
立町 二十四節氣神楽 武居 六花フードサービス 湯田仲町 カクモ宮坂化粧品店 西豊 ㈱タイヤショップピットイン
湯田町 タロウ珈琲弐号店 西四王 白樺髙原牛乳㈱ 西四王 メガネの２１下諏訪店 高木 ㈲上諏訪ホンダ
湯田仲町 とんかつ丸一 西四王 マルミ 赤砂 AOKI下諏訪店 菅野町 中島輪店
木の下 喫茶室六花 西四王 丸松水産㈱ 東赤砂 メガネのナガタパワーストア諏訪店 中央通 たけいサイクル
木の下 ジェラテリア・六花 南四王 から揚げ屋　真心 西赤砂 洋服のアオイ 東鷹野町 サイクリストマツザワ
高木 焼肉　南大門 南四王 牛山食糧 西赤砂 東京靴流通センター下諏訪店 清水町 テクニカルショップＱ
高木 塩天丼 東赤砂 キッチンマム 大社通 あべならや
高木 宮坂商店 富士見町 デリカショップやまだ 大社通 髙木時計店 西豊 井口エネルギー湖浜給油所
高木 ステーキハウスカナディアン・ロッキー 広瀬町 丸六本山川魚店 菅野町 ㈲中央デパート 東豊 井口エネルギー下諏訪給油所
高木 キャナリィ・ロウ諏訪湖畔店 御田町 ダイシメ惣菜店 広瀬町 きものと染　ますりん 東豊 井口エネルギー石油配送課
高木 うなぎ松倉 御田町 坂本茶店 広瀬町 ファッション滝沢 西四王 JA信州諏訪　下諏訪給油所
高浜 隠れ家厨房　達 中央通 古川青果店 御田町 西川小間物店 東赤砂 Dr．Drive湖浜SS
高浜 ぐらたん屋　フラット 矢木西 林屋川魚店 御田町 サクライ洋装店
高浜 和風レストラン能登 花咲町 ㈲こしみず呉服店 西豊 ㈱千代田ポンプ機械
西豊 割烹岩八鮨 木の下 新鶴本店 花咲町 黒澤靴店 西赤砂 ㈲諏訪冷熱
西豊 そば処　とんねるや 立町 信州手焼せんべい本舗下諏訪店 矢木東 丸七まつや 田中町 ㈱ケイ・ディー・エス
西四王 かっぱ寿司下諏訪店 立町 ㈲大社煎餅　下諏訪店 矢木東 永田商店 清水町 ㈲滝脇住建
湖畔町 焼肉楽園下諏訪店 高浜 欧風洋菓子ナガヌマ 東鷹野町 カワムラスポーツ
湖畔町 テンホウ湖浜店 南四王 富士アイス下諏訪店 平沢町 水月接骨院
湖畔町 成吉 東赤砂 シャトレーゼ下諏訪店 立町 ヘアーサロン桜井 矢木町 諏訪共立病院
南四王 食堂なとり 西赤砂 ヌーベル梅林堂　下諏訪店 西豊 床屋Cut City
南四王 やきとり大吉下諏訪店 御田町 パン工房　たるかわ 西四王 Anbiコバヤシ 湯田仲町 盛栄堂小池薬局
東赤砂 焼肉　八宝苑 矢木東 竹花菓子店 南四王 美容室グラマー 横町 くすりの小口
東赤砂 デニーズ下諏訪店 中央通 フレール洋菓子店 南四王 美容室せいこ 高浜 ツルハドラック下諏訪店
西赤砂 プライム太一 矢木西 信州あべ川餅　福田屋本店 友之町 fa-pha(ﾌｧｰﾌｧ)美容室 西赤砂 クスリのサンロード岡谷店
西赤砂 レストラン喫茶クーペリー 西鷹野町 美土里屋 御田町 飯島理髪店 大社通 ㈲永田薬局
西赤砂 居酒屋　笑間 御田町 近藤理容室 御田町 厚仁薬局
大社通 食祭館 移動販売 やしマルシェ 平沢町 Ｎ.ｈａｉｒ 中央通 ㈱土田商店
広瀬町 居酒屋ゆき 西赤砂 ビッグ1岡谷店 平沢町 よしだ美容室 矢木町 ひまわり薬局
御田町 宝華 御田町 ノザワストアー 中汐町 斉藤理容所
御田町 飛やじ 矢木西 合同会社西友下諏訪店 魁町 理容ナイトウ 八島 八島山荘
御田町 衣紋坂 矢木町 ヘアースタジオ桐 立町 ぎん月
平沢町 和風スナック「花石」 高木 セブンイレブン下諏訪湖岸通り店 社東町 カットハウス中央 立町 料理自慢の宿　梅月
平沢町 すなっく小里 湖畔町 セブンイレブン下諏訪湖浜店 社東町 cut studio 夢空間 平沢町 マスヤゲストハウス
緑町 東寿司 東赤砂 セブンイレブン下諏訪赤砂店 大門 髪処　化粧屋 塚田町 大増旅館
緑町 うな富 西赤砂 セブンイレブン下諏訪西大路店 大門 すみれ美容室
矢木西 うなぎ林屋 大社通 セブンイレブン下諏訪大社通り店 東山田 平出床屋 東赤砂 長野ツーリストサービス
西鷹野町 ハルピンラーメン下諏訪町役場前店 社東町 ローソン下諏訪社店 東山田 理容ふたば 塚田町 シンリク観光諏訪営業所
大門 お茶処　花結び 矢木西 ファミリーマート下諏訪春宮大門店 矢木町 ㈱来夢ツアー

湖畔町 渡邊新聞店
横町木の下 二葉屋酒店 広瀬町 さとう名産店 矢木東 毎日新聞下諏訪専売所 南四王 ㈲湖畔の湯
高木 ㈲長﨑酒店 御田町 ショップ共益 社東町 信毎ふれあいネット下諏訪営業所
湖畔町 ムラグチ酒店 御田町 すてっぷカサイ 立町 しもすわ今昔館おいでや
友之町 マツヤ酒店 矢木東 ㈲ダイモン 西四王 クリーニングみなみ 大門 おんばしら館よいさ
友之町 丸十松澤酒店 菅野町 ヤマモト 矢木東 スワンクリーニング
中央通 おおのだ酒店 高浜 介護センター花岡 矢木東 クリーニング館　下諏訪店 矢木町 グローバルビレッジスクールオブイングリッシュ

田中町 中村酒店 南四王 花岡家具センター
矢木東 カサイ花店 東赤砂 ㈲植松ハイヤー
西鷹野町 ザ．ダイソー下諏訪店 友之町 第一交通㈱
東赤砂 フォトスタジオシャレニー　諏訪店

下諏訪町プレミアム付商品券　「万治の恵み」　ご利用店舗一覧

新聞
商店(その他)

衣類・宝飾　等 自転車・自動車等飲食店

灯油・ガソリン

銭湯

コンビニ

食品　等

英会話学校

住宅関連設備

理容・美容

観光施設

利用期間：令和１年１０月１日（火）　～　令和２年３月３１日   （火）　まで           利用期間を経過した商品券は無効となります。令和１年１２月２６日現在　　　　１７４店舗（順不同）

病院

薬局

ホテル・旅館

旅行

菓子

スーパー

クリーニング

酒

タクシー


