


セルム北軽井沢
tel:080-7165-1515
https://www.selm-kitakaruizawa.com/

　　　　MAPⅠ.C-2

ペンション＆コテージ T2（ティーツー）
tel:0279-86-3230
http://www.wanwant2.com/

　　　　MAPⅠ.D-2

DOG DEPT GARDEN KARUIZAWA
tel:0267-48-3910
https://www.dogdepthotel.co.jp/

MAPⅡ.A-3

ペンション＆コテージ T2アネックス
tel:0279-86-3230
http://www.wanwant2.com/

MAPⅠ.D-2
ペンション KGB（ケージービー）
tel:0279-82-1666
httpｓ://www.pension-kgb.com/

 　MAPⅠ.D-2

わんわんペンション KUU（クー）
tel:0279-86-3577
http://www.kuu.biz/

 　MAPⅠ.C-1

ペンション リーブル
tel:0279-86-2558
http://www.libre2003.net/

MAPⅠ.C-2

北軽井沢観光協会
http://www.kita-karuizawa.jp/

嬬恋村観光協会
https://www.tsumagoi-kankou.jp/

軽井沢観光協会
https://karuizawa-kankokyokai.jp/

ペンション ブロードウェイ
tel:0279-86-5222
http://p-broadway.com/

MAPⅠ.D-2
ペンション 南季の灯
tel:0279-80-5188
http://www.naginohi.net/

　　　　MAPⅠ.B-1

レストラン＆ステイ 花闊歩（はなかっぽ）
tel:0279-84-1088
http://hanakappo.com/

MAPⅠ.B-2

店内OK

通 年

テラスのみ

ホテルグリーンプラザ軽井沢
tel:0279-86-4411
https://www.hgp.co.jp/karuizawa

 　MAPⅠ.C-1
ホテル アスプロス
tel:0279-86-3729
http://aspros-h.com

MAPⅠ.C-2

ペンション いちばん星
tel:0279-84-5210
https://p-ichibanboshi.com/

MAPⅠ.Ｂ-1

41 RUPPALDO
tel:0279-82-5358
https://41ruppaldo.wixsite.com/41-ruppaldo

MAPⅠ.D-2
ペンション 浅間マンサード
tel:0279-84-3490
http://www.pam1976.com/

MAPⅠ.C-2

食べる

ショップ

遊ぶ

ペット
　同伴

通年営業

※ワンちゃんとのお出掛けには
　マナーをしっかり守りましょう

テラスのみ

MAPⅠ.B-2

　珈琲工房須田
珈琲豆本来の味を日々追求する自家焙煎珈琲屋。
約40席あるテラス席でペットとゆっくり過ごせます。
tel:0279-84-6642　
http://sudacoffee.com/

店内OK　牛乳屋
嬬恋高原で、無農薬の手作り牧草を食べて育った
牛達の安心な乳製品の直売所。
tel:0279-84-2110
http://www.gyunyu-ya.net MAPⅠ.B-2

テラスのみ　たっちゃん
昼はとんこつラーメン、夜は富山直送のお刺身も
食べられる居酒屋です。
tel:090-8098-5149 MAPⅠ.B-1

テラスのみ　ハイジ
山小屋風の可愛いお店。
tel:090-4360-9315　 MAPⅠ.B-1

　　at Terrace
ワンちゃんと一緒に食事が楽しめるカフェや
犬具販売ショップ、トリミングサロンが揃う複合施設。
tel:0267-42-8248
https://atterrace.net/

MAPⅡ.B-2

店内OK
通 年

店内OK
通 年

　お好み焼・鉄板焼き　星の子
豊富なメニューにリーズナブルなお値段、
みんなで楽しくワイワイ美味しいお好み焼きを。
tel:0279-84-1138 MAPⅠ.B-2

　浅間園
4つの遊歩道がオススメ！建物内は抱けるペットOK。
tel:0279-86-3000 MAPⅠ.C-2

通 年　軽井沢スノーパーク
浅間山を望む広大なドッグラン。山頂からの絶景パノラマビュー
までは、らくらく登山で30分。冬は雪上ドッグラン設置。
tel:0279-84-1227　
https://www.presidentresort.jp/ MAPⅠ.A-3

通 年　ルオムの森
五感で自然に親しむ森林型リゾート。ハンモックカフェや
BBQレストランでのんびり。樹上アドベンチャーも併設。
tel:0279-84-1733
https://luomu.jp/ MAPⅠ.B-1

　石田観光農園
50種類以上の野菜や果物を旬の季節に収穫体験できる
観光農園。園内はペットOK（屋内はペット入室不可）。
tel:0279-84-2457 MAPⅠ.A-1

　浅間高原しゃくなげ園
見頃は5～6月。ハイキングしながら楽しめます。
http://asama-s.seesaa.net/ MAPⅠ.D-2

　浅間山溶岩樹型
国の特別記念物に指定されている溶岩樹型。MAPⅠ.D-2

MAPⅠ.B-3

　浅間牧場
800ヘクタールの広大な群馬県営牧場。ワンちゃんとの散策にぜひ。
tel:0279-84-3698

　Sabine’s Dog Vacation
ドッグランとトレーニングのあるワンちゃん専用総合施設。
tel:0279-97-1154  MAPⅠ.C-1

定休日・営業時間
などは各施設に
　お問い合わ
　せください。

通 年
テラスのみ

　Mama'sGarden
隠れ家的な存在のお洒落なカフェレストラン。
クーポン：料金合計金額より100円引き
　　　　　（1,000円以上のお客様1組に限る）
tel:0279-84-3130   
http://mamas-garden.jp/ MAPⅠ.B-2

クーポン

　ハコニワ食堂
気楽に入れる雰囲気の小さなお店。価格をおさえながらも
素材にこだわり、一食一食丁寧に調理しています。
tel:090-9328-5476
https://www.haconiwa-kitakaru.com/ MAPⅠ.B-2

テラスのみ　パルコールつま恋リゾート
全長3200mのゴンドラで、大パノラマを満喫！！ MAP 広域マップ

　北軽井沢ブルーベリー狩園
　竹内ゴルフ／テニス
ワンちゃんと一緒にショートゴルフ&テニスが楽しめる。
ブルーベリー狩園はブルーベリー食べ放題！！
クーポン：貸しラケット100円引き・ショートゴルフ100円引き
　　　　 ブルーベリー狩園入館料100円引き
tel:0279-84-6040（ゴルフ受付）　
tel:0279-84-3273（テニス・ブルーベリー狩受付）
http://www5.wind.ne.jp/takeuti/ MAPⅠ.B-2

クーポン

クーポン

　美土里の洞
陶器の展示販売・体験教室では、オリジナルの器が作れます。
クーポン：陶芸教室料金 10％引き
tel:090-2932-8419　http://midori-hora.moo.jp/

MAPⅠ.B-1

クーポン

　ホテルグリーンプラザ軽井沢　
　奥軽井沢温泉～暁の湯 
温泉ご入浴中は、ドッグホテルで一時預かり（1時間600円・
要予約）も可能。
クーポン：日帰り入浴  大人1,300円→1,100円  3歳～小学生
　　　　650円→550円　※日帰り入浴受付時間  12：00～
　　　　23：00　※フェイスタオルのレンタル付。
tel:0279-86-4111　https://www.hgp.co.jp/karuizawa 

MAPⅠ.C-1

クーポン

MAPⅠ.C-1

　ホテルグリーンプラザ軽井沢　
　ドッグホテル「ペッドリーム」
宿泊はもちろん一時預かりも可能なドッグホテル。
ミニドッグランとわんちゃん専用露天風呂も有。
クーポン：宿泊とシャンプーをセットでご予約いただいた方は
　　　　10%割引
tel:0279-86-4411
https://www.hgp.co.jp/karuizawa

通 年
クーポン

　森のサンドイッチやさん  ハーバルT
自家製酵母のパンを使用したサンドイッチや
ジェラート、ケーキなどが楽しめる。
クーポン：お買い物をしていただいた方にハーブティー1杯サービス
tel:0279-84-6295   
http://www.herb-t.net/ MAPⅠ.B-2

クーポン

通 年テラスのみ

　　北軽井沢ゴルフクラブ レストラン バーディー
パターゴルフ・ショートコース・ドッグラン・
レストランなど遊びがいっぱいのスポット。
クーポン：各施設ご利用のお客様1名（又は1頭）につき100円引き
tel:0279-84-3504
https://www.slow-style.com/detail/584/index.html MAPⅠ.B-2

クーポン

　　嬬恋牧場／愛妻の鐘
愛妻の鐘を中心に絶景が見渡せるフォトスポット。ロケ地にもよく
利用され、600坪以上ある原野のワイルドドッグランもオープン。
クーポン：天ぷらそばをご注文のお客様にジョッキ牛乳（中）をサービス
tel:0279-97-3855   
http://www.tsumagoi.tv/ MAP Ⅳ

クーポン

テラスのみ

MAPⅠ.B-2

　D cafe
小鳥たちの音楽会が楽しめる癒しのカフェ。わんちゃんお水サービスあり。
クーポン：お会計から100円引き
　　　　（お食事をご注文された方1グループのみ対象）
tel:0279-84-1083　
https://d-cafe.jimdo.com/

クーポン

　森のらんぷ
わんちゃんグッズやガーデングッズのお店。
クーポン：5％OFF（但し手作り品は除く）
tel:0279-86-2052   
http://www.morinolamp.shop-site.jp

店内OK
通 年

MAPⅠ.C-2

クーポン

　鬼押出し園
浅間山の麓に広がる、溶岩の芸術。
クーポン：入園料100円引き
tel:0279-86-4141 MAPⅠ.C-2

クーポン

　SASH! international 
靴はもちろん、かわいい雑貨や小物まで揃う。
中庭でわんちゃんにお水のサービスもうれしい！
tel:0267-42-9283 MAPⅢ.A-1

　GREEN GRASS
軽井沢で35年以上続く
老舗ウエスタンショップ。
全てハンドメイドなので存在感も抜群！
tel:0267-42-6824 MAPⅢ.A-1

店内OK

　ＧＵＭＢＯ
信州牛100％のハンバーグが人気！
木陰の涼しいテラスでお食事ができます。
tel:0267-42-1766
http://www.e-gumbo.jp/

MAPⅢ.B-1

テラスのみ

　Magnolia
雲場池での散歩に疲れたら、ちょっとここで休憩。
tel:0267-41-1330 MAPⅡ.B-2

テラスのみ

　どんぶり菜時記 いろはな
旧軽井沢郵便局となりの
どんぶり専門店。北海道の海の幸や牛・豚肉
など厳選素材を使ったどんぶりが味わえます。
tel:0267-41-2300 MAPⅢ.A-1

店内OK
通 年

　　Hamy's  Cafe Dining & 
　　Collection
中部ヨーロッパの高原料理が堪能できるお店に
セレクトショップが併設された複合施設。
散歩途中で立ち寄るのもお薦め!!
tel:0267-46-8383 MAPⅡ.B-2

店内OK

　Ristorante A’dagio
シェフが自ら育てる自家製野菜を
使った料理が人気。
tel:0267-41-0228
http://www.adagio-karuizawa.com/

MAPⅡ.C-2

通 年
テラスのみ

　ベーカリー&レストラン SAWAMURA
毎朝焼き上がる香ばしいパンや、
ワインに合う欧風料理が味わえる
ベーカリー&レストラン。
tel:0267-41-3777
https://www.b-sawamura.com

MAPⅢ.A-1

通 年
テラスのみ　Plastic Tree

湯川ふるさと農園直営の本格イタリアンレストラン。
やさしいイタリアンが味わえます。
tel:0267-46-8566 MAPⅡ.C-2

店内OK 通 年

　腸詰屋軽井沢2号店
ハム・ソーセージの専門店。
ホットドッグのイートインコーナーもあり。
tel:0267-42-7696
https://www.chozumeya.jp/

MAPⅢ.A-2

テラスのみ

　ブラッスリーシュエット
フランス郷土料理を
お洒落にカフェテラスで。
tel:0267-42-0642
https://www.karuizawa-chouette.com/

MAPⅢ.A-2
通 年

テラスのみ

　 Miss Annabella（ミス アナベラ）
周りを別荘に囲まれた、
隠れ家的カフェ。
tel:0267-45-0056 MAPⅡ.C-2

店内OK

MAPⅢ.A-1

　川上庵
自家製粉して打つ風味豊かな蕎麦を
堪能できるお店。お洒落なテラスで
美味しい蕎麦をどうぞ！
tel:0267-42-0009
httpｓ://www.kawakamian.com/

通 年テラスのみ

　キッツビュール
軽井沢では珍しいドイツ料理店。
しつけができていれば店内ＯＫ！
tel:0267-42-1288
https://kitzbuehl.jp/ MAPⅢ.A-1

　カフェレストランPaomu
旧軽銀座を望むテラスで
名物「軽井沢プリン」やビーフシチューを。
tel: 0267-42-8061
https://www.paomu-karuizawa.com/

MAPⅢ.A-1

テラスのみ

MAPⅡ.C-2

　焼肉 迎賓館  爛燈
塩沢信号近くの焼肉店。
黒毛和種を中心とした良質なお肉が
リーズナブルな価格で味わえます。要予約。
tel:0267-41-0294

ランタン

店内OK
通 年

　レストラン&ペンションHot Dog
店内、テラス席わんちゃんとご一緒にお食事できます。
モーニング、ランチご利用いただけます。
tel:0267-31-6874
http://hotdog.boo.jp/ MAPⅡ.C-2

店内OK
通 年

　　　チャーチストリート
ペット同伴OKのショッピングモール。
tel:0267-41-2501
http://www.churchst.jp/ MAPⅢ.A-1

通 年

　トリックアートミュージアム
誰もが楽しめる体験型ミュージアム。ペットはリード付か
抱っこかケージなどご利用で入館可能。
tel:0267-41-1122
http://www.art-karuizawa.com MAPⅢ.A-1

通 年

　軽井沢･白糸ハイランドウェイ
軽井沢の本当の素顔が見れる森の中の道。
夏は白糸の滝イリュージョン、冬は氷柱白糸
イルミネーションをお楽しみください!!
tel:0267-31-0070
https://www.karuizawa-shw.com/

　軽井沢タリアセン
塩沢湖畔はワンちゃんとのデートスポットに
最適！！リードの着用は忘れずに。
tel:0267-46-6161
http://www.karuizawataliesin.com/

MAPⅡ.C-3

テラスのみ　スイーツランベルセ
自家製プリン・ケーキ・焼き菓子の販売。パフェ・
パンケーキ・デザートランチなどカフェメニューも充実。
クーポン：1,000円以上購入の方シフォンケーキ又は焼き菓子1個プレゼント
tel:0279-82-1534
https://renverser.net/ MAPⅠ.B-2

クーポン

　　　DOG DEPT GARDEN 
　　　KARUIZAWA
広大な敷地の中にホテル・ショップ･カフェ･ドッグラン
を併設。
tel:0267-48-3910
https://www.dogdepthotel.co.jp/

MAPⅡ.A-3

店内OK

　BIRDIE軽井沢店
犬・猫用のオリジナルグッズが豊富な人気店。
クーポン：3,000円以上のお買い物をされた方に
　　　　 軽井沢おみやげプレゼント
tel:0267-41-1553
http://www.karuizawa-birdie.net

MAPⅡ.A-2

クーポン

　CROSS ROADS
ミリタリーカジュアルウェアのお店。
メンズ・レディース・キッズ・ワンちゃん物
まで揃い、愛犬とペアでドッグタグも作れます。
クーポン：料金5％OFF
tel:0267-45-1819 MAPⅡ.C-1

通 年
クーポン

北軽井沢エリア　お店情報

軽井沢エリア　お店情報

イベント多数有。
各HPよりご確認ください。

北軽井沢
わんにゃん
ネット

・一枚で5名様まで有効
・クーポンの内容は予告なしに変更になる
　場合がございます。
・転写禁止　　　

※有効期限／2022.12.31

・一枚で5名様まで有効
・クーポンの内容は予告なしに変更になる
　場合がございます。
・転写禁止　　　

※有効期限／2022.12.31

・一枚で5名様まで有効
・クーポンの内容は予告なしに変更になる
　場合がございます。
・転写禁止　　　

※有効期限／2022.12.31

・一枚で5名様まで有効
・クーポンの内容は予告なしに変更になる
　場合がございます。
・転写禁止　　　

※有効期限／2022.12.31

・一枚で5名様まで有効
・クーポンの内容は予告なしに変更になる
　場合がございます。
・転写禁止　　　

※有効期限／2022.12.31

　Piggies（ピギーズ）
川のせせらぎを耳に、木のぬくもりを感じながら、手作りの軽食や
ケーキをどうぞ。水辺のドックランもご利用ください。
tel:0279-82-1673　
　 Piggies@tsumagoi.cafe MAPⅠ.B-2

テラスのみ

MAPⅠ.B-1

　フォークローバー北軽井沢
庭のある小さな雑貨店。不定休につきホームページでご確認を。
クーポン：お1人様2,000円以上のご利用で5％割引
tel:0279-86-5191
https://four-clovers.wixsite.com/index

クーポン

　Sumire House
トルティーヤ＆ドッグガーデンのお店。ワンちゃんと一緒に
お食事をお楽しみください。
tel:0279-82-5665
https://sumire-house-tortilla-dogarden.business.site/

MAPⅠ.B-2

店内OK

MAPⅡ.C-2

　Rolling Pin
ペット同伴OKのカフェ＆軽食のお店。
人気の手作りアメリカンパイの他、サンドイッチ
やカレーが楽しめます。
tel:0267-45-3081
　 「ローリングピン」で検索

店内OK

テラスのみ

　　RITA'S RANCH 南軽井沢
愛犬と過ごせるグランピングやカフェ、ドッグ
ランが楽しめる南軽井沢の自然に囲まれた
リゾート施設。お電話でご確認を。
tel:0273-81-8017
ritas-ranch.com

MAPⅡ.A-3
通 年
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碓氷
軽井沢IC佐久IC

軽井沢

伊香保町

吾妻線

パラダ
信越
本線

しなの鉄道

上信越自
動車道

軽井沢
しなの鉄道

上信越自
動車道

群馬県

長野県

144

145

146

18

292 292

Ⅳ

パルコール
つま恋リゾート
パルコール
つま恋リゾート

羽根尾羽根尾

広域マップ


