
整理
№

地区名
（大字）

特定事業者
（取扱店舗等）

1 南町 (有)畑宗
2 南町 カネキ文具
3 南町 赤ちょうちん
4 南町 (有)島田義雄商店
5 南町 文景堂
6 南町 (有)清水屋酒店
7 南町 バル・エンド
8 南町 高津電気工事(株)
9 南町 (有)六兵衛
10 南町 アメリカンドラッグ　飯山駅前店
11 南町 出光昭和シェル石油　販売店
12 南町 (有)マルトミ
13 南町 石澤商事
14 南町 （有）坂東ホーム
15 飯山 森電器商会
16 飯山 そば処幸輪
17 飯山 (有)二葉屋酒店
18 飯山 (有)パティスリーヒラノ
19 飯山 旬菜八十八屋
20 飯山 うらごん
21 飯山 L＆Mタキザワ
22 飯山 加賀屋商店
23 飯山 (有)本多うなぎ店
24 飯山 (有)たちばなや商店
25 飯山 (有)川口鶏肉店
26 飯山 千曲電気設備㈱
27 飯山 影山農機具店
28 飯山 (有)関洋服店
29 飯山 (有)サン、ローラン
30 飯山 斑尾高原ホテル
31 飯山 (株)宮本園
32 飯山 寺澤商店
33 飯山 sun飯山ss（ガソリンスタンド）
34 飯山 みはる寿司
35 飯山 正雲堂　瀧澤仏壇店
36 飯山 PC&ミュージックショップ　イースト
37 飯山 (有)角屋酒店
38 飯山 伊村屋
39 飯山 ベーカリー　キムラヤ
40 飯山 (有)マキノ書店
41 飯山 (有)越後屋電器商会
42 飯山 長野日産自動車(株)　飯山店
43 飯山 (株)金森スポーツ　飯山店
44 飯山 タケヤ
45 飯山 (有)赤のれん洋品店
46 飯山 ぽむ
47 飯山 キングスロード
48 飯山 イケガワ
49 飯山 セブンイレブン飯山本町店
50 飯山 イチミチ
51 飯山 ㈱いちかわ　ミセスショップ飯山店
52 飯山 手芸ハウスサン　飯山店
53 飯山 塩崎農園
54 飯山 梅の園茶舗
55 飯山 (株)田中屋酒造店
56 飯山 (有)大和屋
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57 飯山 山室家具店
58 飯山 アメリカンドラッグ　飯山本町店
59 飯山 さかもと美容室
60 飯山 食堂なかまち
61 飯山 (株)よねくら
62 飯山 (株)太洋
63 飯山 コメリハード＆グリーン　飯山店
64 飯山 (有)サガイヤ
65 飯山 宏吉楼
66 飯山 美芳屋製菓
67 飯山 (株)長野ダイハツモータース　飯山店
68 飯山 医療法人弘生会　小田切医院
69 飯山 上松商会
70 飯山 (株)ツルヤ　飯山店
71 飯山 (株)ノタヤ
72 飯山 田端屋精肉店
73 飯山 (有)山﨑本店
74 飯山 清水（内科小児科）医院
75 飯山 (有)篠井商店
76 飯山 (有)飯山ホンダ
77 飯山 理容コイデ
78 飯山 高橋まゆみ人形館
79 飯山 飯山駅観光交流センター
80 飯山 ジュエリーワタナベ
81 飯山 (株)セキツネ
82 飯山 飯山新町モリキ薬局
83 飯山 飯山薬局
84 飯山 飯山駅前モリキ薬局
85 飯山 ヘアブティック　ロペ
86 静間 (有)丸山自動車工場
87 静間 飯水自動車整備(有)
88 静間 クリーニング　ライフ
89 静間 (株)オートアールズ
90 静間 (株)ベイシア　飯山店
91 静間 ニュー飯山給油所
92 静間 ケーヨーデイツー　飯山店
93 静間 魚民　飯山店
94 静間 ユーパレット　みゆき野店
95 静間 デリシア　飯山店
96 静間 飯山トヨタ自動車(株)
97 静間 アメリカンドラッグ　飯山静間店
98 静間 (株)ヤマダ電機　テックランド飯山店
99 静間 (株)スワロースキー　Sキューブ　バイパス店
100 静間 加工所　菜の花
101 静間 ワークマン　飯山バイパス店
102 静間 ファッションセンターしまむら　飯山店
103 静間 (有)松原商事
104 静間 HIRASEI遊TSUTAYA飯山店
105 静間 (株)カワチ薬品　飯山店
106 静間 メガネストアーベイシア飯山店
107 静間 かっぱ寿司　飯山店
108 蓮 (株)栄建設
109 蓮 長野交通㈱
110 蓮 (有)平野開発
111 蓮 レストランみゆき野六方
112 吉 (有)コエル
113 木島 (株)サンタキザワ
114 木島 (有)芳川商店
115 木島 (株)ワールドエコ



116 木島 木島モリキ薬局
117 野坂田 小林電気㈱
118 野坂田 信州うるし工房　彩
119 野坂田 クワフール
120 野坂田 たなかや薬局
121 下木島 医療法人　みゆき会　みゆき会クリニック（介護サービス全般）
122 瑞穂 (有)松山商店
123 旭 旬菜料理はたの
124 旭 柳原給油所
125 旭 (有)柳原
126 小佐原 丸大電機設備
127 緑 (有)はっとり設備
128 寿 レストラン　ことぶき村
129 常盤 髙島輪店
130 常盤 (有)田中電気設備
131 常盤 (有)おぬま板金工業
132 常盤 JAファームみゆき店
133 常盤 シャディサラダ館　飯山常盤店
134 常盤 みゆき宅配センター
135 常盤 アグリタウンセルフ給油所
136 常盤 みゆき農業機械センター
137 常盤 みゆき燃料、ガスセンター
138 常盤 セブンイレブン飯山常盤大橋店
139 常盤 道の駅花の駅千曲川（本館おみやげコーナー、café里わ　のみ）
140 常盤 ㈱長野県Ａ・コープ　みゆき店
141 照里 佐藤金物店
142 照里 (有)山一屋商店
143 照里 みずの商店
144 照里 アヅマ理容店
145 常郷 (有)高橋建材
146 常郷 (有)足立商店
147 常郷 (有)阿藤ふとん店
148 常郷 (有)大口電機
149 常郷 (有)足立印刷所
150 常郷 (株)角口酒造店
151 常郷 アグリハウス太田
152 常郷 魚とし
153 豊田 グリーントップ　BanBa
154 照岡 なべくら高原森の家
155 一山 いいやま湯滝温泉


