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南山長野東口店 長野市 栗田１００９－２　センターウイング１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3330

居酒屋ほのじ 長野市 栗田１０１０　大成第一ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7804

中華居酒屋 桜房 長野市 栗田１０１０－２ 飲食店 JS-0002-5331

ダイニングバ－サラン 長野市 三輪８－１－１３ 飲食店 JS-0003-7495

焼肉牛若 長野市 篠ノ井会５４－３ 飲食店 JS-0000-4587

ハンバーグハウス NAGANO 長野市 篠ノ井東福寺９５６ 飲食店 JS-0002-2385

炭火焼肉みやいり 長野市 篠ノ井布施高田８０６－１０ 飲食店 JS-0001-0750

四季彩 MIZUNO 長野市 若里６－２－２０　水野美術館内 飲食店 JS-0001-9078

梅田屋 長野市 松代町松代６２８ 飲食店 JS-0000-5952

焼肉処松龍苑 長野市 松代町東寺尾３９３４－４ 飲食店 JS-0004-0821

Heart2 Dog（ハーツドッグ） 長野市 上松３－６－３３　 飲食店 SL-2000-7536

割烹すゞしろ 長野市 上千歳町１１７７　　 飲食店 ZN-2000-0456

しまんりょ 長野市 新田町１４６４－１　　 飲食店 ZN-0001-3325

舶来屋黒船 西尾張部店 長野市 西尾張部１００４－２ 飲食店 JS-0002-3143

OSTERIA BALENOTTO 長野市 川中島町御厨１１７１－２ 飲食店 JS-0000-1323

やきにく屋さん Habukiya 長野市 川中島町御厨２４１４－１ 飲食店 JS-0000-4925

牛天川中島店 長野市 川中島町御厨４２－１ 飲食店 JS-0000-8625

Food ＋ Relaxing 鯨屋 長野市 川中島町御厨６３７－６ 飲食店 JS-0000-8892

和食・すし一味真 長野市 川中島町今井１６８１－１　　 飲食店 ZN-0001-3386

日本料理旬花 長野市 大門町５４　ぱてぃお大門内２Ｆ 飲食店 JS-0003-2461

故郷 長野市 鶴賀権堂町２２２３ 飲食店 JS-0000-7692

上乃家 長野市 鶴賀権堂町２３７３　アーケード内宮原ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-8753

ビアホール・トピ 長野市 鶴賀権堂町２３７３　イ－８ 飲食店 JS-0002-9198

情熱寿司ダイニング蓮 長野市 鶴賀七瀬４５４ 飲食店 JS-0000-5311

ビストロラシェット 長野市 鶴賀上千歳町１１７７－１　平和２号館２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3364

ドランドコカドアタ 長野市 鶴賀上千歳町１３５２　小玉屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3298

CAFE ＆ BAR ハピネス 長野市 鶴賀南千歳町８５５　フキヤビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1022

風林火山 炉の前 長野市 鶴賀南千歳町８５７－１ 飲食店 JS-0005-6244

えん楽鶴賀店 長野市 東鶴賀町７４ 飲食店 JS-0000-9185

きときと寿し長野店 長野市 東和田５０５　　 飲食店 ZN-0001-3332

とんかつかつ源 長野市 徳間１－１１－６ 飲食店 JS-0000-7603

インド料理サンディア 長野市 南高田２－４－１１　　 飲食店 ZN-0001-3419

Noel Bistronomic Nagano 長野市 南石堂町１２６６　信濃路ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-3792

門前酒場 山里 長野市 南石堂町１４１８－１ 飲食店 JS-0003-8051

なから 長野市 南石堂町１４２３－２８ 飲食店 JS-0002-1672

レストラン・ラ・ポスト 長野市 南石堂町１４２３－４８ 飲食店 JS-0000-4093

ごとく亭 長野駅前店 長野市 南千歳１－１２－１　大成アビナスＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-3037

4 番サードこじろう 長野市 南千歳１－１６－１　ＢＭＢビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5839

龍馬 長野店 長野市 南千歳１－１６－１　ＢＭＢビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5840

魚均長野店 長野市 南千歳１－１６－１　ＢＭＢビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2060
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弁慶長野店 長野市 南千歳１－１６－１－６　４Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-2068

signal 長野市 南千歳１－２０－１　アンジェラックスビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-6354

レストランバー リビアーモ 長野市 南千歳１－３－３　アレックスビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-8438

絹一 長野市 南千歳１－３－３　アレックスビル地下　 飲食店 ZN-0001-3392

日本の和美食やまと 長野市 南千歳１－３－６　Ｋ ’ ｓスクエアビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2078

ダイニング YANAGI 長野市 南千歳１－６－１　梅豊ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3363

創作伊酒屋 篤の家 長野市 南千歳１－７－１　第２荒井ビルＢ１ 飲食店 JS-0001-4257

バールエトラットリアピュルンゴ 長野市 南千歳１－７－１２　フロムワンＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-8653

いち松 長野市 南千歳１－８－１２　本間ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0893

晩酌家 文の舞 長野市 南千歳２－１４－１ 飲食店 JS-0002-0784

旬の味・地酒ながい 長野市 南千歳２－１５－１７ 飲食店 JS-0001-2127

牡蠣の店 ひろしま備後 長野市 南千歳２－１５－１９　南千歳信濃ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0534

鳥蔵本店 長野市 南千歳２－２－４ 飲食店 JS-0000-8764

おっとりや 長野市 南千歳２－７－１２　ウィンベル大通館１Ｆ 飲食店 JS-0003-2170

ビストロクエルドクエル 長野市 南千歳２－８－５　ホテルナガノアベニュー２Ｆ 飲食店 JS-0001-1470

もみじ楼／長野屋長野本店 長野市 南千歳町８２６　シーワンビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-6266

風林火山長野しまんりょ店 長野市 南千歳町８６５－２ 飲食店 AL-0000-0040

鮨湯もと 長野市 南長野西後町１５５８－１　ダイビシマンション１Ｆ 飲食店 JS-0000-3295

遊鮨 長野市 南長野西後町１５８３ 飲食店 JS-0001-2180

とりこまち 長野市 南長野南石堂町１４２２－４ 飲食店 JS-0000-4597

Cloudnine 長野市 南長野北石堂町１３８１　パティオ二線路１Ｆ 飲食店 JS-0002-0973

DiningBar 枡形 長野市 南長野北石堂町１４０３－２　青沼ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2620

李楽処暖家 長野市 南長野末広町１３５６－１　ナックス末広３Ｆ 飲食店 JS-0000-4784

うなぎの宿 住吉 長野市 箱清水２－１９－３１ 飲食店 JS-0000-2779

展望レストラン 青い銀河 長野市 箱清水３－２８－３８ 飲食店 JS-0001-5005

牛天 長野市 風間１８８６－５ 飲食店 JS-0000-8598

ダイナーエニシング 長野市 北石堂町１１７５－６　八雲ビルＢ１ 飲食店 JS-0004-4778

cafe ILare 長野市 北石堂町１１８０－１　グランドハイツ石堂２Ｆ 飲食店 SL-2000-7362

イグレック 長野市 北石堂町１２０５ 飲食店 SL-2000-6103

景家 長野市 北石堂町１３６６－１　千石センタービル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2142

cafeSHINKA 長野市 北石堂町１３９８－１　 飲食店 SL-2000-0747

トマトアンドオニオン長野エムウエーブ前店 長野市 北長池２８２－１ 飲食店 JS-0005-5087

コミック・バスター 長野東和田店 長野市 北尾張部６８５－１ 飲食店 JS-0003-7284

74 灯長野店 長野市 末広町１３５６　Ｎａｃｓ末広３Ｆ（３－０２区画）　 飲食店 ZN-2000-6755

71 一の蔵／ビーフ KURA 長野店 長野市 末広町１３５６　Ｎａｃｓ末広３Ｆ（３Ｆ３－０３区画）　 飲食店 ZN-2000-5944

AFTERSSTORE 長野市 稲里町下氷鉋９４７－１１　　 ショッピング ZN-0002-4196

パラボッセ 長野市 吉田５－９－１９ ショッピング JS-0001-9973

シェ・ヌー 長野市 宮沖３５２８－４ ショッピング SL-2000-6094

カラマツトレイン長野店 長野市 栗田１０１５　ＮＫコーポ２Ｆ ショッピング JS-0001-8595

パティスリー・ラ・バル 長野市 栗田１７９－１　パーシモンビル１Ｆ ショッピング SL-2000-6908

KOTASORAWORKS 長野市 栗田２５１－５ ショッピング JS-0001-2598

スポーツショップ たくせん 長野市 栗田８５０ ショッピング JS-0002-4170

メンズファッション明治屋 長野市 権堂町２２８５　 ショッピング SL-2000-4948

布遊舎 天山小路店 長野市 元善町４８６－１ ショッピング JS-0004-4862
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江戸屋みやげ店 長野市 戸隠３５０２ ショッピング JS-0005-6406

シノン長野店 長野市 高田１７５８　メガドンキホーテ内 ショッピング JS-0000-4388

キングファミリー 長野高田店 長野市 高田１７６４－３ ショッピング JS-0003-6792

HSJ 長野市 高田３２１－２ ショッピング JS-0002-5893

グランド・スラム・リー 長野市 高田５８０－１ ショッピング JS-0003-8989

しんえい薬局 長野市 合戦場１－１２－１　　 ショッピング PK-0000-8918

ボウリングプロショップダイセイ 長野市 三本柳東２－５５ ショッピング SL-2000-8663

三輪かたぎり薬局 長野市 三輪５－４３－２１　デリシア三輪店内 ショッピング JS-0000-6614

メガトン書店長野南店 長野市 篠ノ井会４４２－１ ショッピング JS-0001-4289

ブティックエリート篠ノ井店 長野市 篠ノ井布施高田８６８－１０ ショッピング JS-0003-7681

マルデン 長野市 篠ノ井布施高田８７７ ショッピング JS-0003-2437

ビザールグリーン 長野市 篠ノ井布施高田８７９－１ ショッピング JS-0005-6174

宮入クリ－ニング 長野市 篠ノ井布施高田８８２－３　　 ショッピング PK-0000-8168

SCHNEIDERTuneUp 長野市 若槻東条１１４８　　 ショッピング ZN-0002-2769

アーク長野店 長野市 若里３－１０－３８　　 ショッピング ZN-0002-6793

ミストラル若里店 長野市 若里３－２２－１　ケーズタウン若里ショッピングセンター内 ショッピング JS-0004-1280

Re 楽 MODE 長野市 若里６－１３－６　ローズコートＡ　Ｒｅ楽ＭＯＤＥ　 ショッピング SL-2000-9973

有限会社長野マイカーセンター 長野市 小島２０２－２ ショッピング JS-0001-5806

GARAGEMISTRAL 長野市 松岡２－１－１７ ショッピング JS-0002-4280

MawerburaN 長野市 松岡２－１９－７ ショッピング JS-0000-8851

ブティックエリート松代店 長野市 松代町松代５３４ ショッピング JS-0003-7683

角大薬局 長野市 新田町中央通り１４６５　角大ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-3782

Retrospective 長野市 諏訪町４９７－２　 ショッピング SL-2000-7751

セラーキタムラ 長野市 諏訪町５０４　 ショッピング SL-2000-2454

有限会社 ミタケ 長野市 西後町１６３９　エクセリオンヒルズ後町　 ショッピング SL-2000-2731

ラジコンショップ RC スペチャーレ 長野市 西和田１－１２－３６　メイワペイント２Ｆ ショッピング SL-2000-1632

（有）デンコー自動車機器 長野市 西和田１－２３－４６ ショッピング JS-0001-5887

Sakura Bike Store 長野市 青木島１－５－１１　 ショッピング SL-2000-8175

ミストラル青木島店 長野市 青木島４－４－５　青木島ショッピングパーク２Ｆ ショッピング JS-0001-9045

ANDYHAIR 長野市 青木島４－４－５　青木島ショッピングパーク２Ｆ ショッピング JS-0004-4677

更北でんか堂 長野市 青木島町大塚１０２４－１ ショッピング JS-0005-2520

ル プレジール 長野市 青木島町大塚１０３１－１　エクセレンテソレアード１Ｆ ショッピング JS-0004-0449

DayDownBicycles 長野市 川中島町今井１０７３－１ ショッピング SL-2000-8174

ミス．ハーティー 長野市 川中島町今井１８３４－５ ショッピング JS-0001-9208

有限会社清水屋呉服店 長野市 川中島町上氷鉋１１４３ ショッピング JS-0001-3454

ジェムコシザカ 長野市 大字南長野南石堂町１２６２－１０　 ショッピング SL-2000-4179

ぶんか書店大豆島店 長野市 大豆島３０７９－１ ショッピング JS-0002-9316

リフォームフィット 長野市 中御所１３０－１ ショッピング SL-2000-5661

DartsShopTiTO 長野 長野市 中御所４－８－６　３Ｆ ショッピング JS-0004-1291

FlowerDecoHareBana 長野市 中御所町４－４－４ ショッピング JS-0001-7627

夏至 長野市 長野大門町５４　２Ｆ ショッピング JS-0001-0146

明月堂東和田日大通り店 長野市 東和田３２０－１　 ショッピング SL-2000-8328

ファイテンショップ長野南高田店 長野市 南高田１－７－９　　 ショッピング ZN-0002-2856

IL MARE 長野市 南千歳１－３－１１　丸和ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-1640
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株式会社中屋スポーツ 長野市 南千歳１－３－９　　 ショッピング ZN-0002-2851

ラプチャー 長野市 南千歳１－７－１０ ショッピング AD-0000-0519

choualacreme ragazzo 長野市 南千歳１－７－１２　フロムワンビル１Ｆ ショッピング JS-0000-1039

Mignonne 長野市 南千歳１－８－１４　北澤ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4200

Yum 長野市 南千歳１－８－４　ショップコア　 ショッピング ZN-0002-4177

GINYA 長野店 長野市 南千歳町１－３－９　コヤマビル１Ｆ ショッピング SL-2001-1506

大商 長野市 富竹１６６７－１ ショッピング JS-0001-8712

有限会社柏屋 長野市 豊野町豊野９５１　　 ショッピング ZN-2000-1722

クリームクリーム 長野市 北石堂町１４２９－１　ショッピングプラザアゲイン２Ｆ ショッピング JS-0000-2349

GORGE BE 長野店 長野市 北石堂町１４２９－１　ショッピングプラザアゲイン２Ｆ ショッピング JS-0000-6337

サンキュ－マ－ト 長野アゲイン店 長野市 北石堂町１４２９－１　ショッピングプラザアゲイン２Ｆ ショッピング JS-0004-4915

宮友産業 長野市 北長池木工団地１９２７－７　 ショッピング SL-2000-4692

きょうえい 長野市 柳町１０７ ショッピング ZN-2000-2286

hair リテイク 長野市 安茂里１８１３－２ サービス JS-0000-0602

アーベン 長野店 長野市 稲田２－６－１７ サービス JS-0000-1240

ヘアーサロン リーティ 長野市 稲田３－３７－１ サービス JS-0001-5099

アルピコ自工株式会社 長野事業所 長野市 稲里町田牧１３００－１ サービス JS-0002-7600

カフェ＆ギャラリーいろはな 長野市 鬼無里１６８７－１ サービス JS-0001-2130

K カーショップオートテックユー 長野市 吉田３－４－３ サービス JS-0002-7260

raffine 長野市 吉田３－６－２４　コスモ３３－１０１ サービス JS-0001-3105

KUMAhair 長野市 吉田４－２－９－３　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-9656

バーバーショップ セキ 長野市 桐原１－２１－２５ サービス SL-2000-9308

写真スタジオポプリ 長野市 桐原２－１０－３０ サービス JS-0001-7583

ネイルサロン FLAP 長野市 栗田１０１１－２　ラフォーレ千石１Ｆ サービス JS-0001-7470

イン東京 長野店 長野市 栗田１０１５－１　ＮＫコーポ１０２ サービス JS-0000-6066

ripple hair 長野市 高田１３９１－１ サービス JS-0000-2467

イン東京 高田店 長野市 高田１５０３ サービス JS-0000-6205

小川クリーニング店 長野市 高田３０４－１３ サービス JS-0005-8928

jam．hair  長野市 三輪９－３１－７　 サービス SL-2000-3157

コケット 長野市 三輪荒屋１１５１－１　サンライズビル１Ｆ サービス JS-0001-9977

見六橋モータース 長野市 篠ノ井塩崎６８５２－１ サービス JS-0001-5946

SHIZUKU　HAIR 長野市 篠ノ井御幣川１１８２－６　　 サービス PK-0000-7695

イン東京 篠ノ井店 長野市 篠ノ井布施高田８６３－１３　篠ノ井セントラルビル２Ｆ サービス JS-0000-1241

いがらし動物病院 長野市 若槻東条５５１ サービス JS-0003-2514

車援隊 長野市 若穂綿内３６４－２ サービス JS-0002-5508

NULL 長野市 若里１－２９－２１ サービス JS-0005-8512

アシストレンタカー長野店 長野市 上松４－４１－６ サービス JS-0003-9442

kanade 長野市 上松４－５－５ サービス JS-0003-4090

ヘアメイクフレア 長野市 新田町１１４４－４　ラトール新田１Ｆ サービス SL-2000-9331

ヘアー＆メイク ディンプル 長野市 青木島町青木島乙６１２－１ サービス JS-0001-6062

マミープラス 長野市 石渡２５－８ サービス JS-0001-5024

gra HAIR STORY 長野市 石渡６３－４ サービス JS-0003-8649

hairmakeshanti － bloom 長野市 川中島町原１３７２－１ サービス JS-0000-7720

Fujicolor PHOTO TOWN 長野市 川中島町御厨９４４ サービス JS-0002-1871
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イン東京 川中島店 長野市 川中島町御厨９７０－２ サービス JS-0000-1434

髪処 禅 長野市 川中島町今井原１０２６－５ サービス JS-0002-1572

プライベートサロン ディディエリ 長野市 川中島町上氷鉋１００６－７ サービス SL-2001-0365

（株）田村自動車 長野市 丹波島１－６９７－２ サービス JS-0005-0664

花みずき薬局 長野市 檀田２－３２－２２ サービス JS-0002-3863

atticbyBURAIhair 長野市 鶴賀権堂町２３２１－４　ＫＳ長野第２ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-4946

Lienbylucia 長野市 鶴賀七瀬南部３１４　ハイホームズ七瀬１０３　 サービス ZN-2000-5658

LaLuce 長野市 鶴賀問御所町１２０１　富士ビル３Ｆ サービス JS-0002-4935

HAIRSILVA 長野市 徳間３３１０－１　　 サービス ZN-0002-9655

hairmakecafe 長野市 南千歳１－７－５　１Ｆ サービス JS-0001-1770

ヘアルームルシア 長野市 南千歳２－１７－３　ハイライズ・イン・チトセ１Ｆ　 サービス ZN-0002-9654

くすりのスズラン 長野市 風間７９８ サービス JS-0004-0035

atre hairmake 長野市 平林２－１４－６２　サンライズ平林１０１ サービス JS-0002-7849

Etrange 長野市 平林２－１５－３２ サービス AL-0000-0235

しなのき調剤薬局 長野市 北長池１６０２－１ サービス JS-0003-6706

（有）イトウ自動車ガラス 長野市 北長池５８２－６ サービス JS-0002-1280

kiitos hair design ＋ 長野市 北尾張部　３９９ サービス SL-2000-0429

LOOPbyhairfact 長野市 里島１３ サービス JS-0001-0058

Jill 長野市 里島９３　 サービス SL-2000-5047

スリープインテリア館ミヤサカ 長野市 金井田３２－２　 その他 SL-2000-9540

ミライ電機 長野市 権堂町２３１３　 その他 SL-2000-0955

ギャルリ蓮 長野市 元善町４６５　白蓮坊内 その他 SL-2000-9277

アウトドアステーションバンバン高田店 長野市 高田１８８８－１　 その他 SL-2001-0086

ヤングファラオ 長野市 高田久保１１７４ その他 JS-0003-3516

ライズインターナショナル 長野市 高田中村２５７－１ その他 JS-0002-8744


