
1 2020/9/29

［長野県（その他の市区町村）］

加盟店名 所在地 ジャンル

和牛厨ふか尾 安曇野市 三郷温６１１０－１ 飲食店 JS-0000-7815

さ野 安曇野市 穂高５９９０－１　ハイツ金森１０６ 飲食店 JS-0002-0696

安曇野焼肉王国 安曇野市 豊科４３１９－２０ 飲食店 JS-0005-5941

ゼウス 安曇野市 豊科南穂高１２２８－１ 飲食店 JS-0002-9628

そば処せきや安曇野店 安曇野市 豊科南穂高６３４４－１ 飲食店 JS-0004-9071

peu moche 〈プ モッシュ〉 安曇野市 三郷温２７１６－１　ＳＣエルサあづみ野１Ｆ ショッピング SL-2000-3160

オオハタスポーツ安曇野店 安曇野市 三郷明盛１５９８－２ ショッピング JS-0002-4817

二木電器 安曇野市 三郷明盛４９４５ ショッピング JS-0005-1284

株式会社とをしや化粧品店 安曇野市 穂高２６２９　 ショッピング SL-2000-2413

あづみ野バザール若松屋 安曇野市 穂高４３３７－２　 ショッピング SL-2000-7017

地球（ほし）のかけら 安曇野市 穂高６０７９　 ショッピング SL-2000-2123

アトリエ・ネイチャーハウス 安曇野市 穂高有明７５４３－２０ ショッピング JS-0002-8524

パッシングポイント 安曇野市 豊科４２６０－１ ショッピング JS-0000-1976

矢花輪業商会 安曇野市 豊科５６５７－１１ ショッピング JS-0002-8187

フルールあずさ 安曇野市 豊科５７４１－１ ショッピング JS-0001-0860

宮澤屋商店 安曇野市 堀金烏川２５７５－２　　 ショッピング PK-0000-8542

グッピー 安曇野店 安曇野市 堀金三田１１３９－４ ショッピング JS-0001-5808

巴屋クリーニングエルサ安曇野店 安曇野市 三郷温２７１６－１ サービス JS-0005-6728

巴屋クリーニング穂高 147 号店 安曇野市 穂高１０１２ サービス JS-0005-6581

美容室タッチ 穂高店 安曇野市 穂高２４５０　穂高ショッピングセンターアミー サービス JS-0001-5583

巴屋クリーニング西友穂高店 安曇野市 穂高５６２６－１ サービス JS-0005-6599

RIMYU 穂高店 安曇野市 穂高５９５１－１　あずみ野美土里館２Ｆ サービス JS-0003-2608

リーフ動物病院 安曇野市 穂高８２１９－２ サービス JS-0002-3971

巴屋クリーニング穂高西店 安曇野市 穂高柏原２８２８－１７ サービス JS-0005-6591

アーリアンヘアー 安曇野市 穂高柏原９９９－５　２Ｆ サービス JS-0005-8814

グリーンオート安曇野有明店 安曇野市 穂高有明１０２９２－１ サービス JS-0003-5737

あおいろかぶとむし 安曇野市 穂高有明５７１０－７　　 サービス ZN-0002-8146

巴屋クリーニング豊科成相店 安曇野市 豊科４４８７－４ サービス JS-0005-6602

美容室 MaNa 安曇野市 豊科４８８３－１ サービス JS-0001-5514

株式会社スズキアリーナ松本 豊科店 安曇野市 豊科田沢６９５４－１ サービス JS-0003-1370

美容室 Prime 安曇野市 豊科南穂高３９７６－１ サービス JS-0002-9515

azuminocommunetirol 安曇野市 豊科南穂高５０８９－１ サービス JS-0001-6638

巴屋クリーニング西友豊科店 安曇野市 豊科南穂高７７６ サービス JS-0005-6594

巴屋クリーニングベイシア堀金店 安曇野市 堀金烏川５１４２－１ サービス JS-0005-6732

BIG WAN 安曇野市 穂高柏原２５１６－１１ その他 JS-0003-8298

（有）ワンポイント 安曇野店 安曇野市 穂高有明１０３０５－１ その他 JS-0001-5829

アピナボウル安曇野店 安曇野市 豊科５５６７－３ その他 JS-0000-8524

株式会社犬飼薬局 安曇野市 豊科高家５１８８－１４　 その他 SL-2000-8369

炭火亭櫓 伊那市 境１０６０　ガーデンコートビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5837

廣女屋 伊那市 狐島３８３１－２ 飲食店 JS-0000-8333
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CONA 伊那店 伊那市 荒井３４８１－１２　　 飲食店 ZN-0001-3345

青龍 伊那市 坂下１８９７ 飲食店 JS-0001-2546

居酒家だもの 伊那市 坂下３２０１－１ 飲食店 JS-0005-2348

山の恵・海の幸 まる 伊那市 山寺１９３９ 飲食店 JS-0003-5373

癒 cafe ハワイアンサウンズ 伊那市 山寺３１６　１Ｆ 飲食店 JS-0005-6444

羅針盤 伊那市 山寺３１８９－１ 飲食店 JS-0000-8279

串正 伊那市 西町４８８２－２ 飲食店 JS-0000-8280

田村食堂 伊那市 西町５０１１ー１ 飲食店 SL-2000-5756

割烹いづみ 伊那市 西町５５９７－７ 飲食店 JS-0000-3560

アルソア化粧品 パル・ピュアル 伊那市 境１０７１　リブレビル２Ｆ　 ショッピング SL-2000-0059

アトリエサルサ 伊那市 高遠町西高遠１６７０ ショッピング JS-0003-9162

おがわ眼鏡 伊那市 上牧６５２０－１　 ショッピング SL-2000-5252

ベビービーフ 伊那市 西町４９３０－１３ ショッピング JS-0002-1935

文正堂スポーツ 伊那市 西町５１７８－２　 ショッピング SL-2000-7091

永井仏壇センター 伊那市 中央４７５９ ショッピング JS-0001-5235

菓子庵石川ベルシャイン伊那店 伊那市 日影４３５－１　ベルシャイン伊那店１Ｆ ショッピング JS-0005-8572

バリブラン伊那店 伊那市 日影４３５－１　ベルシャイン内 ショッピング JS-0000-9578

Cure 伊那市 御園６６－２ サービス JS-0002-7361

ヴィータ ヘアデザイン 伊那市 荒井４８１９－６ サービス SL-2000-8410

Ark 伊那市 上新田２１５１－１ サービス JS-0003-9117

ヘアーサロン オオネダ 伊那市 西町４９４９－４　 サービス SL-2000-1222

Blanc 伊那市 西箕輪１９３８－１３０ サービス JS-0000-1075

SARAHAIR 伊那市 中央４８４６－Ａ サービス JS-0005-8713

酒舗 にんべん 伊那市 高遠町西高遠１６４２－３　 その他 SL-2000-6555

レストラン・ミルポワ 塩尻市 広丘吉田５５２－３　 飲食店 SL-2000-8945

お食事酒処きよいち 塩尻市 広丘堅石２１４６－２７５ 飲食店 JS-0001-9037

らぁめん獅子丸 広丘店 塩尻市 広丘堅石２１４６－６６４　 飲食店 SL-2000-3848

韓国料理 美蘭 ヒロオカ店 塩尻市 広丘原新田２１５－２５ 飲食店 JS-0001-5995

串坊 塩尻市 広丘野村１６４４－４ 飲食店 JS-0003-0508

和彩拓 塩尻市 大門七番町１０－２　　 飲食店 ZN-0001-3335

FontanadelVino 塩尻市 大門八番町９－１０ 飲食店 JS-0005-9619

Brasserie ので Vin 塩尻市 大門八番町９－３９　田中ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-0908

カフェ深山 塩尻市 奈良井８３７－１０１ 飲食店 JS-0004-1307

三澤珈琲 塩尻店 塩尻市 金井２６３ ショッピング JS-0001-5998

メガトン書店塩尻店 塩尻市 広丘吉田１００４－２ ショッピング JS-0002-9653

SUNPRO 塩尻市 広丘吉田６６２－９ ショッピング JS-0004-0994

森川デンキ 塩尻市 広丘吉田８９１－１ ショッピング JS-0000-3723

ぶんか書店 塩尻店 塩尻市 広丘高出１４８６－２３２ ショッピング JS-0003-6571

いちたウイングロード 1F 塩尻市 大門一番町７－１　ウイングロード１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4198

十字屋 塩尻市 大門一番町７－１　ウイングロードビル１Ｆ ショッピング JS-0000-4601

19 ショップ 塩尻市 大門一番町７－１　ウイングロードビル１Ｆ ショッピング JS-0000-4613

いちた本店 塩尻市 大門一番町８－１　　 ショッピング ZN-0002-4187

はだ生花店 塩尻市 大門五番町１０－２８ ショッピング JS-0002-6267

おしゃれショップ ヒラカワ 塩尻市 大門七番町１１－３ ショッピング JS-0003-7059
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ミッシェル 塩尻市 大門八番町３－２９ ショッピング JS-0001-7161

上條薬局 塩尻市 大門並木町１－２　　 ショッピング PK-0000-8752

奈良井宿市場 塩尻市 奈良井８３７－２５２ ショッピング JS-0004-1387

ちきりや手塚万右衛門商店 塩尻市 木曽平沢１７３６－１ ショッピング SL-2000-2400

Route19（ルート 19） 塩尻市 贄川２３０７－２　 ショッピング SL-2001-0317

ヘアーメイクリリー 塩尻市 広丘原新田９６－３ サービス JS-0000-2738

TotalBeautySalonByu 塩尻市 広丘高出１５４７－５ サービス JS-0001-7970

有限会社ムラカミ自動車 塩尻市 広丘高出１５６９－２ サービス JS-0001-7056

巴屋クリーニング西友塩尻西店 塩尻市 宗賀７３－１２ サービス JS-0005-6601

中信自動車整備工場 塩尻市 大門桔梗町１０－１５ サービス JS-0001-7952

HAIRDESIGN Pilina 塩尻市 大門八番町３－２９　２Ｆ サービス JS-0003-1020

焼酎蔵おくら 岡谷市 間町２－２－３　　 飲食店 ZN-0001-3279

カプチーノ 79 岡谷市 幸町４－３ 飲食店 JS-0000-4943

縁結岡谷店 岡谷市 今井１７２３－７１ 飲食店 JS-0000-8630

串おか屋 岡谷市 中央町１－１０－１４ 飲食店 JS-0000-9867

おかやっこ酒場ぶる 岡谷市 中央町２－２－１ 飲食店 JS-0000-9869

焼肉横綱 岡谷市 中央町２－２－１ 飲食店 JS-0001-8616

わしょく亭宮 岡谷市 本町１－１－１　三村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9931

KAMERIA Scene 岡谷市 加茂町２－７－２４ ショッピング JS-0001-4124

宮坂製糸所ファクトリーショップ 岡谷市 郷田１－４－８ ショッピング JS-0005-8851

アベニュー岡谷店 岡谷市 銀座１－１－５　レイクウォーク岡谷３Ｆ ショッピング JS-0005-5586

メガネのナガタ 岡谷店 岡谷市 幸町２－１６　 ショッピング SL-2000-5294

カルフール 岡谷市 中央町１－１１－１　イルフプラザ ショッピング JS-0001-7798

カネキュウ本店 岡谷市 中央町１－９－１２　　 ショッピング ZN-2000-0802

花サン 岡谷市 中央町２－４－２ ショッピング JS-0002-6317

みどりや Rico 岡谷市 中央町２－４－６ ショッピング JS-0005-8833

北條楽器 岡谷市 東銀座１－６－１ ショッピング JS-0001-9661

GLAMOURSTOCKOkaya 岡谷市 幸町１－１２　フォーラムビル２Ｆ サービス JS-0005-7501

HAIRCLUBJ 岡谷市 幸町４－８ サービス JS-0000-8359

オットフロンティア 岡谷市 神明町３－１－３ サービス JS-0000-6419

OTTOF 岡谷市 神明町３－１－３　フォレストモール内 サービス JS-0005-9485

Amici 岡谷市 中央町１－１　ララオカヤ１Ｆ　　 サービス ZN-0002-9646

スバルショップ岡谷 岡谷市 長地権現町３－８－４ サービス JS-0002-6512

Mgg 岡谷市 田中町２－２－４　唐沢設計ビル１Ｆ サービス JS-0004-2467

美容室メープル 岡谷市 南宮１－３－４２　 サービス SL-2000-4310

焼肉 まるよし 下伊那郡 高森町下市田３２６－１ 飲食店 JS-0004-4231

鉄板居酒屋 亀じい 下伊那郡 高森町吉田９０４－７ 飲食店 JS-0001-7162

長野県立阿南病院売店 下伊那郡 阿南町北條２００９－１ ショッピング JS-0005-4109

ぐー・すか・ぴー 下伊那郡 高森町吉田２１７８－１ ショッピング JS-0002-6438

信州まし野ワイン株式会社 下伊那郡 松川町大島３２７２　 ショッピング SL-2000-5273

なごみ空間高森店 下伊那郡 高森町下市田１３０１－１ サービス JS-0004-3228

ホームクリーニング高森パース店 下伊那郡 高森町下市田１８１８ サービス JS-0004-9333

Yuwa 下伊那郡 高森町山吹１６０８－３ サービス JS-0002-3352

海鮮酒房魚彩 下高井郡 山ノ内町佐野２５７４ 飲食店 JS-0000-9873
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ロゼ 下高井郡 山ノ内町佐野７７２ 飲食店 JS-0002-8126

レストラン ハッピー 下高井郡 山ノ内町平穏２０７４－８ 飲食店 JS-0005-7523

レストラン ハイ・ハッピー 下高井郡 山ノ内町平穏７１４９　レストランダイヤモンド内 飲食店 JS-0005-7497

だいち cafe 下高井郡 木島平村上木島３８８６－１ 飲食店 JS-0004-3254

心幸食 下高井郡 野沢温泉村豊郷９２７７　久保田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-5752

若ぎり 下高井郡 野沢温泉村豊郷９５５６ 飲食店 JS-0003-7234

羽田甘精堂 下高井郡 山ノ内町平穏２３１６ ショッピング JS-0005-5198

ホテルハイツ レンタル 下高井郡 山ノ内町平穏７１４８－３１ ショッピング JS-0002-4065

ショッピングプラザ アンアン 下高井郡 山ノ内町夜間瀬１１７００－６８ ショッピング JS-0003-5830

ヤマザキ Y ショップ高井富士店 下高井郡 山ノ内町夜間瀬９２０５－１ ショッピング JS-0005-5572

木島平村道の駅農産直売所 下高井郡 木島平村上木島３８－１ ショッピング JS-0005-2114

（有）長野屋酒店 下高井郡 野沢温泉村大字豊郷９５７０　 ショッピング SL-2000-4912

Dimension 下高井郡 野沢温泉村豊郷４４１８－１ ショッピング JS-0000-3897

COMPASSHOUSE 下高井郡 野沢温泉村豊郷６４６３－１５　ＣＯＭＰＡＳＳＨＯＵＳＥ ショッピング JS-0000-4785

スノーキャン 一ノ瀬店レンタル 下高井郡 山ノ内町平穏７１４９　レストランダイヤモンド内２Ｆ サービス JS-0005-7475

よませコトブキヤ薬局 下高井郡 山ノ内町夜間瀬２６９５－１ サービス JS-0002-8296

リフト券売り場 下高井郡 山ノ内町平穏７１４８ その他 JS-0004-4763

モンルポ 下高井郡 山ノ内町平穏７１４８ その他 JS-0005-5647

レストラン ピーター 茅野市 ちの２７４－５ 飲食店 JS-0000-1295

但馬家幸之助 ちの店 茅野市 ちの２９２５－１　 飲食店 SL-2000-8731

焼肉ダイニング縁結 茅野市 ちの３１９ 飲食店 JS-0001-8148

沖縄居酒屋ちゃネとら茅野店 茅野市 ちの３４８６－８ 飲食店 JS-0001-0063

モン蓼科 茅野市 ちの３５０２－１　ベルビア２Ｆ 飲食店 JS-0004-2608

百坊お酒菜 Dining 茅野市 仲町１５－１２　　 飲食店 ZN-0001-3418

すみかまどちの店 茅野市 仲町１５－１６　　 飲食店 ZN-0001-3370

信州酒場えーす 茅野市 仲町８－２３ 飲食店 JS-0002-8598

呉竹鮨 茅野市 仲町９－１０　　 飲食店 ZN-0001-3308

腸詰屋蓼科店 茅野市 米沢３８７４－６　 飲食店 SL-2000-1069

鮨処みつ山 茅野市 豊平４７３４－７９０６ 飲食店 JS-0000-8278

ステーキハウスノースポイント 茅野市 北山４０３５－８１ 飲食店 JS-0002-6780

ベーカリーレストラン エピ 茅野市 北山５５２２－３７３　 飲食店 SL-2000-2464

欧風料理アンファミーユ 茅野市 北山字鹿山４０２６－２　東急リゾートタウン内 飲食店 SL-2000-1249

炭火焼肉信濃亭 茅野市 本町西１－２０ 飲食店 JS-0001-2716

炭火焼肉信州亭 茅野市 本町東１５－８　明藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2800

かねこ 茅野市 ちの３５０２－１　ベルビア１Ｆ ショッピング JS-0001-9907

マルモ 茅野市 ちの３５０２－１　ベルビア２Ｆ　 ショッピング SL-2000-2479

山のおみやげ店 茅野市 ちの３５０６－１　ベルビア１Ｆ ショッピング JS-0002-1161

PLUM SHOP 茅野市 ちの６１７－１ ショッピング JS-0001-1699

京華涼 茅野店 茅野市 ちの７００３ ショッピング JS-0000-6806

有限会社上原ふとん店 茅野市 宮川４４４９－１　ＳＣメリーパーク内 ショッピング JS-0001-7141

有限会社長峰スポーツ 茅野市 玉川４６５６－２ ショッピング SL-2000-2075

有限会社オートアスリート 茅野市 中沖９－７ ショッピング JS-0002-3890

スーサランシィーイデ 茅野市 仲町１７－３４ ショッピング JS-0005-3063

有限会社ハイトスポーツ商会 茅野市 塚原１－１７　オギノ内 ショッピング JS-0001-5188
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セレクトシヨップブーケ 茅野市 塚原２－１－２　 ショッピング SL-2000-9155

蓼科ハーバルノート・シンプルズ 茅野市 豊平１０２８４ ショッピング JS-0001-4627

蓼科トライアングル 茅野市 豊平広見１０３７２－２ ショッピング JS-0001-6176

マルエー・アダチ 茅野市 ちの２５５７－３ サービス JS-0004-6915

itsumihairLoop 茅野市 ちの９６１－１ サービス JS-0001-7510

スマイルプラス 茅野市 宮川４４４９－１　メリーパーク内 サービス SL-2000-6420

hair ＆ nailIVY 茅野市 宮川５８１０－４　　 サービス ZN-0003-1205

カーエンジニア オートヴァリエーション 茅野市 金沢４８２８－２ サービス JS-0002-1611

美容室ブラスパ 茅野市 原２－１６－１４　矢崎ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-9644

関犬猫病院 茅野市 塚原２－１５－１０ サービス JS-0001-4379

ヘアー リゾート サンクチュアリ 茅野市 本町東１２－３０　 サービス SL-2000-2841

ドッグステージ 茅野市 本町東１５－８ サービス JS-0003-2074

音無の湯 茅野市 北山２９７７－１ その他 JS-0005-9657

ボンコパン 駒ヶ根市 上穂北６－１ 飲食店 AD-0000-1120

炭火焼肉わっしょい 駒ヶ根市 赤穂１０８７１－１ 飲食店 JS-0001-0523

居酒屋 とりや 駒ヶ根市 赤穂１５９６９ 飲食店 JS-0002-8360

スローボート 駒ヶ根市 赤穂４９７－１３６４ 飲食店 JS-0002-8580

喜多方らーめん めんこい 駒ヶ根市 赤穂８６３９－１６　 飲食店 SL-2000-3702

CONA アルプス駒ヶ根店 駒ヶ根市 中央２７－１４　　 飲食店 ZN-0001-3428

margarin 駒ヶ根市 下市場４０－１ ショッピング SL-2000-1370

QUARK 駒ヶ根市 赤穂１５６８　ベルシャイン駒ヶ根２Ｆ ショッピング SL-2000-3809

ZCOO － SHOP 駒ヶ根市 赤穂４９７－８７１ ショッピング JS-0000-2486

グッピー 駒ヶ根店 駒ヶ根市 北町４－２ ショッピング JS-0001-5809

ブルーポイント 駒ヶ根市 梨の木１５５９９－２ ショッピング JS-0003-9716

Bulichu 駒ヶ根市 下市場４０－１５　レンガ館３ サービス JS-0001-3047

n － west 駒ヶ根市 経塚１－１４　 サービス SL-2000-5195

きときと寿し佐久平店 佐久市 岩村田１７６３　　 飲食店 ZN-0001-3357

Hill Rd． Cafe 佐久市 岩村田２３１７ー１ 飲食店 SL-2000-7616

レストラン ブランカン 佐久市 岩村田２３３９－７ 飲食店 JS-0001-7845

大衆食堂＆沖縄料理 ゆいまーる 佐久市 岩村田３１４０－１５　　 飲食店 ZN-0001-3361

大和 佐久市 岩村田３６３４－６ 飲食店 JS-0001-9677

和飲酒場 L’aube 佐久市 岩村田３８０４　Ｍ ’ ｓハウス１Ｆ－１ 飲食店 JS-0004-4864

Mont 佐久市 岩村田３８０４－１　エムズハウス１Ｆ 飲食店 JS-0005-3500

CasaLibre 佐久市 岩村田７６０－２ 飲食店 JS-0004-0223

かいせん問屋ごう 佐久市 佐久平駅東１５－６ 飲食店 JS-0004-1380

寝ずの甚八佐久平店 佐久市 佐久平駅東２－６　佐久プラザ２１－１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3435

ぶたと羊とハイボール 佐久市 佐久平駅東２－６　佐久プラザ２１－１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4999

クロワサンス 佐久市 佐久平駅南１０－２　永存第一ビル２F 飲食店 AL-0000-0265

ARTICAL － LION 黒獅子 佐久市 佐久平駅北１０－２　２Ｆ 飲食店 JS-0000-0496

日本海寿司海鮮ひろ喜 佐久市 佐久平駅北１６－２ 飲食店 JS-0000-6215

黒船佐久平店 佐久市 佐久平駅北３－１ 飲食店 JS-0000-8765

鳥蔵黒船 佐久市 佐久平駅北３－５ 飲食店 JS-0001-6778

丁寿屋 佐久市 春日２９１０－１ 飲食店 JS-0002-2304

居酒屋天 佐久市 中込１－２０－６　　 飲食店 ZN-0001-3280
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よこちょう　本店　02 佐久市 中込１６００－１　　 飲食店 PK-0000-8790

くつろぎ居酒家わがや 佐久市 中込２－１１－４ 飲食店 JS-0000-4147

大寿し 佐久市 中込２－１８－２０ 飲食店 JS-0000-2751

女流菜膳はなちゃ 佐久市 中込２－２４－９ 飲食店 JS-0002-0331

ぶんか書店 佐久店 佐久市 猿久保２４－１ ショッピング JS-0003-6572

山口商会 佐久市 猿久保８０３－９ ショッピング JS-0003-3575

rodcontrol 佐久市 猿久保８４２－１　レストパレス１号１号室　 ショッピング SL-2000-2830

（有）めがねタイム 佐久市 塩名田４８８－２　 ショッピング SL-2000-5729

ウルフローブ 佐久市 岩村田１３１５　テルビスビル１Ｆ ショッピング SL-2001-0301

payforward 佐久市 岩村田５００８－４　シンフォニービル　１Ｆ－Ｂ ショッピング SL-2000-5478

株式会社なかむら 佐久市 岩村田７６３ ショッピング JS-0001-5328

ソーマ TK 佐久市 原５６８－１　 ショッピング SL-2000-6455

大森薬局 佐久市 根々井９２１－５　　 ショッピング PK-0000-8357

ヤンキー 佐久平店 佐久市 佐久平駅南１１－２ ショッピング JS-0001-8291

マスタカスポーツ 佐久平店 佐久市 佐久平駅南１１－４ ショッピング JS-0001-5382

SYRING 佐久市 佐久平駅北１７－６ ショッピング JS-0002-0269

BELINDA 佐久市 小田井６１３－１　佐久インターウェーブ内 ショッピング JS-0001-5013

J．HOUSE 佐久市 中込３－２６－２　タウニィ・プチ・フォーレ１０２・１０３ ショッピング JS-0001-7153

（有）越中屋魚しん赤岩店 佐久市 塚原３８３－１０ ショッピング JS-0005-3345

浅間タイヤ技術販売 佐久市 塚原４６５－１ ショッピング JS-0005-2942

三六家具センター 佐久市 野沢２４７ ショッピング JS-0002-0454

ヘアーサロン コジマ 佐久市 臼田２１５２－５　 サービス SL-2000-9262

GLANZ 佐久市 岩村田１２８１－１　イースト２Ｆ サービス JS-0000-9614

ヘアデザイン レガーレ 佐久市 岩村田１３５５－３ サービス JS-0000-8312

イン東京 佐久平店 佐久市 岩村田１４５２ サービス JS-0000-1809

ラングヘアーデザイン 佐久市 岩村田３５５５　１Ｆ南 サービス JS-0000-4211

Nail ＆ Beauty クリスタル 佐久市 岩村田北１－１７－１２　１Ｆ サービス JS-0001-9904

美容室チャンティ 佐久市 佐久平駅東１４－２ サービス JS-0000-4771

有限会社ジャパンオート 佐久市 佐久平駅南１９－５ サービス JS-0000-8358

ケッツモーターサービス 佐久市 志賀６０９０ サービス JS-0003-8409

Ohana hair 佐久市 志賀６２１０－１ サービス JS-0003-7144

hairdesignBalloon 佐久市 上平尾６９１－４　２Ｆ サービス JS-0003-9565

モードサロンティファニー 佐久市 中込１－２１－２５　　 サービス ZN-0002-4189

HAIR SALON BOUTIQUE 佐久市 中込３０７６－１　マルデン第２ビル１Ｆ サービス JS-0004-7832

シンサン薬局 佐久市 中込３６１１－２１９ サービス JS-0001-4386

AIhair 佐久市 中込３７１３－８８ サービス JS-0000-7951

N － TECH 佐久市 長土呂１３０４－２ サービス JS-0002-6968

MAISON Avallo 佐久市 長土呂１７６９－１ サービス JS-0000-9390

ヘアレストイデア 佐久市 野沢４７９－２６ サービス SL-2000-2213

ジャンボン・ド・ヒメキ 小県郡 長和町大門姫木３５１８－２６５８　 ショッピング SL-2000-1451

だんとコーヒー 小諸市 加増７１９－４ 飲食店 JS-0005-5756

中華  杏亭 小諸市 御影新田２７４６－１ 飲食店 SL-2000-7607

信州浅間高原マルシェカフェ 小諸市 甲４４７９－９ 飲食店 JS-0003-0843

うまいもんやちゃんちき 小諸市 相生町１－３－４　　 飲食店 ZN-0001-3269
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はらだ 小諸市 相生町２－２－１　　 飲食店 ZN-0001-3421

ミナト食堂 小諸市 相生町２－２－２７ 飲食店 JS-0001-3625

モダン割烹ほとなり 小諸市 本町３－１－６ 飲食店 JS-0001-8017

A．Y．Judie 小諸市 御影新田千駄ヶ谷３－１１－３　 ショッピング SL-2000-3895

株式会社アンダ商事 小諸店 小諸市 滋野甲１１７１－３ ショッピング JS-0001-3624

小諸書店 小諸市 西原２６９－５ ショッピング JS-0005-8872

（有）クリーニング古城 本店 小諸市 古城１－２－１２ サービス JS-0001-5062

Salon’de PATCH 小諸市 御影新田１５７０－５ サービス JS-0003-9446

有限会社小諸動物病院 小諸市 御影新田２７２８－１ サービス JS-0001-5871

ビューティスペース RIBON 小諸市 御幸町１－１０－６ サービス JS-0002-0459

若林自動車工業有限会社 小諸市 市町３－１３－３５ サービス JS-0002-0453

（有）クリーニング古城 小諸インター店 小諸市 諸３０３　 サービス JS-0001-5011

トライフォースカンパニー 小諸市 平原６６１－２ サービス JS-0005-0958

旨いもん屋兎喜 上伊那郡 辰野町辰野１７９９ 飲食店 JS-0005-4791

炭火焼かうべる 上伊那郡 辰野町中央１９４－１ 飲食店 JS-0005-6437

呉竹鮨 上伊那郡 南箕輪村９７９２－４ 飲食店 ZN-0001-3268

Cuore Verde 上伊那郡 飯島町七久保４５４－１　 飲食店 SL-2000-2422

三澤珈琲 辰野店 上伊那郡 辰野町平出２０６１－１ ショッピング JS-0001-5878

株式会社タイヤテック伊那 上伊那郡 南箕輪村５６９１－１ ショッピング JS-0002-6167

下平精肉店 上伊那郡 飯島町七久保８１９－１３　 ショッピング PK-0000-8773

株式会社 信州輸入タイヤ 上伊那郡 箕輪町中箕輪３０１０－１ ショッピング SL-2000-6377

hair ＆ make aira 上伊那郡 辰野町伊那富２６０５－２　 サービス SL-2000-0191

シュールヘアー 上伊那郡 南箕輪村５４２４－７ サービス JS-0003-2586

LUCIDO STYLE La Luce 上伊那郡 南箕輪村久保３０１　 サービス SL-2000-8411

トノムラヤ薬局 上伊那郡 宮田村３３６１ その他 SL-2000-2939

藤田屋酒店 上高井郡 高山村牧１６５５－３ ショッピング JS-0004-6089

宮川オート 上高井郡 高山村高井４７７１－７ サービス JS-0004-8340

美容室 フォルク 上高井郡 小布施町小布施２２７７－１ サービス JS-0002-1798

グリーン薬局 上高井郡 小布施町小布施３０８ サービス JS-0000-2246

まつの木薬局 上高井郡 小布施町福原２１５－１　 その他 SL-2000-4446

萬屋酒店 上水内郡 信濃町柏原２７１１－２３　 ショッピング SL-2000-7846

町立飯綱病院売店 上水内郡 飯綱町牟礼２２２０ ショッピング JS-0005-5276

飯綱グリ－ン薬局 上水内郡 飯綱町牟礼２３６７－１　　 ショッピング PK-0000-8268

明月堂本店 上水内郡 飯綱町牟礼２７２４　 ショッピング SL-2000-8329

くろひめ動物病院 上水内郡 信濃町柏原１３０－１ サービス JS-0000-9834

理美容室 fujisawa 上水内郡 飯綱町倉井２６９７－４ サービス JS-0003-8619

フェアリーテイル 上田市 古里８６－９　 飲食店 SL-2000-3884

きときと寿し上田店 上田市 上田原１０８１　　 飲食店 ZN-0001-3331

とりあえず吾平上田国分店 上田市 蒼久保１１５２ 飲食店 JS-0005-4690

上田ぶたひつじ 上田市 中央１－１－２０　和田源ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6302

真田坂の小助 上田市 中央１－１－２０　和田源ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3404

居酒屋こう太 上田市 中央１－２－１２ 飲食店 JS-0000-3677

トラットリアノンノ 上田市 中央１－２－２３　　 飲食店 ZN-0001-3261

はな和んや 上田市 中央１－６－１４　常盤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6681
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らら和んや 上田市 中央２－１３－７ 飲食店 JS-0000-8322

焼肉・ホルモンくろおび 上田市 中央２－３－１５　　 飲食店 ZN-0001-3407

MUCCH 上田市 中央２－５－３ 飲食店 JS-0004-0586

焼鶏酒場ますます 上田市 中央２－７－２　　 飲食店 ZN-0001-3420

MOSCO 上田市 中央２－８－１０　２Ｆ 飲食店 JS-0000-2233

舟由 上田市 中央２－９－４ 飲食店 JS-0000-7162

たつみ寿し 上田市 中央３－１０－１３ 飲食店 JS-0003-8531

デジャブ 上田市 中央３－１１－１　　 飲食店 ZN-0001-3326

酒肴くろ本 上田市 中央３－１１－１２　　 飲食店 ZN-0001-3429

すていきヒロ 上田市 中央３－１－１２　　 飲食店 ZN-2000-6219

大衆酒場くし和んや 上田市 中央３－１１－２１　クリスタルモール１０３ 飲食店 JS-0001-6532

EMPIRE 上田市 中央３－１－１３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3405

季寄せ庵こいど 上田市 中央３－６－２４　　 飲食店 ZN-2000-3488

寝ずの甚八上田店 上田市 中央３－９－１３　　 飲食店 ZN-0001-3408

すき音 上田市 中央北１－６－３０ 飲食店 JS-0001-1640

幸村 上田市 天神１－２－１ 飲食店 JS-0005-4903

居酒家のあ 上田市 天神１－２－１　上田スティＢＦ１ 飲食店 JS-0001-1456

フローリスト桜屋 上田市 塩川２９４２ ショッピング JS-0003-9653

こさとスマイル薬局 上田市 古里１９３０－３　　 ショッピング PK-0000-8776

Hiraya ～ひらや～ 上田市 国分１１９６－１ ショッピング JS-0002-6556

AUTOGARAGEFREESTYLE 上田市 秋和５４０－４ ショッピング JS-0000-2032

村田靴店神科店 上田市 住吉２７０－１０　　 ショッピング ZN-0002-5988

キングラム上田インター店 上田市 住吉２７７－１７ ショッピング JS-0003-9953

KIBICRAFT 上田市 住吉４８－９ ショッピング JS-0002-3664

良品買館上田バイパス店 上田市 上田１８４３－１ ショッピング JS-0003-9952

スキーショップ プレスト 上田市 上野４３６－１　 ショッピング SL-2000-6388

MAHADIHALALFOOD 上田市 常磐城２－７－８ ショッピング JS-0004-6028

EVE 上田店 上田市 神畑４８５－１　 ショッピング SL-2000-7661

ベルデ桜屋 上田市 神畑６７－２ ショッピング JS-0003-9509

ダイヤモンドダスト 上田市 菅平高原１２２３－６３５８ ショッピング JS-0002-2740

ニチロ毛皮丸子ショールーム 上田市 生田３２４８ ショッピング JS-0001-1590

お城の坂道 上田市 大手１－１２－２３　ＢＩＧＵＥＤＡ ショッピング JS-0000-3342

宮尾眼鏡店 上田市 中央２－１０－１５　　 ショッピング ZN-2000-1353

［HC］でんきのサポート・C 和田店 上田市 中央２－２４－１８ ショッピング JS-0001-9203

オオムラ 上田市 中央２－５－９ ショッピング JS-0004-6446

太陽マルシェ 上田市 中央２－９－１８ ショッピング JS-0005-4718

ロズダ・ムール 上田市 中央５－１－２１　　 ショッピング ZN-2000-0306

張田屋眼鏡院 上田市 中央西１－９－３４　 ショッピング SL-2000-2553

みすずクリ－ニング　じゃぶ　ベルプ 上田市 中丸子１６４７－７　　 ショッピング PK-0000-7746

八幡屋本店 上田市 天神１－８－１ ショッピング SL-2001-1013

上田市立美術館ミュージアムショップ 1F 上田市 天神３－１５－１５　１Ｆ ショッピング JS-0002-0234

タイヤガーデン上田 上田市 踏入２－１６－３８ ショッピング JS-0003-3144

［HC］ハイテックウエダ 上田市 踏入２－９－１５ ショッピング JS-0001-8221

（株）丸子車体工業 上田市 下丸子４５３－５ サービス JS-0002-7279
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美容室 Clover 上田市 下之条７１５－１ サービス JS-0000-3564

上田車検センター 上田市 古里８６０－１ サービス JS-0002-7256

上田薬剤師会 会営薬局 上田市 国分９９４－１ サービス JS-0002-0944

なみき薬局 上田市 諏訪形１０９９－１７ サービス JS-0003-9978

Hair Salon Nofy 上田市 中央１－３－６　２Ｆ サービス JS-0003-3329

Nina 上田市 中央６－１５－２２ サービス JS-0001-4126

HairRoom KARIN 上田市 中之条１０１－１　利幸第二ビル１０１ サービス JS-0001-2706

ながせ薬局 上田市 長瀬３４４１－２ サービス JS-0001-3922

リラクゼーション ルポゼ 上田市 天神１－８－１　パレオ２Ｆ サービス JS-0001-7184

美容室 MCL 上田市 保野２０４－２ サービス JS-0004-8672

ヤマショー上田ショールーム 上田市 下之条２０３－３　 その他 SL-2000-2997

わんわん村上田店 上田市 住吉１２５－１ その他 JS-0001-7831

八幡屋人形センター 上田市 天神１－２－２７ その他 SL-2001-0908

サンルイスハヤシ 埴科郡 坂城町坂城６６１４ ショッピング JS-0005-5904

（有）坂城モータース 埴科郡 坂城町中之条２５７７－２ サービス JS-0005-3550

隠れ家厨房達 諏訪郡 下諏訪町高浜６１８２－４　レジデンス津金１０１ 飲食店 JS-0000-8751

笑間 諏訪郡 下諏訪町西赤砂４３５０－７ 飲食店 JS-0000-5053

諏訪書店 諏訪郡 下諏訪町南四王６１４１－３ ショッピング JS-0005-8871

（株）キャトルセゾン 諏訪郡 富士見町富士見３６７９－１９　 ショッピング SL-2000-0642

プペドパカン 諏訪郡 富士見町立沢１－１４３６　カントリーキッチン内 ショッピング JS-0001-2398

アネモネ動物病院 諏訪郡 下諏訪町４３５０－１２ サービス JS-0000-2224

アネモネ ペットケア・リゾート 諏訪郡 下諏訪町西赤砂４３５４－１　 サービス SL-2000-0309

ヘアーデザイン JERICO 諏訪郡 下諏訪町西赤砂４３５５－１ サービス JS-0003-1363

HAIR SPACE Rien 諏訪郡 下諏訪町西豊６１７１－１１　エルシックビル２Ｆ サービス JS-0003-1098

ミツワ西友薬局 諏訪郡 富士見町落合１００６１－１　西友富士見店内 その他 SL-2000-4661

甲州ほうとう 小作 諏訪インター前店 諏訪市 沖田町３－５３－１　　 飲食店 ZN-0001-3295

バガボンド諏訪店 諏訪市 沖田町４－２１－２　ＴＨビル　　 飲食店 ZN-0001-3349

MaKaMaKa 諏訪店 諏訪市 沖田町４－２１－２　ＴＨビル　　 飲食店 ZN-0001-3350

ラ・クレア・ボーテ 諏訪市 湖岸通り３－１－２４ 飲食店 JS-0001-6531

DragonNight 諏訪市 湖岸通り５－１３－１４ 飲食店 JS-0001-2151

仙岳 諏訪市 湖岸通り５－１７－３ 飲食店 JS-0001-2828

うなぎ小林諏訪本店 諏訪市 四賀１９５８－２ 飲食店 JS-0001-3015

トコロテラス 諏訪市 四賀赤沼１５４５－１　 飲食店 SL-2000-7116

本格焼肉黒船本店 諏訪市 四賀赤沼１７４４－２ 飲食店 JS-0002-9394

かわら亭 諏訪市 渋崎１７９２－４１３　プレステージ諏訪湖１Ｆ 飲食店 SL-2000-2630

レストランパリエ 諏訪市 上諏訪１０３３２ 飲食店 JS-0001-5100

COCKTAIL BAR EDEN 諏訪市 諏訪１－２－１１ 飲食店 JS-0000-2458

すみかまど 諏訪市 諏訪１－４－８　　 飲食店 ZN-0001-3344

わびさび 諏訪市 大手１－１４－５　成田屋１Ｆ 飲食店 JS-0000-7741

クルーズ 諏訪市 大手２－１－８　ＫＭビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7873

居食酒屋朱珠 諏訪市 大手２－４－１２　２Ｆ 飲食店 JS-0000-7014

bistro nobo 諏訪市 大手２－７－２　三国ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5258

ホルモン焼肉黒船 諏訪市 中洲２９４５－１ 飲食店 JS-0000-1836

焼とり居酒屋吉鳥 諏訪市 中洲４４７２－３ 飲食店 JS-0000-8750
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羽衣 諏訪市 末広３－１ 飲食店 JS-0004-4878

禅 諏訪市 末広９－１６　２Ｆ 飲食店 JS-0000-5726

タケヤ味噌会館 諏訪市 湖岸通り２－３－１７　 ショッピング SL-2000-6876

クリスタルドラゴン 諏訪市 高島３－１２０１－５６ ショッピング JS-0004-9072

木花咲屋 諏訪市 高島４－２０７３－８ ショッピング JS-0002-8813

ぶんか書店諏訪店 諏訪市 四賀１７４８ ショッピング JS-0002-9322

プラネッツ 諏訪市 諏訪１－２－３　 ショッピング SL-2000-5541

JUNES 諏訪市 諏訪１－３－７　　 ショッピング ZN-0002-4185

イトウヤ電気店 諏訪市 諏訪１－４－５ ショッピング JS-0005-3483

有限会社花一 諏訪市 諏訪２－１－１３ ショッピング JS-0001-9659

中国茶専門店 好茶工房 諏訪市 大手１－１５－３　 ショッピング SL-2001-0097

グッピー 本店 諏訪市 豊田２５７６－１ ショッピング JS-0001-5840

アールグレイ 諏訪市 末広１－１３　　 ショッピング ZN-0002-4194

ヘアーオペラ 諏訪市 沖田町１－３２ サービス JS-0000-8277

MAUNA HAIR 諏訪市 沖田町３－１９ サービス JS-0001-3911

Links 諏訪市 沖田町４－１６－３　ニュースビル１Ｆ サービス JS-0001-6937

こころ薬局 諏訪市 高島１－２１－１ サービス JS-0001-6289

GLAMOURSTOCK Suwa 諏訪市 小和田南１４－１２　東京ベーカリービル２Ｆ サービス JS-0005-9010

スマイル 2 諏訪市 上川３－２４８９－１ サービス JS-0005-3389

リズムバイリンクス 諏訪市 諏訪１－６－１　２Ｆ サービス JS-0005-1101

hair ＆ makeLamancha 諏訪市 清水１－６－２６　カマクラビル１Ｆ サービス JS-0000-8296

vivid 諏訪市 清水２－３－３０　カマクラビルⅢ　１Ｆ サービス SL-2000-1755

アルピコ自工株式会社 諏訪事業所 諏訪市 赤羽根１－１４ サービス JS-0002-7601

有限会社二葉薬局 諏訪市 大手１－３－２ サービス JS-0001-6262

エンレース 諏訪市 中洲５７０９－２３ サービス JS-0001-6296

Wizardhair 諏訪市 豊田１２２５－１０ サービス JS-0004-6598

すえひろ動物病院 諏訪市 末広５－１４　ＡＧＵビル１Ａ サービス JS-0001-4410

迎賓館 三ツ扇 須坂市 須坂１１５７ 飲食店 JS-0000-2351

だいこんの花 須坂市 須坂１６４３　　 飲食店 ZN-2000-2187

能登忠 須坂市 須坂３０４ 飲食店 JS-0000-8510

盛進堂製菓舗 須坂市 上中町１５８ ショッピング JS-0004-6917

アイリス薬局 須坂市 大字須坂１２８８－２ ショッピング JS-0005-6201

ゑびや呉服店 須坂市 東横町１２６６　 ショッピング SL-2000-9097

n － style 須坂市 南横町１５５５　 ショッピング SL-2000-5183

有限会社大島電機 須坂市 墨坂１－１７－２ ショッピング JS-0004-7851

カットショップ 141 須坂市 旭ヶ丘１－４６ サービス JS-0003-8578

Tricolore 須坂市 墨坂南５－５－２３－２　 サービス SL-2000-7827

おびなた理容室 須坂市 立町１４０４－９　 サービス SL-2001-0548

有限会社大丸薬局 須坂市 須坂９０ その他 SL-2000-6519

牛平 千曲市 杭瀬下４６ 飲食店 JS-0002-2152

居酒屋・柳 千曲市 上山田温泉２－１６－１４　２Ｆ 飲食店 JS-0001-4836

グーギーズカフェ 千曲市 上徳間２３７－２　 飲食店 SL-2000-1869

スター商会千曲店 千曲市 粟佐１２９５　　 ショッピング ZN-2000-1388

FASHION PLAZA ふじや 千曲市 戸倉１９３１ー１ ショッピング SL-2000-1452
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［HC］アンドウ電器 千曲市 杭瀬下１６７－１ ショッピング JS-0002-2055

MANEKI － MOAIZOU 千曲店 千曲市 桜堂３５８－１ ショッピング JS-0001-5209

BABYSHOP かわしま 千曲市 小島３１４７－１ ショッピング JS-0002-4674

FunnyFace 千曲市 粟佐１６１５－１２ サービス JS-0005-3619

FunnyFace 千曲市 粟佐１６１５－１２ サービス SL-2000-0374

ヘアパークテラサワ 千曲市 稲荷山８２５ サービス AL-0000-0071

横山自動車工業 千曲市 屋代２７５３ サービス JS-0002-2411

HAIRSALONKINOKA 千曲市 桜堂５２３－３８　横島ビル１Ｆ－西 サービス JS-0001-1541

StaybyMcL 千曲市 上徳間５５６－３ サービス JS-0004-8673

nail ＆ foot プリエ・ドゥ・シェリ 千曲市 生萱６６６－１ サービス JS-0004-3747

やきにく SOUL 大町市 常盤３５５９ 飲食店 JS-0000-5219

信光実業　大町支店　住宅ガス課 2 大町市 常盤３６３０－２２　　 ショッピング PK-0000-8228

ラ・カスタナチュラルヒーリングガーデン 大町市 常盤９７２９－２　　 ショッピング ZN-0002-5418

巴屋クリーニングザ・ビッグ信濃大町店 大町市 大町２９７８－１ サービス JS-0005-6729

ヘアプレイス イマージュ 大町市 大町３２０３－３ サービス JS-0002-4959

大町スズキ羽田商会 大町市 大町４４１７－１ サービス JS-0004-1078

巴屋クリーニング西友大町店 大町市 大町４６２２－１ サービス JS-0005-6590

トマトアンドオニオン信州中野店 中野市 岩船４１９－２ 飲食店 JS-0005-5028

北信総合カフェコア 中野市 西１－５－６３ 飲食店 JS-0005-4544

有限会社すきやき 中野市 中央１－１１－２０ 飲食店 JS-0001-5803

ラブズピアット 中野市 中央３－１－１０ 飲食店 JS-0003-1364

かもめ寿し 中野市 中野１７４７－１５ 飲食店 JS-0003-7511

道の駅ふるさと豊田みやげ処 中野市 永江２１３６ ショッピング JS-0005-7600

ふるさと豊田農産物直売所 中野市 永江２１３６ ショッピング JS-0005-7607

フローリスト花物語 中野市 岩船４２３－４　　 ショッピング ZN-0002-6862

有限会社藤益商会 中野市 小田中２２１ ショッピング JS-0000-3940

山崎薬局 中野市 西１－３－１４ ショッピング JS-0005-1100

refalt 中野市 西１－４－２７ ショッピング JS-0000-4776

有限会社内藤電気 中野市 中央３－１－２１ ショッピング JS-0005-1286

グレ 中野市 中央３－３－２２　１Ｆ ショッピング JS-0001-6564

有限会社 K ＆ M オート 中野市 一本木２３５－９ サービス JS-0001-5923

ヤマトク自動車 中野市 笠原１００ サービス JS-0003-8990

まつむら動物病院 中野市 岩船３１１－８ サービス JS-0002-5101

サロン・ド・アイ 中野市 吉田６０２－１ サービス JS-0003-7322

ヘアーサロンハクナマタタ 中野市 草間１１５８－１ サービス JS-0004-0316

菊一屋 本店 中野市 中央３－３－１８　 その他 SL-2000-9574

炭火焼肉七輪亭東御店 東御市 鞍掛５０４－１１ 飲食店 JS-0001-0385

エクステリアマ－ト　東御店　1 東御市 加沢１４０６－２７　　 ショッピング PK-0000-8851

株式会社小林商会 東御市 県５３７－１ ショッピング JS-0001-7710

メガネのコミヤマ東御店 東御市 常田５６２－１　　 ショッピング ZN-0002-5077

サンデッキ 東御市 和１１１１－１ ショッピング JS-0001-8770

有限会社 ガレージハットリ 東御市 和２４６１－１　 ショッピング SL-2000-6742

湯楽里館物産センター 東御市 和３８７５ ショッピング JS-0001-2543

ネイルサロン Princess 東御市 県１３２－１２　 サービス SL-2000-4748
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hair salon Mjuk 東御市 常田１２６－７ サービス JS-0005-8691

小林薬局 東御市 常田１６０－９ サービス JS-0000-1758

わんにゃんはうす K － 9 東御市 県１１６－４ その他 JS-0000-0712

アルカンヴィーニュ 東御市 和６６６７　 その他 SL-2000-6397

マライカ アイシティ店 東筑摩郡 山形村７９７７　アイシティ２１　２Ｆ ショッピング JS-0003-0413

巴屋クリーニングアイシティー店 東筑摩郡 山形村７９７７ サービス JS-0005-6734

ますたか南佐久 南佐久郡 佐久穂町畑３８０８－１　　 ショッピング ZN-2000-7016

カラファテ 川上店 南佐久郡 川上村大深山１１８６　ナナーズ内２Ｆ ショッピング JS-0003-0156

株式会社角口酒造店 飯山市 常郷１１４７　 ショッピング SL-2000-2613

ATAGO 飯田市 愛宕町２８４４－２ 飲食店 JS-0001-6791

鮨処祥吉 飯田市 下殿岡２２３－１ 飲食店 JS-0000-3306

広竜苑 飯田市 銀座１－１５ 飲食店 JS-0003-6658

鉄板焼 Dining 銀座ハンバーグ 飯田市 銀座３－１－１ 飲食店 JS-0005-8935

北海道ジンギスカン専門店 すすきの 飯田市 吾妻町１２６－１ 飲食店 JS-0003-8120

遊び処かじか 飯田市 座光寺３３３３－２ 飲食店 JS-0000-9297

七輪焼きおおくら 飯田市 主税町３－１ 飲食店 JS-0005-8934

長屋門 桑はら 飯田市 松尾新井６８１４－１ 飲食店 JS-0001-3264

slow food 萬房 飯田市 松尾町２－３０ 飲食店 JS-0003-6781

COCORISM 飯田市 川路７６２０ 飲食店 JS-0001-9044

COCOROMARCHE 飯田市 川路７６２０ 飲食店 JS-0001-9046

ジャングル 飯田市 知久町２－１－１　熊谷ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-1641

山水楼 飯田市 中央通り２－１１ 飲食店 JS-0001-5051

ながぐつ 飯田市 中央通り２－１６－１　花田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-9389

月うさぎ 飯田市 中央通り２－２３－１　２Ｆ 飲食店 JS-0003-6880

一夢庵 飯田市 中央通り２－３　 飲食店 SL-2000-9362

クッシーナ 飯田店 飯田市 中央通り３－１５ 飲食店 JS-0003-1213

海旬 飯田市 中央通り３－４　木下ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6984

TATSU 屋製麺所 飯田市 中央通り４－１０－１ 飲食店 JS-0003-0159

THEBARREL 飯田市 中央通り４－１４　　 飲食店 ZN-2000-2543

グリュック 飯田市 中央通り４－４１　藤井ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9772

丸中商會 飯田市 通り町２－２２－３ 飲食店 JS-0003-6692

和さび 飯田市 通り町２－２２－５ 飲食店 JS-0005-4111

西洋割烹 吉祥寺 飯田市 鼎１９９５－２９　 飲食店 SL-2000-3640

イル・グスト チッチ 飯田市 鼎名古熊２５４１－１ 飲食店 JS-0002-8514

日本料理はやふね 飯田市 東新町１－２０ 飲食店 JS-0001-4728

四季料理 亀山 飯田市 東和町２－９ 飲食店 JS-0002-2420

Hills Cafe 飯田市 本町１－１５　トップヒルズ１Ｆ 飲食店 JS-0005-8813

il saryo 飯田市 本町１－１５　トップヒルズほんまち１Ｆ 飲食店 JS-0003-6879

ナチュラルキッチン TESSHIN 飯田市 本町２－１ 飲食店 JS-0003-6694

ノエル洋菓子店 飯田市 育良町１－２１－１０　 ショッピング SL-2000-9869

ランドリ－ポケット　伊賀良店 飯田市 育良町１－９－１　　 ショッピング PK-0000-8012

ファッションスクエアオリヤマ 飯田市 桐林１７８６－１ ショッピング JS-0004-3668

ニューセントラル自動車有限会社 飯田市 三日市場１３２３－２ ショッピング JS-0002-4612

松村薬局 飯田市 山本１６４９－３　　 ショッピング PK-0000-8796
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Bumble B 飯田市 松尾水城５４３０－３　 ショッピング SL-2000-0116

てくてく 飯田市 上郷飯沼２２３４－５ ショッピング SL-2000-2927

ハーバル 飯田市 上郷別府１７２０－１ ショッピング JS-0003-0185

ゴルフスタジオアールビーズ 飯田市 駄科１９１７－２ ショッピング JS-0001-5267

フィールアイ 飯田市 知久町１－１２　　 ショッピング ZN-0002-2587

和光楽器 飯田市 中央通り２－４　　 ショッピング ZN-2000-2341

ランドリ－ポケット　鼎店 飯田市 鼎下山５５０　　 ショッピング PK-0000-8024

B － style 飯田市 鼎名古熊２６０４－１ ショッピング JS-0000-6272

タキザワ 飯田市 伝馬町２－２７ ショッピング JS-0000-9104

Ripple 飯田市 育良町３－３－１９ サービス JS-0000-6448

ホームクリーニング丸山町店 飯田市 丸山町１－３－１ サービス JS-0004-9332

美容室グレープス 飯田市 元町５４２４－２３ サービス JS-0004-3696

Crop 飯田市 上郷黒田１６３３－２ サービス JS-0002-1239

Pechka 飯田市 上郷黒田１７７５－６ サービス JS-0002-5983

ホームクリーニングイオン飯田店 飯田市 上郷飯沼１５７５ サービス JS-0004-9342

Aphrodite 飯田市 上郷別府１３５９－３ サービス JS-0003-6190

ホームクリーニング川路本店 飯田市 川路１０１４－１ サービス JS-0004-9328

ホームクリーニングイオンアップルロード店 飯田市 鼎一色４５６ サービス JS-0004-9341

wibohaircreate 飯田市 鼎上山３７７１－５ サービス JS-0000-7824

美容室ハール 飯田市 鼎西鼎５９１－８ サービス JS-0002-9009

ALLURERHAIR 飯田市 鼎名古熊２５１５－６ サービス JS-0004-0824

なごみ空間アップルロード店 飯田市 鼎名古熊２５９２－２ サービス JS-0004-3230

ヘア－クリエイト美粧 IN 飯田市 伝馬町１－２７　　 サービス PK-0000-8064

中田モーター 飯田市 白山通り３－３６１－７ サービス JS-0000-8346

Hair ／ Works Rita 飯田市 北方３０６７－３ サービス JS-0002-0479

伊賀屋人形店 飯田市 銀座４－１０　 その他 SL-2000-2585

焼肉しゃぶしゃぶ ぶう 松川分店 北安曇郡 松川村５７４４－４ 飲食店 JS-0001-5859

カナダ亭 北安曇郡 白馬村神城２２２００－３１ 飲食店 JS-0005-7761

ダイニングバー トマティート 北安曇郡 白馬村大字北城３０２０－１１１０　 飲食店 SL-2000-8792

白馬村ききょう屋 北安曇郡 白馬村北城１９０９－４　　 飲食店 ZN-0001-3318

中国料理桂花 北安曇郡 白馬村北城２６５－３５ 飲食店 JS-0005-0442

白馬村ひえ 北安曇郡 白馬村北城３０２０－８６８　 飲食店 ZN-0001-3319

白馬飯店 北安曇郡 白馬村北城５５９５－３　　 飲食店 ZN-2000-6587

グラビティーワークス 北安曇郡 白馬村北城６３０５ 飲食店 JS-0001-3497

Prairie 北安曇郡 白馬村北城８２７－１１２　 飲食店 SL-2000-9409

おたり屋 北安曇郡 小谷村千国乙１２８４０－１ ショッピング JS-0002-2681

Wow 売店 北安曇郡 小谷村千国乙１２８４０－１ ショッピング JS-0005-0443

栂の湯売店 北安曇郡 小谷村千国乙１２８４０－１ ショッピング JS-0005-0475

アライスポーツ栂池店 北安曇郡 小谷村千国乙１２８４０－１　マリオンシナノ１Ｆ ショッピング JS-0002-2795

株式会社 池田エコー 北安曇郡 池田町中鵜２４５６－５ ショッピング SL-2000-9770

白馬・岩岳スキースクール 北安曇郡 白馬村北城１２１１１ ショッピング JS-0004-6846

アダムプラザ売店 北安曇郡 白馬村北城４２５８ ショッピング JS-0005-0436

うさぎ平テラス売店 北安曇郡 白馬村北城４４８７－１２ ショッピング JS-0005-0434

白馬パウダーステーション 北安曇郡 白馬村北城５０８０ ショッピング JS-0004-6955
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白馬スポーツ 北安曇郡 白馬村北城６０２９　　 ショッピング ZN-0002-2854

有限会社デイオフ 北安曇郡 白馬村北城９３４３ ショッピング JS-0002-1177

クラフトショップ 森の生活 北安曇郡 白馬村北城９５６５ ショッピング JS-0002-5018

巴屋クリーニング西友松川店 北安曇郡 松川村東松川５７２３－７ サービス JS-0005-7196

巴屋クリーニングツルヤ池田店 北安曇郡 池田町池田２８５５ サービス JS-0005-6731

保護猫カフェ 別邸ねこ処みなみ家 北安曇郡 白馬村北城３０２０－１３　 サービス SL-2000-8317

アップルレンタル 北安曇郡 白馬村北城４１００－１ サービス JS-0001-7935

内川商会　2 北安曇郡 白馬村北城８７５０　　 サービス PK-0000-7901

花紋大雪渓 北安曇郡 池田町会染９６４１－１　 その他 SL-2000-2606

ポチのたこ焼き 北安曇郡 白馬村北城５４７８－１ その他 SL-2000-1892

レストラン GUMBO 北佐久郡 軽井沢町軽井沢１０－３　　 飲食店 ZN-2000-6207

モンテ・クッチーナ 北佐久郡 軽井沢町軽井沢６０１－１　チャーチストリート軽井沢２Ｆ 飲食店 JS-0001-1736

焼肉 ITADORI 北佐久郡 軽井沢町軽井沢東１１－２１　軽井沢駅前ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2369

ごはん屋 ZUKU 北佐久郡 軽井沢町軽井沢東１１－３８ 飲食店 JS-0004-1824

軽井沢 寿し あたご 北佐久郡 軽井沢町軽井沢東１６７ 飲食店 JS-0003-1055

しゃぶしゃぶ愛宕 北佐久郡 軽井沢町軽井沢東１６７　ホテルグランヴェール旧軽井沢 飲食店 JS-0001-2424

鮨 あじ 北佐久郡 軽井沢町軽井沢東６－１ 飲食店 JS-0000-1296

鶏味座軽井沢店 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢１１４６－１　ベルジューレ軽井沢１Ｆ 飲食店 JS-0004-4015

エンボカ旧軽井沢店 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢１２７７－１　 飲食店 ZN-0001-3301

トラットリアプリモ 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢３３０－８ 飲食店 JS-0000-6219

マルカンショクドウカルイザワ 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢５８２－１　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3327

軽井沢紅茶館サンビーム 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢５８６ 飲食店 JS-0004-0187

旧軽井沢食堂 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢８１３－１０　駅舎旧軽井沢２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3343

森 Q 北佐久郡 軽井沢町長倉２０８０－１　 飲食店 SL-2000-9287

フォリオリーナデッラポルタフォルトゥーナ 北佐久郡 軽井沢町長倉２１４７－６８９　 飲食店 ZN-0001-3283

ビストロじゅん 北佐久郡 軽井沢町長倉２４８４－１９ 飲食店 JS-0005-1484

ル・ボン・ヴィボン軽井沢 北佐久郡 軽井沢町長倉２６２１－１９ 飲食店 JS-0001-0051

レストランモデスト 北佐久郡 軽井沢町長倉３４３０－５ 飲食店 JS-0003-4711

キッチンシェン 北佐久郡 軽井沢町長倉４６７９－１４ 飲食店 SL-2000-5642

焼肉光州苑軽井沢店 北佐久郡 軽井沢町長倉５－１５０　　 飲食店 ZN-0001-3394

軽井沢庵大嶋 北佐久郡 軽井沢町長倉６４６－１　　 飲食店 PK-0000-0122

カフェ B 北佐久郡 軽井沢町長倉７３７－２ 飲食店 JS-0005-0088

焼肉ランタン 北佐久郡 軽井沢町長倉７４８－５ 飲食店 JS-0005-9688

こどうテラス 北佐久郡 軽井沢町長倉塩沢７０２　 飲食店 SL-2001-1542

森の中のレストランこどう 北佐久郡 軽井沢町長倉塩沢７０２　 飲食店 SL-2001-1543

DILETTANT 北佐久郡 軽井沢町追分７２５－１３ 飲食店 JS-0002-1241

ボンパパ 北佐久郡 軽井沢町追分９３－７ 飲食店 JS-0001-5804

ステーキハウス 北佐久郡 軽井沢町発地１３９８－１３７ 飲食店 JS-0001-3309

御代田駅前倶楽部 北佐久郡 御代田町御代田２４２２－４９　窪田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4646

蕎蔵兎月 北佐久郡 御代田町御代田２５６８－１０５ 飲食店 JS-0005-6795

GREEN GRASS 北佐久郡 軽井沢町旧道７５３　 ショッピング SL-2000-3263

L.L.Bean 軽井沢ファクトリーストア 北佐久郡 軽井沢町軽井沢　軽井沢・プリンスショッピングプラザ・イースト　 ショッピング AX-0000-0008

SHIPS OUTLET 軽井沢店 北佐久郡 軽井沢町軽井沢１０１６　軽井沢・プリンスショッピングプラザ　ツリーモール ショッピング AX-2000-0027

味蔵 旧道店 北佐久郡 軽井沢町軽井沢１２－２ ショッピング JS-0001-5319
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BONANZA 北佐久郡 軽井沢町軽井沢１－８　ＢＯＮＡＮＺＡ ショッピング SL-2000-0656

シルバーレイス 北佐久郡 軽井沢町軽井沢２－２　　 ショッピング ZN-2000-1498

軽井沢アートボックス 北佐久郡 軽井沢町軽井沢４６７－２１　 ショッピング SL-2000-8936

Kathana 北佐久郡 軽井沢町軽井沢５－４ ショッピング JS-0003-1495

アトリエ・ユミ 北佐久郡 軽井沢町軽井沢７－３　　 ショッピング ZN-0002-4175

沢屋 旧軽井沢店 北佐久郡 軽井沢町軽井沢７４６－１　 ショッピング SL-2001-1538

小林酒店 北佐久郡 軽井沢町軽井沢７５８　 ショッピング SL-2000-3435

沢屋 旧軽ロータリー店 北佐久郡 軽井沢町軽井沢８１１－２　 ショッピング SL-2001-1539

Atelier Sajilo 北佐久郡 軽井沢町軽井沢８５９－１ ショッピング JS-0002-1613

マイカシミヤ軽井沢店 北佐久郡 軽井沢町軽井沢８９９－２８　 ショッピング SL-2000-3743

ビーマーシー 北佐久郡 軽井沢町軽井沢旧軽井沢７４２　 ショッピング SL-2000-0757

沢屋 新軽井沢店 北佐久郡 軽井沢町軽井沢東１１７８　 ショッピング SL-2001-1540

coriss 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢１０－２ ショッピング JS-0002-2284

PARADISE 軽井沢店 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢１１５１－１２　 ショッピング ZN-0003-1498

B ＆ B アマノ軽井沢 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢３８６－７　ＹＳ３１　 ショッピング ZN-0002-6807

サロン・ド・ヴェール 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢５５８ ショッピング JS-0003-5190

遊膳 軽井沢店 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢５５９ ショッピング JS-0004-4845

フレンチブルー 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢６０１－１　チャーチストリート１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4191

Qcul アトリエ 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢６０１－１　チャーチストリート軽井沢 ショッピング JS-0001-5909

ラ・モンタニョン 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢６６８　軽井沢ショッピングアレイ　 ショッピング ZN-2000-1902

マーガレットミイ 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢７０４　 ショッピング SL-2000-4319

La bitz Karuizawa 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢７３９－１　シャトレーＣ ショッピング JS-0001-5858

軽井沢彫シバザキ 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢７５１－２ ショッピング JS-0004-1611

マイマイ 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢７５６－２　 ショッピング ZN-2000-1079

シマ・インターナショナル 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢８５９－１　 ショッピング ZN-0002-6760

軽井沢 日動画廊 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢９５５　 ショッピング SL-2000-4425

haluta 軽井沢 北佐久郡 軽井沢町中軽井沢３０１８－３ ショッピング JS-0005-8936

軽井沢ショールーム 北佐久郡 軽井沢町長倉３３３－３ ショッピング JS-0004-9556

ベルリネッタ軽井沢 北佐久郡 軽井沢町長倉７７４－１ ショッピング JS-0001-9360

トクアンドフレンズ 北佐久郡 軽井沢町長倉８６１－２８　 ショッピング ZN-2000-4629

沢屋 軽井沢バイパス店 北佐久郡 軽井沢町長倉塩沢７０２　 ショッピング SL-2001-1537

ブティックプルトワ 北佐久郡 軽井沢町発地３４８－８５　レイクニュータウン　 ショッピング ZN-2000-0298

沢屋 ファクトリー 北佐久郡 軽井沢町発地樋尻２７８５－１０８　 ショッピング SL-2001-1541

ブライダルサロンオリオン 北佐久郡 軽井沢町軽井沢１０６０－３９　 サービス SL-2001-1840

hairsalonKOW 北佐久郡 軽井沢町軽井沢１９１－３ サービス JS-0004-4665

オリオン美容室 北佐久郡 軽井沢町軽井沢１９６－５　 サービス SL-2001-1964

SECOND 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢６０１－１　チャーチストリート軽井沢１Ｆ－１１６ サービス JS-0003-1909

ギャラリー 欅 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢６３４　しむらビル サービス JS-0001-7063

軽井沢写真館 北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢６４１ サービス JS-0005-5501

軽井沢現代美術館 北佐久郡 軽井沢町長倉２０５２－２ サービス JS-0001-1282

A．I．HairSalon 北佐久郡 軽井沢町長倉２９８８－２ サービス JS-0000-8644

合資会社武田モータース 北佐久郡 軽井沢町追分１１１４－９ サービス JS-0002-1444

わがいみちとも鍼灸院 北佐久郡 軽井沢町発地１３９８－５６ サービス JS-0005-8441

ヘアーサロン Ark〔アーク〕 北佐久郡 御代田町御代田１９９３－９ サービス JS-0002-0761
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加盟店名 所在地 ジャンル

aim hair 北佐久郡 御代田町馬瀬口１８６０－４５ サービス JS-0003-4894

有限会社児玉自動車工場 北佐久郡 立科町宇山７３１－１ サービス JS-0002-0392

かるいざわ・ガラスの森 北佐久郡 軽井沢町旧軽井沢６５４　 その他 SL-2000-1145

大城レース軽井沢 夏の店 北佐久郡 軽井沢町軽井沢７４５　 その他 SL-2000-2785

信州霧しな 木曽郡 木曽町開田高原末川１８９８－１ 飲食店 JS-0004-1198

木地師の里 ヤマイチ 木曽郡 南木曽町吾妻４６８９－２３９　 ショッピング SL-2000-2993

みはらや 木曽郡 南木曽町吾妻８０５　　 ショッピング PK-0000-8482

オオハタスポーツ 木曽郡 木曽町福島５１０５－１ ショッピング JS-0002-4818

アイショップコマツ 木曽郡 木曽町福島５１２９－１ ショッピング SL-2000-9467

マルミ 木曽郡 木曽町福島５１４３－１ ショッピング SL-2000-8496

有限会社春日自動車 木曽郡 木曽町福島６２１１ サービス JS-0002-6215


