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下元郷 タカトリ美容室 檜原村14 042-598-0158 美容院､マツゲエクステ

下元郷 森の風° 檜原村18 042-598-1685 パン､ジュース､牛乳､ゴミ袋

下元郷 玄庵　檜原 檜原村20 042-598-0039 食事

下元郷 山の店 檜原村22 042-598-1025 特産品､酒､アイス

下元郷 御根家 檜原村43-1 090-2155-5364 カフェメニュー

下元郷 センワサービス 檜原村193 042-598-0234 植木手入れ等

上元郷 谷合石油 檜原村395 042-598-0017 ガソリンスタンド

上元郷 バーベキュー場　谷合 檜原村395 042-598-0017 バーベキュー場

上元郷 （一社）檜原村観光協会 檜原村403 042-598-0069 土産品

上元郷 谷合商店 檜原村421 042-598-0263 食料品､日用雑貨

上元郷 （株）光壽建築 檜原村435-2 042-598-0870 リフォーム、建築工事

上元郷 山王商事（有） 檜原村457-2 042-598-0113 ガソリンスタンド

上元郷 ヘアーサロン　のぐち 檜原村461 042-598-0664 理容業､ヘアーカット､化粧品

上元郷 ショッピングストア　かあべえ屋 檜原村463-イ 042-588-5595 食料品､日用品､雑貨､たばこ

上元郷 カフェ　せせらぎ 檜原村467-1（役場１F） 090-4667-1971 喫茶店､特産品､土産物

本宿 橋本旅館 檜原村497 042-598-0008 宿泊､飲食､会食

本宿 横川観光（株） 檜原村516-1 042-598-0083 タクシー利用

本宿 高畑商店 檜原村526 042-598-0683 食料品

本宿 ひのはら陶芸館ギャラリー喫茶　やまびこ 檜原村635 080-6511-0618 飲食店

本宿 NPOのお店　ひのはら　四季の里 檜原村5493 042-598-1060 食事､ﾃｲｸｱｳﾄ､土産､ﾘﾓｰﾄﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ利用

本宿 ヴィッラ・デルピーノ 檜原村5493-1 042-598-1054 食事（飲食店）

本宿 木工房　森のささやき 檜原村5555 042-598-1110 木工品（おもちゃ、雑貨）の製造・販売

本宿 檜原とうふ　ちとせ屋 檜原村5557 042-598-0056 豆腐､油揚げ､うの花ドーナツ

本宿 たちばな家 檜原村5574 042-598-0029 飲食業

時坂 （株）東京チェンソーズ 檜原村654 042-588-5613 木工製品（ギフト向け、木のおもちゃ、日用品等）

笹野 峰岸オート 檜原村703-3 042-598-1670 自動車修理

笹野 ばんば特産物直売所 檜原村717 042-598-0195 土産品､農作物

笹野 田中林業（株） 檜原村729 042-588-5813 薪（広葉樹）､コテージ利用･宿泊､企画イベント

笹野 野村材木店 檜原村749 042-598-0139 木材一式

笹野 檜原村木材産業協同組合 檜原村749 042-519-9340 木製品､材木､加工品

笹野 檜原村食糧販売企業組合 檜原村750 042-598-0024 米､LPG

笹野 特別養護老人ホーム　桧原苑 檜原村5650-8 042-598-0333 特別養護老人ホームの入居費用

柏木野 手打ちうどん　はたの 檜原村819 042-598-1026 飲食（手打ちうどん）

柏木野 特産物直売所　やまぶき屋 檜原村847 042-598-0429 特産物､土産物､酒類

柏木野 ヘアメイク　セイント 檜原村952 042-519-9985 美容業

出畑 銀座亜紀枝　刺子館 檜原村6128 042-598-6200 刺子材料､刺子作品､入館料

下川乗 山田建築 檜原村1141 090-3229-4425 建物・建具の修繕、波板の張替え等

下川乗 木工房・茶房　もりのうた 檜原村1215-1 042-598-6230 注文家具･木工芸品の製作・販売､喫茶

下川乗 マロ陶芸工房 檜原村1280 090-1556-7704 陶磁器

下川乗 檜原雅子 檜原村1282 080-1057-4719 習字教室、ひのはら紅茶

下川乗 よろず屋清水商店 檜原村6137-1 090-6142-0565 便利屋、雑貨、食品、野菜

上川乗 （有）オートサービス大内屋 檜原村1399 042-598-6514 自動車整備・修理､自動車販売

和田 食堂ゆるり 檜原村1603-1 090-1459-4336 飲食業

事貫 薫る養蜂園 檜原村1714-1 090-3348-5788 蜂蜜

事貫 (株)井上食品 檜原村1800 042-598-6068 こんにゃく､しらたき

事貫 （株）井上店 檜原村1801 042-598-6307 LPガス､灯油

事貫 染工房　シゲタ 檜原村1838 042-598-8450 染色品

上平 （資）西川屋 檜原村2035-3 042-598-6070 米､酒､食料品､たばこ

笛吹　 たなごころ 檜原村2100-1 042-598-6307 パン､ピザ

数馬下 民宿　浅間坂 檜原村2315 042-598-6201 宿泊､食事､入浴

数馬下 そば処　かんづくり荘 檜原村2411 042-598-6063 そば処

数馬下 檜原温泉センター　数馬の湯 檜原村2430 042-598-6789 日帰り温泉､レストラン､土産品
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数馬上 松坂屋商店 檜原村2462-2 042-598-6055 酒類､こんにゃく､雑貨

数馬上 蛇の湯温泉　たから荘 檜原村2465 042-598-6001 宿泊、食事

数馬上 古民家の宿　山城 檜原村2478 042-519-5132 旅館､食事処

数馬上 観光旅館　三頭山荘 檜原村2603 042-598-6138 宿泊、食事

数馬上 兜家旅館 檜原村2612 042-598-6136 旅館、飲食店、ランチ、カフェ、予約制

千足 檜原村社会福祉協議会 檜原村2717 042-598-0085 配食サービス利用料、福祉用具利用料

千足 （有）吉澤工務店 檜原村2733-2 042-598-0551 建築一式工事業

千足 東屋商店 檜原村2744 042-598-0048 食料品､日用雑貨､LPガス

千足 久保田建築 檜原村2880-ロ 042-598-0649 建設業

中里 （有）市川塗装 檜原村2995 042-598-0499 塗装工事業

中里 中里　小林建築 檜原村7514 042-598-1177 建築業

白倉 手打ちそば　深山 檜原村3148 042-598-0104 手打ちそば

白倉 角屋商店 檜原村7566-ﾊ 042-598-0180 酒類､食品､雑貨

神戸 神戸国際マス釣場 檜原村3387 042-598-0132 マス釣り､バーベキュー､食堂

神戸 山ごはんカフェ　ヒノハラテラス 檜原村3395 042-588-4828 飲食店

神戸 Pure　Light　Body　Yoga 檜原村7815-7 090-4464-2821 ヨガ＆美容整体（女性限定）

宮ヶ谷戸 田村商店 檜原村3770 042-598-1005 LPガス

宮ヶ谷戸 渡辺商店 檜原村3772 042-598-0755 食料品小売販売

宮ヶ谷戸 特別養護老人ホーム　桧原サナホーム 檜原村3791-4 042-598-110１ 利用料（短期入所利用も含む）

湯久保 湯久保窯 檜原村4103 042-598-1682 陶芸品

小岩 奥秋川ビレッジ 檜原村4397 042-598-1234 簡易宿泊業

小岩 カラオケ居酒屋　花水 檜原村4450 090-1767-6961 食品、食事

小岩 BACKRIB 檜原村8902-1 奥秋川ビレッジ内 050-5362-9906 骨付き肉とビールのテイクアウト

笹久保 北秋川自然休暇村 檜原村9031-1 090-2330-9031 オートキャンプ､バーベキュー場､バンガロー

倉掛 （株）桧原きのこセンター 檜原村5169 042-598-1001 きのこ（舞茸・あわび茸）


