多彩なセン
スも人 気のひとつ。 遠 方
から足を運ぶ 固定客も多
いです。

map
ハ-2

原パーキング下り店

N8
map
ロ-2

中央道一標高の高いPAで買い物とお食事を！
高速道路では珍しい市場
直送の海鮮をお召し上が
り下さい。

map
イ-4

焼きとり始めました! ぜひご賞味あれ!
お 昼のサービスランチか
ら、夜の お食事まで いろ
いろなお料理をご 用意し
てお待ちしています。地酒
を呑みながらお料理をお
楽しみ下さい。

営業時間｜11：30 ～ 14：00 ／ 17：30 ～ラストまで
定休日｜火曜日（6名様以上のご宴会に限り、定休日にかかわらず承ります）
TEL｜0266-70-0808 FAX｜0266-70-1515
住所｜〒391-0107 原村11861-1
http://suwa-net.com/nagata/

営業時間｜7：00 ～ 21：00
定休日｜なし
TEL｜0266-72-5335 FAX｜0266-73-1173
住所｜〒391-0100 原村10669

Q1

遊膳 長田

香草庵 こうそうあん

Q2
map
ニ-3

自家製粉したオリジナルな蕎麦を提供しています

手打ちそば 一八 ひとは
本格手打ち 信州蕎麦処

当店で製粉していますの
で、香草庵だけのそば粉
を使っています。他では味
わえないオリジナルな食感
です。一部自家栽培した
十割も提供しています。

営業時間｜11：00 ～ 14：00
定休日｜火・水曜日 1 ～ 2月冬季休業
TEL&FAX｜0266-70-2287 住所｜〒391-0100
http://www.lcv.ne.jp/~kousouan/

信州産石臼挽き蕎麦
粉で 打った、 十 割そ
ばと二八そばを提供
しています。

営業時間｜11：00 ～売り切れまで
定休日｜木曜日
TEL｜0266-79-6163 住所｜〒391-0109
http://hitoha.jp/

原村17217-3693
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原村15469-1

taste

営業時間｜11：00 ～ 17：00（16:00ラストオーダー）
金曜日限定「夜かふぇ」（予約制）
定休日｜木曜日／第1・3水曜日
TEL｜ 080-4361-7286 FAX｜0266-55-3476
住所｜〒391-0116 原村17219-829
はなももcaffe dogrun

営業時間｜18：00 ～（前日までの予約で昼営業も可能）
定休日｜月曜日
TEL& FAX｜0266-79-5028
住所｜〒391-0104 原村6651

N7

はなももCaffe Dog run

彩り豊かなランチとロースイーツ
小さな森の中のお店です。

Q 飲 食 《そ ば》
Q3
map
P29

R 飲 食 《喫茶等》

手打そば ゆう和

Q4
map
ハ-4

八ヶ岳山麓産石臼挽き地粉の二八そばです

食
taste

営業時間｜11：00 ～ 14：00 ／ 17:00~21:00（20:30ラストオーダー）
定休日｜月曜日（祝日の場合は火曜日）
TEL｜0266-79-6211 FAX｜0266-79-7771
住所｜〒391-0100 原村18674
http://yamanosachi.hara-v.com/

営業時間｜11：00 ～ 17：00（そば売り切れ次第終了）
定休日｜木曜日
（8月と祝日は営業）
1 ～ 3月は火・水・木曜日
TEL&FAX｜0266-78-7969 住所｜〒391-0114 原村17217-1630

map
ハ-3

自慢の手打ちそばと旬の季節料理を！

定番人気の山乃幸定食、自然の恵みを使った山乃幸そばがお
すすめです。

当 店 の 食 材 は国 産（ 主
に 信 州 ）にこだ わり安
心、安全、おいしくをモッ
トーに手打そばを提供
しています。写真のサ
ラダそばは５～ 9月限定
の品です。

Q5

山乃幸 やまのさち

山の恵 やまのめぐみ

R1
map
ロ-4

“山の恵”と手打ちそば処

CAFE 魔法屋 Jin
おいしいケーキとガレットのお店は、もみの湯の隣です

そば2点盛りを含む彩り豊かな恵膳や、季節ごとの期間メニュー
がおすすめです。

信州そば粉で作る焼きたてガレットと、香り豊かなコーヒー＆紅茶
を各種とり揃えております。

営業時間｜11：00 ～売り切れ次第終了
定休日｜月曜日
（祝日の場合は火曜日）
TEL｜0266-55-4092 FAX｜0266-79-7771
住所｜〒391-0108 原村15481-8
http://yamanomegumi.hara-v.com/

営業時間｜11：00~17：00(ガレットのランチ11：30 ～ 14：00)
定休日｜ 月・火曜日（月曜日が祝日の場合は営業／冬季休業あり）
TEL&FAX｜0266-74-2333
住所｜〒391-0100 原村17217－706
https://mahouya-jin.business.site/

R2
map
ロ-2

喫茶ピエロ

R3
map
ロ-4

小さな喫茶
ご予約にて４～６名様の
食事会及びランチ等を
お受け致します。

パンさんのお茶
手作りのやさしいおまんじゅうをどうぞ
国産無農薬小麦粉・減
農薬小豆で作った、身
体に優しいおまんじゅう
と有 機コーヒー・ 紅 茶
をお出ししています。ク
ルミモチ入りのおしる粉
もどうぞ。

営業時間｜10：00 ～ 17：00
定休日｜水・木曜日
TEL&FAX｜0266-79-2258
住所｜〒391-0103 原村2306-1

営業時間｜10：00 ～ 17：00
定休日｜水・木曜日（冬季休業 1/15 ～ 2/28）
TEL&FAX｜0266-70-2330 住所｜〒391-0111
PansannooCha
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原村17217-571

T 飲 食 《販 売》
R4
map
イ-4

ミントガーデン

R5
map
ニ-4

ナチュラルガーデンでペットと一緒にやすらぎの時間を

食

Ricca

T1
map
ロ-2

美容室と併設したカフェです

株式会社 長野県A・コープ

「新鮮・安全・安心・健康」をお届けします！

健 康＝お いしい にこだ
わったカフェです。本も
たくさんあるので、まっ
たりしに来てください。

営業時間｜9：00 ～ 20：00
定休日｜火曜日
TEL&FAX｜0266-75-5655 住所｜〒391-0104
https://www.h-ricca.com/

T2
map
イ-4

A・コープ原村店
A・コープ原村店の
「今
日のコレ!! 市」毎日一押
しの一品をお得な価格
でご用意しております。
金 曜 日 は15時 より
「50
円夕市」を開催していま
す。

営業時間｜9：30 ～ 19：30 ／日曜日 9：00 ～ 19：30
定休日｜年間3日（1月1日・他2日は未定）
TEL｜0266-79-4995 FAX｜0266-79-5845
住所｜〒391-0104 原村11909-2 http://www.nagano-acoop.co.jp/

原村5712-1

Elfen エルフェン

T3

森の中にある小さな菓子工房

Oven Works
季節のマフィンと焼き菓子の小さな工房

原村産の蜂蜜やベリー
を使った焼き菓子など、
香り高いお菓子をお作
りしています。

小さな工房で心を込め
て焼いております。

営業時間｜9：00~18：30 定休日｜火曜日
TEL&FAX｜0266-74-2067
住所｜〒391-0111 原村17217-882
http://www.lcv.ne.jp/~denno/Elfen.html/

営業時間・定休日｜受注生産いたします。お問い合わせ下さい
TEL｜080-4739-0629
oven works
chie oven works
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営業時間｜6：00~20：00
定休日｜なし
TEL｜0266-78-8876 FAX｜0266-82-7101
住所｜〒391-0100 原村18674-12
http://sns.ruche.co.jp/mogura/

営業時間｜11：00 ～ 16：00（ラストオーダー）
定休日｜月・火曜日／冬季休業・臨時休業あり
TEL&FAX｜0266-74-2208 住所｜〒391-0100 原村17217-3328
http://www.lcv.ne.jp/~mintgarden/
Mintgaeden

map
ロ-2

原村など契約農家のお野菜を中心に

食材で使う農作物は安全性を十分考慮し、出来る限り地元産
無農薬栽培のものを使います。中学生以下のお子様はご入
店いただけません。

ランチは高原野菜たっぷ
りのサラダとナンカレー。
素材にこだわったシフォ
ンケーキと生クリームの
とり合わせも抜群。他の
お客様に迷惑がかから
なければ 犬種を問わ ず
ワンちゃんOKです。

R6

もぐらカフェ

T 飲 食 《販 売》
T4

kukka1485kitchen クッカ

T5
map
ハ-2

店舗をもたないちょこっとデリ kukka

cinq サンク
週末だけの小さな焼き菓子屋

国産小麦と八ヶ岳の新鮮な卵を使って一つ一つ手作りした焼
き菓子を販売しています。営業日以外でもご予算に合わせた
詰め合わせ承ります。

営業時間・定休日｜HPでご確認下さい
住所｜〒391-0115 原村17217-114
https://kukka1485kitchen.com/
kukka1485kitchen

営業時間｜11：00~18：00 営業日｜土曜日
TEL｜090-5543-8834 FAX｜0266-79-6280
住所｜〒391-0113 原村11117-3
http://cinq-5.wixsite.com/hara

食

イベント出店、企業ランチカレーを中心に活動してます。八ヶ
岳を
「食べて体感」
して頂ける様な商品作りを目指しています。

taste

T6
map
ロ-4

自家焙煎珈琲豆工房

珈

T7

こお

map
ハ-4

珈琲専門店の味がご家庭で楽しめます

高品質の豆を丁寧に手選別し、焙煎しています
香り高くマイルドで雑味の少ない珈琲です

map
ハ-2

果実が80%以上のフルーツジャム
食品添加物、砂糖不使
用。

営業時間｜9：00 ～ 17：00
定休日｜水・木曜日
TEL&FAX｜0266-55-4001 住所｜〒391-0115
https://yatsugatake-lab.jimdo.com/

営業時間｜10：00 ～ 17：00
営業日｜金・土・月曜日 冬季休業あり（ご連絡下さい）
TEL｜0266-55-3707 住所｜〒391-0100 原村17217-464
http://www.coffee-koo.com

T8

ジャム382

セブンイレブン信州原村店

T9
map
ロ-3

いつでも明るいお店！
標 高1000メートル、 原
村唯一のコンビニです。
24時間営業、いつでも
ご利用を。従業員一同
お待ちしています。

原村17217-382

たてしな自由農園原村店
原村の新鮮野菜を畑からキッチンへ…
生産量日本一の原村産
セルリーをはじめとする
高原野菜・果物・山菜
等を取り扱っている農産
物直売所です。

営業時間｜9：00 ～ 17：30 冬季 9:30 ～ 17:30
定休日｜無休（12~4月は水曜日定休）
TEL｜0266-74-1740 FAX｜0266-74-1760
住所｜〒391-0111 原村18101-1
https://www.tateshinafree.co.jp/

営業時間｜24時間
定休日｜年中無休
TEL&FAX｜0266-79-4387
住所｜〒391-0107 原村11531-1
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T10
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ロ-5

はらしょう店

T11
map
ロ-2

幻の
「しょうちゅう」
を販売

パン工房パパゲーノ
ベーシックなパンをよりおいしく

天然酵母食パン、イギリスパン、角食等の食パン類をぜひお試
し下さい。

40度のイモしょうちゅう
「はらしょう」
を販売。

食

T12

Boulangerie POCO. ブーランジェリーポコ

T13
map
ロ-3

たてしな自由農園原村店で販売しています

friluftsliv フリルフスリフ
薪で焼く 味わい深い石窯パン
伝 統 的 な 薪 窯 で 焼く、
粉の香りを大切にした
素朴なパンをぜひお試
し下さい。 数 に限りが
ござ います。 お取り置
きの お 電話もお 待ちし
ております。

りんご酵母でゆっくりふくらむベーグル
と菜種油のからだに優しい焼き菓子の
お店です。できるだけ地元の材料を使
い、素材の味がじんわり伝わるパン作
りをしています。

たてしな自由農園原村店でお買い求めください
TEL｜080-2045-1906 FAX｜0266-79-2089
住所｜〒391-0102 原村565
BoulangeriePoco

T14
map
イ-5

営業時間｜10：00 ～ 17：00
定休日｜火・水曜日
TEL｜0266-55-3418
住所｜〒391-0100 原村18002-2

八ヶ岳中央農業実践大学校 直売所

HARAMURAキャラクターの
グッズはここで買えます

八ヶ岳中央農業実践大学校直営（学生の生産物）
学生たちが育てた
「長野県環境にやさし
い農産物認証」のとれたて高原野菜や
鶏卵、色鮮やかな花々。又、農場の乳
牛からのしぼりたて牛乳で作ったアイス
クリームやチーズ、ヨーグルトなどを販
売しています。

八ヶ岳自然文化園
キャラクターのTシャツやキー
ホルダーなどを販売していま
す。プラネタリウムにちなん
だ宇宙グッズや珍しい化石
なども扱っています。

樅の木荘
フロントでキーホルダーを販
売しています。売店ではお
酒やお菓子など信州のお土
産を販売しています。

営業時間｜9：00 ～ 17：00（季節により異なります）
定休日｜年末年始 TEL&FAX｜0266-74-2080
住所｜〒391-0112 原村17217-118
http://www.yatsugatakenoujyo.jp/
22

taste

営業時間｜7：30 ～ 18：00
定休日｜ 日・月曜日
TEL｜0266-79-6631 FAX｜0266-79-6637
住所｜〒391-0104 原村5704-1

営業時間・定休日｜お問い合わせ下さい
TEL&FAX｜0266-74-2640
住所｜〒391-0115 原村17217-113

U ペンション・宿泊施設
01

01

飯塚ペンション

02

欧風料理、トールペイントの品々でお迎えします

ペンションイメージハウス

04

緑に囲まれた山小屋風ペンションです

泊
stay

TEL｜0266-74-2727 http://www.lcv.ne.jp/~sakaip/
★木彫デコイ体験（要予約）

★B&Bのみ

ペンションジョバンニの小屋

06

ランプとオルゴールの山小屋

TEL｜0266-74-2838
https://www.giovanni-hut.jp/

08

40畳の音楽室、グランドピアノ、チェンバロ有り

ペンション ブレーメン

広いテラスで高原の涼風を 夜は星の下で夕涼み
夕食は洋風セミフルコース、ご家族連れ大歓迎。
オーナーの趣味は飛行機コレクションと操縦。

世界の銘器スタインウェイのグランドピアノ&フレ
ンチ二段歴史チェンバロあり。合唱合奏合宿に
最適です。

09

和洋室（エアコン付）別棟コテージ有・洋夕食

TEL｜0266-74-2009
http://www.naito-pension.com/

ペンションはあぷしこうど

TEL｜0266-74-2144
http://www.lcv.ne.jp/~snyatufd/

内藤ペンション

標高1300ｍ高原のペンション。カントリーガーデ
ンを眺めながら食事ができるガラス張りの食堂で
す。合宿相談可能。

地元食材をふんだんに使った家庭料理をログハ
ウスのリビングダイニングでおもてなし。

07

酒井ペンション

欧風料理と手作りパン・ケーキでおもてなし
多趣味なオーナー家族が気取らぬおもてなし。手
製の木彫りデコイ、絵画が並ぶ落ち着いた雰囲
気。渓流釣りや山菜採りなど山好きな自然派。

朝食のパンや地元野菜を使った洋風料理は、で
きる限り手作りにこだわっています。ご希望により
プロカメラマンが記念撮影。

05

石原ペンション
芝生のお庭のハンモック 八ヶ岳の風にうとうと

TEL｜0266-74-2600
http://www.lcv.ne.jp/~ishihara/

TEL｜0266-74-2122 http://www.lcv.ne.jp/~iiduca/
★15時まで受付可・夕食可

TEL｜0266-75-3324
https://www.image-house.co.jp/pension/

第1ペンションビレッジ

静かな森の中、朝は焼き立てのパン、夜は旬
の食材でご用意したお食事をフルコースでお
もてなし。

4人部屋が4つあり、家族連れやグループに人気
です。別荘気分で気軽にご利用いただけます。

03

14

TEL｜0266-74-2605
http://www.lcv.ne.jp/~bremen1/

★12時まで受付可・B&B

ペンション ペパーミントハウス

10

ダイエットと健康

女性専用3泊4日ダイエット合宿。男性はパーソ
ナルトレーニングでダイエット&筋力アップコース。
本格的トレーニングジム併設。一般宿泊も可。

ペンション＆カレー マリンスノー
海を語れる高原のペンション

出身は神奈川県ですが、沖縄県西表島から移住
して来ました。手作りが大好きなオーナーがオリ
ジナルコース料理を提供します。

TEL｜0266-74-2931 http://marine-snow.com/
★シーサー作り（オフシーズンのみ）

TEL｜0266-74-2022
https://peppermint-house.biz/ ♣ TELのみ ★筋トレ・体力アップ
23

15

11

46

第2ペンションビレッジ

矢島ペンションスターシップ

12

さて、美味い食事と木の風呂に癒されよっと

八ヶ岳ペンション
ようこそ、角ログハウスの癒しの空間へ
全館禁煙、素泊まり歓迎。夕食主菜は信州牛、
朝食は和定食。

折角の休日、宿に何を求めよう。美味い食事、
木の香り漂う風呂、暖炉の炎に癒されようか。
ほらyazipenの灯りが見えてきた。

TEL｜0266-74-2210
http://www.lcv.ne.jp/~yatupen1/

TEL｜0266-74-2650 ★12時まで受付
http://yazipen.com/
yazipen

13

ペンション ラディッシュガーデン

14

自然観察ガイドやスノーシュー・歴史等ご案内

ペンション ラ・フォーレ
フランス風家庭料理のフルコースをお気軽に

15

TEL｜0266-79-3332
http://www.avis.ne.jp/~laforet/

★ナイトウォーク

大橋ペンション

16

山小屋風の小さなペンション

ペンション想い出
花いっぱいセカンドハウスのくつろぎを!!
グランドピアノあり。音楽合宿歓迎。

お子さまからシニアの方まで安心しておくつろ
ぎ頂けます。手作りのチーズケーキが好評。

TEL｜0266-74-2421

17

TEL｜0266-74-2345
http://www.lcv.ne.jp/~omoidep/

ペンション オリーブ

18

TAKE IT EASYがモットーの大人向けペンション

かたおかペンション
夕食は洋食のセミフルコースです
朝食は白いテラス、緑の芝の上で小鳥の声を
聞きながら。

ご要望に合わせたさまざまなプランが選べ、気
軽にお泊まり頂けます。チェックイン・アウト時
間により料金が異なります。

TEL｜0266-74-2424
kataokapension

TEL｜0266-74-2613
★2名から ♣ 冬は不可

19

★天体観測・燻製作り

ペンション カラビナ

20

ベランダで星を見ながらゆっくりお過ごし下さい

ペンション クッキー
野外で楽しむ高原のひととき

朝食はベランダにて楽しめます。自慢の手作り
ジャムでヨーグルトをお召し上がり下さい。

TEL｜0266-75-3111
http://www.lcv.ne.jp/~karabina/

広いテラスのあるペンションです。バーベキュー
や手作りケーキを爽やかな高原の空気とともに
お楽しみ下さい。

TEL｜0266-74-2406

★10時まで受付
24

stay

TEL｜0266-74-2232
http://www.p-rg.com/

泊

信州牛のステーキ、自家製スモークサーモン、
デザート。天体望遠鏡無料貸出。真空管アンプ、
タンノイSP。

世界を旅して家族で泊まった宿泊施設は、家庭
的で清潔でした。そんな心地好い宿に。

U ペンション・宿泊施設
21

15

ペンショングリーングラス

22

ペット連れ100%のペンションです

46

ペンションゲストハウス

校倉造り。薪ストーブのあるラウンジ

ペットを連れてのんびりした休日はいかがですか。
約300㎡の無料ドッグラン。ワンちゃんのお食事
等もご相談下さい。

信州の食材をできるだけ使ったこだわりの洋風料
理。手作りパン
（夏シーズンを除く）
。

TEL｜0266-74-2246
http://haramura-greengrass.com/ ★12時まで受付

23

TEL｜0266-74-2612
http://www.lcv.ne.jp/~pguesth/

近藤ペンション

24

家庭的でのんびり気軽な雰囲気

XAYMACA ザイマカ

泊

オーナー手作りの空間にプロジェクターつきの
バーや24時間の温泉風呂など。少し夜型のペン
ションです。

stay

TEL｜0266-74-2136
http://www.kondo-pension.jp/

TEL｜0266-74-2521
https://xaymaca.jp/

ペンションさんどりよん

26

八ヶ岳周辺でのんびり散歩・季節を楽しむ食事
四季折々の楽しい山歩き、温泉めぐり。のんびり
ゆったり過ごして下さい。お待ちしています。

TEL｜0266-74-1060
http://www.infoside.net/jay/

しのはらペンション

28

広大な八ヶ岳の自然とアットホームなペンション
朝食は自家製のジャム、牛乳は最高においしい。
夕食は手作りを中心に7品の料理が出ます。

TEL｜0266-74-2840
http://shinoharapension.com/

29

ペンションJay ジェイ

ワンちゃんと泊まれるペンションです
ワンちゃんと一緒に原村の自然を楽しんで下さい。

TEL｜0266-74-2830 / 090-7010-2962
http://haramura.yamanaka.tokyo/ ★森林インストラクター

27

★B&Bのみ

レゲエの流れる心地よい空間でのんびり

夕食は和食中心。季節によって山菜料理を楽しめ
ます。オーナーの趣味はゴルフや釣り。5月GW
～ 10月の営業です。

25

第2ペンションビレッジ

ペンション SEQUOIA

セコイア

優しいサービス、体験メニュー豊富
日々の疲れを癒して頂ける緑に囲まれた優しい空
間。近くに日帰り温泉、八ヶ岳自然文化園、八ヶ
岳中央農業実践大学校。

TEL｜0266-74-2030
http://www.lcv.ne.jp/~sequoia/

★ドライフラワー

ペンション ドンキホーテ

30

美味しい食事と露天風呂のあるペンション
オーナーはオープンカーが大好き。スーパー 7・
BMW・Z3・シトロエン2CV・サイドカー有バイク
などカンゲイ。

ナチュラルハウス木のくつ

デザートまで手作りの和洋折衷料理をどうぞ
角ログの山小屋風建物、トイプードルがいます。
玄米食などは
（連休やハイシーズンは不可）
お問
い合わせ下さい。

TEL｜0266-74-2713
https://localplace.jp/t000249538/

TEL｜0266-79-4675
http://www.kinokutu.com
25

★午前中連絡にかぎり

31

ペンションNORTHVILLAGE ノースビレッジ

32

収容16名ほどの小さな宿

のどかな雰囲気の中、家庭料理でおもてなししま
す。家族で安心できるペンション。

自然豊かな原村は春の新緑・夏の避暑・秋の紅
葉・冬のスキーとオールシーズンお楽しみ頂けま
す！

TEL｜0266-75-3707
http://www7a.biglobe.ne.jp/~north_vi/ ★要問合

33

のなみペンション

お子さま連れファミリーも歓迎

TEL｜0266-74-2523
https://www.i-honky.com/nonami/

ペンション 野の花

34

好きな時に好きなことを好きなだけ

のはらペンション

愛犬と一緒にお泊まりできるよ！
ペット同伴専用です。
夕食は和食。
食事の時もペッ
トと一緒に。マンガ3000冊くらいあるよ！

広々としたリビングでのんびりゆったり、地元の食
材を使った洋風料理でおもてなし。

泊

35

TEL｜0266-74-2620
http://www.lcv.ne.jp/~tosimami/

コミュニティロッジ はーとも

36

自分らしく生きる場所

夕食は和洋折衷でボリュームたっぷりです。館
内には4000冊以上のマンガがあり読みすぎに注
意。

多世代型シェアハウスには現在40才～ 88才まで
の方がいらっしゃいます。毎日同じテーブルを囲
んで愉しく暮らしましょう。

TEL｜0266-74-2038
https://heartomo.jimdo.com/

37

TEL｜0266-74-2506
http://www.lcv.ne.jp/˜hayapen/ ★歴史を辿る道

ペンション・パレット

38

長野のお友達のおうち感覚でどうぞ!!
わんこと一緒に高原の四季を満喫して下さい。
八ヶ岳ひろがわらクラブのイベントも楽しみです。
HP参照!!

TEL｜0266-74-2628
https://www.hirotani-pension.com

ペンション・ファーブル

40

昆虫採集やスキーの指導もOK
自然に詳しい宿。

TEL｜0266-75-3462
6464.fabre

広谷ペンション

立地アクセス良好な庭園ペンション
ワンオーナーのレジェンドペンションです。素泊歓
迎。B&B応相談。夕食は付近の食事処をご提案
致します。

TEL｜0266-70-2988 ★八ヶ岳ひろがわら倶楽部
https://palette2525.wixsite.com/pensionpalette

39

早川ペンション

朝食は焼きたての手作りパンと自家製ジャム

ペンションフェローズ

絵本やマンガが6000冊以上

八ヶ岳高原・標高1300mにあるペンション。夕食
は洋食中心のメニュー、朝はパンとコーヒー。

喫煙所
あり

TEL｜0266-74-2433
http://p-fellows.com/
26

★午前中まで受付

stay

TEL｜0266-74-2347
http://p-nonohana.com/

U ペンション・宿泊施設
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15

MIC HOUSE ミックハウス

42

バーで飲んでそのまま泊まれちゃう
自慢の大皿料理がズラリ、お通しでお腹いっぱ
いになれる飲み処。地元の方ともコミュニケーショ
ン！

44

美しい空と星、心休まる高原の宿

八ヶ岳Base Camp

原村時間をあなたに…

朝は野鳥のさえずりが響き野生のリスが遊びに来
ることも。四季豊かな八ヶ岳の表情が皆様のお越
しをお待ちしております。

広々としたデッキが自慢のペンションです。ゆった
りとした時間をお過ごし下さい。

泊
stay

45

ペンション 森の家

ナチュラルフーズと世界の絵本

TEL｜0266-74-2429
http://www.lcv.ne.jp/~morinoie/

八ヶ岳ペンションサインポスト

TEL｜0266-55-2126
http://www.lcv.ne.jp/~sign-post/

第2ペンションビレッジ

自家製パンと、自家農園のブルーベリー・ラズベ
リー等や無農薬野菜でおもてなし。

TEL｜090-2414-8672
mac.mic.muc

43

46

TEL｜0266-55-5589
https://yatsugatakebc.com/

♣素泊orB&Bのみ ★ワークショップ

ペンションわれもこう

46

庭の花々と動物たちが仲良くおしゃべり

Wandsworth

大人のためのゆったり寛げるLuxuryなご滞在。タ
イプの異なる3部屋は全てバスルーム付き。アン
ティークショップとデリカテッセン併設。

オーナーとかあさんが丹精込めてこしらえた芝生
の庭にハーブガーデンがマッチして花と緑がいっ
ぱい。

TEL｜0266-74-2413
http://www.lcv.ne.jp/~waremoko/

47

藜菴

TEL｜0266-70-2501
https://wandsw.net/

あかざあん

48

囲炉裏と懐石料理と露天風呂の宿

★夕食付は10時まで

阿Q 〜はなれinn 八ヶ岳〜

1棟貸切り!! 自由な時間と空間を過ごせる宿
癒し・寛ぎ・快適・笑顔いっぱいの時間。
清潔な設備とカスタマイズサービスを心がけてい
ます。

古材を使用した建物。囲炉裏での懐石料理。各
室専用露天風呂つき。

ご予約・お問い合わせはHPのメッセージフォームから
http://hanare-inn.com/

TEL｜0266-74-1248
http://www.akazaan.com/

49

ワンズワース

Country Manor Hotel

れすとらん オールディーズ

50

レストラン併設のお宿です

OTONARI

八ヶ岳の森の中、ゆったり一軒家の貸別荘
家族で過ごせる森の中のお家。旬のお野菜で
BBQ、森の中のハンモックでお昼寝、薪ストーブ
を囲んで…。自分のペースで楽しむ森の時間。
ペットについてはお問合わせ下さい。

1950年代～ 60年代のオールディーズを聴きなが
らコースディナーをお召し上がり下さい。ワンちゃ
んと同伴OKです。

TEL｜0266-75-3533
http://myas07saym.wixsite.com/otonari

TEL｜0266-75-3993

27

otonari_mura

47

51

59

その他の地域・宿泊施設もある店舗

グリーンプラザホテル

52

から松林に囲まれた静かなホテルです

ココットビレッジ

～ 1日1組のゆったりステイ～
「暮らすようにステイする」
がコンセプトです。内装
を自分たちで手がけ、自然素材にこだわったお
洒落空間のB&Bです。

季節の食材を使ったお料理が好評です。お客様
に応じた献立が喜ばれています。登山者向けお
にぎり弁当等もご用意できます。

TEL｜0266-74-2041
http://www.gplazahotel.com/ ★お電話を下さい

53

TEL｜0266-75-3709 ★農作業・木工・せっけん作り
cocottovillage489 ♣B&Bのみ

小松山荘

54

リーズナブルな素泊まりの宿

はなももcaffe Dog run

森の中に小さなお宿 愛犬と一緒に泊まれます

55

TEL｜080-4361-7286
はなももcaffe Dog run

八ヶ岳リトリートハウスFlan

56

原村の森に佇む1日1組6名様までの隠れ宿

ペンション ミートウィズ

広い敷地 標高1300mの自然豊かな高原
敷地内のテニスコートは無料開放しています。野
外炭火焼BBQも好評。八ヶ岳温泉
「もみの湯」
ま
で車で3分、パノラマリゾートまで車で10分。

静かな森の中で
「本来の自分」
や
「心身の健康」
を
取り戻しませんか。助産院を併設しており産前産
後ケアや離乳食等のご相談もお受けします。

TEL｜0266-74-2141

retreat_ﬂan
TEL｜0266-78-7957
https://retreat-house-ﬂan.com/ ★ヨガ・整体・ガイド他
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もえぎ野山荘
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おいしい和食と地酒のある和風隠れ宿

樅の木荘

2019年4月リニューアルOPEN ！
プライベート感に満ちた新館が完成しました。家
族風呂、特別室の露天風呂は源泉掛け流し。足
湯やRVパークもご利用下さい。合宿もできます。

夕食を2時間以上かけて召し上がっていただきま
す。カウンター越しにオーナーとの無駄話に興じ
ませんか。

TEL｜0266-74-2048
http://www.moeginosansou.com/
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stay

TEL｜0266-79-6211
http://komatsusanso.hara-v.com/

TEL｜0266-74-2311
http://www.lcv.ne.jp/~mominoki/

★スノーシュー体験

観光・ご宿泊のお問い合わせは

Yatsugatake Smallhouse

原村観光連盟

一軒家貸切。八ヶ岳ならではのsimpleで爽やか
な
「暮し」
を体験

0266-79-7072
harakk@po19.lcv.ne.jp

村内の様々な店舗・施設が加盟しています。ご旅行のお問い合わ
せは役場内・事務局まで。

家族でセルフリノベーションした隠れ家のような小
さな空間です。大切な家族や友人、パートナーと
の豊かな時間をお楽しみ下さい。

TEL｜090-6071-0625/080-4739-0629
https://www.airbnb.jp/rooms/8443443

ヤッピー

28

セロリン

ピカタン

泊

1組限定のお宿です。ドッグラン無料。welcome
ドリンクとケーキは併設のカフェでおもてなし。お
子様やワンちゃんのお食事はご相談下さい。

お食事は隣接の山乃幸をご利用下さい。宿でも
キッチン付きのお部屋と共同キッチンでの自炊が
できます。

←村の公式マスコットキャラ
クターです。それぞれ雄大
な山々、豊かな農作物、原
村から見える美しい星を象
徴しています。

HARAMURAたびの電話帳
観光案内所等
原村観光案内所
原村観光連盟
富士見町観光協会
茅野駅前ちの旅案内所
道の駅こぶちさわ観光案内所

0266-74-2501
0266-79-7072
0266-62-5757
0266-72-2637
0551-45-9845

役場・警察署・消防署・郵便局
原村役場
茅野警察署
原村駐在所
諏訪広域消防 原消防署
原郵便局

0266-79-2111
0266-82-0110
0266-79-2806
0266-79-2442
0266-79-3976

レンタカー
JR東日本 駅レンタカー 茅野営業所
トヨタレンタリース長野 茅野駅前店
日産レンタカー 茅野店
ニッポンレンタカー 茅野駅西口営業所
JR東日本 駅レンタカー 小淵沢営業所
菊池自動車（諏訪南レンタカー）

0266-72-4160
0266-71-2200
0266-71-1123
0266-73-5071
0551-36-4453
0266-79-2539

病院(★夜間休日診療あり)・診療所
富士見高原病院★（富士見）
諏訪中央病院★（茅野）
小児夜間急病センター★（諏訪）※1
原村国保診療所
大槻医院
中新田診療所

0266-62-3030
0266-72-1000
0266-54-4699
0266-79-2716
0266-79-7628
0266-70-1331

交通機関
JR東日本お問い合わせセンター
アルピコ交通㈱茅野営業所※2
茅野バス観光㈱・㈲茅野観光※3
第一交通㈱茅野営業所（タクシー）
アルピコタクシー㈱諏訪支社※4

050-2016-1600
0266-72-7141
0266-73-5858
0266-72-4161
0266-71-1181

薬局
フジモリ薬局はら店

0266-79-5751

動物病院（原村から近い順）
ひらさわ動物クリニック（茅野）
ふじみ動物病院（富士見）
ちの動物病院（茅野）

0266-78-8516
0266-62-2327
0266-78-8861

※1
※2
※3
※4

受診前に電話で様子をお伝えください。受付時間18時30分から21時まで
茅野駅ー美濃戸口をつなぐバス「美濃戸口線」は土日他特定日のみの運行です
茅野駅ー原村役場をつなぐバス「穴山・原村線」は平日のみの運行です
原村循環線セロリン号は平日のみの運行です

上越
JCT

アクセス

車をご利用の場合
高井戸

北アルプス

長野

首都高速 4 号新宿線

20 分

IC

八王子 IC

原 村

新宿・初台 IC

小淵沢 IC

中央自動車道
小諸
松本

塩尻

辰野

八ヶ岳

軽井沢

岡谷

小淵沢
IC

10 分

▶ 所要時間…新宿より約 2 時間 30 分／名古屋より約 2 時間 30 分／大阪より約 4 時間 30 分

八王子 高井戸 初台
JCT
IC IC

名古屋駅

南アルプス

御殿場
IC

車で 20 分

2 時間
JR 中央線
1時間 50 分
JR 中央本線
特急しなの

特急スーパーあずさ

塩尻駅

25 分
JR 中央本線

▶ 所要時間…新宿駅より特急：約 2 時間／名古屋駅より特急：約 2 時間 30 分／
大阪駅より特急：約 3 時間 30 分

豊橋
新大阪

名古屋

この冊子は平成18年に締結した
「法政大学と原村の事業協力に関する協定」
に基づき法政大学の学生による
「原村の輝く宝石発掘探検隊」
が初版を作成しました。

原 村

新宿
飯田

新宿駅

茅野駅

甲府

小牧
JCT

諏訪南 IC

電車をご利用の場合

小淵沢

黒川
IC

小牧 JCT

IC

原村

茅野
岡谷
JCT
諏訪南
IC

名古屋高速１号楠線

小牧

名古屋・黒川 IC

