
▼さいたま市大宮区 ▼上伊那郡中川村 ▼上伊那郡南箕輪村

▼上伊那郡宮田村 ▼上伊那郡箕輪町 ▼上伊那郡辰野町

▼上伊那郡飯島町 ▼上水内郡小川村 ▼上水内郡飯綱町

▼上田市 ▼上高井郡小布施町 ▼上高井郡高山村

▼下伊那郡松川町 ▼下伊那郡豊丘村 ▼下伊那郡阿智村

▼下伊那郡高森町 ▼下高井郡山ノ内町 ▼下高井郡野沢温泉村

▼中野市 ▼伊那市 ▼佐久市

▼北佐久郡御代田町 ▼北佐久郡立科町 ▼北佐久郡軽井沢町

▼北安曇郡小谷村 ▼北安曇郡松川村 ▼北安曇郡池田町

▼北安曇郡白馬村 ▼千曲市 ▼南佐久郡南牧村

▼南佐久郡小海町 ▼南佐久郡川上村 ▼埴科郡坂城町

▼塩尻市 ▼大町市 ▼安曇野市

▼小布施町 ▼小諸市 ▼岡谷市

▼木曽郡南木曽町 ▼木曽郡大桑村 ▼木曽郡木曽町

▼木曽郡木祖村 ▼東御市 ▼東筑摩郡山形村

▼東筑摩郡朝日村 ▼松本市 ▼茅野市

▼諏訪市 ▼諏訪郡下諏訪町 ▼諏訪郡原村

▼諏訪郡富士見町 ▼長野市 ▼須坂市

▼飯山市 ▼飯田市 ▼駒ヶ根市

[長野県長野県]
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

オフハウスさいたま三橋店 さいたま市大宮区 三橋１丁目３０ ショッピング

米澤酒造 上伊那郡中川村 大草４１８２－１ ショッピング

チャオ生鮮食品館 上伊那郡中川村 片桐３９６９ ショッピング

酒と食のセレクトショップ 上藏 上伊那郡南箕輪村 ８３０４－１８０ ショッピング

LUCIDO STYLE La Luce 上伊那郡南箕輪村 久保３０１ サービス

宮田とうふ工房 上伊那郡宮田村 1730580 ショッピング

本坊酒造株式会社マルス信州蒸溜所 上伊那郡宮田村 ４７５２－３１ ショッピング

ヘアーデザイン ナチュラル・ターバン 箕輪 上伊那郡箕輪町 大字箕輪字北島８０５６番１ サービス

喜久屋商店 上伊那郡辰野町 伊那富２８３２ー１ ショッピング

信州里の菓工房 上伊那郡飯島町 七久保２５１３－２ 飲食店

食事処味菜 上水内郡小川村 高府１５０２－２ 飲食店

レストラン・サンクゼール 上水内郡飯綱町 芋川１２６０ 飲食店

サンクゼール・ワイナリー 上水内郡飯綱町 芋川１２６０ ショッピング

あさかわ 上田市 上丸子１０３７ ショッピング

和洋菓子さわむら 上田市 上丸子１５８９－６ 飲食店

ソリレス 上田市 上田１６８４の３　 飲食店

バンバン 上田店 上田市 上田１７７６－２ ショッピング

きときと寿し上田店 上田市 上田原１０８１ 飲食店

御菓子処花岡上田山口店 上田市 上田山口１２２１－１ 飲食店

手打ら－めんかじかや 上田市 下武石１８３４－２　 飲食店

御菓子処花岡丸子店 上田市 中丸子１６４７－７ 飲食店

マルコポーロ 焼肉の家 丸子ベルプラザ店 上田市 中丸子１６８２－１２ 飲食店

みすず飴本舗 飯島商店 上田市 中央１－１－２１ 飲食店

美容室いちばん星Loop’s 上田市 中央１－２－２２ サービス

焼鶏酒場ますます 上田市 中央２－７－２ 飲食店

太陽マルシェ 上田市 中央２－９－１８ ショッピング

EMPIRE 上田市 中央３－１－１３　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉屋さかい 上田店 上田市 中央４－３５６９－２ 飲食店

岡崎酒造株式会社 上田市 中央４－７－３３ ショッピング

Nina 上田市 中央６－１５－２２ サービス

御菓子処花岡上田中央店 上田市 中央６－４０－１０ 飲食店

はなふじツルヤ中央店 上田市 中央６－４０－１０ ショッピング

食彩館 上田市 住吉３８０－２４ ショッピング

やおふく 塩田店 上田市 古安曽１０６４－１ ショッピング
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やおふく 古里店 上田市 古里９６－１ ショッピング

JA信州うえだグリーンファーム 中央店 上田市 国分８０－６ ショッピング

コスコ丸子店 上田市 大字中丸子字六反田１３０２－１ ショッピング

トラックアート歌麿FC信州 上田市 大屋２５－１ ショッピング

美食居酒屋美蔵 上田市 天神１－５－７ 飲食店

若菜館 上田市 天神１－６－１ 飲食店

竹風堂上田店 上田市 天神１－６－１　若菜館 飲食店

りんせん 穀 上田市 天神１－８－２　相鉄フレッサイン長野上田駅
前 飲食店

平安堂 上田店 上田市 天神２－４－８０ ショッピング

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

焼肉の家 マルコポーロ 上田店 上田市 常田３－１５－５２ 飲食店

やおふく 秋和店 上田市 常磐城４－７－１８ ショッピング

クリーニングハウスみつみ 上田市 神畑２２６－６ ショッピング

元祖ニュータンタンメン本舗 上田店 上田市 神畑２８８ 飲食店

トーカイ 上田店 上田市 神畑４６８－１ ショッピング

ミネルヴァイオス 上田市 神畑６７－２ サービス

味楽亭 上田市 神畑９１－３ 飲食店

NAMSAN上田秋和店 上田市 秋和４１０－４ 飲食店

スマイルサンタ 上田店 上田市 秋和立石３３５－２ ショッピング

ス－パ－OZAKI 上田市 蒼久保５６０ ショッピング

シャトー・メルシャン椀子ワイナリー 上田市 長瀬１４６－２ ショッピング

桜井甘精堂 泉石亭 上高井郡小布施町 大字小布施中町７７９ 飲食店

ドラッグコスコ 小布施店 上高井郡小布施町 大字小布施字伊勢裏１３７５－７ ショッピング

北斎館受付 上高井郡小布施町 小布施４８５ ショッピング

傘風楼 上高井郡小布施町 小布施５００ ショッピング

桜井甘精堂本店 上高井郡小布施町 小布施７７４ 飲食店

桜井甘精堂栗の木テラス 上高井郡小布施町 小布施７８４ 飲食店

えんとつ 上高井郡小布施町 小布施８０８ 飲食店

桜井甘精堂 北斎亭 上高井郡小布施町 小布施８１０－３ 飲食店

竹風堂 小布施本店 上高井郡小布施町 小布施９７３ 飲食店

小布施ワイナリー 上高井郡小布施町 押羽５７１ ショッピング

藤田屋酒店 上高井郡高山村 牧１６５５－３ ショッピング

ホームセンタースマイル 下伊那郡松川町 元大島１４１２－１ ショッピング

キラヤ 大島店 下伊那郡松川町 元大島１４２１－５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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メガテン 松川店 下伊那郡松川町 元大島１８０３－１ ショッピング

四季彩市場 下伊那郡豊丘村 大字神稲１２４１０番地 ショッピング

パルム豊丘 下伊那郡豊丘村 神稲１２４１０ ショッピング

キラヤ ピア店 下伊那郡阿智村 駒場４２６－１ ショッピング

キラヤ 高森店 下伊那郡高森町 下市田１８１８ ショッピング

玉村本店 清酒縁喜・志賀高原ビール 下高井郡山ノ内町 平穏１１６３ ショッピング

GOEN 下高井郡山ノ内町 平穏３２２７－１ 飲食店

Yショップヴィラ・一の瀬店 下高井郡山ノ内町 平穏７１４９ ショッピング

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

（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

フレッシュストアーレインボウ 下高井郡野沢温泉
村 豊郷４４９０ ショッピング

有限会社久保田屋商店 下高井郡野沢温泉
村 豊郷９２８１ ショッピング

BIVACCO 下高井郡野沢温泉
村 豊郷９２８２－１　２Ｆ 飲食店

魚やす商店 下高井郡野沢温泉
村 豊郷９５１７ ショッピング

若ぎり 下高井郡野沢温泉
村 豊郷９５５６ 飲食店

焼肉カルビ屋 三夢 中野店 中野市 一本木３０８－１ 飲食店

かもめ寿し 中野市 中野１７４７－１５　 飲食店

信州中野いきいき館 中野市 吉田５１９ ショッピング

ふるさと豊田農産物直売所 中野市 永江２１３６ ショッピング

農家の店大地中野インター店 中野市 立ヶ花４３４－１ ショッピング

農産物産館 オランチェ 中野市 草間１５４３－５ ショッピング

岡谷生鮮市場伊那店 伊那市 上牧６６０１ ショッピング

菓匠Shimizu 伊那市 上牧区清水町６６０８ 飲食店

クラフトハート トーカイ 伊那店 伊那市 下新田３０３９－１ ショッピング

Aguhaircody伊那 伊那市 中央５２１４－４　オレンジスクエア　２Ｆ サービス

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

あぶらや 伊那市 山寺１９５２ 飲食店

酒＆業務スーパーモダンパック伊那店 伊那市 山寺１９６４－４ ショッピング

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 飲食店

私の部屋 伊那店 伊那市 狐島４２５８－４ ショッピング

オフィス 赤えんぴつ 伊那市 西春近２４７１ ショッピング

ジーンズ・ショップ赤石伊那店 伊那市 西春近２７０３ ショッピング

リサイクルマート 伊那店 伊那市 西春近上島２４５４－４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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文正堂スポ－ツ 伊那市 西町５１７８－２　 ショッピング

とれたて市場 伊那市 西箕輪羽広３４１６－１ ショッピング

田村商店 佐久市 三塚２２４－１３ 飲食店

ピッツェリア ジンガラ 佐久市 上平尾６９１－４ 飲食店

ケ－キブティックピ－タ－ス 佐久市 中込１－１４－８ 飲食店

ライフ越中屋商店 佐久市 中込１－２９－５ ショッピング

くつろぎ居酒家わがや 佐久市 中込２丁目１１－４　 飲食店

ヘルシーテラス 佐久南 佐久市 伴野７－１ ショッピング

美容室オリーブ 佐久市 佐久平駅北１７－２ サービス

そばダイニング上仲屋 佐久市 佐久平駅北２４－２ 飲食店

割烹祺うち 佐久市 佐久平駅北２７－３ 飲食店

リンダ 佐久市 佐久平駅南１１－３ サービス

かつや長野佐久店 佐久市 佐久平駅南１８－５ 飲食店

ル・クゥル 佐久店 佐久市 佐久平駅南２４－１　ベイシア佐久平モ－ル内 サービス

コスモスカフェ 佐久市 佐久平駅東１－１　プラザ佐久１階 飲食店

美容室チャンティ 佐久市 佐久平駅東１４－２ サービス

寿司割烹 八風 佐久市 佐久平駅東３－１ 飲食店

（有）越中屋魚しん赤岩店 佐久市 塚原３８３－１０ ショッピング

ナナーズ安原店 佐久市 安原字東大久保１２７０－１ ショッピング

イン東京 佐久平店 佐久市 岩村田１４５２ サービス

アストロプロダクツ 佐久店 佐久市 岩村田１５９－５ ショッピング

むぎの里　佐久平店 佐久市 岩村田１７４６－１ 飲食店

きときと寿し佐久平店 佐久市 岩村田１７６３ 飲食店

HEAT佐久店 佐久市 岩村田２３２８－２ サービス

レストラン ブランカン 佐久市 岩村田２３３９－７ 飲食店

ステーキのどん　佐久店 佐久市 岩村田３６３３－１ 飲食店

カフェレストランマロニエ 佐久市 岩村田３７３８－５　 飲食店

Mont 佐久市 岩村田３８０４－１　エムズハウス１Ｆ 飲食店

農家の店大地 佐久店 佐久市 岩村田４４６９－１ ショッピング

Agu hair flag 佐久店 佐久市 岩村田字下塚本１３５５－１２　ＷＲビル　２
－１号室 サービス

（有）越中屋魚しん 佐久市 根岸３８３５－１ ショッピング

焼肉の家 マルコポーロ 佐久中込店 佐久市 瀬戸１２８４ 飲食店

JAファーム 佐久店 佐久市 猿久保２７－１ ショッピング

スマイルサンタ 佐久店 佐久市 猿久保７－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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雪月花のとき 佐久市 猿久保７８０－１１　もえぎビル１Ｆ 飲食店

西澤書店 佐久市 野沢２６２－８ ショッピング

酒舗清水屋佐久平店 佐久市 長土呂１２４４ ショッピング

Aguhairlooper佐久2号 佐久市 長土呂１２７－１　レジデンス・ポプラ　１１
６ サービス

MAISON Avallo 佐久市 長土呂１７６９－１ サービス

お料理いけだ 佐久市 長土呂２５７－１ 飲食店

GATE フラワーフィールド 北佐久郡御代田町 馬瀬口１６０４－３ ショッピング

長野総商 北佐久郡御代田町 馬瀬口１６２５－８３ ショッピング

そば処せんすい 北佐久郡立科町 芦田八ケ野１０２５ 飲食店

キッサストリーム 北佐久郡立科町 芦田八ヶ野４３２ 飲食店

蓼科牛いっとう 立科本店 北佐久郡立科町 茂田井芳田２５００－１ 飲食店

佐藤 肉店 北佐久郡軽井沢町 中軽井沢１６－１ ショッピング

haluta軽井沢 北佐久郡軽井沢町 中軽井沢３０１８－３ ショッピング

ELOISE’s cafe 北佐久郡軽井沢町 大字軽井沢１０６７－９　ハ－モニ－ハウス 飲食店

とんかつ今井 北佐久郡軽井沢町 大字軽井沢１０７４－５ 飲食店

Eburiko 北佐久郡軽井沢町 大字軽井沢１１５７－６ 飲食店

ハミ－ズカフェダイニング 北佐久郡軽井沢町 大字軽井沢１２６３－５ 飲食店

フランス自然料理　シェ草間 北佐久郡軽井沢町 大字軽井沢１２６５－１５ 飲食店

シュガースポットコーヒー 北佐久郡軽井沢町 大字軽井沢１３２３－１４６５ 飲食店

軽井沢チョコレートファクトリー 北佐久郡軽井沢町 大字軽井沢１３２３－８０ 飲食店

炭火焼鳥 こみやま 北佐久郡軽井沢町 大字軽井沢１９６－１０ 飲食店

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

キャンドルライト 北佐久郡軽井沢町 大字軽井沢６０６ ショッピング

栗庵風味堂 軽井沢店 北佐久郡軽井沢町 大字軽井沢６０６－３　小坂プラザ　１Ｆ 飲食店

フランスベーカリー 北佐久郡軽井沢町 大字軽井沢６１８ 飲食店

トリュフベーカリー軽井沢店 北佐久郡軽井沢町 大字軽井沢中道１２１０－３１ 飲食店

ドメイヌ・ドゥ・ミクニ 北佐久郡軽井沢町 大字追分字小田井道下４６－１３ 飲食店

弥助鮨軽井沢店 北佐久郡軽井沢町 大字長倉成沢１３－７７ 飲食店

石臼挽き　蕎麦　東間 北佐久郡軽井沢町 発地１３９８－５８ 飲食店

土屋鞄製造所 軽井澤工房店 北佐久郡軽井沢町 発地２００ ショッピング

アトリエ・ド・フロマージュ軽井沢発地市庭 北佐久郡軽井沢町 発地２５６４－１ ショッピング

バーテンダーズ・ジェネラルストア 北佐久郡軽井沢町 軽井沢１－１２　Ｃ ショッピング

酢重ギャラリーダークアイズ 北佐久郡軽井沢町 軽井沢１－７ 飲食店

レストランGUMBO 北佐久郡軽井沢町 軽井沢１０－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ピザーラエクスプレス　軽井沢店 北佐久郡軽井沢町 軽井沢１０７４－５ 飲食店

中国料理榮林 軽井沢店 北佐久郡軽井沢町 軽井沢１１５１－３ 飲食店

カルイザワニューアートミュジアム 北佐久郡軽井沢町 軽井沢１１５１－５ ショッピング

丸山珈琲軽井沢本店 北佐久郡軽井沢町 軽井沢１１５４－１０ 飲食店

八幡屋礒五郎 軽井沢店 北佐久郡軽井沢町 軽井沢１１７８　２Ｆ ショッピング

ベーカリー＆レストラン沢村旧軽井沢C 北佐久郡軽井沢町 軽井沢１２－１８ 飲食店

オーベルジュドプリマヴェーラ 北佐久郡軽井沢町 軽井沢１２７８－１１ 飲食店

穏坐 北佐久郡軽井沢町 軽井沢１２７８－１１ 飲食店

アトリエ・ド・フロマージュ 旧軽井沢店 北佐久郡軽井沢町 軽井沢２－１ ショッピング

レストラン酢重正之 北佐久郡軽井沢町 軽井沢６－１ 飲食店

小林酒店 北佐久郡軽井沢町 軽井沢７５８ ショッピング

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

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

竹風堂軽井沢駅前店 北佐久郡軽井沢町 軽井沢東１１－１７ 飲食店

軽井沢 寿し あたご 北佐久郡軽井沢町 軽井沢東１６７ 飲食店

アトリエ・ド・フロマージュ 軽井沢売店 北佐久郡軽井沢町 軽井沢東１８－９ ショッピング

KARUIZAWA Vegibier 北佐久郡軽井沢町 軽井沢東１８４－１ 飲食店

ピッツェリアカフェ 北佐久郡軽井沢町 軽井沢東２２－１ 飲食店

茜屋珈琲店駅前店 北佐久郡軽井沢町 軽井沢東３０－８ ショッピング

鮨 あじ 北佐久郡軽井沢町 軽井沢東６－１ 飲食店

いろだいどころや 北佐久郡軽井沢町 軽井沢東７－９ 飲食店

FLOWERFIELD Garden’s 北佐久郡軽井沢町 追分－里塚１１３８－１ ショッピング

古民家盛盛亭 北佐久郡軽井沢町 追分１１５－１ 飲食店

らしくダイニングキッチン 北佐久郡軽井沢町 追分６５５－１ 飲食店

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

チャイナレストラン 一品香 北佐久郡軽井沢町 長倉２３８３－２ 飲食店

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

サブウェイ ツルヤ軽井沢店 北佐久郡軽井沢町 長倉２７０７ 飲食店

ミカド珈琲軽井沢ツルヤ店 北佐久郡軽井沢町 長倉２７０７ 飲食店

リストランテ アダージオ 北佐久郡軽井沢町 長倉２７９２－２ 飲食店

レストランモデスト 北佐久郡軽井沢町 長倉３４３０－５ 飲食店

おらんち食堂 北佐久郡軽井沢町 長倉４６５３－２ 飲食店

焼肉光州苑軽井沢店 北佐久郡軽井沢町 長倉５－１５０ 飲食店

中華料理翠天楼 北佐久郡軽井沢町 長倉６－５６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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欧風小料理 無限 北佐久郡軽井沢町 長倉７４６－２ 飲食店

軽井沢いぶる　軽井沢本店 北佐久郡軽井沢町 長倉中山６２８－９ 飲食店

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

せきれい橋川上庵 北佐久郡軽井沢町 長倉横吹２１４５－５　ハルニレテラス 飲食店

売店MOMO〔Yショップ〕 北安曇郡小谷村 千国乙１２８４０－１ ショッピング

Yショップ栂池MOMO 北安曇郡小谷村 千国乙５１５ ショッピング

農産物直売所「アルプス一番」 北安曇郡松川村 上緑町７０５１－１２ ショッピング

寄って停まつかわ 北安曇郡松川村 細野５３７５－１ 飲食店

花紋大雪渓 北安曇郡池田町 会染９６４１－１ ショッピング

藤森酒店 北安曇郡白馬村 北城１２８６７－２８９ ショッピング

かじくら商店 北安曇郡白馬村 北城３０１０ ショッピング

呑者屋 北安曇郡白馬村 北城３０２０－１０６ 飲食店

鉄板Dining やまなみ 北安曇郡白馬村 北城３０２０－３０ 飲食店

蕎麦酒房膳 北安曇郡白馬村 北城３０２０－４９ 飲食店

ハンドメイドハウス4260 北安曇郡白馬村 北城４２６０ 飲食店

ピラール 北安曇郡白馬村 北城４４８７－１ 飲食店

サンテラスぱのらま 北安曇郡白馬村 北城４４８７－４ 飲食店

アンクルスティーブンス 北安曇郡白馬村 北城５１４８－５ 飲食店

マウント 北安曇郡白馬村 北城５２７２ ショッピング

明寿堂 北安曇郡白馬村 北城６３６９－２ ショッピング

Prairie 北安曇郡白馬村 北城８２７－１１２ 飲食店

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

炭火焼肉深山白馬店 北安曇郡白馬村 大字北城５６１２－３ 飲食店

ラ・パン・エレガント 千曲市 上山田温泉４－３－１７ 飲食店

産直市場ヤマサン 千曲市 上徳間十夜河原４８３ ショッピング

綿半スーパーセンター 千曲店 千曲市 内川７７０ ショッピング

ドラッグ・コスコ戸倉店 千曲市 大字内川字堀田久保８０７－１ ショッピング

坂井銘醸 千曲市 大字戸倉１８５５－１ ショッピング

生坂屋商店 千曲市 屋代１８５２－１ ショッピング

信州そば処一松亭 千曲市 屋代２７８８ 飲食店

FASHION PLAZA ふじや 千曲市 戸倉１９３１ー１ ショッピング

スマイルサンタ 千曲戸倉店 千曲市 戸倉落合６０１－１ ショッピング

Yショップ千曲市役所店 千曲市 杭瀬下２－１ ショッピング

牡丹荘 千曲市 杭瀬下４丁目１５　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ハリカ 更埴店 千曲市 桜堂２２０ ショッピング

二葉堂 千曲店 千曲市 桜堂２７０－１ 飲食店

Southern Cross 千曲店 千曲市 桜堂３７８－２ ショッピング

ブックオフ 更埴店 千曲市 桜堂水引２８２－１ ショッピング

ル・プレ粟佐店 千曲市 粟佐１２０５－１　西友粟佐店内 ショッピング

かつや千曲 千曲市 粟佐１３８０－１ 飲食店

美邦自動車 千曲市 若宮１４２５－５　 ショッピング

カナディアンロッキー 南佐久郡南牧村 野辺山４６７ 飲食店

ナナーズ小海店 南佐久郡小海町 豊里２０７８－１ ショッピング

ナナーズ川上店 南佐久郡川上村 大深山１１８６ ショッピング

ヴィ－ノデッラガッタサカキ 埴科郡坂城町 坂城９５８６－４７ 飲食店

中信会館 塩尻市 大門１－８－１７ 飲食店

コスコ塩尻店 塩尻市 大門七番町１６－８ ショッピング

カフェ深山 塩尻市 奈良井８３７－１０１　 飲食店

林農園 五一わいん売店 塩尻市 宗賀１２９８－１７０ ショッピング

井筒ワイン売店 塩尻市 宗賀１２９８－１８７ ショッピング

焼肉カルビ屋 三夢 塩尻店 塩尻市 広丘吉田１０８７ 飲食店

スマイルGサンタ塩尻北インター店 塩尻市 広丘吉田１１３８－１ ショッピング

レストラン・ミルポワ 塩尻市 広丘吉田５５２－３ 飲食店

きまはち商店 塩尻市 広丘吉田東道３３７－１７ 飲食店

塩尻餃子食堂 塩尻市 広丘堅石２１４５－４２６ 飲食店

新鮮市場ききょう 塩尻市 広丘郷原１３５０－１ ショッピング

焼き肉しゃぶしゃぶ ぶう 塩尻市 広丘野村１４６８－２ 飲食店

プラスワン 塩尻店 塩尻市 広丘野村１５２６－１ ショッピング

串坊 塩尻市 広丘野村１６４４－４ 飲食店

お好み焼本舗　塩尻店 塩尻市 広丘野村１６４５－７ 飲食店

くまざわ書店 GAZA広丘店 塩尻市 広丘野村１６８８－１　コミュニティプラザＧ
ＡＺＡ広丘店　２Ｆ ショッピング

ハワイアン　カフェ　フララツ－ 塩尻市 広丘野村１７９３－１　 飲食店

中島書店 高原通り店 塩尻市 広丘高出１４９４－６ ショッピング

楽園 塩尻店 塩尻市 広丘高出２１７９－１ 飲食店

ビストロ傳刀 大町市 大町１０８２－１　 飲食店

コスコ大町店 大町市 大町１８９９－１ ショッピング

コスコ大町南店 大町市 大町２９５２－１ ショッピング

やきにく SOUL 大町市 常盤３５５９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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農産物直売所 ええっこの里 大町市 常盤６３６７－２６ ショッピング

安曇野ワイナリー 安曇野市 三郷小倉６６８７－５ ショッピング

エルサショップ 安曇野市 三郷温２７１６－１ ショッピング

レストランフェリチタ 安曇野市 三郷温４０－１ 飲食店

シュテルン安曇野店 安曇野市 三郷温５９０７－２ 飲食店

かんてんぱぱショップ 安曇野店 安曇野市 三郷温５９１１－１ ショッピング

和牛厨ふか尾 安曇野市 三郷温６１１０－１ 飲食店

開運堂あづみの菓遊庭 安曇野市 三郷温６９５６ 飲食店

胡蝶庵ベイシアあづみの堀金店 安曇野市 堀金烏川５１４２－１　ベイシアあづみの堀金
店内 ショッピング

ファーマーズガーデンあかしな 安曇野市 明科七貴５８５６－３ ショッピング

すし処 泰 穂高店 安曇野市 穂高１７９６ 飲食店

アンジュールヒルズ 安曇野市 穂高２５１４－１ サービス

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

麺元　田舎家 安曇野市 穂高５９６８－２　 飲食店

地球(ホシ)ノカケラ 穂高駅前 安曇野市 穂高５９７０－１ ショッピング

アヅミ野バザ-ル神社店 安曇野市 穂高６０７９穂高神社境内 ショッピング

安曇野そば処　双葉 安曇野市 穂高有明３６１７－４５　 飲食店

あづみ野菓子工房 彩香 安曇野市 穂高柏原４５２４－４ 飲食店

珈琲哲學 あづみ野店 安曇野市 豊科２６３７－４ 飲食店

コープ安曇野豊科店 安曇野市 豊科２６３７－４ ショッピング

ベルウッドコ－ヒ－ラボ 安曇野市 豊科３１９７－１　 飲食店

宮沢酒店 安曇野市 豊科４４９２－３３ ショッピング

小柴屋 安曇野市 豊科４９１１　 飲食店

綿半スーパーセンター豊科店 安曇野市 豊科５００－１ ショッピング

胡蝶庵あづみ野本店 安曇野市 豊科５５６４－２６ ショッピング

和食処　王滝　安曇野店 安曇野市 豊科南穂高１１１５ 飲食店

中国大陸食堂 四川乃華 安曇野店 安曇野市 豊科南穂高１１１５ 飲食店

開運堂豊科インター店 安曇野市 豊科南穂高１１１５ 飲食店

二代目あっちゃん安曇野インター店 安曇野市 豊科南穂高１３１－１ 飲食店

竹風堂あづみ野店 安曇野市 豊科南穂高１４８－８ 飲食店

きまぐれ八兵衛 安曇野市 豊科南穂高２７１－１４ 飲食店

安曇野スイス村 ハイジの里 安曇野市 豊科南穂高５５６６－１ ショッピング

かつや長野安曇野店 安曇野市 豊科南穂高６１６－１ 飲食店

腸詰屋 安曇野店 安曇野市 豊科南穂高６２２６－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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そば処せきや安曇野店 安曇野市 豊科南穂高６３４４－１ 飲食店

かんてんぱぱショップ 小布施店 小布施町 中町１１１７ ショッピング

弁慶橋 せき 小諸市 南町２－１－３ 飲食店

あぐりの湯こもろ 小諸市 大久保１１４５－１ ショッピング

アメリカ屋 佐久小諸店 小諸市 大字御影新田池の上２２７２－１ ショッピング

丸山珈琲小諸店 小諸市 平原１１５２－１ 飲食店

御食事処 やまへい 小諸市 平原１１７２－１ 飲食店

中華杏亭 小諸市 御影新田２７４６－１　 飲食店

モダン割烹ほとなり 小諸市 本町３丁目１－６　 飲食店

焼肉の家 マルコポーロ 小諸店 小諸市 諸１１１－５ 飲食店

イルフ岡谷食品館 岡谷市 中央町１－１１－１ ショッピング

ヌーベル梅林堂 岡谷本店 岡谷市 中央町１－１３－３１ 飲食店

来々軒 岡谷市 中央町１－２－８ 飲食店

美容室Maple 岡谷市 南宮１丁目３－４２ サービス

笠原書店 岡谷本店 岡谷市 塚間２－１－１５ ショッピング

テンホウ丸山橋店 岡谷市 天竜町２－２－１ 飲食店

百瀬酒店 岡谷市 天竜町２丁目２番６号　 ショッピング

あるとふぁごす 岡谷市 川岸上１－２－２１ 飲食店

やなのうなぎ　観光荘 岡谷市 川岸東５－１８－１４ 飲食店

さんれ〜く岡谷店 岡谷市 本町４－６－９ 飲食店

千成鮨 岡谷市 本町４－７－２０ 飲食店

笠原書店レイクウォーク店 岡谷市 銀座１－１－５　レイクウォーク岡谷内 ショッピング

岡谷生鮮市場岡谷店 岡谷市 銀座２－１１－２０ ショッピング

MAKIRA 岡谷市 長地柴宮１丁目５－３　 サービス

プラスワン 岡谷店 岡谷市 長地柴宮３－３－３８ ショッピング

いちやまマート岡谷店 岡谷市 長地権現町３－６－１０ ショッピング

丸正金沢屋 木曽郡南木曽町 読書東栄町３４２８ ショッピング

グルメリア　きらく 木曽郡大桑村 野尻１６０－２７ 飲食店

手打ちそばおんたけ 木曽郡大桑村 野尻３０８１－２７７ 飲食店

マルトシ木曽須原店 木曽郡大桑村 須原１１０１－１ ショッピング

くるまや国道店 木曽郡木曽町 新開福４９５０ 飲食店

ハラケン 木曽郡木曽町 日義上村１７０１－１ ショッピング

御菓子司田ぐち 木曽郡木曽町 福島５２８３ 飲食店

ほのぼのハウス 木曽郡木祖村 菅２８５７－１６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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スーパーマーケットまると 木曽郡木祖村 薮原１８１２ ショッピング

パンと日用品の店 わざわざ 東御市 御牧原２８８７－１ ショッピング

アトリエ・ド・フロマージュ 東御市 新張５０４－６ ショッピング

キャロット 東御市 本海野１４７６ 飲食店

やおふく東御店 東御市 本海野１６８４－１ ショッピング

別府安楽屋 東御市 滋野乙４７７３ ショッピング

白石精肉店 東御市 田中１５８ ショッピング

御菓子処花岡本店 東御市 田中１７９ 飲食店

農家の店大地 東部店 東御市 田中６６７－３ ショッピング

炭火焼肉七輪亭東御店 東御市 鞍掛５０４－１１ 飲食店

ファーマーズガーデンやまがた 東筑摩郡山形村 １５７９－１ ショッピング

pocketparki－city21松本 東筑摩郡山形村 ７９７７　ｉ－ｃｉｔｙ２１　１Ｆ ショッピング

Green Parks topicアイシティ21 東筑摩郡山形村 ７９７７　アイシティ２１　１Ｆ ショッピング

東京堂 クレア 東筑摩郡朝日村 古見２５５２－１ ショッピング

開運堂 並柳店 松本市 並柳２－４１１－１　ツルヤ並柳店内 飲食店

EAST GARDEN DECO 松本市 並柳２－８－２６ ショッピング

廻転鮨処 海幸の宴 松本店 松本市 並柳４－１－３８ 飲食店

海鮮創作いざよい 松本市 中央１－１０－１１　伊勢町第２ビル１Ｆ 飲食店

ColkbyMag 松本市 中央１－１１－１　オリイビル　３Ｆ サービス

旬彩心粋 松本市 中央１－１２－１６　ガーデンハイツ１Ｆ 飲食店

焼肉しばた 松本市 中央１－１２－９　マツミビル　２Ｆ　西側店
舗 飲食店

味楽苑 松本市 中央１－１４－１２ 飲食店

とんこつ家ZUN 松本市 中央１－２－１６　１Ｆ 飲食店

山勢 松本市 中央１－２－２０　１Ｆ 飲食店

そば居酒屋蔵のむこう 松本市 中央１－２－２１ 飲食店

ボックスオーク 松本市 中央１－２０－２７ ショッピング

情熱ホルモン 松本市 中央１－３－７　ＬＯＮ第６ビル１Ｆ 飲食店

Aguhaircruise松本駅前 松本市 中央１－４－１３　宮坂中央ビル　１Ｆ サービス

レストラン　タツミ亭 松本市 中央１－５－３ 飲食店

やさい巻き串みつぶ 松本市 中央１－６－１　東洋ビル　１・２Ｆ 飲食店

株式会社LUCE． 松本市 中央１－７－１７　毛利ビル　３Ｆ サービス

焼肉　晩餐館 松本市 中央１丁目１４－２２　タカナワビル１Ｆ 飲食店

ブリジェラ松本店 松本市 中央１丁目２０－１４　ＫＲＤビル１階 飲食店

そばきり　みよ田　松本店 松本市 中央２－１－２４　五幸本町ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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開運堂本店 松本市 中央２－２－１５ 飲食店

rocksBYMAG 松本市 中央２－２－３　トランスフォームワークス３ サービス

Mag 松本市 中央２－２－３　トランスフォームワークス３ サービス

松本ブルワリー タップルーム本町店 松本市 中央２－２０－２　信毎メディアガーデン３Ｆ ショッピング

海鮮季節料理・天ぷら もっきんどう 松本市 中央２－３－２４　米田屋ビル２・３Ｆ 飲食店

丸山珈琲松本コーヒースタンド 松本市 中央２－５　信毎メディアガーデン　１Ｆ 飲食店

ザカバナ 松本市 中央２－５－１５ サービス

コンコースカフェ 松本市 中央２－６－１ 飲食店

Re－STANDARD 匠 TAKUMI 松本市 中央２－６－２　１Ｆ ショッピング

御菓子処 藤むら 松本市 中央２－９－１９ 飲食店

カブ－ル 松本市 中央２丁目２－１２　マルセビル１Ｆ ショッピング

花岡人形店 松本市 中央２丁目９－３０ ショッピング

草菴・中町井say 松本市 中央３－２－９ 飲食店

竹風堂松本中町店 松本市 中央３－４－２０ 飲食店

松本ブルワリー タップルーム中町店 松本市 中央３－４－２１ ショッピング

三重鮨 松本市 中央４－８－３２ 飲食店

ナカツタヤ ガーデンストリート 松本市 中条１０－６ ショッピング

Aguhairann南松本 松本市 井川城３－６－２６ サービス

オルマン 松本市 会田１０２４－３ ショッピング

山崎精一商店 松本市 元町１－８－１７ ショッピング

ブティック カトレア 松本市 元町１丁目１－３０ マンションウィステリア１
Ｆ ショッピング

ファーマーズガーデンやまべ 松本市 入山辺１３１５－２ ショッピング

ファーマーズガーデンうちだ 松本市 内田７９２－７ ショッピング

マルデナポリ松本店 松本市 出川１－１－４ 飲食店

UNJOUR GRANDE 松本市 出川２－２０－１５ サービス

サブウェイ ネオパーク松本店 松本市 出川２－３－１　ネオパーク松本　１Ｆ 飲食店

ORIZA＋パン食堂 松本市 出川２丁目１６番２号　リバティ出川１Ｆ 飲食店

額縁のタカハシ 松本店 松本市 出川３－１０－１９ ショッピング

中国料理 九龍 松本市 南原１－１－１８ 飲食店

カルビ屋三夢南松本店 松本市 南松本２－５－３１ 飲食店

中国四川料理 四川乃華 南松本店 松本市 双葉７－２３ 飲食店

Re：late 松本市 城西１丁目２－２１　 サービス

BELPA 松本市 大手２－１－１ サービス

ブラウニー 松本市 大手２－３－１ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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mina perhonen 松本店 松本市 大手２－４－２６ ショッピング

しづか 松本市 大手４－１０－８ 飲食店

ヒカリヤ ヒガシ 松本市 大手４－７－１４ 飲食店

ヒカリヤ ニシ 松本市 大手４－７－１４ 飲食店

桜家 松本市 大手４－９－１ 飲食店

三代澤酒店 松本市 大手４－９－１１ ショッピング

レストラン鯛萬 松本市 大手４丁目２－４ 飲食店

三本滝レストハウスセカンドフロア 松本市 安曇４３０６－２ 飲食店

レストハウスやまぼうし 松本市 安曇４３０６－３２ 飲食店

焼肉ハウス 大将軍 松本市 宮田１－１６ 飲食店

胡蝶庵松本寿店 松本市 寿中１－１４－１ ショッピング

ガラージュ チェント 松本市 寿豊丘２２７－２６９ サービス

焼肉ハウス慶福 松本市 小屋北２－２４－３ 飲食店

アルザセ－ヌ 松本市 小屋南１丁目２１－１　 飲食店

バンバン 松本店 松本市 小屋南２－１８－１２ ショッピング

山屋酒店 松本市 島内２３５９－７ ショッピング

こよみ料理 鼎 松本市 島内３４４１－１７ 飲食店

レクレール 松本市 島立１０９４－１　上條ビル　１Ｆ サービス

VB-ROSE 松本市 島立２２３７－６５ ショッピング

大信州専売所原田屋 松本市 島立２３８０ ショッピング

自遊空間 SELF松本インター店 松本市 島立天白８５３－１ 飲食店

MOODMagLabel 松本市 市場４－２ サービス

トーカイ 松本店 松本市 平田東１－３０－５ ショッピング

氷見きときと寿し松本店 松本市 平田東１－３０－６ 飲食店

かつや松本平田店 松本市 平田東２－１８－３ 飲食店

興文堂 平田店 松本市 平田東２－１８－３０ ショッピング

ハードオフ 松本平田店 松本市 平田東２－２２－４ ショッピング

スタンダードスタイル 松本市 平田東３－１－１２ ショッピング

びっくりドンキー松本店 松本市 平田東３－１－７ 飲食店

アストロプロダクツ 松本店 松本市 平田東３－５－１３ ショッピング

食べ処呑み処柳ばし 松本市 庄内３－５－１ 飲食店

石挽十割そばものぐさ太郎 松本市 新村２２７５－１ 飲食店

ビクトリアンクラフト 松本市 新橋６－１６ ショッピング

焼肉 牡丹園 松本市 本庄１－１４－１０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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CHINESEDINING 油家 松本市 本庄１－１４－５ 飲食店

チャイニ－ズダイニング油家 松本市 本庄１丁目１４－５　 飲食店

炭火焼肉屋さかい 松本村井店 松本市 村井町南１－７－３ 飲食店

三代目あっちゃん村井本店 松本市 村井町南１－７－４ 飲食店

珈琲哲學 松本店 松本市 村井町西２－１－３５ 飲食店

Aguhairrojet松本桐 松本市 桐１－２－３５　コマツプラザ１－５ サービス

縁庭 松本市 梓川倭１３４６　 飲食店

清流の里 梓川 松本市 梓川倭３２２－１ ショッピング

ハローサンデーモーニングアズミノテン 松本市 梓川倭５３２－１ ショッピング

レストラン 澤田 松本市 沢村２－１－２ 飲食店

農産物直売所 畑の彩り館きろろ 松本市 波田１０３３１－１ ショッピング

焼肉厨房バグース 松本市 波田５４２６－２ 飲食店

リカーショップたかみや 松本市 波田５７１２－２４０　 ショッピング

ヴァンカウンシル松本店 松本市 深志１－２－２　野田ビル　１Ｆ サービス

（株）仙岳 松本市 深志２－２－１５　ノーサンビル 飲食店

FRAM 松本市 深志２－２－６　加納ビル　２Ｆ　東側 サービス

espacesocialLeSALON 松本市 深志３－４－３　１Ｆ 飲食店

PIN・UP 松本市 清水１－２－１３　ソレイユシミズ１Ｆ サービス

やなのうなぎ観光荘松本店 松本市 渚２－２－５ 飲食店

トーカイ 松本白板店 松本市 白板１－９－３１ ショッピング

おおたき　総本店 松本市 白板２－３－３５ 飲食店

お好み焼本舗松本店 松本市 県１ー６－６ 飲食店

いろり庵 松本市 石芝３－２－５ 飲食店

浪花の味炭火焼串の蔵神林店 松本市 神林２９４８－１ 飲食店

レストラン　ベル・リヴィエール 松本市 神田１－１９－２２ 飲食店

アラカワ homme 松本市 笹賀７４２２－１ サービス

やなぎ鮨 松本市 笹賀７５０３－９　 飲食店

BOND HAIR DESIG 松本市 笹賀７５７０－１０ サービス

マテリアル 松本市 笹賀７５７０－１０ ショッピング

文具のひろばASU76 松本市 笹賀７６００－３６ ショッピング

HAIR GRACES 松本市 笹部２－１０－２３ サービス

UNJOUR GARDEN 松本市 笹部２－１２－２１ サービス

コスコ笹部店 松本市 笹部２－３－１ ショッピング

松下商店 松本市 笹部４－１－３－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Pa・Pa・Doo松本店 松本市 筑摩１－１６－１ サービス

かんてんぱぱショップ 松本店 松本市 筑摩３－２７－１ ショッピング

牛鮮厨房代官山 松本市 蟻ヶ崎５－１－２８ 飲食店

すし処 泰 松本店 松本市 野溝東１－１６－６ 飲食店

胡蝶庵松本石芝店 松本市 野溝西１－１０－２２ ショッピング

RAFbyMag 松本市 野溝西１－１１－２７　田中テナント　１Ｆ サービス

珈琲ノンノン 松本市 野溝西１－６－２７ 飲食店

とば理容 松本市 鎌田１－１３－１２ サービス

炭火焼肉かじゃ 松本市 鎌田２－３－５２ 飲食店

開運堂松風庵 松本市 開智２－３－３０ 飲食店

串の蔵 南松本店 松本市 高宮南１－２７ 飲食店

凌駕IDEA 松本店 松本市 高宮南６－１５ 飲食店

ライオン堂 松本市 高宮東１－３７ ショッピング

ピザ＆パスタスパーダ 茅野市 ちの２６６９　コモドクアルト　１Ｆ 飲食店

レストラン ピーター 茅野市 ちの２７４－５ 飲食店

トーカイ 茅野店 茅野市 ちの２８３７ ショッピング

焼肉ダイニング縁結 茅野市 ちの３１９ 飲食店

八ヶ岳オクテット 茅野市 ちの３５０２－１　ベルビア　２Ｆ 飲食店

マルモ 茅野市 ちの３５０２－１　ベルビア２Ｆ ショッピング

カーヴドユニソン 茅野市 ちの６２５－１ ショッピング

焼肉中崎Enjyo 茅野市 仲町１１－２　Ｎａｋａｍａｃｈｉ人生劇場 飲食店

呉竹鮨 茅野市 仲町９－１０ 飲食店

蓼科牛Ittou 茅野市 北山４０３５－２０５ 飲食店

ステーキハウスノースポイント 茅野市 北山４０３５－８１ 飲食店

TINYGARDEN蓼科 茅野市 北山８６０６－１ ショッピング

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

蓼科　イルポルト 茅野市 北山栗平４０３５－６８ 飲食店

CAVE福寿屋 茅野市 塚原２－１８－３５ ショッピング

コスコ茅野店 茅野市 字本町東４９９２丁目６ ショッピング

勝味庵 茅野市 宮川１３８８－１０ 飲食店

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

炭火焼肉信州亭 茅野市 本町東１５－８　明藤ビル１Ｆ 飲食店

旭屋 茅野市 本町西１８－３０ ショッピング

たてしな自由農園茅野店 茅野市 米沢３９０５－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ホルモン焼肉黒船 諏訪市 中洲２９４５－１ 飲食店

万代書店諏訪本店 諏訪市 中洲２９６２ ショッピング

CELLA MASUMI 諏訪市 元町１－１６ ショッピング

うなぎ小林諏訪本店 諏訪市 四賀１９５８－２ 飲食店

綿半ホームエイド 諏訪インター店 諏訪市 四賀２１７６ ショッピング

リサイクルマート 諏訪店 諏訪市 四賀２３２１－５　岡村ビル ショッピング

なとりさんちのたまごや工房 諏訪市 四賀２９３９－１ ショッピング

トコロテラス 諏訪市 四賀赤沼１５４５－１ ショッピング

胡蝶庵諏訪店 諏訪市 四賀赤沼１７３７－１ ショッピング

本格焼肉黒船本店 諏訪市 四賀赤沼１７４４－２ 飲食店

有限会社やまだい銘酒店 諏訪市 城南２－２５２３－３ ショッピング

地酒の信濃屋 諏訪市 大字中州字三ツ俣５７０９－３３ ショッピング

好茶工房 諏訪市 大手１丁目１５番３号 ショッピング

Bakery cafe MOZART 諏訪市 沖田町１－１５３ 飲食店

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

VANSAN　諏訪店 諏訪市 沖田町３－５８－１ 飲食店

Links 諏訪市 沖田町４－１６－３　ニュースビル１Ｆ サービス

荻野屋 諏訪店 諏訪市 沖田町４－３９ 飲食店

カルビ屋三夢 諏訪店 諏訪市 沖田町５－２８ 飲食店

タケヤ味噌会館 諏訪市 湖岸通り２－３－１７ ショッピング

そば処八洲 諏訪市 湖岸通り３－１－２２ 飲食店

えびす屋 諏訪市 湖岸通り３－４－１４ ショッピング

旨いもんや 和かし 諏訪市 湖岸通り３－５－９ 飲食店

トロアヴァ－グ 諏訪市 湖岸通り４－４－７ 飲食店

香港ダイニング SHANGRI－LA 諏訪市 湖岸通り４－９－９　マンション諏訪湖　１０
２ 飲食店

仙岳 諏訪市 湖岸通り５－１７－３ 飲食店

ヤマザキ 諏訪市 諏訪１－３－１１ ショッピング

麗人酒造株式会社 諏訪市 諏訪２－９－２１ ショッピング

コスコ高島店 諏訪市 高島１－１１－２４ ショッピング

みその丸高蔵 諏訪市 高島１－８－３０ ショッピング

鉄板焼わけしめ亭 諏訪市 高島１丁目３－２２－７　 飲食店

gado　gado 諏訪市 高島２丁目１２０１－４４　 飲食店

丸安田中屋 本店 諏訪市 高島３－１４２１－１ ショッピング

諏訪湖マルシェ 諏訪市 高島４－１５１０－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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おおのだ酒店 諏訪郡下諏訪町 中央通２６４－１ ショッピング

クラフトハートトーカイ 下諏訪店 諏訪郡下諏訪町 湖浜６１３７－２ ショッピング

楽園 下諏訪店 諏訪郡下諏訪町 湖浜６１４２－５ 飲食店

アストロプロダクツ 下諏訪店 諏訪郡下諏訪町 湖畔町南６１５７－３ ショッピング

小林生花店 諏訪郡下諏訪町 西四王４９９７－７　フラワービル　１Ｆ ショッピング

ヌ－ベル梅林堂 諏訪郡下諏訪町 西赤砂４３６０－５ 飲食店

八ヶ岳中央農業実践大学校〔八農大直売所〕 諏訪郡原村 １７２１７－１１８ ショッピング

綿半ホームエイド 富士見店 諏訪郡富士見町 3290 ショッピング

たまごや工房八ヶ岳店 諏訪郡富士見町 富士見２６１－４ ショッピング

DOLCE 諏訪郡富士見町 富士見３１０１－４９ サービス

（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

今井書店 ふじみ店 諏訪郡富士見町 落合９９８４－１０２５ ショッピング

タイヤガーデン ピットイン 富士見店 諏訪郡富士見町 落合南原山９９８４－１３９ ショッピング

コスコ富士見店 諏訪郡富士見町 落合字三ノ沢１０４０６－１ ショッピング

台東食品アークス本店 長野市 アークス５－６ 飲食店

山崎精肉店 長野市 三輪９－３３－７ ショッピング

うえまつ農産物直売所 長野市 上松３－１－２ ショッピング

御菓子処花岡川中島店 長野市 丹波島２－１９－２ 飲食店

kiitos hair design＋ 長野市 北尾張部　３９９ サービス

信旬酒肴 幸先 長野市 北石堂町１１７５ 飲食店

one18eights 長野市 北石堂町１１７５－１２　山崎ビル１Ｆ サービス

ムラタヤ金龍飯店 長野市 北石堂町１３７５　金龍ビル 飲食店

サブウェイ 長野二線路通り店 長野市 北石堂町１３７９丁目５　こおきビル　１Ｆ 飲食店

Tsukada Kaban 長野市 北石堂町１４５０番地 ショッピング

宮友産業 長野市 北長池木工団地１９２７－７ ショッピング

ヴァンカウンシルセレクト店 長野市 南千歳１－１７－７　長電パーキングビル　１
Ｆ サービス

クリームクリーム 長野市 南千歳1-22-6　ＭＩＤＯＲＩ長野 3階 ショッピング

農産物直売所旬彩工房Vivid 長野市 南千歳１－２７－２　沢屋ビル　１Ｆ ショッピング

Aguhairchloe長野駅前 長野市 南千歳１－３－３　アレックスビル　２Ｆ サービス

伊太利食堂 ヨシザキ 長野市 南千歳１－３－７　守谷第一ビルディング　２
Ｆ 飲食店

LocalSalonNINE 長野市 南千歳１－７－５　ショップコアナイトウ　２
Ｆ サービス

瀬戸内天然魚 osteria Port 長野市 南千歳１－７－５　ビトロアレイ　Ｂ１Ｆ 飲食店

いち松 長野市 南千歳１－８－１２　本間ビル１Ｆ 飲食店

丸鶏ロ－ストrito庭 長野市 南千歳１丁目６－２　ワシザワビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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台東食品Cone店 長野市 南千歳町８２６　Ｃ－ｏｎｅビル 飲食店

VIVITEADAITOUplus 長野市 南千歳町８２６　Ｃｏｎｅビル　１Ｆ 飲食店

Solis－nail 長野市 南千歳町８２６　シーワンビル　２Ｆ サービス

シェルターリミテッドストア ナガノ 長野市 南千歳町８２６　長野シーワン　１Ｆ ショッピング

富寿し 長野駅前店 長野市 南千歳町８２８ 飲食店

廻鮮富寿し長野駅前店 長野市 南千歳町８２８　２Ｆ 飲食店

御料理 たち花 長野市 南千歳町８４９　エクセレントビル　ＢＦ 飲食店

LAPIS ASHLEY 長野市 南千歳町８４９－４　エクセレントビル　３Ｆ サービス

とり鉄 長野店 長野市 南千歳町８５５－１　松沢ビル　１Ｆ 飲食店

つぼみ 長野市 南県町１０６９ ショッピング

Ingresso 長野市 南石堂町１４２０－１ 飲食店

レストラン・ラ・ポスト 長野市 南石堂町１４２３－４８ 飲食店

御菓子処花岡長野店 長野市 南長池９４６ 飲食店

ライトウェーブ長野駅前店 長野市 南長野北石堂町１１８２　ベイユビル２Ｆ サービス

竹風堂長野駅前店 長野市 南長野南石堂町１２８１－１ 飲食店

イニツィア・ラ・クチーナ 長野市 南長野南石堂町１３２６ー１ 飲食店

とまと食品館 長野市 南長野新田町１４８５－１ ショッピング

そば亭油や 長野市 南長野末広町１３５５－５　ウエストプラザ長
野　１Ｆ 飲食店

信州の幸本店 長野市 合戦場３－８９　西村製菓貸店舗 飲食店

かくおか醸造 ながの東急ライフ店 長野市 吉田３－２２－１ ショッピング

パラボッセ 長野市 吉田５－９－１９ ショッピング

プラスワン 長野店 長野市 大字北長池字南長池境２０３６－１ ショッピング

常春藤 長野市 大字南長野南石堂町１２４８－２２ 飲食店

ブルージュ 一真堂 長野市 大字高田１７３７－１ ショッピング

丸本洋酒店 長野市 大字鶴賀問御所町１２８９－１ ショッピング

miina 長野市 大字鶴賀権堂町２２２９ ショッピング

アンジュ大豆島店 長野市 大豆島４２１０ サービス

ツイスト 長野市 大豆島６１２０－１ ショッピング

竹風堂善光寺大門店 長野市 大門町５１１ 飲食店

木の花屋 大門町店 長野市 大門町５１５ ショッピング

かんてんぱぱショップ パティオ大門店 長野市 大門町５７ ショッピング

ENYA 長野市 大門町５７－２ 飲食店

栗庵風味堂善光寺大門店 長野市 大門町７９－１ 飲食店

根元 八幡屋礒五郎 本店 長野市 大門町８３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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サンクゼールワイナリー 門前店 長野市 大門町８４ ショッピング

すき亭 長野市 妻科１１２−１ 飲食店

あもり農産物直売所 長野市 安茂里３５７３－２ ショッピング

三幸軒安茂里店 長野市 安茂里大門１７６８－６ 飲食店

かつや長野柳原店 長野市 小島８２－１ 飲食店

ロン・都 長野市 川中島御厨９９７ ショッピング

焼肉きんぐ 川中島店 長野市 川中島町上氷鉋大沖６０１ 飲食店

額縁のタカハシ 川中島本店 長野市 川中島町原１３９２－１０ ショッピング

トーカイ 川中島店 長野市 川中島町原５１５－１ ショッピング

プラスリビング長野店 長野市 川中島町原６３５ ショッピング

かつや川中島 長野市 川中島町御厨９３５－１ 飲食店

ソーイングプラザ 川中島店 長野市 川中島町御厨９７０ ショッピング

イン東京 川中島店 長野市 川中島町御厨９７０－２ サービス

万代書店 長野店 長野市 川合新田３３８９－１ ショッピング

イチジュウ 長野市 市場６－５ ショッピング

ランナウェイオート 長野市 広田３ ショッピング

ハリカ 長野徳間店 長野市 徳間３１４１ ショッピング

トーカイ 徳間店 長野市 徳間３２１５ ショッピング

そばの実 長野市 戸隠３５１０－２５ 飲食店

イタリア料理ボスコ長野駅前店 長野市 末広町１３５８　末広町ビル２Ｆ 飲食店

竹風堂アップルライン店 長野市 村山５３４－３ 飲食店

赤から 長野東和田店 長野市 東和田５００ 飲食店

ゆうきと寿し長野店 長野市 東和田５０５ 飲食店

グリーンファーム東和田店 長野市 東和田９３０　ショッピングタウンあおぞら内 ショッピング

焼肉きんぐ 長野東和田店 長野市 東和田字諏訪宮南沖８００－１ 飲食店

善光寺ぷりん 長野市 東町１７０－１ ショッピング

えん楽鶴賀店 長野市 東鶴賀町７４ 飲食店

竹風堂松代店 長野市 松代町殿町１０ 飲食店

イン東京 長野店 長野市 栗田１０１５－１　ＮＫコーポ１０２ サービス

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

松栄寿司東口店 長野市 栗田２８６－２４ 飲食店

バーバーショップ セキ 長野市 桐原１－２１－２５ サービス

トーカイ 東和田店 長野市 桜新町６４９－１ ショッピング

Dears 長野市 檀田２－３０－２２ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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すし崇 長野市 県町４７７－１５ 飲食店

麺屋竹田 長野市 石渡１７０－２ 飲食店

二葉堂 総本店 長野市 石渡５４－１ 飲食店

gra HAIR STORY 長野市 石渡６３－４ サービス

カルビ屋 三夢 稲田店 長野市 稲田１－４０－１ 飲食店

キャナリィ．ロウ長野店 長野市 稲田３－２８－７ 飲食店

松栄寿司日詰店 長野市 稲葉２７５７－６ 飲食店

凌駕IDEA 長野店 長野市 稲里町中央１－１８－１ 飲食店

Nubow × Adorer 長野市 稲里町中央１－２３－１ ショッピング

アメリカ屋 長野店 長野市 稲里町中央２－１３－１ ショッピング

AUBEhairneige長野店 長野市 稲里町中央２－１５－２５　稲里町中央２丁目
店舗 サービス

コープ長野稲里店 長野市 稲里町中央３－３８－１ ショッピング

むぎの里　長野稲里店 長野市 稲里町中央３－３８－９ 飲食店

ニシウチ 長野市 稲里町中央４－２１－１ ショッピング

業務スーパー 稲里店 長野市 稲里町中央４－４－１６ ショッピング

赤から 川中島店 長野市 稲里町中氷鉋２０４３－２ 飲食店

ヴァンカウンシル川中島店 長野市 稲里町中氷鉋９６２ サービス

農産物直売所 アグリながぬま 長野市 穂保２７４－１ ショッピング

フレッシュベーカリー こまくさ 長野市 篠ノ井布施五明３２００　Ａコープ篠ノ井店内 飲食店

JAファーム 篠ノ井店 長野市 篠ノ井布施五明３２０７ ショッピング

たかの 篠ノ井店 長野市 篠ノ井布施高田３９３－１ ショッピング

炭火焼肉みやいり 長野市 篠ノ井布施高田８０６－１０　 飲食店

ライコランド長野 長野市 篠ノ井御幣川９１８－５ ショッピング

ハンバーグハウスNAGANO 長野市 篠ノ井東福寺９５６ 飲食店

ヴォ－ノ・イタリア長野店 長野市 篠ノ井東福寺９５６ 飲食店

お茶元 胡蝶庵 南長野店 長野市 篠ノ井杵淵１３３７ ショッピング

森のパン屋こまくさ 南長野店 長野市 篠ノ井杵淵４７２－２　Ａコープ南長野店内 飲食店

荻野屋 長野店 長野市 篠ノ井西寺尾赤川２３２８－２ 飲食店

石焼ステーキ贅　長野若槻店 長野市 若槻東条９７２－１ 飲食店

アーク長野店 長野市 若里３－１０－３８ ショッピング

ハニーズ ケーズタウン若里店 長野市 若里３－２２－１　ケーズタウン若里　１Ｆ ショッピング

四季彩MIZUNO 長野市 若里６－２－２０　水野美術館内 飲食店

Re 楽 MODE 長野市 若里６丁目１３－６ローズコートカクダイ２－
Ａ ショッピング

スーパーあらい 長野市 西三才２３５７－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

21 / 23

[長野県長野県]



よしのや 長野市 西之門町９４１ ショッピング

アストロプロダクツ 長野中央店 長野市 西和田２－３－３８ ショッピング

焼肉食堂 ふじかわ 長野市 西尾張部１０２２－７ 飲食店

ハリカ長野 川中島店 長野市 里島９０ ショッピング

スリープインテリア館ミヤサカ 長野市 金井田３２－２ ショッピング

信州里の菓工房 長野仲見世店 長野市 長野元善町４８３ 飲食店

ビアードパパ青木島店 長野市 青木島４－４－５　青木島ショッピングセン
ター内　１Ｆ 飲食店

ヒーリングルーム·シャンティ 長野市 青木島町大塚４６９ サービス

長野甲羅本店 長野市 青木島町大塚字南１５１ 飲食店

タイヤホイールMANEKIMOAIZOU 長野市 青木島町綱島４２１－２ ショッピング

日本料理悠善 長野市 青木島町青木島乙５３２－６ 飲食店

牛天 長野市 風間１８８６－５ 飲食店

二葉堂 高田店 長野市 高田１０２５－２ 飲食店

ステーキのあすか 長野市 高田１１７６ 飲食店

美容室りんごの木セントラル 長野市 高田１３４５－１ サービス

イン東京 高田店 長野市 高田１５０３ サービス

びっくりドンキー長野高田店 長野市 高田１７０６－１ 飲食店

洋品·呉服·寝具 オサダ 長野市 高田１９４３ ショッピング

かつや長野七瀬 長野市 鶴賀七瀬南部３８５－１ 飲食店

酒菜やまざき本店 長野市 鶴賀権堂町１４４９－２４ 飲食店

台東食品権堂店 長野市 鶴賀権堂町２２２２－１６ 飲食店

かよう亭 長野市 鶴賀権堂町２２２５ 飲食店

丸芳寿司 長野市 鶴賀権堂町2226 飲食店

hairstoryフォーグ 須坂市 大字小山２５０７ サービス

ハイパーバラッド 須坂市 東横町３４９ ショッピング

廻転鮨処　海幸の宴　長野須坂店 須坂市 福島３９２丁目１番地 飲食店

hair＆spa Viewl 須坂市 須坂１８２－３ サービス

遠藤酒造場 須坂市 須坂２９ ショッピング

農産物直売所 千曲川 飯山市 常盤７４２５ ショッピング

いいやまぶなの駅青果 飯山市 静間１４８７ ショッピング

パノラマテラス 飯山市 飯山772-6 飲食店

メガテン 上郷店 飯田市 上郷別府３３６１－２ ショッピング

キラヤ 黒田店 飯田市 上郷黒田１５４９－１ ショッピング

ビビアン 飯田市 中央通り３－１３　後藤ビル　１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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キラヤ 伊賀良店 飯田市 北方８８０ ショッピング

たかどやファーム 飯田市 山本９５１ ショッピング

辻本屋 飯田市 川路４７５６－３４　 飲食店

春月 飯田市 常盤町４０　 ショッピング

焼肉一番かるび　座光寺店 飯田市 座光寺３９４８－１ 飲食店

このんこぴあ 飯田市 座光寺４５９８ 飲食店

有限会社いとうや 飯田市 本町２－１５ 飲食店

飯田食鮮市場 飯田市 松尾上溝３１１４－３ ショッピング

ワインブティックヴァンヴァン 飯田市 松尾明７４２６－８ ショッピング

吉川 ミート 飯田市 桐林１０５１－４ エンターテイメン
ト

メガテン 竜丘店 飯田市 桐林１７８７－８ ショッピング

キラヤ 上飯田店 飯田市 白山町３東１－７ ショッピング

アミカ飯田店 飯田市 育良町１－１７－１４ ショッピング

肉のいちのせ 飯田市 育良町１－１９－３ ショッピング

E－KANJI 育良本店 飯田市 育良町１－２０－３ ショッピング

メガテン 本店 飯田市 育良町１－２２－４ ショッピング

ジーンズショップ赤石 アップルロード店 飯田市 育良町２－１－１ ショッピング

HOTApastry 飯田市 育良町２－１７－７ 飲食店

片桐屋呉服店 飯田市 通り町１丁目７ ショッピング

キラヤ 竜丘店 飯田市 駄科５８６－４ ショッピング

船橋屋アップルロード店 飯田市 鼎一色１３６－３ 飲食店

パン工房 ローカリズム 飯田市 鼎一色４１０　マクロマックスビル２１　１Ｆ 飲食店

3びきのこぶた 飯田市 鼎一色４９－１ 飲食店

酒＆業務スーパーモダンパック飯田店 飯田市 鼎上山３６２９ ショッピング

キラヤ 鼎店 飯田市 鼎中平１９０７ ショッピング

キャナリィ．ロウ飯田店 飯田市 鼎名古熊２１７０－１　 飲食店

JAファームみなみちゃん 飯田市 鼎東鼎１７２ ショッピング

カフェグース 駒ヶ根市 上穂北１１－１４ 飲食店

ボン　コパン 駒ヶ根市 上穂北６－１　 飲食店

花兆 駒ヶ根市 上穂北９－５　 飲食店

マルトシ駒ケ根駅前店 駒ヶ根市 中央３－５ ショッピング

フレックス ターバン 駒ヶ根市 南田１７－１３ サービス

小木曽製粉所駒ヶ根店 駒ヶ根市 赤穂１４６７ 飲食店

巴寿司 駒ヶ根市 赤須町８－１７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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