
おかや お宝いち
【メイン会場】 ララオカヤ1階

岡谷エリア 2月8日 土

かみすわ をかしまつり
～ラストチャンス！ すわのおいしいスイーツを楽しもう～

&ヨンサタ クラフトフェア【メイン会場】 スワプラザ1階

上諏訪エリア 2月15日 土

春まちカフェ 2014
【メイン会場】 茅野駅前ビル ベルビア

茅野エリア 2月22日 土

しもすわコタツカフェ
【メイン会場】 下諏訪町御田町 平和館、伏見屋邸

下諏訪エリア 3月1日 土

やっぱ オーロラ原村マーケット
【メイン会場】 八ヶ岳自然文化園

原村エリア 3月2日 日

なつかし あたらし あったか市
【メイン会場】 富士見駅前商店街まわり 他

富士見エリア 3月8日 土

“いとをかし”
 ＝とっても面白い
　 とってもお菓子

さいかちゃん

Suwaichi 2014

ウキウキ、ワクワク、春はもうスグ…

諏訪をまるごと味わおう！
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スワ人は昔からコタツに中りながら『漬物』と『珈
琲』『和菓子』『ケーキ』『みかん』でお茶します。
コタツで、下諏訪流 お・も・て・な・し をゆったり
楽しみませんか。

今年の「スワいち」は、諏訪エリア6会場を毎
週末巡回して開催！ スワの“いとをかし”な
スイーツやグルメを1ヶ月でまるごと味わっ
ちゃいましょう！

※掲載情報は12月20日現在のものです。イベント内容・参加出店者・スケ
　ジュールなどは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

0266–72–6022

0266–73–5352

スワいち 2014
開 催 エ リ ア
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20

20

142

14

16

2

下諏訪エリア 3月1日 土

しもすわコタツカフェ

【時間】 10:00̶15:00

【会場】 下諏訪町御田町 平和館、伏見屋邸

岡谷駅界隈に岡谷のお宝がいとをかしく大集合！ 
今年はお菓子・おすすめ土産品のみならず、もの
づくりフェアも同時開催！！

岡谷エリア 2月8日 土

おかや お宝いち

【時間】 10:00̶16:00

【会場】 岡谷駅前 ララオカヤ1階

すわのお菓子が大集合！ 今年も登場！「をかしなプレ
ミアムクーポン券」。いろんなお菓子屋さんの定番ス
イーツから新作お菓子、パンが当日会場に大集合！ 
あれも食べたい！ これも食べたい！ 幸せ！

上諏訪エリア 2月15日 土

かみすわ をかしまつり
～ラストチャンス！ すわのおいしいスイーツを楽しもう～

＆ヨンサタ クラフトフェア

【時間】 10:30̶16:00

【会場】 スワプラザ1階

さいかちゃんからの

お ね が い
各会場周辺の駐車スペースには限り
があるので、移動はなるべくバス・電
車等の公共交通機関をご利用くださ
　　　　　い。ご協力をよろしくお
　　　　　ねがいします！

会場でのお買い物にはぜひ

マイバックやマイタッパー
をご持参くださ～い♪

をかしな
プレミアムクーポン券
上諏訪会場内でお得にゆったり楽しめ
る「をかしなプレミアムクーポン券」を
発行します！

 

0266–52–3267
www.suwasupply.com

【前売り価格】 900円
当日1,000円

お菓子クーポン
下諏訪の会場で使える2枚つづりの
クーポン券です。2会場を廻って、しも
すわのお菓子が楽しめます！

0266–27–8455

【前売り価格】 600円
当日700円

K A M I S U W AO K AYA

春まちスイーツプレート券
毎年大好評！好きなお菓子を3つ選ん
であなただけのオリジナルスイーツプ
レートをお楽しみください。

【前売り価格】 500円
当日600円
（2014年2月1日より販売開始）

NPO  0266–24–2391
  

好評！をかしバイキング
お菓子・お飲物など4品と交換できるお
得なクーポンを販売！

【前売り価格】 800円
当日900円　（2014年1月8日頃より販売開始）

C H I N O S H I M O S U W A

あ た

【クーポン販売店】栄泉菓子店、甘陽堂、中村屋、晴
山堂茶寮、精良軒、つるや、白樺、製ぱん店Syu、ラ
ラおかやチャレンジ広場、リトルビーンズ、アイズ

【クーポン1】CaféTacのおいしい珈琲と洋
菓子2つ【クーポン2】Ric-caféのおいしい
珈琲とお好きな和菓子2つ



FUJIMI Sta.
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DANLODANLO

美味しいものたべて、きれいになって、笑って、
癒されて……元気になる！！ そんな贅沢なイベント
「春まちカフェ」が今年も1日限定オープン。

茅野エリア 2月22日 土

春まちカフェ 2014

【時間】 10:30̶16:00

【会場】 茅野駅前ビル  ベルビア

八ヶ岳をぐるっと囲む、まさしくオーロラのような
おいしい、たのしいマーケット！ 今年はひなまつ
りスペシャル！

原村エリア 3月2日 日

やっぱ オーロラ原村マーケット

【時間】 10:00̶15:00

【会場】 八ヶ岳自然文化園

老舗とこだわりの新店が新しいけど懐かしい市を
開きます

◎ オステリア・アジアート …… 商店街から徒歩 8 分
◎ キャトルセゾン …… 商店街から徒歩 6分
◎ おぐさんち …… 商店街から車で 7分
詳しくは当日配布の富士見エリアチラシをご覧ください

富士見エリア 3月8日 土

なつかし あたらし あったか市 

【時間】 10:00̶16:00

【会場】 富士見駅前商店街まわり 他
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LCV FM769

12:00 13:00

12 00 13 00

LCV FM放送で
各会場の魅力を知ろう！

金曜日はスワが面白い

www.kinsuwa.com

スワいちを
楽しむ案内所開設！

kimonokotohajime@gmail.com

着物ワークショップ
スワいちを着物でそぞろ
歩いてみよう！！

着物一式持ち込みの場合
【お1人様】 1,000円
一部レンタル・フルセットレンタルも可（有料）

F U J I M I

今年のスワいちは岡谷から富士見まで毎週末開催。
各会場の楽しいイベント内容をより詳しく知って、
楽しんでいただくために、特設ブースを設置します。
お得な前売り券の発売、会場別の詳しいチラシなど
ワクワクをアピール！！ お買いもののついでに覗い
てください。スワいちだからこそできる、6市町村の
こだわりと、魅力満載のイベントを楽しむポイント
極意を手に会場を訪れましょう！！

  受付：2/22まで 【場所】 大丸屋

商店街以外の会場

会場周辺の道路が
雪の影響で通行しにくい可能性が
ありますので、案内看板の順路での
ご来場をお勧めします

着物を気軽に着てみたい気持ちを応援するユニット
「キモノコトハジメ」が着付けをお手伝いします

100倍



2月8日 10:00̶16:00土

おかや お宝いち

【会場】 岡谷駅前 ララオカヤ1階

すわのいろんなお菓子屋さんの定番スイーツから新作お菓子、
パンが大集合！ あれも食べたい！ これも食べたい！ 幸せ！
是非、ご来場ください。

岡谷駅界隈に岡谷のお宝がいとをかしく大集合！ 今年はお
菓子・おすすめ土産品のみならず、ものづくりフェアも同時
開催！！

かみすわ をかしまつり
～ラストチャンス！ すわのおいしいスイーツを楽しもう～

＆ヨンサタ クラフトフェア
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2月15日 10:30̶16:00土

【会場】 スワプラザ1階

上
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すわのお菓子大集合！
和菓子・洋菓子、パン。諏訪のいろんなお菓子屋さんの定番スイー
ツから新作お菓子が当日会場に大集合！ あれも食べたい！ これ
も食べたい！ 幸せ！

01

をかしまつり
岡谷のお菓子屋さん・パン屋さんのおいしいものがお買い得！

01

岡谷市みやげ品販売会
岡谷のこだわりの逸品や、観光協会推奨品が大集合！

02

クラフトフェア
レザー・陶器・木工品など作家ご自慢の品を展示即売！

03

あきん堂フェア
Yahoo!ショッピング内の「あきん堂」では、諏訪地域のガンバル
お店・会社のオススメ商品を全国に向けて好評販売中！ ネットで
の人気商品がこの日はネットよりお得にお買い物いただけます。

04

姉妹都市物産フェア
岡谷の姉妹都市「静岡県東伊豆町」の海産物など数量限定販売！

05

お福の日
【場所】 ララオカヤ1階、童画館通り商店街
童画館通りのお買い得や美味いもんがいっぱい！！

06

おかや ものづくりフェア2014
【場所】 ララオカヤ2階、テクノプラザおかや
ものづくり体験コーナー、ものづくり実演、企業展示など

07

をかしL IVE
甘味にまつわるエトセトラ。お
うちでできるおいしいスイーツ
づくりのコツをプロの職人が
お教えします！ 他、楽しいうれ
しいLIVEステージ。

02

「たかしまん」の宝投げ！
【時間】 10:30～
まちを元気にするポイントカード「すわともカード」の公式キャラ
クター「たかしまん」が開幕式でお宝放出！乞うご期待！

03

【主催】 NPO法人 維新塾、童画館通り商業会、岡谷菓子組合
【協力】 岡谷観光協会、岡谷TMO、ほか

NPO  0266–24–2391  問
い
合
せ

【主催】 第8回すわ をかしまつり実行委員会
【共催】 諏訪商工会議所、諏訪TMO

 0266–52–3267問
い
合
せ

当日会場内でお得にゆったり楽しめる「をかし
なプレミアムクーポン券」を発行します！
（1,100円分使える限定500セット）

お菓子・お飲物など4品と交換できるお得なクーポンを販売！

をかしな
プレミアムクーポン券

好評！をかしバイキング

【前売り】900円　【当日】1,000円
※前売り券についての情報は、マップ面記載の「要事前予約
　情報」欄をご確認ください

【前売り】800円　【当日】900円
※前売り券についての情報は、マップ面記載の「要事前予約情報」欄を
　ご確認ください

当
日
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、各
会
場
・
店
舗
へ
の
お
問
い
合
わ
せ
は
事
前
に
お
願
い
し
ま
す
。



ランチと珈琲

下諏訪町立町3528–8  根津八紘美術館1F 定休日（火）
0266–78 – 6270

【主催】 春まちカフェ実行委員会　【共催】 ベルビアバラック通り商店街
【後援】 ベルビア名店会、茅野TMO

0266–72–6022

0266–73–5352
問
い
合
せ

【主催】 NPO法人 匠の町しもすわあきないプロジェクト、御田町商業会青年部、
下諏訪町立博物館

NPO  

0266–27–9033
問
い
合
せ

美味しいものたべて、きれいになって、笑って、癒されて…
元気になる！！ そんな贅沢なイベント「春まちカフェ」が今
年も1日限定オープン。

春まちカフェ2014
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2月22日 10:30̶16:00土

【会場】 茅野駅前ビル ベルビア

茅
野
エ
リ
ア

春まちチームパレット
【場所】 ベルビア2階 市民スペース

美、ヒーリング、クラフトなどをお楽しみください。

01

1日限定 ベルビア中が“いとをかし”
【場所】 ベルビア全館

ジャグリング、手品、占いなど…ベルビア内のどこかに“いとをか
し”な空間が出現します。

02

春まちコンサート
【場所】 ベレックステージ

03

毎年大好評！ 好きなお菓子を3つ選んであなただけのオリジ
ナルスイーツプレートをお楽しみください。

春まちスイーツプレート券

【前売り】500円　【当日】600円
※前売り券についての情報は、マップ面記載の「要事前予約情報」欄を
　ご確認ください

しもすわコタツカフェ
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3月1日 10:00̶15:00土

【会場】 下諏訪町御田町 平和館、伏見屋邸

下
諏
訪
エ
リ
ア

伏見屋邸カフェ～雛祭り共催～
【場所】 伏見屋邸

手作り雛が満載です。これは必見。手作り漬物もうれしい。この
日限り、【お菓子クーポン券2】のご利用で、Ric-Caféのおいし
い珈琲とお好きな和菓子を2つ選べます。春の陽をあびる縁側
でゆっくりしませんか。

01 みたまちこたつみかんカフェ
【場所】 みたまち平和館

商店街のおかみさんたちの手作り漬物とお汁粉、お雑煮と洋菓
子を販売！ みかんの乗ったコタツでほっこり楽しみませんか？ 
【お菓子クーポン券1】のご利用で、Café Tacのおいしい珈琲と
洋菓子を2つ選べます。

02

伏見屋邸 吊るし雛展示
【場所】 伏見屋邸　【期間】 2月15日～3月31日

上記期間中、伏見屋邸では吊るし雛の展示をおこなっています。
3月2日は甘酒サービスもあります！
【お問い合わせ】 伏見屋邸 ☎0266‒27‒3441

03

下諏訪の会場で使える2枚つづりのクーポン券です。2会場
を廻って、しもすわのお菓子が楽しめます！

お菓子クーポン

【前売り】 600円　【当日】700円

◎ちのエキナカイチ
　 【会場】茅野駅前コンコース

◎ベルビアこどもまつり
　 【会場】ベルビア1階

共催イベント

※前売り券についての情報は、マップ面記載の「要事前予約情報」欄を
　ご確認ください

あ た
スワ人は昔からコタツに
中りながら「漬物」と「珈
琲」「和菓子」「ケーキ」「み
かん」でお茶します。手作
り漬物とお好きなお菓子
を選んで、こたつで、下諏
訪流お・も・て・な・しを
ゆったり楽しみませんか。



広 告
☎0266‒27‒8455

【主催】 スワいち原組　【共催】 八ヶ岳自然文化園
【後援】 原村、原村商工会、原村観光連盟　【協力】 尽日舎、星空の映画祭、
八ヶ人

0266–74–2681問
い
合
せ

【主催】 スワいち富士見　【協力】 富士見菓子組合、富士見太鼓保存会、フジモ
リ写真館、イチジュウ、名取木工所、みやこし、36、カフェ小舟、miwa、大丸屋、
JR富士見駅

0266–62–8626問
い
合
せ

原村をはじめ、八ヶ岳のとっておきをぎゅっ！と詰め込みまし
た！ 2,500円相当のスワいち限定商品を、当日限り2,000
円・15個限定で販売します！ 予約なしの当日販売のみです
ので、お早めに！（事前予約はありません）

当日限定 ひなまつり福袋！

【当日のみ】 2,000円

八ヶ岳をぐるっと囲む、まさしくオーロラのようなおいしい、
たのしいマーケット！ 今年はひなまつりスペシャル！

やっぱ オーロラ原村マーケット
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3月2日 10:00̶15:00日

【会場】 八ヶ岳自然文化園

原
村
エ
リ
ア

オーロラ原村マーケット
【場所】 八ヶ岳自然文化園内 大研修室

原村産はじめ八ヶ岳の厳選素材を使用した天然酵母パンや焼き
菓子などのおやつ、農産物、ドリンク、あったかーいスナックなど
など。今年も八ヶ岳周辺のおいしいものをまるごと楽しんでくだ
さいね！ マイバッグは大きめで。

01

こども市
【場所】 八ヶ岳自然文化園内 小研修室

子ども達のイマジネーション、冬の高原で大爆発！ 大人の出店
にも負けない、アイデアと手作り感あふれる村内最大規模のこど
も市、今年も出現！

02

クラフトマーケット
【場所】 八ヶ岳自然文化園内 大研修室

手作りがやさしい、八ヶ岳周辺のクラフト作品が並びます！ 
日々の暮らしの中で使える、とっておきのひと品を探してみま
しょう！

03

あったまろう！ スペシャルライブ
【場所】 八ヶ岳自然文化園内
　　　 屋内特設ステージ

04

手仕事による丁寧なもの作り…イイものウマイもの…老舗と
こだわりの新店が新しいけど懐かしい市を開きます。

なつかし あたらし あったか市
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3月8日 10:00̶16:00土

【会場】 富士見駅前商店街まわり 他

富
士
見
エ
リ
ア

第4回 みんなで写ろう
誰でも大集合写真撮影会＆
富士見太鼓の演奏＆ライブ
【場所】 富士見駅前広場　【時間】 11:00～

スワいち富士見恒例！ 知らない人でもイイじゃない！ みんな一
緒に1枚の写真に写ろう！

01

富士見ごはん＆おやつ通り
【場所】 富士見駅前商店街＆各参加店

スワいち富士見はお昼ご飯とおやつが充実！ 各店各会場でスペ
シャルメニューや特別割引き、限定販売などをご用意していま
す！ 予約が必要なものもありますので、詳しくは「富士見エリア
チラシ」をGET！

02

春じたく手づくり雑貨いちば
【場所】 富士見駅前商店街＆各参加店

冬ごもりして丁寧に手づくりした雑貨たちを各店でおひろめ！ 
掘り出し物を探しに富士見にGO！ 限定マリコもいるわよん♥

03

ゆるキャラ黎明期の人気者
セロリンも来るよ！

参加無料



オープンしたてのカフェ、コミュニティなカフェ、老舗カ
フェなどなど個性様々なカフェを冬のズーラ期間中に訪
ねてください。各店舗腕をふるってのズーラスペシャルメ
ニューをご用意しています。ちょっと足を伸ばして旅気
分でカフェめぐりをお楽しみください。

18時開店～21時閉店3時間だけの
幻のバーです。500円の前売り券で
どの日程でも来店OK。当日券は
600円。1杯召し上がったあとは、
お好きなお酒をお買い上げいただ
き、飲みかけはお持ち帰りOKです。
南三陸町からの「復興マドレーヌ」
も販売します！
★お酒を飲むイベントのため送迎いたします。
下諏訪駅または上諏訪駅のどちらかを選んで
お申し付けください。

長野県諏訪郡下諏訪町南高木10616－66
☎0266‒27‒7440
【定休日】月曜

スワいち開催中の1ヶ月に各店舗の特色を活かしたさまざまなイベントが行われます！ 昨年に引
き続き、夜のスワいちも開催するよ！ 仲間を誘って出かけよう！スワいちウィーク＆夜のスワいち

コラボ企画

カンパイ！

http://goodnews.jpn.com
☎0266‒54‒7210

カフェを旅して♥諏訪めぐり

 2013 12 1 2014 2 23
 12/29 1/4

 8

 1 3,000 4

ほっとサロン心和 （ここわ）

 0266–23–5434

季節のケーキとコーヒーまたは紅茶

Ric-café （リッカフェ）

 0266–78–6270

808Kitchen&Table

 0266–70–2055

甘味カフェ 夕香亭 蓼科店

 0266–75–5070

やおや

冬のシフォンケーキとブレンドコーヒーか
紅茶orジュース

お好きなデザート2品＆ドリンク1杯
（テイクアウトOK）

夕香亭のおしることコーヒーのセット

Café Tac

 0266–75–5315

プティガレットのキャラメルバニラ

煎豆茶亭 （こうひいてい）

 0266–52–0068

古民家カフェ おぐさんち

 0266–55–4620

こて絵 天香館内 カフェ天香

 090–1829–6641

本金酒造のシフォンケーキとオリジナル
ブレンドコーヒーか紅茶

ショートケーキor焼きたてアップルパイに
珈琲または紅茶

ふわふわ手づくりシフォンケーキと天香館
ブレンドコーヒーか紅茶

 

 4 OK

 

酒屋の日替わりホットバー

本格イタリア料理とレストランなら
ではの、とろける・冷たい・暖かい2
皿のデザートが付いたこの日限りの
ランチコースで優雅なひとときを。

長野県諏訪市大手2‒16‒12
☎0266‒53‒0021
【定休日】日曜
http://danlo.net

をかしまつり特別
限定デザートランチ

大人のためのライブハウス遊び。茅
野駅ビル「ベルビア」地下1階の
「the Piano Man」。ドリンク片手
に極上の音楽を楽しむ。2月から3
月、月2～3回のライブイベントを開
催します。詳しくは、
グッドニュースの
ホームページを
ご覧ください。

やっぱり“生音”はイイ！！

【予約】 前日までにご予約ください

【参加費】 3,150円

【開催日】 2月15日（土）

【時間】 11:00～／13:00～

【予約】 不要

【開催日】 2月8日（土）、14日（金）、
　　　　 21日（金）、28日（金）

【時間】 18:00～21:00

節分にちなんで“豆”腐を中心とした
特別コース料理をご用意します。

長野県諏訪市諏訪1‒2‒4
☎0266‒52‒3267
【定休日】不定休

春よ来い 福よ来い 節分限定
「豆腐づくしコース」

【予約】 要予約

【参加費】 4,000円

【開催日】 2月3日（日）

【営業時間】 11:00～14:00
　　　 　　17:00～22:00
　　　 　　（ラストオーダー 21:30）

アンの家「ダジャレ倶楽部」より、今
年の干支「午」か「お菓子」のダジャ
レ募集！（2/15会場にて発表。選者：す
わこ八福神）　当選者にはアンの家オ
リジナルどら焼きプレゼント！ さら
に、期間中お買い上げの方に「すわ
ともカード」ポイント2倍！

長野県諏訪市諏訪１丁目２－２
☎0266‒52‒1076
【定休日】日曜
www.annes-house.net

“をかしなだじゃれ”で
心も街も活性化

【応募方法】 FAX（52‒1092）または
　　　　　 店頭でご応募ください。

【開催日】 2月7日（金）～14日（金）

【時間】 10:00～19:00

小顔リンパマッサージのあと、極上オ
イルを使ってお顔をストーンでオイ
ル蒸し。つやつや素肌のできあがり♪

長野県諏訪市大和3-14-3
☎0266‒57‒3677
【定休日】なし
www.mineral-salon.com

フェイシャル
ホットストーンオイルリンパ

【予約】 要予約

【参加費】 2,000円 （60分）
　　　　 ※メイク付き

【開催日】 2月初旬～3月中旬

【時間】 10:00～19:00
　　　　 （19時スタートのご予約も可能です）

足湯に入りながら蔵の中でゆっくり。
防寒着で庭を眺めながら、ぜんざい、
お汁粉を食する会です。

長野県諏訪郡富士見町落合9942-1
☎0266‒62‒7040
【定休日】日曜

スワいち限定
特別デザートランチ

「いとをかしコース」

【予約】 要予約

【参加費】 3,000円

【開催日】 3月8日（土） 

予約のとれない超人気イタリア料理
店が、この日限りのスペシャルランチ
コースをご用意します。なんとメイン
がデザート！？ 早い者勝ちです！

【主催】 丸多田中屋
長野県諏訪市諏訪2‒10‒23
☎0266‒52‒0122

足湯でゆっくり

【予約】 不要

【参加費】 800円（ぜんざい、お汁粉代）

【開催日】 2月15日（土）
　　　　　 ※他の日も予約OK。要問合せ

【時間】 10:00～16:00
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岡谷エリア

下諏訪エリア

上諏訪エリア

茅野エリア

原村エリア

富士見エリア

NPO法人 維新塾／NPO法人 霧ヶ峰基金／金スワ／サロン「しもすわ」／諏訪あるきテクト／スワいち原組／諏訪圏フィルムコミッション／諏訪サプリ／諏訪市菓子組合／諏訪市本町二丁目商業会／
諏訪産業集積研究センターSIARC／スワッシュプロジェクト／諏訪鉄道倶楽部／NPO法人 匠の町しもすわあきないプロジェクト／発達障害児・者及び家族支援の会 シーズ／バラック通り商店街／人
紡ぎnet.／みたまちおかみさん会／めしねま／八ヶ岳マルシェ／山里まち文化研究所／グッドニュース／クローバーデザイン／酒ぬのや本金酒造／DANLO／テーブルランド・八ヶ岳珈琲工房／長崎酒店
／メヌエット／山猫亭／八結／個人8名

諏訪地方観光連盟／原村／原村商工会／原村観光連盟／富士見町観光協会／富士見町商工会／信濃毎日新聞社／長野日報社／信州・市民新聞グループ（7紙）／SBC信越放送／NBS長野放送／TSBテレビ信州／abn長野
朝日放送／エルシーブイ株式会社／FM長野／市民タイムス／株式会社長野こまち／株式会社まちなみカントリープレス／月刊ぷらざ／（合）まちづくり諏訪

出店・会場提供・広報協力・諏訪アライアンスプロジェクトさいか「スワいち」ご賛同および応援の皆さま（詳しくは「スワいち」ホームページに掲載させていただいております）

各地域の詳しいイベント内容、スワいちウィークについては各主催者にお問い合わせください。

http://saika-suwa.com

 
 0266–22–5479

 
 0266–23–1121

  
 0266–22–2011

 
 0266–22–3408

 
 0266–22–5789

 
 0266–22–4465

Patisserie  
 0266–23–1567

 Syu  
 0266–75–5523

 
 0266–22–3118

 
 0266–22–3110

 
 0266–22–3207

  
 0266–24–2750

 
 0266–22–4085

濵丑川魚店 
 0266–22–2531

 
 0266–22–2619

 
 0266–24–1444

 
 0266–22–2930

 

 

Café Tac 
 0266–75–5315

Ric-café 
 0266–78–6270

 
 0266–28–1731

 
 0266–27–3441

 
 0266–27–7397

 
 0266–26–7915

 
 0266–52–1522

 
 0266–52–1864

  
 0266–52–2555

 
 0266–52–0920

 
 0266–58–1547

 
 0266–52–1289

 
 0266–52–0126

 
 0266–58–0781

 
 0266–52–1325

 
 0266–52–5254

 
 0266–52–1218

 
 0266–52–1388

 
 0266–58–0225

  
 0266–52–3488

Clover 
 0266–57–0374

 
 0266–52–1299

 
 0266–58–0982

  
 0266–58–1994

 
 0266–72–2547

DE  
 0266–73–8090

 
 0266–72–4121

 
 0266–72–6603

 
 0266–72–2076

 
 0266–72–2506

 0266–82–8286

  
 0120–822–248

  
 0266–77–3233

 
 0266–79–3200

 
 0266–77–3160

  
 0266–75–5070

 
 0266–72–6022

  
 0266–74–2067

Boulangerie POCO 
 080–2045–1906

 

 
 0266–75–3442

 
 0266–79–6253

 
 0266–73–7539

 
 0266–79–7931

 
 0551–36–2034

 
 0266–62–2217

 
 0266–62–2016

 
 080–5146–3164

 
 0266–62–2054

 
 0266–55–4620

 

  
 0266–62–7040

 
 0266–78–1708

 
 090–4161–6229

 
 0266–62–8667

DANDAN 
 0266–62–2210

 090–3572–7508

 0266–62–2081

36
Facebook

 
 0266–27–8505

  
 0266–27–9128

  
 0266–75–0330

  
 0266–28–1270

 
 0266–27–8455

NPO

 
 0266–27–9033

 
 0266–52–2484

 
 0266–55–4343

http://www.suwasupply.com/

 
 090–8381–4144

 

  

 

Urara+ 

  

hazki candle works 

 
 0551–45–9570

 
 0266–77–3102

 
 0551–32–8168

 
 0551–47–3786

 
 090–4153–0807

 
 090–6111–9307

 0266–62–2022

 0266–62–8626

  
 0266–62–2148

 0266–62–2053

 0266–65–3960

 0266–62–2944

 
 090–6111–9307

 
 0266–62–5175

Cotton Cafe

ecru

FengFengBuBu
 0266–62–7435

Ma soupe
 090–9239–1317

Marusen
 0266–62–7435

michelle
 080–6939–2013

MHaudio
 090–8329–4230

mountain bookcase
Facebook
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