
応援キャンペーン取扱登録店一覧

事業所名（店舗名） 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種 備考

ハト観光株式会社 長野市若里4-8-38-1 026-227-4075
生活関連サービス業
(旅行業)

株式会社　豊野ホンダ 長野市豊野町南郷903-2 026-257-3470 自動車販売・修理業

レストラン　シェ・ヒロ 長野市権堂町2227番地１ 026-232-7467  レストランパン・菓子販売

いろは堂　鬼無里本店 長野市鬼無里1687番地１ 026-256-2033 おやき製造販売 ながの東急店は除く

いろは堂　ＭＩＤＯＲＩ長野店 長野市南千歳1-22-6 026-223-5766 おやき製造販売 ながの東急店は除く

いろは堂　善光寺仲見世店 長野市元善町486 026-217-6636 おやき製造販売 ながの東急店は除く

有限会社　ヤマトオート 長野市松代町西寺尾1800 026-278-2655 自動車販売・修理

Hair　ＷＡＫＡ 長野市津野828-1 026-296-9633 理美容業

花職人　しまだ
　（有限会社　シマダ生花）

長野市松代町松代662-2 026-278-2457 生花販売

フラワーマーケット　グリーンローズ
　（有限会社　シマダ生花）

長野市松代町西寺尾1214
　ツルヤ松代ショッピングパーク内

026-278-0184 生花販売及び雑貨販売

三栄農園
　（有）三栄青果

長野市赤沼2376-1 026-296-9962 青果業

明治亭　長野駅店
長野市南千歳一丁目22-6
　ＭＩＤＯＲＩ長野 ３階

026-219-1182 飲食業

明治亭　長野駅店　お弁当ショップ
長野市南千歳一丁目22-6
　ＭＩＤＯＲＩ長野 ２階

026-219-1180 小売業

株式会社　丸吉小林商店 長野市大字鶴賀緑町1399番地４ 026-232-3516 雑貨卸

有限会社　熊井オート 長野市大岡甲4425-2 026-266-2323 自動車販売・修理

花のまち　ころぼっくる
　(株式会社　22℃）

長野市石渡158 026-259-1313 園芸店

髪師　おたぎり 長野市青木島４丁目2-5 026-284-3416 理容業

(有)　天沼商店 長野市吉田1-11-11 026-241-5883
自転車・オートバイ
販売修理

製菓　井筒屋 長野市豊野町豊野986 026-257-2207 小売業

有限会社　森下商会 長野市信州新町新町962-2 026-262-2230 自動車整備・販売

展望レストラン　青い銀河 長野市箱清水3-28-38 026-235-4491 飲食（レストラン）

有限会社　小林酒店 長野市緑町1401-17 026-232-5781 小売業（酒類）

有限会社　丸善金箱商店 長野市信州新町新町206-2 026-262-2048
荒物・金物・新建材等
卸・小売業

なべ亭
　（(株)渡辺）

長野市権堂町2221番地 026-232-5901 居酒屋

額縁のタカハシ
　（髙橋産業株式会社）

長野市川中島町原1392-10 026-284-7055  額縁の製造・販売小売業

有限会社　しなの生花 長野市篠ノ井布施高田782-1 026-292-7612 小売業（生花）

有限会社　青木島食販 長野市青木島町綱島681-12 026-283-1821 小売業（米穀）

ミヤザキ印店
　（株式会社　ミヤザキ）

長野市大字鶴賀緑町2212-27 026-234-2874 印章・文具・名刺印刷

理容　むらまつ
　（むらまつ理容店）

長野市吉田3-8-18 026-241-4464 理容業

Fujicolor　ＰＨＯＴＯ　TOWN
　（株式会社　長野フジカラー）

長野市川中島町御厨944番地 026-213-6571 写真スタジオ

有限会社　タツノ時計店 長野市東後町26-1 026-235-1200
時計・眼鏡・貴金属
販売業



事業所名（店舗名） 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種 備考

冨田モータース株式会社 長野市信更町氷ノ田2999番地１ 026-299-2416 自動車修理販売

(有)ふく八 長野市南千歳1-6-1 026-228-5709 居酒屋

トヨキ薬局
　(有限会社　トヨキ薬局）

長野市権堂町2373 026-232-4086 薬局

有限会社　みずの理容所 長野市松代町松代６２０ 026-278-2366 理容業

あかね薬局 長野市篠ノ井布施高田78-1 026-299-3115 薬局 調剤は対象外

ないとう壽山堂 長野市篠ノ井小森434-3 026-293-1216
和紙・書道用品等
小売

青木時計眼鏡店 長野市篠ノ井布施高田801-7 026-292-0303
時計・メガネ・補聴器
小売・修理

有限会社　上條硝子商会 長野市篠ノ井布施高田61-1 026-292-1126
板ガラス・ｱﾙﾐｻｯｼ修繕
網戸張替え

(株)マツシロモータース 長野市篠ノ井布施高田292-6 026-292-2191 自動車販売修理業

有限会社　文化電気 長野市篠ノ井布施高田813-3 026-292-0542 家電

有限会社　種久商店 長野市東鶴賀町33番地 026-232-7190 製菓材料製造・卸

株式会社　西飯田酒造店 長野市篠ノ井小松原1726番地 026-292-2047 酒造業

有限会社　はんこの酒井製版 長野市合戦場３丁目79番地 026-293-3963 印章・ゴム印・軽印刷

おふくろ 長野市豊野町豊野596-3 026-257-5528 食堂（飲食店）

黄金の湯　松代荘
　（一般社団法人　長野市開発公社）

長野市松代町東条3541番地 026-278-2596 入浴・宿泊・飲食業

江戸屋
　（有限会社　江戸屋）

長野市篠ノ井布施高田862の4 026-292-0147 食堂（飲食店）

(有)　窪田商店 長野市中条住良木395-1 026-267-2533
小売業
（ガソリンスタンド）

Ｂ－ＢＯＸ　床やま 長野市稲里町中氷鉋812-1 026-283-4183 理容業

マーガレット美容室 長野市大字稲葉南俣2748-4 026-221-7443 美容業

書店　すぐじ 長野市篠ノ井布施高田796-2 026-293-1689 書籍小売業

戸隠松本製麺株式会社 長野市戸隠豊岡2669-5 026-254-2171 麺類製造業

ジンギスカン荘 長野市信州新町上条403-1 026-262-2012 飲食業

 あかい美容室　(赤井商店) 長野市篠ノ井布施高田1056 026-292-0394 美容業

丸友自動車合同会社 長野市大字西尾張部208-2 026-243-1330 自動車整備

ラメール　りんごの木　青木島本店
　（(株)デザートランドりんごの木）

長野市青木島４丁目2-1 026-285-2618 洋菓子製造販売
１２月２４・２５日は
使用できません。

りんごの木　上松店
　（(株)デザートランドりんごの木）

長野市上松４丁目7-12 026-259-3280 洋菓子製造販売
１２月２４・２５日は
使用できません。

りんごの木　篠ノ井店
　（(株)デザートランドりんごの木）

長野市里島6-2 026-293-6833 洋菓子製造販売
１２月２４・２５日は
使用できません。

りんごの木　西和田店
　（(株)デザートランドりんごの木）

長野市西和田２丁目12-58 026-263-1555 洋菓子製造販売
１２月２４・２５日は
使用できません。

りんごの木　須坂墨坂店
　（(株)デザートランドりんごの木）

須坂市墨坂南２丁目15-1 026-248-8687 洋菓子製造販売
１２月２４・２５日は
使用できません。

りんごの木　長野駅前店
　（(株)デザートランドりんごの木）

長野市南千歳1-22-14　市勘ビル１Ｆ 026-277-1222 洋菓子製造販売
１２月２４・２５日は
使用できません。

りんごの木　MIDORI長野店
　（(株)デザートランドりんごの木）

長野市南千歳1-22-6　MIDORI長野２F 026-217-8281 洋菓子製造販売
１２月２４・２５日は
使用できません。

りんごの木　千曲店
　（(株)デザートランドりんごの木）

千曲市鋳物師屋568-1 026-274-0222 洋菓子製造販売
１２月２４・２５日は
使用できません。



事業所名（店舗名） 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種 備考

ザ　フジヤ　ゴホンジン
　(（株）藤屋)

長野市大門町80 026-232-1241
ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ・お菓子
サービス・飲食業

平五郎　MIDORI長野店
長野市南千歳1-22-6　MIDORI長野２F
　　　　　　信州おみやげ参道　ORAHO

026-219-1648 おみやげ・菓子

山口畳店 長野市篠ノ井布施高田432-2 026-292-0864 畳製造・販売

株式会社　泰和自動車整備工場 長野市三輪７丁目８番26号 026-233-3241 自動車販売・整備

株式会社　泰和自動車整備工場
　　　　　　　風間工場

長野市風間1448-6 026-222-2525 自動車販売・整備

セブンイレブン篠ノ井さいなみ団地店
　((有)　塩入酒店)

長野市篠ノ井東福寺1314-5 026-299-5720 コンビニ

理容　ニシザワ 長野市篠ノ井布施高田769 026-292-0902 理容業

五岳アートライフ
　((有)五岳)

長野市吉田1-3-26 026-241-5193 画材・額縁　販売

ダイトー駅前店
　(株式会社　ダイトー)

長野市南石堂町1418　ダイトービル 026-226-5678 菓子小売業
南石堂町
　ダイトービル３階

有限会社　黒岩洋品店 長野市豊野町豊野995-9 026-257-2294 婦人服・一般衣料品

ホテル国際２１
　（ホテル国際21株式会社）

長野市大字南長野県町576 026-234-1111 ホテル業

藤の家 長野市南千歳2-5-1 026-224-4725 一般食堂（手打ちそば屋）

畳工房マルヤマ株式会社 長野市大字風間１１８０番地 026-284-4614 畳製造・販売

株式会社　マルデン 長野市篠ノ井布施高田877番地 026-292-1221 衣料品小売業

近藤鍼灸治療院 長野市大字稲葉200-28 026-228-8730 鍼灸

家事代行ユースフル
　（運営 : (株)エム・エス・ピー）

長野市西尾張部1003-1 0120-910-224
家事代行
有料職業紹介事業

有限会社　清水屋呉服店 長野市川中島町上氷鉋1143 026-284-4127 総合衣料小売

おやき屋 長野市大字稲葉1664-9 026-221-3148 おやき製造販売

あけぼの美容室 長野市金井田82 026-292-4108
美容全般
サービス業

衣料センター　有限会社　しぶや 長野市信州新町新町55-3 026-262-2117 衣料品小売業

セブンツー犀北ゴルフセンター
　(有限会社　住保)

長野市大字安茂里8407-12 026-228-4633 ゴルフ練習場

割烹　川出家 長野市篠ノ井布施高田846-10 026-292-0035 飲食業

株式会社　志ぼりや呉服店 長野市篠ノ井布施高田887 026-292-0120
呉服小売
写真スタジオ

(有)ヤマギシ
長野市篠ノ井布施高田797-1
                              Y'sビル 1F

026-292-0004
化粧品・衣類雑貨販売
エステ

茶臼山動物園
　(一般社団法人　長野市開発公社)

長野市篠ノ井有旅570-1 026-293-5167 動物園

城山動物園
　(一般社団法人　長野市開発公社)

長野市上松２丁目1-9 026-233-0586 動物園

理容　にわの 長野市篠ノ井布施高田807 026-292-0281 理容業

エムウェーブ
（株式会社エムウェーブ）

長野市北長池195番地 026-222-3300
スケート場
関連グッズ販売

塩入クリーニング店 長野市篠ノ井御幣川1185 026-293-0933 クリーニング業

ハンプティ　ダンプティ 長野市徳間3306 026-244-0067 理容業

有限会社　袖山 長野市篠ノ井布施高田801 026-292-0098 人形小売店

紅屋 長野市篠ノ井布施高田778 026-292-0397 小売業



事業所名（店舗名） 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種 備考

ＴＯＭＡＴＯ食品館
（(株)まちづくり長野）

長野市新田町1485-1
　　　　もんぜんぷら座　1階

026-267-5511
小売業
スーパーマーケット


