
諏訪観光協会HP【諏訪市観光ガイド】

そ    ば 住所（諏訪市） 電話（０２６６） 通常営業時間 休業日
GoToまたは長野県が実

施する感染症対策への登
録あり・なし

12/29（火） 12/30（水） 12/31(木） 1/1(金） 1/2（土） 1/3（日） 1/4（月）

秋月そば本店 湖岸通り4-12-1 52-2278
7：00～15：00 (L.O14:30)

17：00-21:00 (L.O20：30)　※１
水 あり 休み 〇※１ ○※１ 休み 休み 休み 〇※１

そば処　萬盛庵 高島3-1201-78 58-5543 11：00-14：40(L.O)　※１ 水 なし 〇 〇 ○ 休み 休み 休み 〇

日本一ちっぽけなそば処
田毎庵

中洲下金子4335-1 58-0106
11：30-14：00（L.O）　※１

17：00－不定時閉店
火、夜は不定休 あり

△
11:30-14:00

（L.O)※１

△
11:30-14:00

（L.O)※１

△
11:30-14:00

（L.O)※１

休み
△

11:30-14:00
（L.O)※１

△
11:30-14:00

（L.O)※１

△
11:30-14:00

（L.O)※１

そば処　八洲 湖岸通り3-1-22 52-2426 11：30-14：30 ､17：30-19：30　※１ 木 あり 〇※１ 〇※１

△※１

11:30-14:30
17:30-18:30

休み 〇※１ 〇※１ 〇※１

手打ちそば更科 末広1-7 52-1080 冬期営業時間　11：00-17：00　※１、※２ 火・水　※２ なし
△※１

11:00－15:00
△※１

11:00－15:00
△※１

11:00－15:00
休み 休み

△※１
11:00－15:00

△※１
11:00－15:00

そば処　とみや 湖岸通り3-8-10 52-1466
11：00 -14：30

金、土のみ夜営業18:00-20:30　　※１
火 あり 休み 〇※１ 〇※１ 休み

△
11:30-14:30※１

〇※１ 〇※１

やまさや 中洲261-1 58-3455 11：00-14：30L.O、17：30-20：00L.O 木 あり 〇 休み 休み
△

11:00-16:00L.O
△

11:00-16:00L.O
△

11:00-16:00L.O
〇

手打ちそば処花尋庵 豊田454-1 52-8720 11：00-14：00　（L.O13：30） ※１ 月・火 なし 休み 休み 休み 休み 〇※１ 〇※１ 休み

手打ちそば福よし 中洲神宮寺1566-12 57-1528 11：00-15：00 ※１ 火（祭日の場合は振替） あり 〇※１ 〇※１ 〇※１ 休み 休み 休み 〇※１

そばごころ小坂 　大手2-1-8 57-6345 11：30-14：30、17：00-19：00 木 あり
△

11:30-14:30
△

11:30-14:30
△

11:30-14:30
休み

△
11:30-14:30

△
11:30-14:30

△
11:30-14:30

そば蔵　諏訪インター店 沖田町3-52-2 58-8931 11：00-20：30　（L.O20：00) 1月1日 あり 〇 〇 〇 休み 〇 〇 〇

うなぎ 住所（諏訪市） 電話（０２６６） 通常営業時間 休業日
GoToまたは長野県が実

施する感染症対策への登
録あり・なし

12/29（火） 12/30（水） 12/31(木） 1/1(金） 1/2（土） 1/3（日） 1/4（月）

うなぎのうな藤 湖岸通り5-5-2 58-0114 11：30-13：45L.O, 17：00-19：00 火 あり
△※１

11:30-14:00L.O
△※１

11:30-14:00L.O
休み 休み

△※１

11:30-14:00L.O
△※１

11:30-14:00L.O
△※１

11:30-14:00L.O

うなぎねばし 高島2-1282 53-3264 11：00-14：00，17：00-20：00L.O　※１
月、その他不定休

あり
あり 〇 〇

△
11:00-14:00

休み 休み ○※１ 休み

うなぎの古畑 湖岸通り5-15-3 52-1167 11：30-13：50L.O、17：00-19：50L.O　　※１ 水（連休あり）　 あり ○※１ ○※１ 休み 休み ○※１ ○※１ ○※１

うなぎのねどこ おび川 湖岸通り5-15-2 52-3211
11:00-13:30
16:00-18:30

火 あり 〇※１ 〇※１
△※１

11:00-13:00L.O
休み 休み

△※１

11:00-13:00L.O
〇※１

うなぎ小林 四賀1958-2 54-7717 11:00-13:45, 17:00-19:15
月、第1・3火曜、

第2・4木曜
あり 〇 〇

△
11:00-13:45

休み 休み 〇 休み

イール亭おおいし 諏訪1-9-8 52-0467 11:30-14:00、17:00-21：00ごろ　※１ 月、臨時休業あり あり 〇
△

11:30-14:00
17:00-20:00

△
11:30-14:00

休み 休み 休み 休み

諏訪五蔵 住所（諏訪市） 電話（０２６６） 通常営業時間 休業日
GoToまたは長野県が実

施する感染症対策への登
録あり・なし

12/29（火） 12/30（水） 12/31(木） 1/1(金） 1/2（土） 1/3（日） 1/4（月）

ギャラリー舞姫
（株）舞姫

諏訪2-9-25 52-0078 9：３0-17：00 年末年始 あり 〇 〇 休み 休み 〇 〇 〇

麗人
麗人酒造（株）

諏訪2-9-1 52-3121
平日9:00-17:30
日・祝9:00-17:00

不定休 あり 〇 〇
△

10：00-15：00
休み 休み 休み 〇

本金
酒ぬのや本金酒造（株）

諏訪2-8-21 58-0161 9：00-17：00　※２ 日、年末年始 あり
△

10:00-15:00
休み 休み 休み 休み 休み

△
10:00-15:00

横笛
伊東酒造（株）

諏訪2－3－6 52-0108
平日8:30－17:00

土日祝10：00－17：00
年末年始 あり 売店8:30-17:00

売店△
8:30-14:00

休み 休み 休み 休み 売店8:30-17:00

セラ真澄
宮坂醸造（株）

元町１－１６ 57-0303 10：00‐17：00 水 あり 〇
△

10：00-17：00
△

10:00-15:00
休み 〇 〇 〇

みやげ 住所（諏訪市） 電話（０２６６） 通常営業時間 休業日
GoToまたは長野県が実

施する感染症対策への登
録あり・なし

12/29（火） 12/30（水） 12/31(木） 1/1(金） 1/2（土） 1/3（日） 1/4（月）

えびす屋 湖岸通り3-4-14 52-0720 8:40-18:00　※２ 水、他 あり 〇 〇
△

8：40-11：30
休み 休み

△
9：00-17：00

〇

温泉舎
諏訪1丁目1-18（ＪＲ上

諏訪駅舎）
58-0212 8：00-19：00 年中無休 あり 〇 〇 8：00-17：00 9：00-18：00 〇※２ 〇※２ 〇

くらすわ 湖岸通り3-1-30 52-9630
・ショップ　　9：00-19：00
・レストラン　11：00-14：00L.O、17：
30-21：00L.O

12/31、1/1 あり 〇 〇 休み 休み 〇 〇 〇

地酒の信濃屋 中洲字三ツ俣5709-33 52-4708 9:00-18:30 水 あり 〇 〇
△

9:00－15:00
休み 休み 休み 〇

諏訪湖物産 高島2-1279 53-6852 7:00-17:30 水 あり 〇 〇 〇 休み
△

7:00-12:00
△

7：00-12：00
〇

峠の釜めし本舗おぎのや 　沖田町4-39 53-1111
10:00-16:00

（フードコートは土日祝日のみ営業
11:00-14:30L.O）

年中無休 あり 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

トコロテラス 四賀赤沼1545-1 52-1056
平日10：00-19：00

土日祝日9:00-19:00
木、年末年始 あり 〇

ショップ－　 〇
カフェ　　　　△

休み 休み 休み 〇 〇

ヌーベル梅林堂　諏訪店 城南1-2556-7 54-7971 10：00-19：00 1月1日 あり 〇 〇
△

10:00-17:00
休み

△
10:00-17:00

△
10:00-17:00

△
10:00-17:00

丸高蔵　千の水 高島1-8-30 52-4033
ショップ　10：00-17：00
喫茶　11：00-16：00

月・火（祝日の場合は翌日） あり 28～休み 休み 休み 休み 休み 休み
休み

（1/5まで休業）

信州手焼きせんべい本舗 あり 〇 〇 〇
△

9：00-18：00
△

9：00-17：00
△

9：00-17：00
△

9：00-17：00

こだわりの土産処　風和里 あり 〇 〇 〇
△

9：00-18：00
△

9：00-17：00
△

9：00-17：00
△

9：00-17：00

松木寒天直売所
茅野市宮川1280

（諏訪大社上社前宮近く）
72-4121 9：00-17：00 1月1～3日 あり 〇 〇 〇 休み 休み 休み 〇

2020.12.8時点　　（一社）諏訪諏訪観光協会

【凡例】　〇：通常営業　△：時間変更（表記の時間で営業）　L.O：ラストオーダー、オーダーストップ

※１　売切れ、なくなり次第終了、閉店となります。
※２　日付、曜日、季節により営業時間、休業日が変更する場合があります。
※３　事前要予約
※４　限定メニューにて営業
➣➣　店舗の都合等により営業時間、休業日等が変更になる場合がありますので直接お電話でご確認ください。

【そば・うなぎ・酒蔵・みやげ】　店年末年始営業　2020-2021           

中洲201
（諏訪大社本宮北参道）

58-1235 9：30-15：00 なし

　※　うなぎ売り切れ次第終了閉店

※　そばなくなり次第終了閉店

https://www.suwakanko.jp/spot/?cat=%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%A1&cat2=%E3%81%9D%E3%81%B0
http://www.suwa-sobasyou.com/akiduki_honten/
http://www.suwa-sobasyou.com/tagotoan/
http://www.suwa-sobasyou.com/tagotoan/
http://yashima-sobaten.com/
https://www.facebook.com/suwa.sarashina/?epa=SEARCH_BOX
http://sobatomiya.com/
http://www.suwa-sobasyou.com/hukuyoshi/
http://watanabeseimen.co.jp/shop/suwainter/
https://www.suwakanko.jp/spot/?cat=%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%A1&cat2=%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8E
https://www.unagi-furuhata.com/
http://unagikobayashi.jp/
http://ealtei.web.fc2.com/eal/
http://nomiaruki.com/
http://www.maihime.co.jp/
http://www.maihime.co.jp/
http://www.reijin.com/
http://www.reijin.com/
http://honkin.net/
http://honkin.net/
http://www.yokobue.co.jp/
http://www.yokobue.co.jp/
https://www.masumi.co.jp/
https://www.masumi.co.jp/
https://suwakanko.jp/shop/
https://ja-jp.facebook.com/suwa.ebisuya
http://www.clasuwa.jp/
http://www.sake-shinanoya.co.jp/
https://www.suwako-bussan.jp/
http://www.oginoya.co.jp/tenpo/suwa/index.html
https://toco-terra.com/
https://nouvel-bairindo.com/
https://www.suwa-marutaka.jp/
https://osenbe-paripari.jimdo.com/
https://fuwari-fuwafuwa.jimdo.com/

