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今井建設㈱ 富士見町 0266-64-2501 http://imai-kensetsu.jp その他

両国屋豆腐店 富士見町 0266-62-2207 http://ryogokuya1028.business.site 小売業（その他）

Hawaiian&Hula Shop Mauna Lani 富士見町 0266-62-8430 http://maunalani.info 小売業（その他）

osteria agiato 富士見町 0266-62-7040 http://www7b.biglobe.ne.jp/~osteria_agiato/ 飲食店

㈱エンドウ 富士見町 0266-62-2365 http://endoh-kk.jp その他小売業

㈲リアン 富士見町 0266-61-1797 https://lian-lian.jp/news_list/ 小売業（その他）

ゴコー電工㈱ 富士見町 0266-62-5283 http://www.goko-denko.co.jp/ 製造業

プチペンション　ジョナサン 富士見町 0266-66-2449 http://www.jonathan-pocky.com 宿泊業

㈲窪田モータース 富士見町 0266-62-5760 https://kubota-motors.jp/ その他小売業

今井書店ふじみ店 富士見町 0266-61-2211 https://twitter.com/booksimai/ 小売業（その他）

㈱雨宮 富士見町 0266-62-2150 http://ame-miya.net/ その他

ペンション　いるえる 富士見町 0266-66-2717 http://www.il-elle.com/ 宿泊業

㈲角大工務店 富士見町 0266-62-4119 http://www.kakudai.biz/about/ その他

JTB富士見パノラマパラグライダースクール 富士見町 0266-62-7691 http://www.windhop.com その他生活関連サービス業（エステ等）

ふじみ英語塾 富士見町 0266-62-2774 https://officekawai.net/ 専門サービス業

㈱キャトル・セゾン 富士見町 0266-78-1708 https://www.quatresaisons-yatsugatake.com/ 小売業（菓子パン）

Santeria（サンテリア） 富士見町 0266-78-1708 https://www.quatresaisons-yatsugatake.com/bread 小売業（菓子パン）

富士見町商工会 富士見町 0266-62-2373 http://fujimi-ts.org/ その他

スシ＆ビストロダイニング京平 富士見町 0266-62-7677 飲食店

レストランかぶと 富士見町 0266-62-5073 飲食店

すみれ亭 富士見町 0266-62-3308 飲食店

そば　にしむら 富士見町 0266-62-7078 飲食店

㈱リビングクボタ 富士見町 0266-62-5391 その他

モバイルさくら 富士見町 0266-62-2774 その他生活関連サービス業（エステ等）

サンビューティーつや 富士見町 0266-62-2206 理容業、美容業

さとみ美容室 富士見町 0266-62-2324 理容業、美容業

食堂しなの 富士見町 0266-65-3046 飲食店

エディオン富士見店 富士見町 0266-62-7000 小売業（その他）

キャンドゥ富士見店 富士見町 0266-62-7000 小売業（その他）

平出時計店 富士見町 0266-62-3260 小売業（その他）

富士見高原健康ハウス 富士見町 0266-62-6543 その他生活関連サービス業（エステ等）

Kei美容室 富士見町 0266-62-7724 理容業、美容業

㈲山本製麺 富士見町 0266-62-2255 製造業
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サロンド・ルージュ 富士見町 0266-62-7666 理容業、美容業

大丸屋 富士見町 0266-62-2022 小売業（衣服）

手打ち蕎麦　彩春 富士見町 0266-78-3480 http://teuchisoba-tsukushi.com 飲食店

洋食飯屋mamaya 富士見町 0266-62-8666 http://mamaya-jb@yahoo.co.jp 飲食店

山彦山荘 富士見町 0266-62-2332 宿泊業

医療法人　小池医院 富士見町 0266-62-2222 医療、福祉

㈱マナスル山荘　マナスル山荘本館 富士見町 0266-62-2083 http://manaslu-sanso.com/manaslu 宿泊業

㈲デワスポーツ店 富士見町 0266-62-2202 小売業（その他）

きざしステーション 富士見町 070-3853-2585 飲食店

美容室　赤い鳥 富士見町 0266-62-5832 理容業、美容業

理容富士 富士見町 0266-62-3233 理容業、美容業

美肌温泉　ゆ～とろん水神の湯 富士見町 0266-62-8080 http://yuutoron.com その他生活関連サービス業（エステ等）

富士見高原リゾート㈱ 富士見町 0266-66-2121 http://fujimikogen-resort.jp その他娯楽業

ＭＭＦ→ 富士見町 0266-78-7792 http://www.mmf-ds.com 小売業（衣服）

ペンション　ポーラスター 富士見町 0266-66-2711 https://polar-yatu24.jimdofree.com/ 宿泊業

セブンイレブン信州富士見役場上店 富士見町 0266-62-7771 小売業（コンビニ）

セブンイレブン富士見町富士見店 富士見町 0266-62-9135 小売業（コンビニ）

有賀畳商会 富士見町 0266-62-2140 製造業

リカーハウス　福寿屋 富士見町 0266-62-2944 小売業（酒）

Café DanDan 富士見町 0266-62-2210 飲食店

うまいもん処七輪焼き　信濃坂 富士見町 0266-62-5077 飲食店

抗酸化陶板浴みらい 富士見町 0266-55-5080 その他生活関連サービス業（エステ等）

㈱メック 富士見町 0266-62-4855 http://www.kkmec.co.jp 製造業

㈱グリーンベル 富士見町 0266-75-2211 https://www.green-bell.co.jp その他

㈱シモクラ 富士見町 0266-62-2433 その他小売業

せんたく家族 富士見町 0266-62-2228 http://www.sentakukazoku.jp その他生活関連サービス業（エステ等）

佐久間理容所 富士見町 0266-62-3232 理容業、美容業

㈱アサオカローズ 富士見町 0266-75-5882 http://www.asaoka-rose.com 小売業（その他）

大石食堂 富士見町 0266-62-2054 飲食店

大石分店くら 富士見町 0266-62-5300 飲食店

はるみ美容室 富士見町 0266-62-2206 理容業、美容業

㈱三井精工 富士見町 0266-62-3121 製造業

さとみ美容室 富士見町 0266-66-2141 理容業、美容業

キッチン野々花 富士見町 0266-62-8739 飲食店
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三好種子㈱ 富士見町 0266-62-2267 小売業（その他）

泉屋 富士見町 0266-62-5175 小売業（菓子パン）

武蔵野通工㈱ 富士見町 0266-64-2241 http://www.n-musashino.co.jp 製造業

ドライブイン　国界 富士見町 0266-64-2402 飲食店

大石屋肉店 富士見町 0266-62-2264 小売業（食肉）

ロッヂ　コスモス 富士見町 0266-62-3855 宿泊業

㈲富士甲金物店 富士見町 0266-62-2123 小売業（その他）

ドライブイン　赤石 富士見町 0266-64-2704 飲食店

茶虎飯店 富士見町 080-4343-6769 飲食店

中華料理　一品香 富士見町 0266-65-3585 飲食店

井筒屋菓子店 富士見町 0266-62-2217 小売業（菓子パン）

喫茶ジョイン 富士見町 0266-62-4250 飲食店

磯五郎 富士見町 0266-62-7911 飲食店

熊ぼっこ 富士見町 0266-62-4113 飲食店

㈱パワーライン 富士見町 0266-62-8292 その他娯楽業

フジモリ写真館 富士見町 0266-62-2053 その他生活関連サービス業（エステ等）

㈱スター精機 富士見町 0266-62-3127 https://www.starseiki-fujimi.com/ 製造業

㈲角大工務店 富士見町 0266-62-4119 http://www.kakudai.biz/ その他

㈱ニシムラ 富士見町 0266-62-2460 http://www.opt-nishimura.co.jp/ 製造業

富士見パノラマリゾート 富士見町 0266-62-5666 http://www.fujimipanorama.com その他娯楽業

ペットハウスBibi 富士見町 0266-62-5728 http://www.pethousebibi.jimdofree.com 小売業（その他）

キリン堂 富士見町 0266-62-2081 小売業（その他）

かぶと 富士見町 0266-62-5073 飲食店

プチフルール風花舎 富士見町 090-4161-6229 http://www.kazahanaya.com/ 小売業（その他）

佐久間理容所 富士見町 0266-62-3232 理容業、美容業

整体リラクゼーション春風 富士見町 0266-62-5708 その他生活関連サービス業（エステ等）

李楽庵 富士見町 0266-62-7190 飲食店

諏訪整体術療院「小さな整体室」 富士見町 090-4055-7420 専門サービス業

㈲マルヤス電気富士見店 富士見町 0266-62-2355 小売業（その他）

カフェバー＆グリムぞうさん 富士見町 0266-78-3263 飲食店

出羽モータース 富士見町 0266-62-2350 その他

grow thick 富士見町 0266-78-0395 http://www.growthick.net その他小売業

社会福祉法人　清明会　「Jumpin'」 富士見町 0266-78-8823 医療、福祉

オテル・ドゥ・八ヶ岳テラス 富士見町 0266-66-3680 宿泊業
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㈱ジェイ・キッズ 富士見町 0266-58-3609 http://www.jkids.co.jp その他

KEN HOUSE 富士見町 0266-66-2553 宿泊業

ニューヤマザキデイリーストアー富士見高原店 富士見町 0266-62-2111 小売業（コンビニ）

田舎そば三井 富士見町 0266-62-3468 飲食店

hair&eyelash fu fu l 富士見町 0266-55-7011 理容業、美容業

Pension BEETLES 富士見町 0266-66-2755 http://www.lcv.ne.jp/~beetles/ 宿泊業

ペンション　カトルカール 富士見町 0266-66-2722 宿泊業

ペンション　ラクーン 富士見町 0266-66-3169 宿泊業

㈱タイヤショップピットイン富士見店 富士見町 0266-61-2688 http://www.pit-in.co.jp その他小売業

多摩市立八ヶ岳少年自然の家 富士見町 0266-66-2036 その他娯楽業

フロイド 富士見町 090-2339-2639 製造業

カフェ＆レストラン　ぴあーの 富士見町 0266-62-8202 飲食店

ペンション　クロワッサン 富士見町 0266-66-3245 http://www.lcv.ne.jp/~croissan/ 宿泊業

居酒屋　伝楽 富士見町 0266-78-8581 飲食店

抗酸化陶板浴八ヶ岳山荘 富士見町 0266-78-7586 https://tohban8yatsugatake.wixsite.com/tohban/blank-2 その他生活関連サービス業（エステ等）

ヒライデ 富士見町 0266-62-2423 小売業（衣服）

福家源 富士見町 0266-78-8280 飲食店

赤とんぼ・地域活動支援センター 富士見町 0266-61-2310 その他

kiertotie 富士見町 0266-55-8502 http://kiertotie.topaz.ne.jp/ 飲食店

貸しきり宿　みらい 富士見町 0266-55-5080 宿泊業

café&space 飛行船 富士見町 0266-75-5058 飲食店

はなまる満天商店㈱ 富士見町 0266-75-5352 運輸業、郵便業

富士見製畳㈲ 富士見町 0266-62-3831 その他小売業

楽　RAKU 富士見町 0266-62-7143 飲食店

㈲内藤自動車工業 富士見町 0266-62-7686 その他

五味接骨院 富士見町 0266-62-5766 その他生活関連サービス業（エステ等）

さくら藤沢薬局 富士見町 0266-61-1815 小売業（その他）

八ヶ岳エナジーファーム 富士見町 0266-61-2202 小売業（野菜果物）

ベーカリージャム 富士見町 0266-78-8816 製造業

八ヶ岳ルバーブハウス 富士見町 0266-55-4935 https://rhubarbhouse.shop/ 小売業（酒）

スクラッチアンドノイズ　ガラス工房 富士見町 070-3606-2028 製造業

太陽企画(株) 富士見町 080-2391-8295 https://industrial-area-223.business.site/ その他

onri 富士見町 http://shigusa.net/ 飲食店

㈲丸大　大黒屋商店 富士見町 0266-62-2307 小売業（その他）
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ごはんcaféももんが 原村 0266-78-0393 飲食店

もぐらカフェ 原村 0266-78-8876 http://sns.ruche.co.jp/mogura/ 飲食店

Café&Lunch　Annabelle 原村 0266-55-3124 http://www.lcv.ne.jp/~annabelle/profile7.html 飲食店

八ヶ岳ペンション 原村 0266-74-2210 http://www.lcv.ne.jp/~yatupen1/ 飲食店

山乃幸 原村 0266-79-6211 https://yamanosachi.hara-v.com/ 飲食店

山の恵 原村 0266-55-4092 https://yamanomegumi.hara-v.com/ 飲食店

高原のアロマ　komoot 原村 080-6936-3022 https://r.goope.jp/komoot/ その他

八ヶ岳ペンションサインポスト 原村 0266-55-2126 http://www.lcv.ne.jp/~sign-post/ 宿泊業

株式会社 宮坂建設 原村 0266-79-2536 https://www.mg-miyasaka.co.jp/ その他

ペンションペパーミントハウス 原村 0266-74-2022 https://peppermint-house.biz/ 宿泊業

ペンションラディッシュガーデン 原村 0266-74-2232 http://www.p-rg.com/ 宿泊業

ひまわり工房 原村 090-9178-2289 小売業（その他）

矢島ペンション 原村 0266-74-2650 https://yazipen.com/ 宿泊業

ジョパンニの小屋 原村 0266-74-2838 https://www.giovanni-hut.jp/ 宿泊業

ドライブインインター白山 原村 0266-79-5205 飲食店

タナカ自動車 原村 0266-79-2616 その他

アンティーク・メロディー 原村 0266-74-2248 http://www.tins-col.com/merody.html 小売業（その他）

アルル 原村 0266-79-7587 https://www.arlesflower.com/ 小売業（その他）

ペンションカラビナ 原村 0266-75-3111 http://www.lcv.ne.jp/~karabina/ 宿泊業

ペンション野の花 原村 0266-74-2347 https://p-nonohana.com/ 宿泊業

ペンションさんどりよん 原村 090-7010-2962 http://haramura.yamanaka.tokyo/ 宿泊業

のなみペンション 原村 0266-74-2523 https://www.i-honky.com/nonami/ 宿泊業

大橋ペンション 原村 0266-74-2421 http://www.lcv.ne.jp/~pohashi/ 宿泊業

早川ペンション 原村 0266-74-2506 http://www.lcv.ne.jp/~hayapen/ 宿泊業

ペンションせこいあ 原村 0266-74-2030 http://www.lcv.ne.jp/~sequoia/ 宿泊業

ペンションBase Camp 原村 0266-55-5589 https://yatsugatakebc.com/ 宿泊業

ペンションフェローズ 原村 0266-74-2433 http://p-fellows.com/ 宿泊業

ヘアーズ・ユウ 原村 0266-79-2300 https://r.goope.jp/hairsyou/ 理容業、美容業

ペンションJay 原村 0266-74-1060 http://www.infoside.net/jay/ 宿泊業

㈱マルモ機械　原支店 原村 0266-79-2919 http://www.marumo-kikai.co.jp/ 小売業（その他）

遊膳 長田 原村 0266-70-0808 https://suwa-net.com/nagata/ 飲食店

ミントガーデン 原村 0266-74-2208 http://www.lcv.ne.jp/~mintgarden/ 飲食店

デリカフェK・village 8works 原村 0266-74-2684 https://k-haramura.com/#top 飲食店

八ヶ岳リトリートハウスFlan 原村 0266-78-7957 https://retreat-house-flan.com/ 宿泊業
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ペンションNORTHVILLAGE 原村 0266-75-3707 http://www7a.biglobe.ne.jp/~north_vi/ 宿泊業

阿Q~はなれ inn 八ヶ岳 原村 0266-75-3023 http://hanare-inn.com/ 宿泊業

原村の清水さんち 原村 0266-75-3023 http://www.shimizusanchi.com/ 飲食店

ペンションブレーメン 原村 0266-74-2605 http://www.lcv.ne.jp/~bremen1/ 宿泊業

カナディアンファーム 原村 0266-74-2741 https://www.go-canadianfarm.com/ 飲食店

美容室アトリエ・キクチ 原村 0266-79-4973 理容業、美容業

ペンションパレット 原村 0266-70-2988 https://palette2525.wixsite.com/pensionpalette 宿泊業

胡桃庵 原村 0266-79-7155 http://kurumian.sakura.ne.jp/index.html 小売業（その他）

有限会社新光商会 原村 0266-79-2681 https://shinko-shokai.co.jp/ 小売業（その他）

有限会社石井企画 原村 0266-75-3378 https://www.ishiikikaku.com/ 不動産業

㈲小平不動産 原村 0266-79-2640 http://www.lcv.ne.jp/~kodairaf/ 不動産業

ホームベーカリーベルグ 原村 0266-78-3841 http://pan-berg.com/ 製造業

香草庵 原村 0266-70-2287 http://www.lcv.ne.jp/~kousouan/ 飲食店

喫茶ピエロ 原村 0266-79-2258 飲食店

ペンションファーブル 原村 0266-75-3462 宿泊業

原村ホームズ 原村 0266-55-6702 宿泊業

近藤ペンション 原村 0266-74-2136 http://www.kondo-pension.jp/ 宿泊業

ペンションミルキー 原村 0266-74-2611 宿泊業

しのはらペンション 原村 0266-74-2840 http://shinoharapension.com/ 宿泊業

ペンション　ドン・キホーテ 原村 0266-74-2713 宿泊業

ペンション森の家 原村 0266-74-2429 http://www.lcv.ne.jp/~morinoie/ 宿泊業

CAFÉ魔法屋Jin 原村 0266-74-2333 飲食店

ペンション思い出 原村 0266-74-2345 宿泊業

ペンションはあぷしこうど 原村 0266-74-21444 宿泊業

Rowan Coffee Roasters 原村 080-5140-3957 飲食店

大槻医院 原村 0266-79-7628 医療、福祉

Dog　Wood 原村 0266-75-2824 その他

MIC HOUSE 原村 090-2414-8672 https://michouse.business.site/ 飲食店

中野屋 原村 0266-79-5028 飲食店

原村CAFÉ 原村 0266-55-5444 haramura-café.com/ 飲食店

PrivateHotelWithDog紡ぐ結ぶ 原村 070-4390-4553 tsumugu-musubu.jp 宿泊業

グリーンプラザホテル 原村 0266-74-2041 gplazahotel.com 宿泊業

たてしな自由農園原村店 原村 0266-74-1740 tateshinafree.co.jp 宿泊業

808Kitchen＆Table 原村 0266-70-2055 tateshinafree.co.jp 飲食店
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セブンイレブン信州原村店 原村 0266-79-4387 小売業（コンビニ）

平林モータース 原村 026679-2857 その他小売業

フォトスタジオカリーノ 原村 0266-73-5202 https://www.carino.fun/ 小売業（その他）

レストランペチカ 原村 0266-79-5032 飲食店

美容室ノンノン 原村 0266-79-5287 理容業、美容業

有限会社菊池自動車 原村 0266-79-2539 その他小売業

岩波衣料店 原村 0266-79-3618 小売業（衣服）

手打ちそば一八 原村 0266-79-6163 飲食店

有限会社フジモリ薬局はら店 原村 0266-79-5751 小売業（その他）

八ヶ岳小さな絵本美術館 原村 0266-75-3450 https://www.ba-ba.net/ その他

ほぐし処たんぽぽ 原村 0266-79-4619 その他生活関連サービス業（エステ等）

BARN 原村 0266-75-3808 小売業（菓子パン）

Ricca 原村 0266-75-5655 https://www.h-ricca.com/ 理容業、美容業

八ヶ岳中央農業実践大学校 原村 0266-74-2080 小売業（野菜果物）

篠原園芸 原村 0266-79-5605 https://www.shino-farm.com/ 小売業（その他）

la poste 原村 0266-75-2528 http://la-poste-haramura.com/ 小売業（菓子パン）

ストーブハウス 原村 0266-79-6378 http://stove-house.co.jp/ 小売業（その他）

ムジカ・ロゼッタ 原村 070-4430-0666 https://musicarosetta.com/ その他小売業

日達園芸 原村 0266-79-5809 その他小売業

ドン・キ・ホーテ 原村 0266-74-2713 宿泊業

ペンションふきのとう 原村 0266-74-2416 http://fukinotou.la.coocan.jp/ 宿泊業

ペンション　フェローズ 原村 0266-74-2433 https://p-fellows.com/ 宿泊業

たなか整骨院鍼灸院 原村 0266-78-8659 医療、福祉

どりーむ 原村 0266-79-5498 飲食店

八ヶ岳原村ブルーベリー・カシス農園 原村 0266-79-7607 その他

インド料理　EMPO 原村 090-1713-8385 飲食店

アルピコタクシー株式会社茅野営業所 茅野市 0266-71-1191 http://www.alpico.co.jp/taxi/ その他

はりきゅう小児はり　原治療院 茅野市 0266-71-2093 http://www.lcv.ne.jp/~harikyu 医療、福祉

株式会社ダイナム長野茅野店 茅野市 https://www.dynam.jp/top/index.html 娯楽業

アルピコタクシー株式会社上諏訪営業所 諏訪市 0266-54-0182 http://www.alpico.co.jp/taxi/ その他

焼きたて屋綿半スーパーセンター諏訪店 諏訪市 0266-79-6326 https://www.yakitateya.com/ 持ち帰り、配達飲食サービス業

焼きたて屋レイクウォーク岡谷店 岡谷市 0266-79-6326 https://www.yakitateya.com/ 持ち帰り、配達飲食サービス業

アルピコタクシー株式会社岡谷営業所 岡谷市 0266-24-8600 http://www.alpico.co.jp/taxi/ その他

ｻｰﾃｨｰﾜﾝ  レイクウォーク岡谷店 岡谷市 飲食店
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辰野町商工会 辰野町 0266-41-0258 https://www.tatsusho.jp/ その他

コニカミノルタサプライズ辰野工場 辰野町 0266-44-3011 https://www.konicaminolta.jp/about/corporate/group/bsj/index.html 製造業

古民家ゆいま～る 辰野町 090-3211-3326 https://yuimaaru.jp/ 宿泊業

古民家民宿おおたき 辰野町 0266-55-5735 https://www.airbnb.jp/rooms/32802534 宿泊業

小佐加 辰野町 0266-41-3551 http://www.unagi-osaka.co.jp/ 飲食店

スナック現代 辰野町 0266-41-5210 飲食店

たつのパークホテル 辰野町 0266-41-2001 https://www.tatsunopark.com/ 宿泊業

民泊　和加多 辰野町 0266-41-1665 https://www.facebook.com/%E6%B0%91%E6%B3%8A-%E5%92%8C%E5%8A%A0%E5%A4%9A--111844027054206 宿泊業

hair&make aira(ヘアアンドメイクアイラ) 辰野町 0266-43-3556 https://beauty.rakuten.co.jp/s8000036735/ 理容業、美容業

スナックNaNaRa 辰野町 0266-43-0773 https://nanara.business.site/ 飲食店

京のおばんざい    居酒屋内海 辰野町 0266-78-9902 飲食店

小坂鯉店 辰野町 0266-41-0019 飲食店

梨花 辰野町 0266-41-1281 飲食店

Izakaya ちち 辰野町 0266-43-1868 飲食店

そば処    さくら 辰野町 0266-44-2507 https://soba-noodle-shop-259.business.site/ 飲食店

ナイトラウンジ    ラ・ムール 辰野町 0266-41-3442 飲食店

旨いもん屋兎㐂 辰野町 0266-41-1719 https://japanese-izakaya-restaurant-1447.business.site/ 飲食店

旨酒場にいむら 辰野町 0266-55-7983 飲食店

rough 辰野町 0266-43-2391 飲食店

ラウンジ琥珀 辰野町 0266-78-7818 飲食店

串・酒処    夢矢 辰野町 0266-43-1172 飲食店

神田食堂 辰野町 0266-41-0057 飲食店

とちっ子 辰野町 0266-41-1642 飲食店

やま忠 辰野町 0266-41-4610 飲食店

鳥きん 辰野町 0266-41-0010 飲食店

磯舟 辰野町 0266-44-1770 飲食店

寿司・割烹    いさみ 辰野町 0266-41-0272 https://www.isami-susi.com/ 飲食店

彩食CASA PUB れい 辰野町 0266-44-1501 飲食店

KENZ BAR 辰野町 0266-41-5677 飲食店

食事処こくぼ 辰野町 0266-43-2002 飲食店

リストランテ    ミラノ 辰野町 0266-44-2007 飲食店

スナックアイ＆ラブ 辰野町 0266-41-3925 飲食店

スナックステラ 辰野町 0266-75-1034 飲食店

鮨亀 辰野町 0266-43-1048 飲食店
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ミスティ 辰野町 0266-43-3230 飲食店

パブ青桐 辰野町 0266-44-1200 飲食店

俺ん家゛ 辰野町 0266-43-3663 飲食店

韓国料理    舎廊房 辰野町 0266-44-1312 飲食店

キャッツ 辰野町 0266-41-3887 飲食店

鮨辰 辰野町 0266-41-0861 飲食店

オーリアッド 辰野町 0266-41-3611 飲食店

食事処    千石 辰野町 0266-41-1609 飲食店

情熱家族    辰野店 辰野町 0266-41-2941 飲食店

スナック Raiya 辰野町 0266-43-3338 飲食店

テンホウ辰野店 辰野町 0266-41-4566 https://tenhoo.jp/stores/%E8%BE%B0%E9%87%8E%E5%BA%97/ 飲食店

Café心此処 辰野町 0266-78-7451 飲食店

ぶんぶ～ん 辰野町 0266-41-3750 飲食店

和栗食堂 辰野町 0266-41-0588 飲食店

ラーメン大学    辰野店 辰野町 0266-41-5206 飲食店

そば処    柳屋 辰野町 0266-43-0353 飲食店

炭火焼    かうべる 辰野町 0266-43-2728 飲食店

セブンイレブン辰野平出店 辰野町 0266-41-0146 飲食店

やまちゃん 辰野町 0266-41-3839 飲食店

スナックサブリナ 辰野町 0266-43-3020 飲食店

居酒屋日本海 辰野町 0266-41-4515 飲食店

羅・舜 辰野町 0266-41-3698 飲食店

万五郎そば 辰野町 0266-41-1107 http://www9.plala.or.jp/magurosoba/ 飲食店

カジュアルレストラン陽 辰野町 0266-43-3157 飲食店

こめはなや 辰野町 0266-46-3022 飲食店

三河屋 辰野町 0266-46-2050 飲食店

みさき食堂 辰野町 0266-46-2334 飲食店

タイガー食堂 辰野町 0266-46-2072 飲食店

葵 辰野町 0266-46-4010 飲食店

食堂ほりもと 辰野町 0266-46-3666 飲食店

トラットリア    ベガ 辰野町 0266-41-1013 飲食店

そば処素香庵 辰野町 070-2663-8497 飲食店

コーヒー・レスト    むう 辰野町 0266-44-1888 飲食店

お食事処    かめや 辰野町 0266-41-2244 飲食店
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日本料理    しぶや 辰野町 0266-43-2165 飲食店

まつくぼ 辰野町 0266-41-1729 飲食店

サン・やすらぎ 辰野町 0266-43-3038 飲食店

ラーメンじゃげな辰野店 辰野町 0266-43-2885 https://ramen-restaurant-4146.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral 飲食店

かやぶきの館 辰野町 0266-44-8888 https://kayabukinoyakata.jp/ 飲食店

おばば亭 辰野町 0266-47-5150 飲食店

井上美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 辰野町 0266-41-1559 理容業、美容業

ｻﾛﾝ･ﾄﾞ･ｲﾌﾞ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 辰野町 0266-41-2061 理容業、美容業

牛丸美容院(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 辰野町 0266-46-2130 理容業、美容業

ｷﾐ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 辰野町 0266-41-1384 理容業、美容業

美容室ｸﾛｽ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 辰野町 0266-41-5141 理容業、美容業

㈲はる美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 辰野町 0266-41-3325 理容業、美容業

ﾌﾞｰｹ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 辰野町 0266-41-4977 理容業、美容業

ﾍﾞﾙ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 辰野町 0266-41-2541 理容業、美容業

村沢美容院(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 辰野町 0266-41-0408 理容業、美容業

ﾕﾘ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 辰野町 0266-43-1278 理容業、美容業

（株）根橋商店　日の出給油所 辰野町 41-0726 小売業（その他）

（株）根橋商店　城前給油所 辰野町 41-0726 小売業（その他）

（株）久保農園 辰野町 0265-70-7785 https://hitosara.com/0006062783/ 飲食店

岩田理髪店 辰野町 41-0468 理容業、美容業

小横川ます池 辰野町 0266-41-3418 http://koyokokawamasuike.com/ その他娯楽業

村上石油（株）　伊北インターSS 辰野町 41-0363 小売業（その他）

愛生舘 辰野町 41-0422 小売業（ドラッグストア）

信州フューチャーセンター 辰野町 43-3360 http://shinsyu-fc.jp/ その他

共和堂 辰野町 41-0065 https://newsstand-360.business.site/ 小売業（その他）

さわや酒店 辰野町 41-0228 小売業（酒）

(株)吉江プロパン 辰野町 41-0126 https://www.yoshiepuropan.com/ 小売業（その他）

ブックスいとう 辰野町 41-2240 小売業（その他）

くすりのひまわり 辰野町 41-4814 http://www.himawari-kanpou.com/ 小売業（ドラッグストア）

電化のコマツ 辰野町 41-3229 小売業（その他）

虹のホール辰野・パレスたつの 辰野町 44-1422 https://www.nn.zennoh.or.jp/nijinohall/guide/kamiina/2017/02/tatsuno.php その他

虹のホール伊北 辰野町 44-1422 https://www.nn.zennoh.or.jp/nijinohall/guide/kamiina/2017/02/ihoku.php その他

ファミリーマート　JA小野たのめ店 辰野町 44-5166 小売業（コンビニ）

きもの　藤本屋 辰野町 41-0102 小売業（衣服）
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美容室　クロス 辰野町 41-5141 理容業、美容業

ブーケ美容室 辰野町 41-4977 理容業、美容業

K-POINT　キタノヤ 辰野町 43-1919 http://www.lcv.ne.jp/~kpoint/index.html 小売業（その他）

ますや精肉店 辰野町 41-0265 https://www.tatsusho.jp/author/tsi00259/ 小売業（食肉）

東洋エクスプレス 辰野町 44-1919 その他

（株）小林モータース 辰野町 41-0409 小売業（その他）

(株)公郷　たのめ生鮮食品館 辰野町 46-2008 https://ptl.zchain.co.jp/store/8402 小売業（野菜果物）

サカ井時計店 辰野町 41-0305 小売業（その他）

(株)ニシザワ　辰野食彩館 辰野町 44-2600 https://www.nishizawa.co.jp/store/shokusaikan/ 小売業（百貨店、総合スーパー）

有賀はちみつ屋 辰野町 41-1055 https://peraichi.com/landing_pages/view/arugahoney/ 小売業（その他）

清水薬局 辰野町 41-0216 http://www.e-classa.net/d-d/information.html 小売業（ドラッグストア）

grav　bicycle　station 辰野町 090-7732-1198 https://gravbicycle.com/ その他

菓子司　味香月堂 辰野町 43-1466 小売業（その他）

(株)赤坂ホンダ 辰野町 44-1551 https://dealer.honda.co.jp/hondacars-hinode/ 小売業（その他）

ぎふとらんど　ICHINOSE 辰野町 41-5418 小売業（その他）

（株）小野酒造店 辰野町 46-2505 https://yoakemae-ono.com/ 製造業

(有)関建ハートホーム 辰野町 43-0007 https://sekiken.co.jp/ その他

マツモトキヨシ　辰野店 辰野町 44-1661 小売業（ドラッグストア）

(有)春日自動車工業所 辰野町 41-0838 小売業（その他）

(有)イホク 辰野町 41-2166 小売業（その他）

バロー　辰野店 辰野町 44-2055 小売業（百貨店、総合スーパー）

（有）エルコンパス　イリイチ 辰野町 47-5443 小売業（その他）

(有)竹入自動車 辰野町 41-1044 https://takeirijidousya.com/ 小売業（その他）

合鴨農法の薮田グリーンファーム 辰野町 41-0686 その他

コメリハードアンドグリーン　辰野店 辰野町 44-1537 小売業（ホームセンター）

ウチダ薬局 辰野町 41-3533 小売業（ドラッグストア）

小野釣具店 辰野町 41-2751 小売業（その他）

相互自動車（株） 辰野町 41-0124 小売業（その他）

牛丸接骨院 辰野町 46-3334 https://sadamaru333.wixsite.com/ushikotu 医療、福祉

米澤サッシ・ガラス店 辰野町 41-0959 その他

サンジャパン(株)　（荒神山スポーツ公園アラパ 辰野町 41-2408 スポーツ施設提供業

（有）タナカストアー 辰野町 41-0230 小売業（野菜果物）

(有)かめや 辰野町 41-0153 小売業（その他）

オギノ辰野店 辰野町 44-2630 小売業（百貨店、総合スーパー）
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松田建設（株） 辰野町 41-0033 http://www.matsudakensetsu.co.jp/index.php その他

デリシア辰野店 辰野町 41-3821 小売業（百貨店、総合スーパー）

スワ時計店 辰野町 41-0615 小売業（その他）

モモセ 辰野町 41-1908 小売業（その他）

カイロプラクティックれい 辰野町 090-1869-0176 その他生活関連サービス業（エステ等）

ビジネスホテルエルボン辰野 辰野町 44-1100 http://www.elbon.co.jp/tatsuno/ 宿泊業

ヤマザキデイリーストア辰野樋口店 辰野町 41-0486 小売業（コンビニ）

セブンイレブン辰野伊那富店 辰野町 41-5502 小売業（コンビニ）

瀬戸ライスファーム 辰野町 43-1148 https://setoricefarm.shopselect.net/ その他

ネイルサロン　KiRARi 辰野町 090-7705-7015 http://blog.kirakirari.com/ その他生活関連サービス業（エステ等）

小野整骨院 辰野町 46-2245 医療、福祉

クスリのサンロード辰野店 辰野町 44-2622 小売業（ドラッグストア）

はる美容室 辰野町 41-3325 理容業、美容業

美容室ユリ 辰野町 43-1278 理容業、美容業

soil 辰野町 55-3478 https://tobichi.jp/store/soil/ 理容業、美容業

クリーニングママ号鳥羽 辰野町 41-4542 その他生活関連サービス業（エステ等）

鳥羽ペン習字教室 辰野町 41-4542 教育、学習支援業

有賀堂本舗 辰野町 41-0255 小売業（その他）

（株）豊島屋　伊北インターSS 辰野町 41-2203 小売業（その他）

ローソン辰野樋口店 辰野町 43-2260 小売業（コンビニ）

美容室ビーウィッシュ 辰野町 0120-919-864 理容業、美容業

甘酒屋an's 辰野町 090-3474-7188 https://amazakeya-ans.a.bsj.jp/ 小売業（その他）

牛丸美容院 辰野町 46-2130 理容業、美容業

はしばみの実 辰野町 080-4619-0178 https://hashibami.shop/ 小売業（その他）

Lazuli - Nail 辰野町 080-4175-8484 https://nailbook.jp/nail-salon/26411/ その他生活関連サービス業（エステ等）

いまむら理容室 辰野町 41-1518 理容業、美容業

光進自動車興業（株） 辰野町 41-0843 小売業（その他）

(有)古村建設設備 辰野町 41-0755 その他

(有)中谷自動車工業 辰野町 41-1276 その他

(有)タナカ　ダスキン天竜サービスマスター 辰野町 41-4811 http://duskin-tenryu.com/index.html その他生活関連サービス業（エステ等）

上伊那森林組合伊北支所 辰野町 44-1600 https://www.kamiinashinrin.jp/ 小売業（その他）

ダイニング旅館みのわ屋 辰野町 0266-41-0032 http://www.lcv.ne.jp/~minowaya/ 宿泊業

フジタヤ 辰野町 090-3474-7188 小売業（その他）

おおぎやラーメン伊那店 伊那市 0265-73-0071 飲食店
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ヴェオリア・ジェネッツ㈱伊那営業所 伊那市 0265-78-5125 https://www.veolia.jp/ja/veolia-jenets その他の生活関連サービス

モスバーガー　伊那春近店 伊那市 0265-76-8588 https://www.mos.jp/shop/detail/08084/ 飲食店

ﾍｱｰｸﾗﾌﾄ ｱｰｸ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-98-8788 理容業、美容業

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ ｱｰﾊﾞﾝ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-76-6654 理容業、美容業

ｳｨﾝｸﾞ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-73-3737 理容業、美容業

ｴﾙ･ﾗﾝﾌﾞｯ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-78-6117 理容業、美容業

ｸﾛｯﾌﾟ･ﾌﾟﾗｽ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-78-7799 理容業、美容業

ﾍｱﾃﾝﾄﾞ ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-98-8735 理容業、美容業

たばた美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-72-3947 理容業、美容業

つじ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-72-5454 理容業、美容業

ﾆﾝﾌ ﾍｱｰﾄﾞﾚｯｻｰ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-78-2991 理容業、美容業

ﾍｱｰﾐｭｰｼﾞｱﾑ ﾋﾞｰﾎﾞｰﾝ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-98-9251 理容業、美容業

ﾋﾞｭｰﾃｨｰ ﾌﾟﾁ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-72-2494 理容業、美容業

ﾌﾞﾗﾝ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-98-9539 理容業、美容業

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ みやした(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-78-0467 理容業、美容業

ﾓﾓ･ﾍｱｰ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-74-7440 理容業、美容業

ﾍｱｰﾙｰﾑ ﾛｯｿ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-98-9015 理容業、美容業

ｶﾅﾐ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-94-2655 理容業、美容業

ﾊﾟﾚｽ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-94-2272 理容業、美容業

ﾐｻﾄﾔ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-94-2160 理容業、美容業

髪工房　萌(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-94-2176 理容業、美容業

ﾓｰﾘ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 伊那市 0265-72-4451 理容業、美容業

（有）丸三伊藤金物店 伊那市 0265-94-2123 卸売業

スマイルサンタ　伊那店 伊那市 0265-98-7381 https://www.8989.co.jp/santa/ 小売業（その他）

夢木香 伊那市 0265-94-3400 飲食店

オートバックス　伊那店 伊那市 0265-76-4810 https://www.autobacs.com/ 小売業（その他）

モア 伊那市 0265-74-5336 飲食店

株式会社　マシニカル 伊那市 0265-78-2232 製造業

株式会社　KOBAYASHI 伊那市 0265-96-0832 その他

有限会社　田中産業 伊那市 0265-78-1148 その他

株式会社　富士菱 伊那市 0265-78-1835 専門サービス業

（有）橋爪工機 伊那市 0265-71-5767 小売業（その他）

かつ時　伊那店 伊那市 0265-76-1355 https://www.atom-corp.co.jp/brand/shop.php?shop_no=812 飲食店

寧々家　伊那店 伊那市 0265-73-3516 https://www.d-neneya.com/shop/1297/ 飲食店
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いろはにほへと　伊那店 伊那市 050-3467-1120 https://n249342.gorp.jp/ 飲食店

大石家 箕輪町 0265-79-6287 飲食店

スナック 結 箕輪町 0265-79-7554 飲食店

花菱 箕輪町 0265-79-3406 https://www.quattro-foglio.jp/ 飲食店

クアトロフォリオ 箕輪町 0265-98-0987 https://www.quattro-foglio.jp/ 飲食店

焼肉　新味園 箕輪町 0265-79-8589 http://shinmien.com/ 飲食店

ハシャブ 箕輪町 0265-79-0296 https://harupo3.wixsite.com/hashabu 飲食店

タバコセンター しろとり 箕輪町 0265-79-3120 小売業（その他）

㈱ペイントM 箕輪町 0265-96-7178 https://website--2253887677075052003146-painter.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral その他

Farmer's Kitchen　雪・月・花 箕輪町 0265-70-7785 飲食店

（有）ミノルモーターサービス 箕輪町 0265-78-7117 専門サービス業

ちとせや薬局 箕輪町 0265-79-2135 小売業（ドラッグストア）

（有）トザワ自動車工業 箕輪町 0265-79-3434 専門サービス業

（有）征矢酒店・征矢写真部 箕輪町 0265-79-2076 小売業（酒）

味房　桔梗屋 箕輪町 0265-79-5031 飲食店

ミシン・デンキショップ　マツモト 箕輪町 0265-79-2339 小売業（その他）

ファミリーマート箕輪木下原町店 箕輪町 0265-79-7826 小売業（コンビニ）

若林酒店 箕輪町 0265-79-2265 小売業（酒）

（有）清水建業　清水建業二級建築士事務所 箕輪町 0265-79-7406 その他

（有）宝屋輪業 箕輪町 0265-79-2462 専門サービス業

辰巳屋 箕輪町 0265-79-2615 飲食店

ヘアースタジオ・アミ 箕輪町 0265-79-1095 理容業、美容業

エコカーショップ・ノーツ 箕輪町 0265-96-7671 専門サービス業

サワシン（株） 箕輪町 0265-79-2335 卸売業

セブンイレブン箕輪三日町店 箕輪町 0265-79-7992 小売業（コンビニ）

セブンイレブン箕輪松島店 箕輪町 0265-70-7717 小売業（コンビニ）

（有）フクロヤ家具総合センター 箕輪町 0265-79-2331 小売業（その他）

漆戸自動車整備工場 箕輪町 0265-79-3751 専門サービス業

（株）伊勢良　おごち給油所 箕輪町 0265-79-4265 専門サービス業

エルコンパス　イセリョウ 箕輪町 0265-79-2204 小売業（その他）

麺屋　かなた 箕輪町 080-3207-6541 飲食店

伊那・みのわタクシー 箕輪町 0265-79-2455 運輸業

みのわ造花・みのわ斎場さかもと 箕輪町 0265-79-2536 http://www.minowazouka.jp 専門サービス業

養老乃瀧箕輪店 箕輪町 0265-79-9581 飲食店
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ヘアーメイク　プリズム 箕輪町 0265-70-8844 理容業、美容業

アート　タナカヤ 箕輪町 0265-79-2276 小売業（その他）

伊那プリンスホテル 箕輪町 0265-79-0088 宿泊業

（有）井口モータース 箕輪町 0265-79-0015 専門サービス業

水車家 箕輪町 0265-79-9841 飲食店

ローソン箕輪町松島 箕輪町 0265-70-6850 小売業（コンビニ）

ローソン箕輪中箕輪店 箕輪町 0265-70-9555 小売業（コンビニ）

ローソン箕輪中央店 箕輪町 0265-98-6860 小売業（コンビニ）

（有）藤乃園 箕輪町 0265-79-2203 小売業（その他）

（有）藤乃園　イオン箕輪店 箕輪町 0265-79-1077 小売業（その他）

みのわ花園 箕輪町 0265-79-2443 小売業（その他）

（有）スワ内装 箕輪町 0265-79-3344 その他

赤羽鉄工（株） 箕輪町 0265-79-2448 その他

あつみ寿司 箕輪町 0265-79-4664 飲食店

みのわパレス（ＪＡ箕輪町支所内） 箕輪町 0265-96-0178 飲食店

ファミリーマートＪＡ伊北インター店 箕輪町 0265-71-1116 小売業（コンビニ）

福沢理容室 箕輪町 0265-79-3928 理容業、美容業

（株）信濃屋本店 箕輪町 0265-79-2125 専門サービス業

（有）八幡屋設備 箕輪町 0265-70-7958 その他

油屋商店（良酒倉庫） 箕輪町 0265-79-2207 小売業（酒）

（有）伊藤屋精肉店 箕輪町 0265-79-2138 小売業（食肉）

たまや食堂 箕輪町 0265-93-0524 飲食店

藤森理容店 箕輪町 0265-79-2273 理容業、美容業

ＢＡＲＢＥＲ　ＳＴＹＬＩＳＴ　吉川 箕輪町 0265-79-2815 理容業、美容業

かどや時計店 箕輪町 0265-79-3081 小売業（その他）

美容室ひだまり 箕輪町 0265-79-3423 理容業、美容業

中村理容室 箕輪町 0265-79-2787 理容業、美容業

ナイトスポット　カサブランカ 箕輪町 0265-70-7008 飲食店

菓子庵　金星 箕輪町 0265-79-3200 小売業（菓子）

胡蝶蘭 箕輪町 0265-98-8767 飲食店

氣エナジーヒーリングサロン　くくる 箕輪町 090-4629-3824 専門サービス業

メナードフェイシャルサロン箕輪町店 箕輪町 0265-71-2985 専門サービス業

牛角箕輪店 箕輪町 0265-98-9115 飲食店

ラウム・プペ 箕輪町 0265-79-7833 小売業（衣服）
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バイシクル　メンテナンスショップ　藤沢 箕輪町 0265-79-2077 小売業（その他）

フクトミ 箕輪町 0265-79-2159 小売業（衣服）

タイヤ館箕輪 箕輪町 0265-98-9111 小売業（その他）

暖（ほっと）ハウス 箕輪町 0265-79-4435 飲食店

トラビスジャパン 箕輪町 0265-71-3800 専門サービス業

レディースきょうや 箕輪町 0265-79-2129 小売業（衣服）

染と織　京屋 箕輪町 0265-79-2129 小売業（衣服）

（有）木下農機具店 箕輪町 0265-79-2438 小売業（その他）

（有）サンオートモービル 箕輪町 0265-79-8608 専門サービス業

ウェストヒル箕輪店 箕輪町 70-5515 専門サービス業

中華飯店　そんごくう 箕輪町 0265-79-7601 飲食店

宅老所しばみや・移送サービスしばみや 箕輪町 0265-71-3380 専門サービス業

（株）沢製麺 箕輪町 0265-79-2063 小売業（その他）

あいびー酒楽堂 箕輪町 0265-79-5653 飲食店

コモリ美容室 箕輪町 0265-79-4459 理容業、美容業

（株）マツシマ 箕輪町 0265-79-2115 小売業（その他）

（株）南信家具センター（クロロスファニチャー 箕輪町 0265-79-3466 小売業（その他）

SOYA creative hair 箕輪町 0265-79-2648 http://soya-creative-hair.com/ 理容業、美容業

AOKI箕輪店 箕輪町 0265-71-1788 小売業（衣服）

e-Cafe 箕輪町 0265-70-6682 飲食店

Hair Drops 箕輪町 0265-70-6669 理容業、美容業

松島美容室 箕輪町 0265-79-3273 理容業、美容業

ヤマダ電機　テックランド箕輪店 箕輪町 0265-98-8761 小売業（その他）

（有）立石 箕輪町 0265-79-2504 小売業（菓子）

山岸酒店 箕輪町 0265-79-2034 小売業（酒）

美容室　ｓｈｉｂａ 箕輪町 0265-79-4124 理容業、美容業

ヘアーサロン　おりぃぶ 箕輪町 0265-79-9744 理容業、美容業

綿半スーパーセンター箕輪店 箕輪町 0265-71-5353 小売業（百貨店・総合スーパー）

とんかつ・魚料理　おきな 箕輪町 0265-70-7044 飲食店

（株）ユモトガレージモータース 箕輪町 0265-70-9321 専門サービス業

ファーストＰＣ 箕輪町 0265-96-7795 https://firstpc.jp 専門サービス業

メガネのナガタ箕輪店 箕輪町 0265-79-1440 https://www.oo-nagata.co.jp/ 小売業（その他）

（株）ニシザワ　ベルシャイン箕輪店 箕輪町 0265-98-8111 小売業（百貨店、総合スーパー）

ヤマコ中村商店 箕輪町 0265-79-2539 小売業（その他）
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林屋 箕輪町 0265-79-2177 小売業（その他）

カイロサロン　ステラ 箕輪町 0265-97-1365 専門サービス業

南信自動車 箕輪町 0565-79-4722 専門サービス業

パン茶房　窯屋 箕輪町 0265-98-8639 小売業（パン）

とざ和 箕輪町 0265-79-3204 https://r.gnavi.co.jp/n616100/ 飲食店

理容ツチド 箕輪町 0265-79-3193 理容業、美容業

ふくじや・ハリカ箕輪店 箕輪町 0265-79-2151 小売業（その他）

美容室AURORA　アウローラ 箕輪町 0265-98-0850 理容業、美容業

（有）こうじや酒店 箕輪町 0265-79-2784 小売業（酒）

ガスショップ　カネカ 箕輪町 0265-79-2626 小売業（その他）

大東畳店 箕輪町 0265-79-3342 その他

めがね補聴器　くまや 箕輪町 0265-98-0403 小売業（その他）

マルカワクリーニング 箕輪町 0265-79-2542 専門サービス業

ベルシャイン伊北店 箕輪町 0265-79-2211 小売業（百貨店、総合スーパー）

（株）ローカルライフ 箕輪町 0265-98-8842 専門サービス業

やまびこテラス 箕輪町 0265-96-0129 飲食店

クリーニング　ミツワ本店工場・駅前店 箕輪町 0265-79-7951 専門サービス業

（有）サンキュウ 箕輪町 0265-79-1127 小売業（その他）

餃子食堂 箕輪町 0265-95-1965 飲食店

らーめん竜雅 箕輪町 0265-70-6665 飲食店

明日香 箕輪町 0265-79-7381 飲食店

高木電工 箕輪町 0265-79-5948 その他

洋服の池田 箕輪町 0265-79-2886 専門サービス業

みのわ竹輪邸 箕輪町 0265-96-7969 飲食店

シューマート箕輪店 箕輪町 0265-70-1015 小売業（その他）

三日町山田店（箕輪閣） 箕輪町 0265-79-2101 持ち帰り、配達飲食サービス業

マツモトキヨシ伊北インター店 箕輪町 0265-71-3370 小売業（ドラッグストア）

伊那バス（株）箕輪営業所 箕輪町 0265-79-0123 https://www.ibgr.jp 運輸業

（有）アトムモータース 箕輪町 0265-79-3034 専門サービス業

セブンイレブン箕輪バイパス店 箕輪町 0265-70-5010 小売業（コンビニ）

和食　浅草家 箕輪町 0265-70-8899 飲食店

chou chou（美容室） 箕輪町 0265-70-5076 理容業、美容業

上島司法書士事務所 箕輪町 0265-98-7747 専門サービス業

イオン箕輪店 箕輪町 0265-79-1411 小売業（百貨店、総合スーパー）
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（有）サンワ電化イグチ 箕輪町 0265-79-2405 小売業（その他）

ヘアーサロン　カラサワ 箕輪町 0265-79-7536 理容業、美容業

ミノワスポーツ 箕輪町 0265-79-7831 小売業（その他）

セブンイレブン箕輪東箕輪店 箕輪町 0265-79-8760 小売業（コンビニ）

（株）唐澤工務店 箕輪町 0265-79-3245 その他

ゆとろぎＲＯＯＭ　５８８４ 箕輪町 0265-79-6257 飲食店

尾崎時計店 箕輪町 0265-79-2425 小売業（その他）

（有）平林商会 箕輪町 0265-79-7174 小売業（その他）

（有）ヒライ 箕輪町 0265-79-3066 その他

（株）第一ホンダ伊那 箕輪町 0265-79-2454 専門サービス業

みのわ～れ 箕輪町 0265-95-4465 飲食店

和菜　燈花 箕輪町 0265-98-7401 飲食店

ゆあ～こまくさ 箕輪町 0265-79-5358 小売業（その他）

雅秋園 箕輪町 0265-70-5789 小売業（野菜果物）

スナック　あんじゅ 箕輪町 0265-79-8167 飲食店

スナック　ビリーヴ 箕輪町 0265-70-5255 飲食店

（有）伯耆原工務店 箕輪町 0265-79-7097 その他

さくら＊みらい塾 箕輪町 0265-98-8457 http://senohsya.com/ 専門サービス業

（株）根橋商店　伊北ＩＣ営業所 箕輪町 0265-79-2894 専門サービス業

丸五金屋呉服店 箕輪町 0265-79-2073 小売業（衣服）

タイヤガーデン　ピットイン箕輪店 箕輪町 0265-70-1988 小売業（その他）

さんぱつ屋箕輪店 箕輪町 0265-70-7738 理容業、美容業

伊北代行 箕輪町 0265-79-1283 専門サービス業

なかむら新聞店 箕輪町 0265-76-9998 小売業（その他）

スナック　ダイアナ 箕輪町 0265-79-9035 飲食店

きものと帯　寿屋 箕輪町 0265-79-4732 小売業（衣服）

（有）浦野種苗店 箕輪町 0265-79-2164 専門サービス業

軽未使用車専門店　KOWA箕輪 箕輪町 0265-71-3440 小売業（その他）

hair works PEACE　ヘアワークス　ピース 箕輪町 0265-79-2503 理容業、美容業

創作イタリアンレストラン　“アルピ” 箕輪町 0265-70-5020 飲食店

西友箕輪店 箕輪町 0265-79-1022 小売業（百貨店、総合スーパー）

そばカフェ　軽～ろ楽ちょ 箕輪町 0265-79-9308 飲食店

Room CHICORA 箕輪町 0265-79-2834 理容業、美容業

ファッションセンターしまむら箕輪店 箕輪町 0265-71-1306 小売業（衣服）
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アベイル箕輪店 箕輪町 0265-71-1714 小売業（衣服）

コモリ理容室 箕輪町 0265-79-3178 理容業、美容業

mieux（セ・ミュウ） 箕輪町 0265-70-5447 理容業、美容業

オシノ電器 箕輪町 0265-79-6279 専門サービス業

コメリハードアンドグリーン箕輪店 箕輪町 0265-70-1831 小売業（ホームセンター）

ザ・ダイソー　ベルシャイン箕輪店 箕輪町 0265-71-2055 小売業（その他）

ケアセンターふれあいの里 箕輪町 0265-71-1121 専門サービス業

鉄板酒場　あすく 箕輪町 0265-71-1223 飲食店

福多屋 箕輪町 0265-79-2018 小売業（その他）

韓国料理　マポジョン 箕輪町 0265-95-3799 飲食店

やる樹家 箕輪町 0265-71-1077 飲食店

マツモトキヨシ箕輪店 箕輪町 0265-79-9958 小売業（ドラッグストア）

明治の宅配マルエー 箕輪町 0265-79-2079 小売業（その他）

（有）伊那コニー 箕輪町 0265-79-2435 専門サービス業

（株）コマツ 箕輪町 0265-79-2568 その他

ホリデー車検みのわ 箕輪町 0120-807-978 専門サービス業

（有）井桁屋新聞店 箕輪町 0265-79-2368 小売業（その他）

赤羽設備（株） 箕輪町 0265-79-6990 その他

サエラ 箕輪町 0265-79-1071 小売業（その他）

居酒屋　春香 箕輪町 0265-96-0439 飲食店

（株）ＪＩＮＲＩＫＩ 箕輪町 050-5835-1002 小売業（その他）

（株）北沢建築 箕輪町 0265-79-3522 その他

ＹＯＵ遊ＢＯＡＴ 箕輪町 0265-79-2149 その他娯楽業

（有）笑栄システム 箕輪町 0265-70-1027 専門サービス業

（有）笑栄情報電子機器販売 箕輪町 0265-79-6988 専門サービス業

スナック　向日葵 箕輪町 0265-79-0883 飲食店

ＪＡミニファーム北部店 箕輪町 0265-71-3566 小売業（その他）

（有）信州オートサービス 箕輪町 0265-79-6776 専門サービス業

みのわ温泉　ながた荘 箕輪町 0265-79-0328 宿泊業

みのわ温泉　ながたの湯 箕輪町 0265-79-0328 その他

（株）サンポー　アパマンショップ伊北店 箕輪町 0120-88-3100 不動産業

Bistroなゆた 箕輪町 080-6937-4964 飲食店

パン工房たきざわ 箕輪町 0265-98-5171 小売業（パン）

スズキアリーナ箕輪 箕輪町 0265-71-3780 専門サービス業
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個別指導学習塾マーチ 箕輪町 0265-98-0441 専門サービス業

㈱創和設計 箕輪町 0265-79-1222 専門サービス業

㈱コトブキ石油 箕輪町 0265-70-6611 専門サービス業

長野トヨタ自動車㈱伊北店 箕輪町 0265-79-7588 専門サービス業

宅配すし・会席お届け料理 坂本 箕輪町 0265-79-3311 持ち帰り、配達飲食サービス業

ミドリ美容室 箕輪町 0265-79-7237 専門サービス業

㈱信州輸入タイヤ 箕輪町 0265-79-4300 http://shinshu-import-tire.co.jp/ 小売業（その他）

アメリカンドラッグ箕輪店 箕輪町 0265-71-1012 小売業（ドラッグストア）

スタジオ翼 箕輪町 0265-96-7113 http://studiotsubasa.net/ 専門サービス業

private salon petit（ジェルネイル） 箕輪町 090-2244-5893 専門サービス業

TSUTAYA　箕輪店 箕輪町 0265-98-8118 小売業（その他）

㈱信州ウェイスト　箕輪工場 箕輪町 0265-71-3588 専門サービス業

ほけんの窓口南信州店 箕輪町 0265-71-3980 専門サービス業

八百屋　よっちゃん 箕輪町 0265-95-2992 小売業（野菜果物）

amber 箕輪町 0265-96-0436 飲食店

LongHills Eco Guesthouse and Café 箕輪町 080-8192-2166 https://www.longhills-nagano.com/ 宿泊業

日研トータルソーシング㈱ 箕輪町 0265-71-3660 https://www.nikken-totalsourcing.jp/ 専門サービス業

千代田屋酒店 箕輪町 0265-79-2251 小売業（酒）

愛す工房みのわ 箕輪町 0265-79-6156 小売業（その他）

カレーハウスCoCo壱番屋長野箕輪店 箕輪町 0265-71-3249 飲食店

さかなや道場みのわ店 箕輪町 0265-71-3770 飲食店

モスバーガー　伊北インター店 箕輪町 0265-70-7896 https://www.mos.jp/shop/detail/08085/ 飲食店

美容室ひだまり(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 箕輪町 0265-79-3423 理容業、美容業

㈲松島美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 箕輪町 0265-79-3273 理容業、美容業

ﾐﾄﾞﾘ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 箕輪町 0265-79-7237 理容業、美容業

ﾍｱｰｻﾛﾝ･YOU(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 箕輪町 0265-79-6024 理容業、美容業

ﾙｰﾑﾁｺﾗ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 箕輪町 0265-79-2834 理容業、美容業

ﾀﾞﾝｹ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 箕輪町 0265-96-0661 理容業、美容業

魚民　伊那箕輪店 箕輪町 0265-79-1088 https://www.monteroza.co.jp/ 飲食店

㈱トヨタレンタリース長野伊北店 箕輪町 0265-79-9760 専門サービス業

ビジネス旅館ふきはら 箕輪町 0265-79-2426 宿泊業

旅館　寿 箕輪町 0265-79-2214 宿泊業

ますや旅館 箕輪町 0265-79-2043 宿泊業

クリーニングYANO 箕輪町 0265-79-5616 専門サービス業
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生活協同組合コープながの伊北センター 箕輪町 0265-98-6010 小売業（その他）

紫苑 箕輪町 79-1666 飲食店

居酒屋　竜飛 箕輪町 79-6843 飲食店

ハーフムーン 箕輪町 79-5809 飲食店

佐原ギター教室 箕輪町 96-0878 専門サービス業

ルダン 箕輪町 75-9116 飲食店

ザ・マニラ 箕輪町 79-0066 飲食店

吉野屋 箕輪町 090-3482-3567 飲食店

スナック　夢郷 箕輪町 0265-70-7005 飲食店

㈲三松屋 箕輪町 0265-79-9599 飲食店

SLOWHAND 箕輪町 090-9665-6270 その他

居酒屋　あぶ 箕輪町 0265-79-7089 飲食店

HgL 箕輪町 0265-70-5877 飲食店

いしい 箕輪町 0265-79-3900 飲食店

AFAS伊北（伊北スイミングクラブ） 箕輪町 0265-79-9290 http://afas.sakura.ne.jp その他

スナックぴぃぷるたうん 箕輪町 0265-79-9501 飲食店

台湾料理 昇龍 箕輪町 0265-96-0187 飲食店

居酒屋のんき 箕輪町 0265-79-9595 飲食店

㈲征矢酒店 箕輪町 0265-79-2076 小売業（酒）

夢まちLabo 箕輪町 0265-98-0322 飲食店

支那そば屋　乃の和 箕輪町 飲食店

ステーキ宮　箕輪店 箕輪町 0265-70-8807 https://www.miya.com/ 飲食店

ﾍｱｽﾀｼﾞｵ ｱﾋﾞｽ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 飯島町 0265-86-4131 理容業、美容業

熊谷美容院(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 飯島町 0265-86-2101 理容業、美容業

ｻｶｴ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 飯島町 0265-86-4483 理容業、美容業

ﾍｱｻﾛﾝ 四季(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 飯島町 0265-86-4763 理容業、美容業

ﾌﾀﾊﾞ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 飯島町 0265-86-2733 理容業、美容業

ﾌﾟﾘｰｽﾞ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 飯島町 0265-86-5005 理容業、美容業

スナックISAWA（井沢自動車㈱） 中川村 0265-88-2319 http://www.isawajidosha.com/pc/ 飲食店

らーめんめんまる中川店 中川村 0265-88-4139 飲食店

なかがわ整体院 中川村 0265-88-4418 https://nakagawaseikotsuin-nagano.com/ 医療、福祉

中川ショッピングセンター（協） 中川村 0265-88-3840 http://www.n-ciao.com/ 小売業（百貨店、総合スーパー）

望岳荘 中川村 0265-88-2033 https://www.bougakusou.com/ 宿泊業

アジアごはんとスパイスカレー　アドゥマン 中川村 080-4985-5085 飲食店
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地鶏屋　一志 中川村 0265-88-3339 飲食店

アゲイン 中川村 0265-88-2532 飲食店

ピッツェリア　クアットロ　モーリ 中川村 0265-98-8044 飲食店

いさわ 中川村 0265-88-3888 飲食店

カフェレスト　ペリカン 中川村 0265-88-2990 飲食店

いろりなかがわ亭 中川村 0265-88-6303 飲食店

いげた屋 中川村 0265-88-2526 飲食店

ラーメン　また旅 中川村 0265-88-2411 飲食店

きりこ 中川村 0265-88-2711 飲食店

スナック羽蝶蘭 中川村 0265-88-2032 飲食店

山のパン屋さん 中川村 090-4153-8083 小売業（菓子パン）

北沢クリーニング 中川村 0265-88-3211 専門サービス業

農事組合法人　三幸 中川村 0265-88-4071 http://www.miyukinoko.com/ その他

basecamp COFFEE 中川村 090-9747-1645 https://basecampcoffee.wixsite.com/1445 飲食店

玉屋商店 中川村 0265-88-2032 小売業（酒）

みのりや酒店 中川村 0265-88-2521 小売業（酒）

お好み焼き　桃ちゃん 中川村 0265-88-3773 飲食店

あかいみ 中川村 080-5109-0196 小売業（菓子パン）

しまや菓子店 中川村 0265-88-4009 小売業（菓子パン）

vita（ヴィータ） 中川村 090-4088-2302 飲食店

ナツノオト　奏の森 中川村 090-8023-5302 持ち帰り、配達飲食サービス業

イーコム 南箕輪村 0265-76-7780 専門サービス業

まりんべんとう・村の駅 南箕輪村 0265-72-5730 https://marinefoods-g.com 小売業（その他）

これぞパンです 南箕輪村 0265-97-1376 飲食店

AMARA one's hair 南箕輪村 0265-73-8888 理容業、美容業

スタジオ結 南箕輪村 0265-76-8585 理容業、美容業

味工房　ガレット 南箕輪村 0265-98-7607 飲食店

レストランびざび 南箕輪村 0265-78-1220 飲食店

エスケー・エンジニア 南箕輪村 0265-98-6762 その他

てんりゅう治療院 南箕輪村 0265-95-3551 http://ina-seitai.com/ 医療、福祉

セルフ・ハイランズ伊那SS㈱伊那中央石油 南箕輪村 0265-74-1551 https://www.inachu-syoten.com/ 小売業（その他）

㈱ホンダカーズ信州伊那東店 南箕輪村 0265-78-3141 www.hondacars-shinshu.co.jp その他小売業

Hair Design Graine 南箕輪村 0265-95-6131 https://hairdesign-graine.com 理容業、美容業

パンの店　ニコ・テイル 南箕輪村 0265-76-5717 http://facebook.com/nicotale 小売業（菓子パン）
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アルプス中央信用金庫　信大前支店 南箕輪村 0265-76-5551 http://www.alupuschuo-shinkin.jp 金融業、保険業

アルプス中央信用金庫南箕輪支店 南箕輪村 0265-76-1011 http://www.alupuschuo-shinkin.jp 金融業、保険業

東洋リハビはり灸・マッサージ治療院 南箕輪村 0265-78-3327 www.valley.ne.jp/~t-rehabi/ 医療、福祉

お食事処　まことおあがり亭 南箕輪村 0265-76-5500 www.makoto-oagari.jp 飲食店

（有）あーすホーム 南箕輪村 0265-73-0313 http://www.earth-home.jp 不動産業

宮坂組 南箕輪村 0265-73-7222 http://www.miyasakagumi.com/ その他

きっちん＆すなっく　八亭（ぱあてい） 南箕輪村 0265-78-2550 飲食店

㈱ハクトー・トータルサービス 南箕輪村 0265-78-8340 http://www.hakuto~1.com/ 専門サービス業

こまっちゃん処かふぇ 南箕輪村 0265-98-0863 飲食店

理・美容ビューティ・ソヤ 南箕輪村 0265-72-5657 理容業、美容業

はる福祉タクシー 南箕輪村 0265-72-1423 http://www.haru-taxi.com/ その他

ミノワボウル 南箕輪村 0265-73-4111 その他娯楽業

自遊空間　伊那店 南箕輪村 0265-77-9001 その他娯楽業

NTPトヨタ信州株式会社 箕輪店 南箕輪村 0265-76-0101 https://www.ntp-toyota-shinshu.com 小売業（その他）

NTPトヨタ信州株式会社 伊那店 南箕輪村 0265-72-4121 https://www.ntp-toyota-shinshu.com 小売業（その他）

NTPトヨタ信州株式会社 オレンジタウン伊那 南箕輪村 0265-78-3067 https://www.ntp-toyota-shinshu.com 小売業（その他）

日産プリンス松本販売株式会社　伊那店 南箕輪村 0265-72-2473 https://np-matsumoto.nissan-dealer.jp/store/050/index.html 小売業（その他）

ﾌﾘｰｳｨﾙ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 南箕輪村 0265-96-0903 理容業、美容業

ﾍﾞｲﾌﾞﾍｱｰ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 南箕輪村 0265-71-7557 理容業、美容業

ﾏｯｼｭ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 南箕輪村 0265-78-9659 理容業、美容業

ﾘｰﾌﾞﾙ ﾍｱﾃﾞｻﾞｲﾝ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 南箕輪村 0265-98-0120 理容業、美容業

ﾛﾊｼｽ ﾍｱ ﾘｿﾞｰﾄ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 南箕輪村 0265-95-6179 理容業、美容業

福満楼 南箕輪村 0265-78-2508 飲食店

㈱ニッコー 宮田村 0265-85-3050 小売業（その他）

たんぽぽ 宮田村 090-4161-7192 その他生活関連サービス業（エステ等）

宮田観光開発㈱　 宮田村 0265-95-1919 http://www.miyadakankou.co.jp 宿泊業

ﾍﾟﾝｼｮﾝ＆ﾚｽﾄﾗﾝ　めいぷる 宮田村 0265-85-5335 http://www.meipuru.com 宿泊業

㈲わが家 宮田村 0265-85-1015 www.wagaya-miyada.com/ 医療、福祉

河井工器㈱ 宮田村 0265-85-3088 https://kawai-kouki.co.jp/ 製造業

山荘　息吹館 宮田村 0265-98-6510 宿泊業

タカノ㈱ 宮田村 0265-85-3150 製造業

長野システム開発㈱ 宮田村 0265-85-3385 その他

本坊酒造㈱マルス信州蒸溜所 宮田村 0265-85-4633 小売業（酒）

カトー㈱ 宮田村 0265-85-4375 http://www.kato-co.co.jp/ その他

23/44



店名・事業所名 市町村名 電話番号 ホームページURL 業種

㈲ヒラサワ建設 宮田村 0265-85-3518 その他

㈲松崎工務店 宮田村 0265-85-3958 https://www.matsuzaki-komuten.co.jp/ その他

㈲アトリエシミズ 宮田村 0265-85-2234 理容業、美容業

ＥＡＴ&ＪＯＹ 宮田村 090-1969-0261 飲食店

カットハウスぱる 宮田村 0265-85-3459 理容業、美容業

加藤テレビ 宮田村 0265-85-4220 小売業（その他）

㈱北川製菓　駒ヶ岳工場 宮田村 0265-85-4145 http://www.kitagawa-seika.com 小売業（その他）

小田切時計メガネ店 宮田村 0265-85-2139 小売業（その他）

こまゆき荘 宮田村 0265-81-7117 その他

笹屋薬品 宮田村 0265-85-2015 小売業（その他）

㈲佐藤タイヤ商会 宮田村 0265-85-2131 小売業（その他）

佐と美 宮田村 0265-85-2054 飲食店

サロン・ド・ちせ 宮田村 0265-85-4891 理容業、美容業

ジョーカー 宮田村 0265-98-0018 飲食店

食ごころ 宮田村 0265-98-7048 その他

居酒屋　純酒楽 宮田村 0265-84-1070 飲食店

㈲白木屋商店 宮田村 0265-85-2134 小売業（その他）

すし割烹　梵 宮田村 0265-85-4764 飲食店

そわか 宮田村 0265-84-1301 https://www.instagram.com/sowakameko 理容業、美容業

寺平㈱ 宮田村 0265-85-3010 その他

和風スナック　花かんざし 宮田村 0265-85-5227 飲食店

萬里 宮田村 0265-85-2065 飲食店

マキズルーム 宮田村 0265-85-3677 理容業、美容業

美容室ピア 宮田村 0265-85-2122 理容業、美容業

ファミリーサロンみよし 宮田村 0265-85-5577 理容業、美容業

藤原商店 宮田村 0265-85-2144 小売業（その他）

ヘアーサロンちよもと 宮田村 0265-85-2229 理容業、美容業

㈲正木屋酒店 宮田村 0265-85-2020 小売業（酒）

マスノヤ 宮田村 0265-85-2017 https://www.masunoya.shop/ 小売業（その他）

宮田カメラ 宮田村 0265-85-2265 その他

（一社）MIYADA村人TERRACE 宮田村 0265-98-6456 小売業（その他）

Ｖａｓｅ（ベイス） 宮田村 0265-85-3525 理容業、美容業

(資)モトスポットヒラサワ 宮田村 0265-85-2709 https://www.goobike.com/cgi-bin/search/client.cgi?client_id=8201079 小売業（その他）

リンデン 宮田村 0265-85-2409 小売業（その他）
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ロイヤルナンハウス宮田店 宮田村 0265-98-6308 飲食店

サロンclover 宮田村 0265-97-1612 その他生活関連サービス業（エステ等）

Passen 宮田村 0265-95-2392 飲食店

スリランカ料理アルッガマゲ 宮田村 0265-85-0080 http://aluthgamage.shop-pro.jp/ 飲食店

セブンイレブン宮田北店 宮田村 0265-85-6233 小売業（コンビニ）

セブンイレブン宮田駒ヶ原店 宮田村 0265-85-4440 小売業（コンビニ）

チェレステ 宮田村 0265-85-5108 飲食店

宮田整体施術院 宮田村 0265-85-3822 その他

信山莊 宮田村 0265-85-2025 宿泊業

㈱西日本宇佐美　中部支店153号上伊那給油所 宮田村 0265-85-6050 その他

ヒラサワ空調技術 宮田村 0265-85-2164 その他

プレジールリラクゼーションサロン 宮田村 0265-98-7217 その他生活関連サービス業（エステ等）

㈲富寿司 宮田村 0265-85-2251 飲食店

ノエビアこまがね販社 宮田村 0265-85-5067 小売業（その他）

理容ニュー千代本 宮田村 0265-85-2479 理容業、美容業

宮田整体施術院 宮田村 0265-85-3822 その他

ふれあい接骨院 宮田村 0265-85-2285 医療、福祉

ふれあいLABO 宮田村 0265-85-2285 その他

サラン美容室 宮田村 0265-85-2245 理容業、美容業

ヘアーサロンパオパオ 宮田村 0265-85-4210 理容業、美容業

M’sフードサービス 宮田村 0265-85-6535 http://r.goope.jp/shunsai-m 飲食店

さよこ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 宮田村 0265-85-4681 理容業、美容業

ｽｽﾞｷ美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 宮田村 0265-85-2836 理容業、美容業

ｽﾀｲﾙｽﾞ ｵﾌﾞ ﾍｱ ｸｰﾙｱｳﾞｪｰﾙ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 宮田村 0265-85-5995 理容業、美容業

中上美容室(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 宮田村 0265-85-2423 理容業、美容業

cake factory yayori 宮田村 https://cake-factory-yayori.business.site/ 持ち帰り、配達飲食サービス業

笑福 宮田村 0265-85-2237 飲食店

苔清庵 宮田村 0265-85-6010 飲食店

親愛の里シンフォニー 宮田村 0265-85-5808 その他

おおぎやラーメン駒ヶ根店 駒ケ根市 0265-82-2215 飲食店

ヴェオリア・ジェネッツ㈱駒ヶ根営業所 駒ヶ根市 0265-98-8132 https://www.veolia.jp/ja/veolia-jenets その他の生活関連サービス

ｻﾛﾝﾄﾞ・赤羽(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 駒ヶ根市 0265-83-2445 理容業、美容業

ﾋﾞｭｰﾃｨｰ さの(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 駒ヶ根市 0265-83-3627 理容業、美容業

髪処　とも己(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 駒ヶ根市 0265-81-5737 理容業、美容業
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ｼｭﾘｵﾝ とわ(長野県美容業生活衛生同業組合 上伊那支部所属) 駒ヶ根市 0265-83-1813 理容業、美容業

株式会社ダイナム長野駒ヶ根店 駒ケ根市 https://www.dynam.jp/top/index.html 娯楽業

赤木屋精肉店/ペニーレーン 松川町 36-7044 飲食店

居酒屋どりいむ 松川町 36-3681 飲食店

居酒屋よかよか 松川町 36-6639 飲食店

ｶｰｵﾌｨｽＨＡＹＡＳＨＩ 松川町 48-0577 専門サービス業

(有)ｶｰﾋﾟｯﾄアルル 松川町 36-3116 飲食店

かすみ亭 松川町 37-2315 飲食店

カフェシフォン 松川町 36-4830 飲食店

くらしの衣料まるいち 松川町 36-2209 小売業（衣服）

こじまクリーニング 松川町 36-2149 専門サービス業

(有)スギヤマ自動車電機 松川町 36-4747 専門サービス業

だいこん乃花 松川町 36-6100 飲食店

永川(株)（焼肉 雅山） 松川町 36-5541 https://www.facebook.com/GAZANYAKINIKU/ 飲食店

(有)平沢薬局 松川町 36-2166 その他小売業

酒のメガテン 松川店 松川町 34-1135 http://mega-ten.com/ 小売業（酒）

焼肉レストラン孫悟空 松川町 0265-36-5706 飲食店

松川サービス株式会社 松川町 0265-36-3733 https://matukawa-sv.com その他

ＭＩＹＡＳＨＩＴＡ 松川町 34-1118 飲食店

丸茂自動車(有) 松川町 36-3333 https://www.marumotaxi.com 運輸業、郵便業

来んさい家　松川店 松川町 48-5208 飲食店

スターハウス 松川町 36-5700 飲食店

ＭＩＬＫ　ＢＯＸ 松川町 36-5887 飲食店

スナック　ニューさくら 松川町 36-3908 飲食店

ホンダカーズ松川　(有)ナカロク自動車販売 松川町 36-2225 https://www.hondacars-matsukawa.com/ 専門サービス業

ナコ美容室 松川町 36-2144 理容業、美容業

からかっと 松川町 090-1436-0840 理容業、美容業

ＭＩＹＡＳＨＩＴＡ（焼肉くんくん） 松川町 飲食店

茜屋 松川町 飲食店

味処 呑 松川町 飲食店

Ａｐｏｌｌｏ 松川町 飲食店

居酒屋甚平 松川町 飲食店

居酒屋ちゃんや(㈱ひだまり） 松川町 飲食店

いずぎん・寿司 松川町 飲食店
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いなほ 松川町 小売業（その他）

(株)VINVIE 松川町 製造業

宇寿田製菓 松川町 小売業（菓子パン）

恵比寿屋商店 松川町 小売業（酒）

御菓子処　かりん 松川町 小売業（菓子パン）

おかちゃん 松川町 飲食店

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸちか 松川町 専門サービス業

北原産業(株) 松川町 その他小売業

けーきやペパン 松川町 48-5603 https://cakeyapepin.com/ 小売業（菓子パン）

(有)糀屋石油 松川町 その他小売業

こころ 松川町 090-1121-0198 飲食店

小料理店ふみ 松川町 飲食店

(有)燦燦 松川町 飲食店

(有)塩澤屋酒店 松川町 小売業（酒）

旬処　寿司政 松川町 飲食店

信州まし野ワイン(株) 松川町 製造業

スナックくみ 松川町 飲食店

スナックひろこ 松川町 飲食店

スナック美香 松川町 飲食店

スナック夢夢 松川町 飲食店

すばる 松川町 飲食店

大受 松川町 飲食店

大西楼 松川町 飲食店

たかさご 松川町 飲食店

天竜食堂 松川町 飲食店

(株)なかひら農場 松川町 製造業

そば打ち　にっぱち庵 松川町 36-2457 飲食店

Ber ワンエイティ 松川町 飲食店

まつたけ小屋　梅松苑 松川町 36-7100 https://baishoen.com/ 宿泊業

日吉丸飲食店 松川町 飲食店

おかしの国　フカツ 松川町 36-2043 小売業（菓子パン）

ポニー 松川町 飲食店

(有)松尾酒店 松川町 小売業（酒）

(有)三河屋商店 松川町 小売業（鮮魚）
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(有)美富久 松川町 飲食店

メケメケ食堂 松川町 36-3507 飲食店

焼肉ひまわり 松川町 飲食店

輸入石油(株) 松川町 その他小売業

りんごの森 松川町 飲食店

有限会社　徳八 松川町 飲食店

尾嶋 松川町 飲食店

かすみ亭 松川町 飲食店

聚鑫楼 松川町 飲食店

スナックギャルソン 松川町 飲食店

匠味 松川町 飲食店

豚豚 松川町 飲食店

東小ランチルーム 松川町 飲食店

麺屋やんちゃ 松川町 飲食店

わァ食キッチンEAT 松川町 飲食店

奥村農園 松川町 小売業（その他）

子白農園 松川町 小売業（その他）

鶴田農園 松川町 小売業（その他）

マルダイ　大場農園 松川町 小売業（その他）

マルホウ　松尾農園 松川町 小売業（その他）

丸星農園 松川町 小売業（その他）

みなみ信州農業協同組合　松川インター直売所もなりん 松川町 小売業（その他）

みなみ信州農業協同組合　まつかわ給油所 松川町 小売業（その他）

パティスリーアンサンブル 松川町 小売業（その他）

こころ 松川町 090-1121-0198 飲食店

Bar ワンエイティ 松川町 48-0465 https://matsu-ryo.net/store_single/store_single-223/ 飲食店

(有)フルーツガーデン北沢 松川町 36-2534 https://fgkita.com/ 小売業（その他）

ビューティ―やすい　新井店 松川町 36-4968 理容業、美容業

りんごの森 松川町 36-5777 http://appleforest.web.fc2.com 飲食店

かすみ亭 松川町 37-2315 飲食店

カーサロンフラッシュ 松川町 36-5556 その他

フードショップたけうち 松川町 36-2317 小売業（野菜果物）

鶏笑　松川店 松川町 49-4008 持ち帰り、配達飲食サービス業

Boulangerie みかづき 松川町 36-2221 小売業（菓子パン）
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武美屋 松川町 36-2414 小売業（その他）

マルトミ寝具店 松川町 36-2232 小売業（その他）

園原工業 松川町 36-3221 その他

竹村製作所 松川町 37-3375 製造業

㈲前澤電気設備 松川町 36-5891 その他

駒プランニング 松川町 36-7570 その他

ホテルフタミ 松川町 36-4600 宿泊業

新光精機 松川町 36-2237 製造業

福田屋米穀店 松川町 36-2139 小売業（その他）

伊那食品㈱ 松川町 36-6136 www.inasyoku.co.jp 製造業

宮下クリーニング 松川町 36-2167 専門サービス業

㈲相和工機 松川町 36-2435 製造業

米山時計店 松川町 36-2044 小売業（その他）

㈲細田工務店 松川町 36-2320 その他

信和サービス㈲ 松川町 34-1055 http://shinwa-tobi.co.jp/ その他

合同会社　伊那谷サラウンド 松川町 36-4794 https://inadani-surround.com/ 専門サービス業

宮下写真館 松川町 36-3025 専門サービス業

クラスター 大鹿村 0265-39-2417 https://www.facebook.com/cluster.bosai/ その他

おい菜 大鹿村 0265-39-2228 飲食店

秋葉路 大鹿村 0265-39-2844 飲食店

赤嶺館 大鹿村 0265-39-2023 宿泊業

JAしお里店 大鹿村 0265-39-2203 小売業（その他）

塩湯荘 大鹿村 0265-39-2316 https://shioyuso.com/sp/ 宿泊業

㈲鹿塩の湯　湯元　山塩館 大鹿村 0265-39-1010 https://www.yamashio.com/ 宿泊業

大鹿さくら組 大鹿村 0265-39-1012 小売業（その他）

塩の里　食事処 大鹿村 0265-39-2338 飲食店

アルプカーゼ（延齢荘） 大鹿村 0265-39-2818 小売業（その他）

サクラヤ商店 大鹿村 0265-39-2315 小売業（その他）

㈲筒井輪店 大鹿村 0265-39-2034 その他小売業

塩の里　食事処 大鹿村 0265-39-2338 飲食店

㈱大鹿里山市場 大鹿村 0265-39-2343 その他小売業

美濃屋豆腐店 大鹿村 0265-39-1028 小売業（その他）

旅舎　右馬允（うまのじょう） 大鹿村 0265-39-2037 宿泊業

大鹿砕石㈱ 大鹿村 0265-39-2121 その他
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大協建設㈱ 大鹿村 0265-39-2226 その他

㈱大林建材 大鹿村 0265-39-2688 その他

風月堂 大鹿村 0265-39-2332 飲食店

㈲丸五商事 大鹿村 0265-39-2409 小売業（その他）

吉野屋商店 大鹿村 0265-39-2678 小売業（その他）

のんびり～な塩畑 大鹿村 0265-39-2411 その他娯楽業

ヘルシーMeat大鹿 大鹿村 0265-39-2275 小売業（食肉）

㈱前澤産業 大鹿村 0265-39-2519 製造業

まるはち 大鹿村 0265-39-2014 小売業（衣服）

コスモ石油　㈲松山油店 大鹿村 0265-39-2145 その他小売業

JAみなみ信州　鹿塩給油所 大鹿村 0265-39-2203 その他小売業

カット空間小々鹿 大鹿村 0265-39-2349 理容業、美容業

手塚新聞店 大鹿村 0265-39-3012 その他小売業

新井電気工事㈱大鹿事業所 大鹿村 0265-39-2942 その他

もとよし造林 大鹿村 その他

ワーゲンハウス 大鹿村 0265-39-2752 宿泊業

㈱トライネット大鹿支店 大鹿村 0265-39-2311 その他

㈲ケイワークス 大鹿村 0265-39-2000 その他

牧島建設㈲ 大鹿村 0265-39-2048 その他

大鹿レミコン㈱ 大鹿村 0265-39-2117 その他

小渋開発㈱ 大鹿村 0265-39-2515 その他

㈱吉野組 大鹿村 0265-39-2000 その他

農家カフェBAU 大鹿村 飲食店

カフェデラムジカ 大鹿村 0265-49-0595 宿泊業

KASUGAI 大鹿村 0265-39-2616 その他小売業

赤石荘 大鹿村 0265-39-2528 宿泊業

するぎ農園 大鹿村 0265-39-3008 飲食店

大衆割烹　味の美佐登 高森町 0265-35-2126 飲食店

木ねん堂 高森町 0265-48-6136 http://mokunendo.com/ 小売業（その他）

理容ミズノ 高森町 0265-35-7007 理容業、美容業

北部タクシー㈲ 高森町 0265-35-2062 https://hokubutaxi.jp/ 運輸業、郵便業

ツアーズ信州 高森町 0265-35-2584 その他

わんこの美容室　ピボット 高森町 0265-49-8255 https://www.wanko-pivot.com/ その他

㈲石井燃料商会 高森町 0265-35-2132 https://www.ishii-nenryou.co.jp/ その他
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オカ美容院 高森町 0265-35-2425 https://oka-beauty-shop.com/ 理容業、美容業

㈲タカモリ自動車 高森町 0265-35-3630 その他

 ㈲ひまわり　和ごはんカフェ　まめくり　 高森町 0265-35-1887 飲食店

㈱信州市田酪農 高森町 0265-34-2288 http://ichida-rakunou.or.jp/ その他

 ヒーリングサロンFlower Age 高森町 0265-35-2537 小売業（衣服）

㈲安田商会 高森町 0265-35-7028 その他

㈲うめのや 高森町 0265-35-2034 小売業（衣服）

カフェ・いるもんで 高森町 070-4364-8846 飲食店

㈱佳芳みつ蜂 高森町 0265-34-3845 飲食店

jai.faim(ジェイファン) 高森町 0265-35-1501 その他

トラットリア、アンジャーネ 高森町 0265-35-6290 飲食店

㈲データーランド 高森町 0265-21-2068 https://www.dataland.co.jp/ 情報通信業

はらまち薬局 高森町 0265-34-3261 https://www.e-classa.net/shinano-haramachi/ 医療、福祉

高森カントリ―クラブ 高森町 0265-35-3355 http://www.takamori-cc.co.jp スポーツ施設提供業

塩沢モータース 高森町 0265-35-2831 その他

㈱イイダアックス 高森町 0265-35-2400 http://iidaax.main.jp 製造業

㈲セブン　ダイエー高森店 高森町 0265-35-1735 http://www.pachinko-daiei.jp その他娯楽業

ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ柳 高森町 0265-35-4881 飲食店

山田FPオフィス 高森町 080-4067-3854 専門サービス業

タルト専門店　小恋路 高森町 0265-48-6453 飲食店

合同会社クラル 高森町 0265-35-1474 http://curar-nagano.com/ 専門サービス業

Yuwa-Hairdesign- 高森町 0265-48-6944 理容業、美容業

パソコンじゅく高森教室 高森町 0265-34-2076 http://www.pasokonjuku.com 教育、学習支援業

養老乃瀧　高森店 高森町 0265-35-1877 飲食店

㈲綿治硝子店　高森給油所 高森町 0265-35-3223 専門サービス業

モスバーガー　高森町店 高森町 0265-34-3225 https://www.mos.jp/shop/detail/04620/ 飲食店

株式会社マツザワ 高森町 0265-35-3911 http://www.matsuzawa.gr.jp/ 卸売業

キラヤ高森店 高森町 0265-34-2500 http://www.kiraya.jp 小売業（百貨店、総合スーパー）

カラオケルームデビュー 高森町 0265-35-1150 その他娯楽業

㈲丸久 高森町 0265-35-2159 小売業（食肉）

アライミシン電器 高森町 0265-35-2075 小売業（その他）

カインズ高森店 高森町 0265-34-4777 https://www.cainz.com/ 小売：百貨店・スーパー・ホームセンター

まいてい 飯田市 0265-52-4868 飲食店

カジュアルステーキぎゅう 飯田市 0265-23-3956 飲食店
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セブンイレブン飯田山本店 飯田市 0265-25-5678 小売業（コンビニ）

オートガレージあち 飯田市 0265-28-1138 小売業（その他）

イッツ　西部インテリアハマシマ 飯田市 0265-25-5900 専門サービス業

サンピヨ薬局（有） 飯田市 0265-21-3033 小売業（ドラッグストア）

いいぬまのサンピヨ薬局 飯田市 0265-21-7750 小売業（ドラッグストア）

まるやまのサンピヨ薬局 飯田市 0265-52-5959 小売業（ドラッグストア）

はばのサンピヨ薬局 飯田市 0265-48-0402 小売業（ドラッグストア）

まつおのサンピヨ薬局 飯田市 0265-59-7035 小売業（ドラッグストア）

おおみやのサンピヨ薬局 飯田市 0265-49-8151 小売業（ドラッグストア）

焼肉　田舎っぺ 飯田市 0265-52-6229 飲食店

長屋門　桒はら 飯田市 0265-48-0829 飲食店

スナック　ブルーローズ 飯田市 080-1328-7272 飲食店

長屋門　桒はら 飯田市 0265-48-0829 飲食店

スナック　ブルーローズ 飯田市 080-1328-7272 飲食店

スナック　川 飯田市 0265-27-3885 飲食店

ジブラルタ生命保険(株)飯田営業所 飯田市 0265-22-2315 専門サービス業

株式会社ダイナム長野飯田店 飯田市 https://www.dynam.jp/top/index.html 娯楽業

広東楼 飯田市 0265-25-7454 飲食店

前田商店 飯田市 090-1055-5999 持ち帰り、配達飲食サービス業

ステーキ宮　飯田インター店 飯田市 0265-52-2311 https://www.miya.com/ 飲食店

北部タクシー(有)喬木営業所 喬木村 0265-33-2077 https://hokubutaxi.jp/ 運輸業、郵便業

ほぐし処一心 喬木村  080-1200-9587 その他生活関連サービス業（エステ等）

しあわせらんど 喬木村 090-4754-7323 その他生活関連サービス業（エステ等）

バーバーショップ　ノムラ 喬木村  0265-33-2316 理容業、美容業

美容室フルール 喬木村  0265-33-4566 理容業、美容業

ピボーテ 喬木村  0265-33-5110 理容業、美容業

カットサロン　シュリ 喬木村  0265-48-6710 理容業、美容業

オシタ美容室 喬木村  0265-33-2106 理容業、美容業

美容室ドゥー（doux） 喬木村  0265-33-4774 理容業、美容業

カットサロン　マツオ 喬木村  0265-33-3993 理容業、美容業

湯澤理容所 喬木村  0265-33-2795 理容業、美容業

ウララ美容院 喬木村  0265-33-3088 理容業、美容業

山酔園 喬木村  265-33-3678 飲食店

理容　狐塚 喬木村 0265-33-3626 理容業、美容業
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田舎道　直売所 喬木村 0265-33-4553 小売業（その他）

五平餅　竹や 喬木村 0265-33-2154 持ち帰り、配達飲食サービス業

（有）べんてん 喬木村 0265-33-3005 小売業（酒）

さつまラーメン阿島店 喬木村 0265-33-3126 飲食店

小池手造り農産加工所㈲ 喬木村 0265-33-3323 製造業

（有）由喜松 喬木村 0265-33-2050 飲食店

喬木村農村交流研修センター 喬木村 0265-33-3999 小売業（その他）

花みづき 喬木村 0265-33-3264 飲食店

創作料理　むっく 喬木村 0265-33-1169 飲食店

喫茶スナック　アイビー 喬木村 0265-33-3723 飲食店

さかもとや商店 喬木村 0265-33-2219 小売業（食肉）

後藤商店 喬木村 0265-33-2101 持ち帰り、配達飲食サービス業

サンディサンド 喬木村 080-3574-7008 小売業（菓子パン）

ＷＨＡＴ’Ｓ　ＵＰ 喬木村 0265-49-5330 飲食店

養老乃瀧　喬木店 喬木村 0265-33-4832 飲食店

近藤商店 喬木村 0265-33-3018 飲食店

赤石焼肉 喬木村 0265-33-3108 飲食店

（有）ピカイチ 喬木村 0265-33-4545 小売業（ドラッグストア）

（株）アジマ自動車学校 喬木村 0265-33-2550 教育、学習支援業

富田の里　楽珍館 喬木村 0265-33-3025 小売業（野菜果物）

貞元 喬木村 0265-33-2905 飲食店

Hair salon lafu（ラフ） 喬木村 0265-48-8193 理容業、美容業

ファミリーマート信州喬木店 喬木村 0265-33-1034 小売業（コンビニ）

ツキフクヤ 喬木村 0265-33-5015 飲食店

割烹旅館　宮本 喬木村 0265-33-2048 飲食店

宮本　阿島橋店 喬木村 0265-33-2048 飲食店

Aコープたかぎ店 喬木村 0265-33-4488 小売業（百貨店、総合スーパー）

焼肉 吉壱 喬木村 0265-33-3715 飲食店

焼肉 きこり 喬木村 0265-33-3461 飲食店

きみ 喬木村 0265-33-5056 飲食店

Bread & Sweets きらら（南信州とよおかマルシェ） 豊丘村 0265-48-8061 https://toyooka-marche.jp/ 小売業（菓子パン）

 kitchen そらら（南信州とよおかマルシェ） 豊丘村 0265-48-8061 https://toyooka-marche.jp/ 飲食店

四季彩市場（南信州とよおかマルシェ） 豊丘村 0265-48-8061 https://toyooka-marche.jp/ 小売業（野菜果物）

北部タクシー 豊丘村 0265-35-2347 https://hokubutaxi.jp/ 運輸業、郵便業
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理容ヤマモト 豊丘村 0265-35-2192 理容業、美容業

豊丘村ゲストハウス井桁屋 豊丘村 0265-49-8896 https://igetaya-gh.com/ 宿泊業

居酒屋八巳 豊丘村 0265-35-8283 飲食店

共栄ダンボール㈱ 豊丘村 0265-35-6288 http://enacity.info/kyoei-db/company-profile.html 製造業

焼肉ゆたか 豊丘村 0265-34-2929 飲食店

居酒屋　舞 豊丘村 飲食店

スミレ美容室 豊丘村 0265-35-5293 理容業、美容業

飲み処こきりこ 豊丘村 0265-35-6823 飲食店

割烹安藤 豊丘村 0265-48-5833 https://www.kappou-andou.com/ 飲食店

地野菜実のり 豊丘村 0265-55-3369 飲食店

食堂ふじむら 豊丘村 0265-35-2510 飲食店

居酒屋寄ってってよ 豊丘村 0265-49-0255 飲食店

和処　丘げや 豊丘村 0265-48-6235 飲食店

喫茶en 豊丘村 0265-48-0240 https://ecru-en.localinfo.jp/ 飲食店

カットハウスしらかば 豊丘村 0265-35-2518 理容業、美容業

sweets&cafe フランボア 豊丘村 0265-49-8898 小売業（菓子パン）

パルム豊丘㈱ 豊丘村 0265-35-8885 小売業（百貨店、総合スーパー）

びぜんや薬局 豊丘村 0265-35-2314 小売業（ドラッグストア）

スナック丘の上 豊丘村 飲食店

セブンイレブン豊丘神稲店 豊丘村 0265-35-5313 小売業（コンビニ）

㈲ハンズ 豊丘村 0265-35-8123 http://www.handz.jp/ その他

豊丘村商工会 豊丘村 0265-35-2395 その他

㈲イワサキ自動車 豊丘村 0265-35-2741 http://iwasaki-car.com/ その他小売業

㈲健康サポート 豊丘村 0265-35-1248 http://www.kensapo.info/index.html スポーツ施設提供業

美容室フィール・ィー 豊丘村 0265-35-5168 理容業、美容業

たかみ美容室 豊丘村 0265-35-3529 理容業、美容業

理容コマツ 豊丘村 0265-35-2715 理容業、美容業

㈱フルコン 豊丘村 0265-35-4626 https://www.fulcon.jp/ その他

ヘアーサロンコマツ 豊丘村 0265-35-2715 理容業、美容業

くましろ接骨院 豊丘村 0265-35-8966 https://kumashiro-sekkotu.wixsite.com/website 医療、福祉

ことぶき接骨院 豊丘村 0265-54-0254 医療、福祉

美容室シオザワ 豊丘村 0265-35-2055 理容業、美容業

Liebe Vogel / 好日子 豊丘村 教育、学習支援業

㈲松尾製綿 豊丘村 0265-35-3609 小売業（その他）
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浅井商店 豊丘村 0265-35-2028 http://www.e-matsutake.com/ その他小売業

タカラヤ商店 阿南町 0260-24-2035 小売業（衣服）

㈲大野屋商店 阿南町 0260-24-2027 小売業（百貨店、総合スーパー）

ＪＡみなみ信州　新野店 阿南町 0260-24-2204 小売業（百貨店、総合スーパー）

信愛㈱ 阿南町 0260-24-2263 小売業（その他）

㈲古松屋商店 阿南町 0260-24-2127 小売業（その他）

つるや菓子舗 阿南町 0260-24-2054 小売業（その他）

古田屋商店 阿南町 0260-24-2033 小売業（衣服）

フルタヤ椎茸㈱ 阿南町 0260-24-2033 卸売業

折山旅館 阿南町 0260-24-2514 宿泊業

恩沢時計自転車店 阿南町 0260-24-2118 その他小売業

時遊亭 阿南町 0260-24-2129 飲食店

リックスムラマツ 阿南町 0260-24-2356 小売業（その他）

クリーニングセンター浜屋 阿南町 0260-24-2100 専門サービス業

㈱蔵 阿南町 0260-24-2339 小売業（その他）

丸八旅館 阿南町 0260-24-2008 宿泊業

㈱ОＴＥＣ 阿南町 0260-24-2566 その他

栗生商店 阿南町 0260-24-2506 その他

うどん処　六三 阿南町 0260-31-0630 飲食店

大下条新聞販売所 阿南町 0260-22-3126 小売業（その他）

美園美容院 阿南町 0260-22-2072 理容業、美容業

理容クボタ 阿南町 0260-22-2748 理容業、美容業

なかま 阿南町 0260-22-2125 小売業（その他）

ヘアーサロン熊谷 阿南町 0260-22-2380 理容業、美容業

丸中石油店 阿南町 0260-22-2002 小売業（その他）

㈱豊本 阿南町 0260-22-3111 小売業（ホームセンター）

スナック　じゅん 阿南町 0260-22-2222 飲食店

ナピカ 阿南町 0260-31-1211 小売業（百貨店、総合スーパー）

パナメイトコニシ 阿南町 0260-22-3677 小売業（その他）

カットスタジオおおだいら 阿南町 0260-22-2113 理容業、美容業

カーショップ　ラポート 阿南町 0260-22-3107 小売業（その他）

そば処　辰巳屋 阿南町 0260-22-3797 飲食店

㈲にしざか 阿南町 0260-22-3352 小売業（百貨店、総合スーパー）

㈱とみくさ　富草食堂 阿南町 0260-31-0013 飲食店
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㈱とみくさ　にこにこぱん 阿南町 0260-31-0013 小売業（その他）

南信州菓子工房㈱　阿南工場 阿南町 0260-22-3035 製造業

大正軒 阿南町 0260-22-3787 理容業、美容業

佐々木新聞店 阿南町 0260-27-2207 小売業（その他）

㈲お酒と本屋 阿南町 0260-22-2316 小売業（百貨店、総合スーパー）

日本調剤北條薬局 阿南町 0260-31-1261 小売業（その他）

久保田製畳 阿南町 0260-22-2374 製造業

久保田畳店 阿南町 0260-22-2375 製造業

㈲藤本電気商会 阿南町 0260-22-3612 その他

㈱阿南車輌 阿南町 0260-22-2170 専門サービス業

喫茶　こなこ 阿南町 0260-31-0561 飲食店

めんくろう 阿南町 0260-22-2567 飲食店

おどもカフェ 阿南町 0260-31-0080 飲食店

㈲竜田屋 阿南町 0260-22-2061 小売業（衣服）

若草美容室 阿南町 0260-22-2392 理容業、美容業

ささや商店 阿南町 0260-22-2158 小売業（酒）

かじかの湯 阿南町 0260-22-2000 飲食店

㈲金田モータース 阿南町 0260-24-2519 小売業（その他）

ミサコ美容室 阿南町 0260-24-2628 理容業、美容業

栗生理容所 阿南町 0260-24-2137 理容業、美容業

サン美容室 阿南町 0260-24-2846 理容業、美容業

ヘアーサロン佐々木 阿南町 0260-24-2857 理容業、美容業

丸い屋商店 阿南町 0260-24-2015 小売業（百貨店、総合スーパー）

叶屋酒店 阿南町 0260-24-2102 小売業（酒）

焼肉　やす兵衛 阿南町 0260-22-3117 飲食店

一力 阿南町 0260-24-2057 飲食店

ファミリーマート信州阿南店 阿南町 0260-31-1050 小売業（コンビニ）

あなん薬局 阿南町 0260-22-3377 小売業（その他）

ささゆり荘 売木村 0260-28-2316 http://sasayuriso.jp/ 宿泊業

道の駅　南信州うるぎ 売木村 0260-28-1051 http://urugi.jp/db/miyage/post-25.html 小売業（その他）

天ふじ 売木村 0260-28-2933 http://www.urugi.jp/db/syokuji/post-36.html 飲食店

森の宿　遊星館 売木村 0260-28-2340 https://yuuseikan.jp/ 宿泊業

農家ゲストハウス　ポレポレ 売木村 0260-28-2802 宿泊業

大橋商店 売木村 0260-28-2007 小売業（百貨店、総合スーパー）
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原精肉店 売木村 0260-28-2810 小売業（食肉）

平野屋商店 売木村 0260-28-2016 小売業（百貨店、総合スーパー）

のの庵 売木村 飲食店

ペンション風の森 売木村 0260-28-2800 宿泊業

村澤製材工業有限会社 売木村 0260-28-2114 その他

民宿ゆりか 売木村 0260-28-2377 宿泊業

tonarinoCOFFEESTAND 売木村 飲食店

とんび農園 売木村 0260-28-2635 小売業（野菜果物）

食事処ありがとう 売木村 0260-28-2256 http://arigato.website/ 飲食店

(有)ネットワークうるぎ 売木村 0260-28-2088 http://nw-urugi.net/ 小売業（野菜果物）

（有）龍泉閣 天龍村 0260-32-1088 http://www.vill-tenryu.jp/tourism/spa/ryusenkakuryusennnoyu/ 宿泊業

（有）龍泉閣 天龍村 0260-32-1088 http://www.vill-tenryu.jp/tourism/spa/ryusenkakuryusennnoyu/ 飲食店

西開土商店 天龍村 0260-32-3281 小売業（百貨店、総合スーパー）

花田酒店 天龍村 0260-32-2003 小売業（酒）

（株）南信州開発 天龍村 0260-27-3496 http://www.vill-tenryu.jp/tourism/spa/okiyomenoyu/okiyome-restaurant/ 飲食店

(株)平岡砂利 天龍村 0260-32-2227 その他

(株)澤田商店 天龍村 0260-32-2004 小売業（百貨店、総合スーパー）

(有)福士組 天龍村 0260-32-2030 その他

(有)総合環境整備 天龍村 0260-32-2352 その他

スナックアイビー 天龍村 0260-32-2275 飲食店

うぐす小梅の会 天龍村 0260-32-2220 小売業（その他）

惣菜・居酒屋しんや 天龍村 飲食店

尾張屋商店 天龍村 0260-32-2035 小売業（百貨店、総合スーパー）

吉澤食料品店 天龍村 0260-32-2110 小売業（百貨店、総合スーパー）

山の宿加満屋 天龍村 0260-32-2244 http://www.yamanoyado.com/ 宿泊業

合同会社ゆずすけ 天龍村 0260-31-0580 https://yuzusuke.co.jp/ 小売業（その他）

森のコテージ　おきよめの郷 天龍村 0260-32-3880 https://okiyomenosato.com/ 宿泊業

満島食糧販売店 天龍村 0260-32-2401 小売業（その他）

有限会社秦 天龍村 0260-32-2134 小売業（その他）

サン天龍 天龍村 製造業

天龍村商工会 天龍村 0260-32-2066 https://tenryusho.jp/ 専門サービス業

ユルイの宿　恵山 阿智村 0265-43-3188 宿泊業

現金屋 阿智村 0265-43-3980 小売業（その他）

野熊の庄　月川 阿智村 0265-44-2321 宿泊業
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ひるがみの森 阿智村 0265-43-4321 宿泊業

御食事処はらだ 阿智村 0265-49-3311 飲食店

（有）玉のゆ 阿智村 0265-43-2880 飲食店

ホテル　はなや 阿智村 0265-43-2700 宿泊業

彩り季節風　伍和 阿智村 0265-48-6852 その他

キッチンストーブ 阿智村 0265-47-2143 小売業（菓子パン）

石苔亭　いしだ 阿智村 0265-43-3300 宿泊業

湯元ホテル　阿智川 阿智村 0265-43-2800 宿泊業

万葉茶寮　みさか 阿智村 0265-43-2656 宿泊業

おとぎ亭　光風 阿智村 0265-43-3211 宿泊業

治部坂十割そば 阿智村 0265-48-0917 飲食店

昼神十割そば 阿智村 0265-43-3191 飲食店

湯多利の里　伊那華 阿智村 0265-43-2611 宿泊業

お宿　山翠 阿智村 0265-43-2811 宿泊業

ユルイの宿　恵山 阿智村 0265-43-3188 宿泊業

美容室Dahlia 阿智村 0265-43-2352 理容業、美容業

昼神グランドホテル　天心 阿智村 0265-43-3434 宿泊業

ヘブンスそのはら 阿智村 0265-44-2311 その他娯楽業

満蒙開拓平和記念館 阿智村 0265-43-5580 その他

ごか食堂 阿智村 0265-43-2744 飲食店

懐石と炉ばたの宿　吉弥 阿智村 0265-43-2000 宿泊業

阿智昼神観光局 阿智村 0265-43-3001 その他

ＡＣＨＩ　ＢＡＳＥ 阿智村 0265-49-3177 その他

昼神キヲスク 阿智村 0265-49-0705 小売業（その他）

浪合パーク 阿智村 0265-48-8555 その他娯楽業

尾張あさひ苑 阿智村 0265-43-3180 宿泊業

昼神の棲　玄竹 阿智村 0265-43-5111 宿泊業

春木屋本店 阿智村 0265-43-2878 小売業（その他）

癒楽の宿　清風苑 阿智村 0265-43-4141 宿泊業

ざこや 阿智村 0265-43-4400 飲食店

大前食料品店 阿智村 0265-43-2076 卸売業

みんなの家 阿智村 0265-49-0744 宿泊業

トヨタ車体あららぎ自然村 阿智村 0265-47-2235 その他

サンマルシェ 阿智村 0265-48-6128 飲食店
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長田屋商店 阿智村 0265-46-2255 小売業（百貨店、総合スーパー）

喫茶ふらっとホッと 阿智村 0265-43-3170 飲食店

十字屋　可否茶館 阿智村 0265-43-2323 飲食店

掘割 阿智村 0265-46-2244 飲食店

ギャラリー＆工房　おいなん 阿智村 09047973855 小売業（衣服）

春駒 阿智村 0265-43-2156 飲食店

信濃比叡広拯院 阿智村 0265-442366 その他

小松加工所（昼神温泉朝市） 阿智村 0265-43-2631 小売業（その他）

Bakery＆Café　ＡＮＴＯＮ 阿智村 0265-48-6631 小売業（菓子パン）

そば勝縁 阿智村 0265-43-3711 飲食店

南国飯店 阿智村 0265-43-2283 飲食店

ほっこり昼神（昼神温泉朝市） 阿智村 09058522969 小売業（その他）

古畑農産加工所（昼神温泉朝市） 阿智村 0265-48-6106 小売業（その他）

朝市「星☆柿」（昼神温泉朝市） 阿智村 08032423157 小売業（その他）

綾ちゃん家のお餅（昼神温泉朝市） 阿智村 08041130982 小売業（野菜果物）

水上恵美子（昼神温泉朝市） 阿智村 0265-43-2636 小売業（その他）

菱田順子（昼神温泉朝市） 阿智村 0265-43-3534 小売業（その他）

塩原ひろ子（昼神温泉朝市） 阿智村 0265-46-2030 小売業（その他）

金子農園（昼神温泉朝市） 阿智村 09014706104 小売業（野菜果物）

林　清子（昼神温泉朝市） 阿智村 0265-43-2298 小売業（その他）

しずこさんのおみせ（昼神温泉朝市） 阿智村 0265-43-5116 小売（その他）

横川自然農園 阿智村 0265-48-6128 小売業（その他）

原　佳孝（昼神温泉朝市） 阿智村 0265-43-2465 小売業（野菜果物）

佐藤農園（昼神温泉朝市） 阿智村 0265-43-2902 小売業（野菜果物）

平出元広（昼神温泉朝市） 阿智村 09021663338 小売業（その他）

うどんや　こいけ 阿智村 0265-43-5500 飲食店

炭火焼き五平餅　関 阿智村 0265-43-3080 飲食店

やまびこ 阿智村 0265-43-3700 飲食店

スナック　輝龍（きらり） 阿智村 0265-48-6868 飲食店

大坂屋 阿智村 0265-43-2059 飲食店

きたせんと 阿智村 0265-43-2173 飲食店

お食事処・焼肉　ちとせ 阿智村 0265-43-5355 飲食店

辻乃園 阿智村 0265-43-2806 飲食店

焼鳥　かじか 阿智村 0265-43-3399 飲食店
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おにひら　本店 阿智村 0265-43-3398 飲食店

おにひら　昼神店 阿智村 0265-43-3930 飲食店

ひるがみ茶屋 阿智村 0265-43-4056 飲食店

三日庵 阿智村 0265-45-1188 飲食店

お食事　土産処　東山道 阿智村 0265-44-2008 飲食店

信濃比叡　門前屋 阿智村 0265-44-2258 飲食店

治部坂高原ジャム工房 阿智村 0265-47-1115 小売業（その他）

喫茶　秋桜 阿智村 0265-44-2330 飲食店

和食処　舟よし 阿智村 0265-43-3778 飲食店

湯川沢 阿智村 0265-43-3240 飲食店

あひる 阿智村 0265-43-2678 飲食店

園原ビジターセンターはゝき木館 阿智村 0265-44-2011 その他

産直広場おらがむらじまん 阿智村 0265-28-1678 小売業（野菜果物）

(株)長野県Ａ・コープラックあち店 阿智村 0265-43-2003 小売業（百貨店、総合スーパー）

殿村酒店 阿智村 0265-43-2002 小売業（酒）

辻本屋商店 阿智村 0265-43-2806 小売業（百貨店、総合スーパー）

木曽屋商店 阿智村 0265-43-2506 小売業（百貨店、総合スーパー）

ＪＡ伍和店 阿智村 0265-43-2511 小売業（百貨店、総合スーパー）

丸賀屋 阿智村 0265-43-2875 小売業（野菜果物）

肉と酒　かとう 阿智村 0265-43-2982 小売業（食肉）

ＪＡ園原店 阿智村 0265-44-2221 小売業（百貨店、総合スーパー）

ファミリーマート信州昼神店 阿智村 0265-45-1030 小売業（コンビニ）

なみあい便利屋コンビニジャ～ 阿智村 0265-47-2214 その他

あちの里 阿智村 0265-43-3730 製造業

耕紡工房 阿智村 090-8430-2225 小売業（菓子パン）

あちでんき 阿智村 0265-43-2073 その他小売業

プロショップ山口商店 阿智村 0265-43-2114 小売業（ホームセンター）

みなみ信州農協阿智支所　営農課農業資材 阿智村 0265-43-2225 小売業（その他）

いしはら塗装工業 阿智村 0265-45-2280 専門サービス業

ＧＵＤ工業 阿智村 0265-48-5520 専門サービス業

倉田設備 阿智村 0265-43-3963 専門サービス業

林石材店 阿智村 0265-43-3524 小売業（その他）

玉置建築 阿智村 0265-43-3620 専門サービス業

大嶋畳店 阿智村 0265-43-3664 製造業
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古川瓦美装 阿智村 0265-43-3565 専門サービス業

コーワ 阿智村 0265-45-1155 専門サービス業

田中建築店 阿智村 0265-43-2482 専門サービス業

林建築所 阿智村 0265-43-2655 専門サービス業

春日自動車 阿智村 0265-43-2266 小売業（その他）

阿智モーターサービス工場 阿智村 0265-43-2151 小売業（その他）

小原モータース 阿智村 0265-43-2424 小売業（その他）

阿智タイヤ商会 阿智村 0265-43-2288 小売業（その他）

綿治硝子店　駒場給油場 阿智村 0265-43-2016 小売業（その他）

そのはらエスエス 阿智村 0265-44-2020 小売業（その他）

浪合石油 阿智村 0265-47-2358 小売業（その他）

清内路石油 阿智村 0265-46-2057 小売業（その他）

みなみ信州農協　カーポート阿智給油所 阿智村 0265-43-4131 小売業（その他）

リリー・ヘアーサロンフジモト 阿智村 0265-43-2177 理容業、美容業

サエカ美容室 阿智村 0265-43-2017 理容業、美容業

エンゼル美容院 阿智村 0265-43-2040 理容業、美容業

サワキ理容室 阿智村 0265-43-2148 理容業、美容業

理容マサキ 阿智村 0265-43-2331 理容業、美容業

美容室　菜々 阿智村 0265-43-3390 理容業、美容業

プリントショップ　エム 阿智村 0265-43-2262 専門サービス業

下中屋ふとん店 阿智村 0265-43-2132 小売業（その他）

下原衣料品店 阿智村 0265-43-2111 小売業（衣服）

田中呉服店 阿智村 0265-43-2146 小売業（その他）

かつの呉服店 阿智村 0265-43-2127 小売業（その他）

ささき薬局 阿智村 0265-45-1007 小売業（その他）

こまんば薬局 阿智村 0265-48-8887 小売業（その他）

カイロプラクティック安藤 阿智村 0265-43-4735 専門サービス業

湯ったりーな昼神　リラクゼーションルーム 阿智村 0265-43-4311 専門サービス業

キラヤ　ピア店 阿智村 0265-43-2028 小売業（百貨店、総合スーパー）

くすりのほていやピア店 阿智村 0265-43-2893 小売業（ドラッグストア）

総合衣料　ファッションピア 阿智村 0265-43-3911 小売業（衣服）

ピア三枡 阿智村 0265-43-5539 小売業（その他）

美容室　ポニー 阿智村 0265-43-4586 理容業、美容業

ブランツ 阿智村 0265-49-8734 小売業（その他）
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ツカダ時計メガネ店 阿智村 0265-43-3850 小売業（その他）

日長庵　桂月 阿智村 0265-43-3500 宿泊業

阿智村保養センター　鶴巻荘 阿智村 0265-43-2320 宿泊業

阿智の里　ひるがみ 阿智村 0265-43-2255 宿泊業

料理旅館　むらさわ 阿智村 0265-43-3883 宿泊業

湯ったりーな昼神 阿智村 0265-43-4311 その他

飯伊森林組合　昼神荘 阿智村 0265-43-2336 宿泊業

不動温泉　華菱 阿智村 0265-47-2321 宿泊業

パークランド 阿智村 0265-44-2230 その他娯楽業

青木屋 阿智村 0265-44-2208 その他娯楽業

あららぎカントリークラブ 阿智村 0265-47-2331 その他娯楽業

清流の里　車屋 阿智村 0265-47-2145 その他娯楽業

アップルキャブ　南信州広域タクシー 阿智村 0265-28-2800 その他

安全代行 阿智村 0265-43-4107 その他

クリーンサポートシラサワ 阿智村 0265-43-3265 専門サービス業

デザインサクライロ　ＭＯＭＯｉｒｏ 阿智村 080-1127-3750 専門サービス業

Peoples　Sound　ピープルズサウンド 阿智村 0265-48-5552 専門サービス業

理容マツシマ 阿智村 0265-43-3104 理容業、美容業

園原整体療術院 阿智村 0265-43-2297 その他生活関連サービス業（エステ等）

みこ美容室 阿智村 0265-43-2565 理容業、美容業

治部坂高原スキー場 阿智村 0265-47-1111 https://jibuzaka.co.jp/ その他娯楽業

治部坂観光(株) 阿智村 0265-47-1111 https://jibuzaka.co.jp/ その他娯楽業

治部坂高原スキー場２階レストハウス 阿智村 0265-47-2414 飲食店

モーターカフェドリーム 阿智村 0265-43-4667 飲食店

さんのう 阿智村 0265-43-3101 飲食店

おやき工房えんまん 阿智村 0265-43-4564 小売業（その他）

信州清内路峠のおつけもの 阿智村 0265-46-2221 小売業（その他）

韓国料理　山ちゃん 阿智村 0265-43-3999 飲食店

料理山荘四季かわのべ 阿智村 0265-43-4340 飲食店

民宿　園原 阿智村 0265-44-2807 http://sonohara.web.fc2.com/ 宿泊業

mokki 阿智村 0265-49-3016 https://www.naganoachimura-glamping.com/ 宿泊業

平谷高原スキー場 平谷村 0265-48-2100 http://hiraya.boy.jp/ その他娯楽業

平谷湖フィシングスポット 平谷村 0265-48-1127 http://hirayako.com/ その他娯楽業

みき亭 平谷村 0265-48-2536 http://hirayamura.com/ 飲食店
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（株）信州平谷温泉 平谷村 0265-48-2911 https://hiraya-himawarinoyu.com その他娯楽業

（株）平谷カントリー倶楽部 平谷村 0265-48-2111 http://www.hirayacc.com/ その他娯楽業

お食事処　十郎太 平谷村 0265-48-2801 http://hirayamura.com/ 飲食店

お食事処　大柳 平谷村 0265-48-2808 http://hirayamura.com/ 飲食店

そば高嶺 平谷村 090-7282-4600 http://hirayamura.com/ 飲食店

藤丸 平谷村 0265-48-2818 http://hirayamura.com/ 飲食店

川上理容所 平谷村 0265-48-2002 http://hirayamura.com/ 理容業、美容業

蕎麦屋　侍 平谷村 0265-48-2622 http://sobaya-samurai.nobushi.jp/ 飲食店

苔庵　介る 平谷村 050-3555-5069 https://www.moss-scale.com/ その他娯楽業

まつのや 平谷村 0265-48-1131 http://hirayamura.com/ 小売業（酒）

カントリーブレッド　グランマ 平谷村 0265-48-2306 http://hirayamura.com/ 小売業（菓子パン）

高原カフェ　こもれび 平谷村 090-3582-6378 http://hirayamura.com/ 飲食店

平谷村給油所 平谷村 0265-48-2302 http://hirayamura.com/ その他小売業

ひよもの里　じねん亭 根羽村 0265-49-1066 http://hiyomo.com/ 飲食店

富久屋 根羽村 0265-49-2980 http://nebamura.com/ 飲食店

山のお店　住岡屋商店 根羽村 0265-49-2307 http://sumiokaya.com/ 小売業（百貨店、総合スーパー）

福嶋麺類食堂 根羽村 0265-49-2617 http://nebamura.com/ 飲食店

きゃろっと 根羽村 0265-49-2280 http://nebamura.com/ 飲食店

根羽給油所（有） 根羽村 0265-49-2104 http://nebamura.com/ 小売業（その他）

ネバーランド 根羽村 0265-49-2880 https://nebaland.com/ 飲食店

藤久酒店 根羽村 0265-49-2021 http://nebakanko.com/ 小売業（酒）

住吉屋商店 根羽村 0265-49-2035 http://nebamura.com/ 小売業（その他）

石原理容店 根羽村 0265-49-2523 http://nebamura.com/ 理容業、美容業

ヒロタ理容店 根羽村 080-6924-2234 http://nebamura.com/ 理容業、美容業

東名根羽カントリークラブ 根羽村 0265-49-2311 http://www.nebacc.jp/ スポーツ施設提供業

JA根羽店 根羽村 0265-49-2663 http://nebamura.com/ 小売業（百貨店、総合スーパー）

みなみ信州農業協同組合下条支所 下條村 0260-27-1111 その他

㈲仲川石材 下條村 0260-27-3516 http://maruturu.com/ その他小売業

お食事処　東山 下條村 0260-27-3510 飲食店

亀割商店 下條村 0260-27-2026 その他小売業

古田工業㈱ 下條村 0260-27-2377 http://ftk.heteml.jp/ その他

水上商店 下條村 0260-27-2248 その他小売業

㈲新井工務店 下條村 0260-27-2697 その他

東海興業㈱下條工場 下條村 0260-27-2951 http://www.tokaikogyo.co.jp/ 製造業
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おおぐて湖畔　しらさぎ荘 下條村 0260-27-2265 https://www.shirasagisou.com/ 宿泊業

ひさわ薬局 下條村 0260-27-1330 医療、福祉

下條村商工会 下條村 0260-27-2226 http://www.shimojo-sci.com/ その他

寿司吉村 下條村 0260-27-3737 https://blog.goo.ne.jp/susi-yosimura 飲食店

南山興業㈱ 下條村 0260-27-2245 その他

㈲ホテル三宜　浪漫の館　月下美人 下條村 0260-27-1008 https://www.gekkabijin.co.jp/ 宿泊業

田本農機具店 下條村 0260-27-2216 その他小売業

丸正木工所 下條村 0260-27-3176 https://marusho-ww.com/ その他小売業

㈱山岸エーアイシー 下條村 0260-27-2200 https://www.yamagishi-net.co.jp/ 製造業

カネシゲ農園 下條村 0260-27-3737 その他

下嶋モーター 下條村 0260-27-3072 専門サービス業

kinori(キノリ) 下條村 0260-27-3515 理容業、美容業

NAGANO21’Sオリヤマ 下條村 0260-27-2373 https://ps-hp.jpn.panasonic.com/ps/search/12003357/ 小売業（その他）

たかどやフーズ 下條村 0260-27-3522 小売業（食肉）

加賀美 下條村 0260-27-2888 https://oyado-kagami.jp/ 宿泊業

食事処　吉丸屋 下條村 0260-27-2233 飲食店

㈱そばの城 下條村 0260-27-1151 http://www.mis.janis.or.jp/~sobanoshiro/index.htm 飲食店

ファミリーマート下條ひさわ店 下條村 0260-27-1017 小売業（コンビニ）

ショッピングひさわ 下條村 0260-27-3496 小売業（百貨店、総合スーパー）

お酒のひろもと 下條村 0260-27-3851 小売業（酒）

㈲スーパーさかや 下條村 0260-27-2128 https://super-sakaya.jp/ 小売業（酒）

JAみなみ信州泰阜店 泰阜村 0260-26-2214 小売業（百貨店、総合スーパー）

㈲ヒガシ 泰阜村 0260-26-2014 小売業（百貨店、総合スーパー）

㈲パナメイトハヤノ１ばんち 泰阜村 0260-25-2038 小売業（その他）

丸正呉服店 泰阜村 0260-25-2017 小売業（その他）

居酒屋　泰平 泰阜村 0260-26-2012 飲食店

すなっく恋太郎 泰阜村 0260-25-2526 飲食店

お食事処焼肉　奈川 泰阜村 0260-25-2029 飲食店

やまゆり 泰阜村 0260-26-2025 飲食店

らんぷ亭 泰阜村 0260-25-2015 飲食店

カットタイムさとう 泰阜村 0260-25-2056 理容業、美容業

スガタ美容室 泰阜村 0260-25-2054 理容業、美容業
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