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①上諏訪駅前酒 Bar 慕情 蓮や（はすや）【レストランバー】 １５席 

電話：0266(58)0881 営業時間：18:00～27:00（LO26:30） 金・土・祝前日 18:00～29:00（LO28:00） 定休日：火曜日 

非日常感にあふれた不思議なバー。 

アジアンテイストな料理にベトナムやタイ、ラオス、

韓国などアジア各国をはじめ、世界のお酒もそろって

います。 

諏訪地域では珍しいカールスバーグの生もあります。  

【おすすめ！】 

トムヤム風アサリのフォー 

炙りベーコン 

ベトナム風春巻き 

ピリッとシーザーサラダ 

 

②９９９匹の羊 【イタリアン＆スパニッシュ】 ５０席  

電話：0266(58)0059 営業時間：火～土 17:30～22:30（LO22:00）・日曜日 17:30～21:00（LO20:00） 定休日：月曜日（日曜日休の場合あり） 

ワインと小皿料理が気軽に楽しめるお店。 

信州ハーブ鶏や信州ポーク、自家製オーガニック野菜

など、素材にもこだわったオリジナル料理とハウスワ

インを楽しめます。 

  

【おすすめ！】 

厚切りベーコンといろいろキノコのキッシュ 

そば粉のガレットサラダ仕立て 

濃厚チーズペンネ 

 

③焼き鳥酒房 鳥せん【焼き鳥・居酒屋】 ６０席 

電話：0266(56)2370 営業時間：17:00～23:00 定休日：日曜日・祝日 

本格炭火焼き鳥の専門店で厳選した鶏肉を備長炭で

しっかりと焼き上げます。 

ビルの３階にあり、ゆったりとした席配置でゆっくり

と焼き鳥を楽しめます。 

  

【おすすめ！】 

つくね（ヒシの実入り） 

串コース 

鳥スープ 

 

④ごちそう処 きむら【定食＆居酒屋】 ３０席 

電話：0266(57)5840 営業時間：17:00～22:00 定休日：火曜日 

お酒も楽しめる、定食＆居酒屋さん。 

明るい洋風店内で、料理は定番の和食や中華料理を始

めとし、季節の野菜を使った創作料理があります。 

食事だけでも大丈夫です。 

  

【おすすめ！】 

カツ丼 

きむら特製サラダ 

 

⑥飲喰処 ばんや【居酒屋】 １２０席 

電話：0266(57)0713 営業時間：17:00～24:00 定休日：日曜日 

安くて美味しいお料理と、元気のあるスタッフがいる

お店。 

郷土料理から定番の居酒屋メニューまで勢ぞろい。 

頼み過ぎると大変（？）になりますので、様子を見な

がら追加注文がおすすめ。  

【おすすめ！】 

鹿のたたき 

ばんやオムレツ 

びっくりもやし炒め 

 

⑦並木はちコー【居酒屋】 １５席 

電話：0266(58)1500 営業時間：17:00～23:00 定休日：日曜日 

築地直送の海鮮を中心に、オリジナルのおつまみと 

いろいろな種類のお酒。 

おいしいものを少しずつリーズナブルに！のちょい

のみスタイルのお店です。 

鳥梅焼き鳥コーナーからメニューの取り寄せ可。  

【おすすめ！】 

築地直送の旬の魚介類（仕入れ状況による） 

メニューには載っていない「かくし酒」 

⑧鳥梅やきとりコーナー【焼き鳥・居酒屋】 ３０席 

電話：0266(52)3288 営業時間：17:00～22:00 定休日：月曜日 

昔ながらの焼き鳥屋さん。 

専門店ならではの希少部位もあり、注文してから炊き

上げる釜飯もおすすめ。 

とってもアットホームな雰囲気です。 

 

【おすすめ！】 

各種焼き鳥 

とりなんこつあげ 

釜飯 

 

  

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 



⑨居食酒屋 朱珠【居酒屋】 ３０席 

電話：0266(53)5833 営業時間：17:00～23:00 定休日：月曜日 

裏通りにあり、隠れ家的なお店。 

５０種類以上のフードメニューとお酒を飲める人も

飲めない人も楽しめるドリンクメニュー（手作りの梅

酒やビネガードリンクなど）も用意されています。 

 

【おすすめ！】 

温泉卵とパリパリポテトのシーザーサラダ 

ビネガードリンク 

 

 

⑩飲み食い処 ひなた【おでん・居酒屋】 ３０席 

電話：090(5514)2901（店主携帯） 営業時間：17:30～気分次第 定休日：日曜日 

おでんの美味しいお店。 

特に大根は味が染みて「でかい」のでご注意を！ 

（１/２本くらいの大きさです。） 

オリジナルのネギ味噌をつけてお召し上がりあれ！ 

 

【おすすめ！】 

大根 

おでん各種 

 

⑪幸彩酒房鳥せん【焼き鳥・居酒屋】 １５席 

電話：0266(52)0891 営業時間：18:00～23:00 定休日：日曜・木曜・祝日の月曜日 

③の鳥せんさんが「表鳥せん」なら、こちらは「裏鳥

せん」。 

カウンター＋座敷のこじんまりとしたお店で、静かに

落ち着いて焼き鳥を堪能したい場合におすすめです。

 

【おすすめ！】 

各種焼き鳥 

 

⑫大手ワイン食堂 ビッケ【洋風居酒屋】 ３０席 

電話：0266(58)8003 営業時間：18:00～26:00 定休日：水曜日 

お値打ちで美味しいワインを気軽に楽しめる居酒屋

感覚のダイニング。 

料理はワインに合うフレンチ＆イタリアンの創作料

理です。 

 

【おすすめ！】 

自家製のお刺身スモーク 

若鶏の塩焼き 

ペンネゴルゴンゾーラ 

 

 

⑬MACHAERS（マイケルズ）【バー・ダーツ＆プールバー】 ３０席 

電話：0266(57)2334 営業時間：１F（バー）・20:00～30:00、2F（ダーツ＆プールバー）・20:00～28:00 定休日：無休 

１階はカラオケも楽しめるバーで、300 種類以上もの

洋酒と生ビールなど、酒類が豊富に揃っています。 

２階はダーツ＆プールバー。 

初心者の方でも、スタッフにお声掛けいただければル

ールなど詳しく説明してくださいます。  

【おすすめ！】 

ロールタコス 

カルボナーラ 

マイケルズパフェ 

 

 

⑮宴屋 とんぼ【居酒屋】 １００席 

電話：0266(53)4800 営業時間：17:15～23:30 定休日：月曜日 

庶民派の居酒屋さん。 

もつ鍋と串にこだわりを持っています。 

オールマイティーな料理とお酒の揃ったお店です。 

 

 

【おすすめ！】 

串系（串焼き、串揚げ） 

黒毛和牛のもつ鍋 

牛すじ煮込み 

 

⑯龍 Dragon Night【居酒屋】 １２０席 

電話：0266(53)3553 営業時間：17:00～24:00 定休日：日曜日（日曜日が祝日の場合は翌月曜日） 

遊び心たっぷりの居酒屋さん。 

こだわりの泡盛とアツアツメニューの数々。 

締めはガーリックライスかカニレタスチャーハンで。

 

【おすすめ！】 

プレミアム信州牛ステーキ 

スペイン産切りだし生ハム 

ガーリックライス 

 

 

 



 

⑰鉄板焼き わけしめ亭【お好み焼き・鉄板焼き】 ４０席 

電話：0266(53)8355 営業時間：17:30～23:00 定休日：月曜日・第３日曜日 

お肉や新鮮野菜、海鮮類を目の前の鉄板で素材を活か

した味でお楽しみいただけます。 

お座敷席では自分たちで焼くことができます。 

豊富な種類のお好み焼きを地酒と共にリーズナブル

にお楽しみいただけるお店です。  

【おすすめ！】 

クロックムッシュ玉（ハム・チーズ・トマト入） 

もちチーズ玉 

ソース焼きそば 

 

⑱板前キッチン 兎【居酒屋】 １５席 

電話：0266(78)8939 営業時間：17:30～22:30 定休日：月曜日 

国産肉や地元の旬の野菜など、厳選食材を使った料理

を和食をベースにイタリアンや中華の遊び心をプラ

スして手は暇を惜しまない料理を提供しています。 

こじんまりとアットホームな感じのお店です。 

  

【おすすめ！】 

国産鳥松本Ｂ級グルメ 

 

⑲沖縄料理 ちゃーがんじゅー【沖縄料理・居酒屋】 ４０席 

電話：0266(52)5220 営業時間：17:30～25:00 定休日：不定休 

本格的な沖縄料理を楽しめるお店。 

アットホームな雰囲気で元気なスタッフが出迎えて

くれます。 

もちろん飲料も、オリオンの生ビールや泡盛が揃って

います。  

【おすすめ！】 

グルクンのから揚げ 

沖縄そば 

ゴーヤチャンプルー 

 

⑳居酒屋 いいじゃん【居酒屋】 ３０席 

電話：0266(78)7721 営業時間：17:00～25:00 定休日：月曜日 

信州食材＆缶詰＆インスタント食品を使った創作料

理をリーズナブルに味わえます。 

その他居酒屋メニューもあります。 

 

  

【おすすめ！】 

山賊揚げ 

 

㉑くらすわ【洋食】 １４０席 

電話：0266(52)9640 営業時間：17:00～22:00 定休日：不定休 

養命酒酒造の直営店。 

独自の飼料（養命酒の残さなど）を使って飼育した信

州十四豚（ジューシーポーク）や旬野菜を使ったメニ

ューと、諏訪湖を眺めながら食事をできるのがおすす

め。  

【おすすめ！】 

十四豚骨付きロース肉のグリル 

採れたて野菜のバーニャカウダ 

タジン鍋（黒・赤・黄） 

※季節によってメニューが変わります。 

 

㉒多国籍バル GadoGado【多国籍料理】 ３０席 

電話：0266(75)5324 営業時間：18:00～ミッドナイト 定休日：月曜日 

多国籍バル GadoGado では、様々な国の料理とお酒を

リーズナブルに楽しめるお店。生ビールはハイネケン

S380 円/M480 円/L680 円、シェリー酒もあります。 

 

【おすすめ！】 

タンドリーチキン 580 円～ 

レバーパテ 480 円～ 

グリーンカレー580 円 

林檎キャラメリゼロールアイス 350 円 など 

 

 

 

 

 

  




