
スーパー・コンビニ・飲食品 ファッション 美容・健康

ああ便利 武居畳店 (株)いちやまマート岡谷店 esim on ukuh アイズ 赤ちょうちん令和庵 テンホウ長地店

愛編む毛糸　キタハラ ダイソーフォレストモール岡谷店 イルフ岡谷食品館 エプロンのヤマセ アミーチ あきしの テンホウ南宮店

(株)アイ・コーポレーション　イーゴミステーション ダスキン岡谷 エスポアももせ (株)カネジョウ イイモリ理容所 居酒屋　しんしあ テンホウ丸山橋店

(有)青木自動車 (有)玉木商店　岡谷北給油所 オーガニックマーケット　カンビオ カルフール ＩＺＡＷＡフィジカルトレーニングスタジオ 居酒屋だるま亭 鳥一 　加茂町本店

アサヒドースポーツ (有)玉木商店　岡谷給油所 (有)大塚酒店 ギャラリーカネキュウ ウエルシア岡谷長地北店 居酒屋わしょく亭　宮 鳥一　生鮮市場店

アルピコタクシー DAN FLOWERS オギノ岡谷店 靴のクサマ ウエルシア岡谷長地店 石挽そばや　わかば 鳥かつ

(株)飯森林業 (株)地球堂 お茶の茶小泉 靴のヨシハラ 大滝化粧品店 石焼じゃぱすた 中村屋

イエローハット岡谷店 ＤＣＭカーマ岡谷店 岡谷生鮮市場　岡谷店 saba saba 岡谷あおぞら整体院 いちごジャム 肉の山城屋

(有)伊藤石油 天然堂 サスキチ味噌(株) シルク専門店　絹の都 男前工房　みかど ヴィブロス ヌーベル梅林堂　岡谷本店

エース代行岡谷 (株)豊島屋　 サンジェルマン岡谷店 値色後（ネイロアート） おひさまカイロプラクティック うなぎのあら川 パティスリー白樺

エムズカンパニー (株)中田商店　岡谷インターSS 清水酒店 ぴーく・あ・ぼー 温活美容エステサロン　ラフィネ うなぎの館　天龍 (有)濵丑川魚店

太田屋岡谷本町店 長野トヨタ自動車販売(株)岡谷サービスサテライト スーパーヤマダイ フォーティ・フォー くすりの三省堂 うなぎ松川 はやの

岡谷スカラ座 (株)ニオムネット 西友　岡谷北店 ブルーオニオン・カネキュウ本店 くすりのすこやか堂 縁結　岡谷店 FORZA

岡谷スズキ　(有)高林自動車 野々村時計・眼鏡店 西友　岡谷南店 マルシン グラマーストック岡谷店 御うな小松屋 フランス食堂　ローズリバー

(株)オグチ楽器 ハシドデンキ セブンイレブン今井店 〇百ワタナベ 健康美容水素サロン　アヴニール 岡谷駅前うなぎ 丸共清水屋 フランス惣菜Merinós－メリノ

小口電気商会 パソコンリサイクルEPC セブンイレブン岡谷長地店 モードおか コスメーゼ岡谷店 おかやがぶ飲みワイン食堂 寶眞亭

長地自動車 ハチデン セブンイレブン岡谷川岸店 洋服のお直し　テーラー宮坂 サンドラッグ岡谷店 おかやっこ酒場ぶる ほっとサロン　心和

(有)オハラ 花サン　イルフプラザ店 セブンイレブン岡谷郷田２丁目店 弱酸性美容室　きど OKAYAフレール洋菓子店 ボンボ  

カーテンじゅうたん王国　岡谷店 (有)花大花店 セブンイレブン岡谷市役所前店 せき整体院（せき接骨院） お食事処　よしの 〇大　山田川魚店

(有)オート・フォー バニスボックス セブンイレブン岡谷神明町店 治療院　リラクゼーション岡谷 おばんざい　やっちゃん まると食堂・まると精肉店

(株)カープラザ・ベン (有)HAMA電器 セブンイレブン岡谷天竜町店 つかさ整体院 親ゆづりの味 丸中清水屋

家具のマルダイ (株)美謄堂印刷 セブンイレブン岡谷西堀店 D∞PLAN岡谷店(脱毛サロン) 割烹　寿々㐂亭 マロニエ

カク山木材建設(有) (株)日の出ジェイツアー岡谷本社 セブンイレブン岡谷湊5丁目店 中島理美容室 かね吉 MIYABI

笠原書店　本店 (株)ヒノマルデザイン セブンイレブン岡谷若宮一丁目店 パーシモン カフェ＆ダーツ　クローバー 村さ来岡谷店

笠原書店　レイクウォーク店 (有)平井自動車修理工場 ソレイユ 一二三堂薬局 カフェ・ヒルバレー 麺ごころ　佑庵

カサハラスポーツ 平野屋 (有)髙橋醸造 美容室　and G カプチーノ 麺屋蔵人 岡谷道場

カタクラ石油㈱ ファーストステップス＋未来塾 漬物のマルマン びようしつクイーン 賀茂町珈琲店 モスバーガーイルフプラザ岡谷

学研　長地教室 フェアリーランプ デイリーヤマザキ岡谷鶴峯店 (有)美よう室　湖畔 唐揚げのやまざき　岡谷店 森のダイニング Cate

金子工務店(株) (有)フクヤ時計店 デリシア　岡谷 美容室 たんぽぽ カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　岡谷長地権現町店 焼肉　横綱 おかや

(株)上條電設工業 フジデンキ 早川酒店 美容室 はまはるきの店 岸の花 八千代食堂

木下印店 フジ物産(株)　フレンドリー岡谷ＳＳ パン遊舎pono-pono 美容室 HARADA 牛角岡谷店 やなのうなぎ 観光荘

(有)共進電機商会 (有)藤森塗装工業 ファミリーマート　岡谷TPR前店 美容室 マルシェ 九ちゃんラーメン 山喜珈琲店

きりＲ＆Ｓ (株)プラスワン　岡谷店 ファミリーマート　岡谷成田町店 美容室 みのり 串おか屋 山ぼたん

(有)久保村モータース ボウリング王国スポルト岡谷店 ファミリーマート　岡谷湊湖畔店 美容室　ルージュ コーヒーハウス　プティ・ポア 洋食とワイン　つつじ亭

Club House ELEVEN (株)ホンダカーズ信州　諏訪湖店 ブーランジェリーあるとふぁごす 美容みどり 虎の羽 養老の滝　岡谷駅前店

クリーニング北沢　 (株)ホンダカーズ松本東　岡谷店 保科酒店 フキドウ化粧品店 (有)小林食品 らーめん食堂れんげ　岡谷店

ケーヨーデイツー岡谷店 マーランド 正木屋 (有)フジサワヤ ごはん屋さん　ふきや ライフプラザ　マリオ

(株)郷田鈑金 丸十鋸刃物店 ましぱん ヘア.アルテ コリアンダイニング「眞・礼」 来々軒

(株)サスナカ 丸登電業(株) 松亀味噌(株) ヘアーアンドメイク　シエル 讃岐うどん　じん兵衛 龍宝

ザ・ダイソー　ライフガーデン岡谷店 (株)マルモ まつざわ HAIR CLUB J さんれ～く岡谷店 れいれい亭

jet penguin Photo Studio ミスタータイヤマン岡谷店 やぎさんのお米屋 ヘアーサロン　カツミ 旬菜庵　もとき ㈱若松寿し

(有)島田モータース ミッツ　カーサービス ヤマカ林酒店 ヘアーサロン　しもやま 寿司・仕出し　甲州屋 和食と天ぷら　太助

(有)清水自動車 宮坂製糸所 ヤマタ小林酒店 ヘアーサロン　なかやま スナック　ノア

車検のコバック　岡谷下諏訪店 (有)宮坂畳商事 ローソン岡谷小萩三丁目店 ヘアーサロン ｋｏｈａｎ スナック ルーチェ

写真スタジオ　キタハラ 宮澤無線商会 ローソン岡谷湊三丁目店 ヘアーサロン コマツ Sports Cafe ELEVEN

写真のイチオカ 眼鏡市場　岡谷店 ヘアーサロン ちの 精良軒

(株)信和商会　駅前給油所 メガネのナガタ岡谷店 Hairs24 千成　今井新道店

(株)信和商会　岡谷給油所 ヤマオカ電器 ヘアーハウスＧＴ 千成鮨　本店

杉浦畳店 (株)ヤマダデンキ　テックランド岡谷店 マツモトキヨシ 岡谷若宮店 そば処さゝ乃

スクーター・自転車の専門店　マルヨ清水 山田写真館 マツモトキヨシ レイクウォーク岡谷店 ダイニング美和

Studio ErE (有)ヤマモト マルショウ化粧品店 たなこころ

スマイエ (有)ヨコヤハイクリーナー 三井鍼灸院 多留寿司

諏訪レイクヒルカントリークラブ ラーニング・コモンズ・ジャパン MIYAZAWA-HAIR- 茶寮まじめや

セルフステーション川岸 リサイクルショップEPC (株)やまびこスケートの森 中華料理　翠鳳

全日本旅行 リペア工房　ケイコム LightWave　嬉杵 中国名菜　湖苑

大成堂 レイクウォーク岡谷(一部専門店は除く) RESET 塚原川魚店　階

ダイハツ岡谷 理髪館　片桐 つるや菓子店

太陽車輌(株) 理容ハヤシ 鉄板　番

グルメ暮らし
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