


協 力 店 名 住所 ・ 電話 サ ー　ビ　ス　の　内　容 協 力 店 名 住所 ・ 電話 サ ー　ビ　ス　の　内　容

 【 飯田市内 】  【 大 鹿 地 域】

アストロボウル
飯田市主税町２０

　０１２０－６８－４６１１
シューズ料 /３００円 → １００円に
ゲーム料/１ゲーム５０円値引き※会員と会員家族に限ります

 中村養魚場
大鹿村大河原２３５０－６６
　　０２６５－３９－２０２１

いわな、にじます１，０００円以上お買上げにつき５％引き

 絵　島
飯田市長姫町２

　０２６５－２２－１３３２
商品券のご利用 ヘルシーMeaｔ大鹿

大鹿村大河原２６５５
　０２６５－３９－２２７５

鹿肉。猪肉お買い上げにつき５％引き

 肉とハム　えびすや
飯田市知久町２－２２

　０２６５－２２－０７７６
ご利用金額の５％引き
※その他のサービスとの併用はできません  【 西 部 地 域 】

 ビジネスホテルエルボン飯田
飯田市育良町１－１４－７
　　０２６５－２５－１１１１

素泊まり料金の５％引き（一泊・現金のお客様のみ）
予約時にサービス及び商品券利用の申込みが必要です（ご利用はフロ
ント予約のみ）　　※その他のサービスとの併用はできません

 湯多利の里 伊那華
阿智村智里５０３－２９４

　０２６５－４３－２６１１
［ﾗﾝﾁﾊﾞｲｷﾝｸﾞ］　　３,３００円 → ３,０００円に
宿泊　基本料金の５％引き　※会員と会員家族に限ります

 焼肉と海鮮焼き　おおくら
飯田市主税町３－１

　０２６５－５２－３２９６
ご利用金額の５％引き
※その他のサービスとの併用はできません

 お宿　山翠
阿智村智里２９０－１

　０２６５－４３－２８１１
宿泊　基本料金の５％引き　※会員と会員家族に限ります

 おさひめタクシー
飯田市追手町１－４４

　０２６５－２２－２９２９
代行ご利用につき１００引き

 【 塩尻 ・ 松本 ・ 安曇野地域 】

 飯田共同印刷
飯田市上郷黒田２４８－１
　　０２６５－２３－３８８９

ご利用金額の５％引き  安曇野手作りジェラートのお店
安曇野市三郷温２０３８－１
　　０２６３－７７－８１１７

ご利用金額の５％引き

 通り町　片桐屋呉服店
飯田市通り町１－７

　０２６５－２２－０８８９
ご利用金額の５％引き  一　休　堂

塩尻市広丘原新田２１４－１０
　０２６３－５２－１５４４

ご利用金額の５％引き

 西洋割烹　吉  祥  寺
飯田市鼎中平１９９５－２９
　　０２６５－５３－５４９７

ご利用金額の５％引き  珈琲哲學　松　本　店
松本市芳川村井町西２－１－３５

　０２６３－８５－３４５６
ご利用金額の５％引き

飯田市中央通り１－１６
　０２６５－５２－２４３８

商品券のご利用  珈琲哲學　あづみ野店
安曇野市豊科２６３７－４

　０２６３－７３－０６０６
ご利用金額の５％引き

 ３びきのこぶた
飯田市鼎一色４９－１

　０２６５－５２－５３５５
ご利用金額の５％引き
※その他のサービスとの併用はできません

 焼肉しゃぶしゃぶ　ぶう
塩尻市広丘野村１４６８－２
　　０２６３－５２－８９２９

ワンドリンクご提供

 中国料理　彩　鳳
飯田市伝馬町１－４３

　０２６５－２４－８５７５
杏仁豆腐の提供  （有）ムラカミ自動車

塩尻市広丘高出１５６９－２
　　０１２０－３９－１１９０

修理・整備・ｶｰ用品お買上げにつき５％引き
※現金でお支払いのお客様に限ります

 島　菊花堂
飯田市知久町４－１２３０－６
　　０２６５－２４－３４６０

ご利用金額の５％引き　※特価商品を除きます
 【 辰 野 地 域 】

 花はん　本店
飯田市鼎切石４３５３－２

　０２６５－２４－１１８７
１,０００円以上のご利用につき５％引き  ビジネスホテル　エルボン辰野

辰野町赤羽169-1
　０２６６－４４－１１００

素泊まり料金の５％引き（一泊・現金のお客様のみ）予約時にはサー
ビス及び商品券利用の申し込みが必要です　 （ご利用はフロント予約
のみ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       　※その他

 ペットの あしあと
飯田市上郷黒田６７７６－１
０２６５－２４－００９４

ご利用金額の５％引き
※火葬は除きます（火葬は要予約）

クリーニングママ号　鳥羽
辰野町樋口１０９２－３

　０２６６－４１－４５４２
商品券のご利用

（有）松沢カメラ
飯田市知久町３－３３

　０２６５－２３－５４７８
ご利用金額の５％引き
※特価商品は除きます

 山寺文具店
辰野町平出１８１８－２

　０２６６－４１－１０８７
ご利用金額の５％引き

 御食事処　満　津　田
飯田市主税町１

　０２６５－２２－０４３７
［御食事］ １,０００円以上のご利用につき５％引き
［宴　会］　ご利用金額の５％相当の食事券を進呈

 （有）さわや酒店
辰野町宮木２５８８－１

　０２６６－４１－０２２８
商品券のご利用

 焼肉一番カルビ　飯田店
飯田市鼎名古熊２５８７－１
　　０２６５－２３－９９２２

ご利用金額の５％引き
※その他のサービスとの併用はできません  【 木　曽 地 域 】

 焼肉一番カルビ　座光寺店
飯田市座光寺３９４８－１

　０２６５－５６－１７１７
ご利用金額の５％引き
※その他のサービスとの併用はできません

 居酒屋　あきちゃん
木曽町福島本町５２２２－１
　　０２６４－２２－２６３１

商品券のご利用

 薬のマチノ
上松町栄町１－３４－５

　０２６４－５２－５２２０
商品券のご利用

 洋風酒蔵　柏葉
木曽町福島上町５１１０

　０２６４－２２－３２４６
ご利用金額の５％引き

 すなっく　蝶、
木曽町福島本町５１７３

　０２６４－２２－４３３５
ご利用金額の５％引き

 居酒屋　かしわ屋
木曽町福島関町５００２－３
　　０２６４－２３－３１０５

ご利用金額の６％引き ※但しランチは除きます

 原文具店
上松町本町通り４－４５

　０２６４－５２－２１７６
商品券のご利用



協　力　店　名 住所・電話 サ ー　ビ　ス　の　内　容 協　力　店　名 サ ー　ビ　ス　の　内　容

 【 高 森 地 域 】

　うめのや◆サラダ館
高森町下市田２９６４

　０２６５－３５ー２０３４
５％引き
※割引き品は除きます （一丁目）

　大　広　屋　商　会
高森町下市田２９６４－２６

　　０２６５－３５ー２１８９
５％引き
※タバコ・クリーニングは除きます 士服・婦人服 山一 　飯田市銀座１－１３ ０２６５-２２-２８８８

ご利用金額の５％引き
※特価商品を除きます

※その他のサービスとの併用はできません

ﾐｭｰｼﾞｯｸｱｰﾄｶﾌｪクィーン
高森町牛牧４６１－３

　０２６５－３５－９３２３
お食事の場合　５％引き
※ランチは除きます

　久保田写真館
高森町下市田２９６４

　０２６５－３５ー２０１２
５％引き

　（有）サイジョウ自動車
高森町山吹５９０１

　０２６５－３５－８０３８
修理・整備・ｶｰ用品お買上げにつき５％引き
※現金でお支払いのお客様に限ります （二丁目）

　（有）さ　か　い
高森町下市田２９６４－６２
　　０２６５－３５ー２３１９

５％引き 　バイ・アフタヌーン 　飯田市銀座２－４ ０２６５-２３-８１８０ 商品券のご利用

　高森衣料センター
高森町下市田２９６４－５０
　　０２６５－３５ー２１７１

５％引き
※学生衣料は除きます

タケウチ酒店 　飯田市銀座２－５ ０２６５-２２-０１８１ 商品券のご利用

　高森カントリークラブ
高森町山吹６９５５－２３
　　０２６５－３５－３３５５

商品券のご利用 　かぐや本店 　飯田市銀座２－６ ０２６５-２２-０２８０ 商品券のご利用

　（有）タカモリ寝装
高森町吉田４７２－１

　０２６５－３５ー２３９６
５％引き
※割引き品は除きます

　Ｓｔａｇｅ ステージ 　飯田市銀座２－７ ０２６５-５３-６２０７ 商品券のご利用

 農産物直売所 フクロウ
高森町吉田２１７９－１

　０２６５－３４－２９６０
５００円以上お買上げにつき５％引き 　(有)精琴堂楽器店 　飯田市銀座２－９ ０２６５-２２-７１２１ 商品券のご利用

 北部タクシー〈高森・豊丘・座光寺〉
高森町下市田２９３７

　０２６５－３５ー２０６２
　(有)和泉庄 　飯田市銀座２－１１ ０２６５-２２-０２５３ 商品券のご利用

 竜東タクシー
喬木村１５０８０

　０２６５－３３ー２０７７
　ピーツゥーダック 　飯田市銀座２－１１ ０２６５-５３-６１６５ 商品券のご利用

 肉の丸久
高森町下市田２９１９－１５
　　０２６５－３５ー２１５９

１,０００円以上お買上げにつき５％引き
※ポイントとの併用はできません

　ピギーウィギー 　飯田市銀座２－１１ ０２６５-２２-８９６９ 商品券のご利用

 大衆割烹　美佐登
高森町下市田出砂原

　０２６５－３５ー２１２６
ご利用金額の５％引き ミドリヤ 　飯田市銀座２－１１ ０２６５-２２-１５９８ 商品券のご利用

 割烹旅館　美好
高森町下市田２９４０－１４
　　０２６５－３５ー２０６９

ご利用金額の５％引き
※宿泊は除きます

　㈱飯田ツーリストセンター 　飯田市銀座２－１１ ０２６５-２３-１２６１ 商品券のご利用

 居酒屋　　みや
高森町下市田２７８１－７
　　０２６５－３５－７６１８

ご利用金額の５％引き

 養老の瀧　高森店
高森町吉田２１８９－１

　０２６５－３５ー１８７７
ご利用金額の３％引き
※現金でお支払いのお客様に限ります

 信州高森温泉　御大の館
高森町牛牧８３４－５

　０２６５-３５-８２７０
商品券のご利用

 信州高森温泉　湯ヶ洞
高森町牛牧８３４－５

　０２６５－３５ー８２６０
商品券のご利用

[代行料金] １００円引き
[介護料金]　車椅子　  １００円引き

ｽﾄﾚｯﾁｬ-　　　 ２００円引き

住所　・　電話

【飯田市銀座商栄会 】

【飯田市銀座商栄会 】

　かぢや呉服店 　飯田市銀座２－１１ ０２６５-２２-０５２９ 商品券のご利用



協　力　店　名 サービスの内容 協　力　店　名 サービスの内容

【飯田市銀座商栄会 】 【飯田市知久町一丁目商栄会 】

（三丁目）

イケガミ 　飯田市銀座３-１-１ ０２６５-２２-０２８４ 商品券のご利用 　Ｆａｓｈｉｏｎ Ｈｏｕｓｅ 犬飼 　飯田市知久町１-２ ０２６５-２２-０５１０ 商品券のご利用

キャベツのお玉 　飯田市銀座３-１-１ ０２６５-５２-３３２３ 商品券のご利用 　叶屋陶器店 　飯田市知久町１-３ ０２６５-２４-０６１２ 商品券のご利用

　上海楼 　飯田市銀座３-１-１ ０２６５-２２－１３６９ 商品券のご利用 　居酒屋 村さ来 知久町店 　飯田市知久町１-４ ０２６５-２４-１６８２ 商品券のご利用

　李の家 　飯田市銀座３-１-１ ０２６５-４８-０５１１ 商品券のご利用  お茶の松乃園 　飯田市知久町１-６ ０２６５-２２-０４４４ 商品券のご利用

キッチンかのん 　飯田市銀座３-１-１ ０２６５-２４-６７７４ 商品券のご利用 　味の散歩道　一不二 　飯田市知久町１-８ ０２６５-２２-１４８３ 商品券のご利用

　老舗　亀まん飯田店 　飯田市銀座３-１-１ ０２６５-２３-６６１１ 商品券のご利用 　feel-I　いちはし 　飯田市知久町１-１２ ０２６５-２２-１８９２ 商品券のご利用

カーブス飯田 　飯田市銀座３-７ ０２６５-２１-２１２９ 商品券のご利用 　ボン・マツヤ 　飯田市知久町１-１３ ０２６５-２２－０８５３ 商品券のご利用

　おかの街整骨院 　飯田市銀座３-７ ０２６５-２３-２５５５ 商品券のご利用 　あじの店 つきぢ 　飯田市知久町１-１７ ０２６５-２４-９８５７ 商品券のご利用

　そば処かざこし 　飯田市銀座３-７ ０２６５-４８-５５１１ 商品券のご利用 　犬塚画廊 　飯田市知久町１-１８ ０２６５-２２-２７７５ 商品券のご利用

　銀座の足湯 　飯田市銀座３-７ ０２６５-２２-８０１０ 商品券のご利用 　宮川紙店 　飯田市知久町１-２１ ０２６５-２４-００４８ 商品券のご利用

【飯田市銀座商栄会 】
　澤村屋呉服店 　飯田市知久町１-２２ ０２６５-２４-５１００ 商品券のご利用

（四丁目）
　宝石・時計・修理 平澤時計店 　飯田市知久町１-２５ ０２６５-２２-３０６２ 商品券のご利用

　飯田市銀座４－１ ０２６５-２３-１３２１ 商品券のご利用 　趣味のおはきもの 太田屋履物店 　飯田市知久町１-２９ ０２６５-２２-６３１６ 商品券のご利用

　髪ing ＯＫＡＪＩＭＡ 　飯田市銀座４－３ ０２６５-２２-５４０６ 商品券のご利用 　飯田市知久町１-３１ ０２６５-２２-２４３８ 商品券のご利用

　ＢＡＬＡＮＣＥ 　飯田市銀座４－５ ０２６５-５３-０１３１ 商品券のご利用
 【 豊丘地域 】

　北沢信陽堂 　飯田市銀座４－６ ０２６５-２２-１２８７ 商品券のご利用  豊丘ｼｮｯﾋﾟｲﾝｸﾞｾﾝﾀｰパルム豊丘  豊丘村神稲12410 ０２６５－３５ー８８８５ 商品券のご利用

　長沼薬局 　飯田市銀座４－７ ０２６５-２２-１８２２ 商品券のご利用  びぜんや薬局  豊丘村神稲１３３－１ ０２６５－３５－２３１４ 商品券のご利用

　(有)伊賀屋人形店 　飯田市銀座４－１０ ０２６５-２２-０３７０ 商品券のご利用
 【 松　川 地 域 】

　柴田薬局 　飯田市銀座４-１０-３ ０２６５-２２-０３３４ 商品券のご利用  （株）南信ｻｰﾋﾞｽ 松川町元大島２７１５－４３ ０２６５－３６－４５４４
ご利用一回につき

１,０００円引き

　飯田市銀座４-１０-１ ０２６５-２４-５５００ 商品券のご利用   寿 司 政 松川町元大島３８３６－１６ ０２６５－３６－２２７０ 商品券のご利用

住所　・　電話 住所　・　電話
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