
春日町 栄寿司 広瀬町 居酒屋ゆき 横町木の下 二葉屋酒店 上馬場 Layer Architects + Open Design
上馬場 えんのま馬場 広瀬町 チャボ食堂 湖畔町 ムラグチ酒店 久保海道 ㈱窪田建工
湖畔町 焼肉楽園下諏訪店 広瀬町 ケンケンレストラン 高木 ㈲長﨑酒店（リカ―ハウスながさき） 湖浜 髙橋工務店
湖畔町 成吉 広瀬町 本田食堂 田中町 カクナカ中村酒店 湖畔町 エンドー電設
湖畔町 テンホウ湖浜店 広瀬町 居酒屋あずさ 中央通 おおのだ酒店 湖畔町南 ㈲橋建
魁町 だんらん 広瀬町 ヴァンマルシェ 御田町 諏訪御湖鶴酒造場　蔵元直営ショップ 小湯の上 井川興業
桜町 カラオケBar SAKURA 広瀬町 居酒屋しぇぱ 桜町 ㈲中平工務店
新町下 ひとつぶの麦 広瀬町 やきとり　とり志 西赤砂 ビッグ1岡谷店 桜町 ㈱ケイ・ディー・エス
大門 萩月庵　千ひろ 富士見町 大鷹 御田町 ノザワストアー 清水町 ㈲滝脇住建
大社通 山猫亭はなれ 御田町 宝華 矢木西 ㈱西友下諏訪店 菅野町 ㈲ムカワ
大社通 multiply 御田町 衣紋坂 移動販売 イオン諏訪ステーションパーク店（やしマルシェ号のみお取扱） 高浜 ㈱サマデイ
高木 カナディアンロッキー諏訪湖畔店 御田町 駄菓子とビールとコーヒーのお店　ちいとこ商店 高浜 ㈱アイ・エレテク
高木 キャナリィロウ諏訪湖畔店 御田町 Café Tac　カフェタック 湖畔町 セブンイレブン下諏訪湖浜店 高木 髙木美建
高木 焼肉　南大門 御田町 おばんざいとお酒　飛やじ 大社通 セブンイレブン下諏訪大社通り店 西赤砂 Hsホシナ
高木 うなぎ松倉 御田町 下町ひまわり 高木 セブンイレブン下諏訪湖岸通り店 西赤砂 信日電機㈱
高木 HOLZしもすわ店 御田町 蕎麦屋みのり秋宮前 西赤砂 セブンイレブン下諏訪西大路店 西赤砂 ㈱山岡建設
高木 塩天丼 緑町 東寿司 東赤砂 セブンイレブン下諏訪赤砂店 西赤砂 ㈱小松総建
高木 麺屋　宮坂商店 緑町 うな富 矢木西 ファミリーマート下諏訪春宮大門店 西赤砂 ㈲信濃管設工業
高浜 ぐらたん屋　フラット 緑町 カフェ無伴奏 社東町 ローソン下諏訪社店 西赤砂 ㈲諏訪冷熱
高浜 和風レストラン能登 緑町 カフェとホイスコーレteltis 西赤砂 セントラル建商㈱
高浜 あかり 南四王 食事なとり 上馬場 Bappa4.5 西四王 小林住設
立町 二十四節氣　神楽 南四王 炭火串やき　煙心（エンジン） 上久保 おみやげ処　専女八幡 西鷹野町 ㈱若松
立町 山猫亭本店 矢木西 うなぎ林屋 大社通 門前ひろば　食祭館 西豊 小田切表具店
立町 中国茶館　和茶-わちゃ- 矢木東 一茶 高木 ㈱サンケイ商事 西豊 ㈱チヨダ
中央通 エリックスキッチン 湯田仲町 とんかつ丸一 高浜 介護センター花岡 萩倉 ㈲小河原建設
西赤砂 プライム太一 中央通 水引工房やまだ 東町 ㈱津村商事
西赤砂 クーペリー 木の下 新鶴本店 西鷹野町 ザ・ダイソー下諏訪店 東町上 ㈲義三
西赤砂 串揚げ居酒屋　笑間 立町 ㈲大社煎餅下諏訪店 西鷹野町 プロフィ―スタイル 東町上 ㈱井上興業
西四王 居酒屋つくし 中央通 フレール洋菓子店 広瀬町 さとう名産店 東山田 エム施工㈱
西四王 リストランテ　ボーノ 西赤砂 串だんご　花縒り 東赤砂 ポーラザビューティー　諏訪湖店 東山田 ㈲船坂建設
西四王 カルビ大将下諏訪店 西赤砂 ヌーベル梅林堂下諏訪店 東赤砂 松本電子部品諏訪 東山田 ㈲グラン工業
西四王 MARUSAN cafe 西鷹野町 美土里屋 東弥生町 フォトスタジオ　フォトジラフ 南四王 亀井工業
西鷹野町 ハルピンラーメン下諏訪町役場前店 東赤砂 シャトレーゼ下諏訪店 星が丘 ㈱ハヤック総合サービス 南四王 ㈱イデアルガーデン
西浜 湖畔飯店 御田町 ミズキ菓子店 御田町 すてっぷカサイ 矢木町 木川工業
西豊 割烹岩八鮨 南四王 富士アイス下諏訪店 南四王 大井仏壇店 矢木町 ㈲中村産業
西豊 そば処　とんねるや 矢木西 信州あべ川餅　福田屋本店 南四王 花岡家具センター 湯田町 ハウスリペア下諏訪営業所
東赤砂 八宝苑 矢木東 竹花菓子店 矢木東 ダイモン
東赤砂 CAFE食堂　１０９３ 社東町 やまおかカメラ 社東町 宮下ミシン電化部
東赤砂 デニーズ下諏訪店 湖畔町 ヤマダイ　北原魚店 社東町 テーマで文具 西鷹野町 フレンドヤザキ
東赤砂 カフェ　プッカ 湖畔町 まるかん諏訪店 湯田仲町 カクモ宮坂化粧品店 東山田 家電のビットコネクト
東赤砂 華はな亭 武居北 六花フード 星ヶ丘 フジサワ電器
東鷹野町 信州の地酒と焼鳥　あり井 中央通 古川青果店 湖浜 長野ダイハツ販売㈱下諏訪店
東鷹野町 ヤミヤ（アイズミトチャ） 西赤砂 工房エリア下諏訪 湖浜 長野トヨタ自動車㈱下諏訪店 矢木東 スワンクリーニング
東鷹野町 UMI COFFEE & LAUNDRY 西四王 白樺牛乳㈱ 湖畔町 ㈲西山整備工場 南四王 Let's Wash ワンストップランドリー
東山田 万治野　十間堂茶屋 西四王 マルミ精肉店 清水町 テクニカルショップＱ 西四王 クリーニングモモセ
東山田 山花 西四王 丸松水産㈱ 菅野町 中島輪店 南四王 クリーニング北澤南四王店
東豊 つけめん参城 東赤砂 キッチンマム 高木 ㈲上諏訪ホンダ
平沢町 O．K．Zombie 広瀬町 丸六本山川魚店 高木 チェスナット 矢木町 ㈱Mirai
平沢町 すなっく小里 富士見町 デリカショップやまだ 高浜 三浦ポンプ製作所
平沢町 スナック水月 御田町 ダイシメ惣菜店 中央通 たけいサイクル 高浜 自遊空間湖浜店
平沢町 花石 御田町 坂本茶店 西豊 タイヤガーデン　ピットイン下諏訪店
平沢町 PUB watts 御田町 パン工房　たるかわ 西高木 北野自動車 広瀬町 ㈱オノウエ印刷
平沢町 食事処　秋月 南四王 牛山食糧 西高木 青嶋自動車板金塗装
平沢町 マイペース 矢木西 林屋川魚店 西浜 ㈲双葉自動車商会 高浜 すわ湖　あすなろジム
平沢町 モン　カフェ・ド　パリ 萩倉 宏モーター 西赤砂 i8 GOLF＆FITNESS下諏訪店
平沢町 食堂暁３１６ 東鷹野町 サイクリストマツザワ 西四王 諏訪バッティングセンター

東弥生町 ㈲オートガレージ松澤 西浜 AFASスワ
町屋敷 ボディーショップマエダ
南四王 ＮＴＰトヨタ信州㈱下諏訪店 ＜裏面へ続きます＞

食品　等

菓子

自転車・自動車等

家電

クリーニング・コインランドリー

就労支援

ネットカフェ

印刷

スポーツ施設・ジム

利用期限 令和５年２月２８日（火）まで
利用期限後の商品券は無効となります。

飲食店 酒 住宅関連設備

その他販売等

スーパー

コンビニ

飲食店

下諏訪町プレミアム付商品券　取扱店舗一覧 令和４年１１月１０日現在
３４７店舗（順不同）



桜町 美容室Rutile 西四王 美肌脱毛＆美肌フェイシャル　サロンミュー下諏訪店 東赤砂 ㈲植松ハイヤー
新町下 ヘアーサロンモンパリ 東赤砂 Salon Ri-n 友之町 第一交通㈱
大門 髪処　化粧屋 東赤砂 プチルーム・ジャスミン 下諏訪駅前 アルピコタクシー
大門 すみれ美容室 東町中 Lymph　Therapy Salon　OASIS
高木 RISSHI 矢木東 からだの美容室　サロンＮａｃｈｉ 立町 桔梗屋旅館
高浜 Cafune 社東町 メナードフェイシャルサロン下諏訪社 立町 新松葉家　奴
高浜 美容室パッション 社 リラクゼーション　ふっとdeケア 立町 信州しもすわ温泉　ぎん月
立町 Ｈａｉｒ＆SPA COCOヰノウエ美容室 立町 梅月旅館
立町 カットルーム・ジュミー 赤砂 AOKI下諏訪店 塚田町 大増旅館
立町 ヘアーサロン桜井 菅野町 ㈲中央デパート 平沢町 マスヤゲストハウス
友之町 hair salon fa-pha(ﾌｧｰﾌｧ) 大社通 あべならや化粧品店 広瀬町 グリーンサンホテル
中汐町 斉藤理容所 大社通 髙木時計店 南四王 ㈲湖畔の湯
西赤砂 Ｈａｉr Design JERICO 西赤砂 洋服のアオイ 八島 八島山荘
西赤砂 美容室　デイジー 西赤砂 東京靴流通センター下諏訪店 横町 中川旅館
西赤砂 ミタケ美容室 西四王 メガネの２１下諏訪店 横町 聴泉閣かめや
西四王 Anbiコバヤシ 花咲町 こしみず呉服店
西四王 HAIR STUDIO Sereno 花咲町 黒澤靴店 塚田町 ㈲茅野観光下諏訪営業所
西四王 ヘアーハウスGT下諏訪店 星が丘 ときのつくり手　時計企画工房ＳＵＷＡ 西四王 ヒロモト観光バス㈱
西鷹野町 ヘアーサロンすずらん 東赤砂 メガネのナガタパワーストア諏訪店 西四王 ㈱来夢ツアー
西鷹野町 エリサ　ビューティーコレクション 広瀬町 きものと帯　ますりん 東赤砂 長野ツーリストサービス
西豊 HAIR SPACE Rien 広瀬町 ファッション滝沢 広瀬町 ジェイアールバス関東㈱諏訪支店
西豊 床屋Cut City 矢木東 下諏訪衣料連盟
西豊 リュー美容室 矢木東 丸七まつや洋品店 立町 しもすわ今昔館おいでや
西豊 FELIZ 社東町 ㈲寿産業 大社通 日本電産サンキョーオルゴール記念館　すわのね

東赤砂 ｂａｕ　HAIR 御田町 西川小間物店 大門 おんばしら館よいさ
東赤砂 ヘアーメイク　ラピス 御田町 桜井洋装店
東山田 アイ美容室 湖畔町 渡邊新聞店
東山田 平出床屋 南四王 Ｚａｔｏｗａ　椅子張り店　 社東町 信毎ふれあいネット下諏訪営業所
東山田 理容ふたば 東赤砂 工房青花
平沢町 KAZUヘアークリエイション 御田町 あんず木工房 湖浜 学研トヨタ下諏訪店教室
平沢町 N．hair 西四王 キャリアバンク㈱介護士養成校
平沢町 よしだ美容院 矢木東 カサイ花店 西四王 らくらくパソコン教室
広瀬町 あけぼの美容室 御田町 お花の手しごとショップ正午の園 西豊 ファーストステップス+未来塾下諏訪教室
御田町 飯島理髪店 東町下 日本書学館下諏訪支部
御田町 近藤理容室 西豊 井口エネルギー湖浜給油所 広瀬町 杉山塾下諏訪教室
南四王 Lotti hair 東赤砂 Dr．Drive湖浜SS 矢木町 蚕虹英語塾
南四王 美容室グラマー 東豊 井口エネルギー下諏訪給油所 社東町 学研とがわ教室
南四王 美容室せいこ 東豊 井口エネルギー石油配送課
矢木町 ヘアースタジオ桐 八木町 「煌☆屋」　キラヤ
矢木町 altico hair 西赤砂 i8 GOLF＆FITNESS下諏訪店
社東町 カットスタジオ 夢空間 西赤砂 諏訪クリスタル歯科医院

西四王 やわらぎ接骨院
大社通 永田薬局 西鷹野町 （医）市瀬医院
高浜 ツルハドラック下諏訪店 東赤砂 あさひ中央台歯科
中央通 土田薬局 東山田 アーサー整骨院
西赤砂 クスリのサンロード岡谷店 平沢町 水月接骨院
御田町 厚仁堂 富士見町 三輪歯科医院
矢木町 ひまわり薬局 南四王 ネオ　カイロオステ院
湯田仲町 盛栄堂小池薬局 八木町 諏訪共立病院
横町 くすりの小口 社東町 動物にも癒される整体サロン　癒し処志庵

湯田町 養生ノ部るうむ
西赤砂 ㈲プラッツ
東赤砂 エム・トゥーエディットプロダクションズ 新町上 行政書士藤森達也事務所

町屋敷 小池裕之社会保険労務士事務所
西豊 S.N.C service㈱

ダスキン岡谷

生花店・フラワーアレンジメント

新聞

灯油・ガソリン

学習塾・教室・講座

病院・接骨院・治療院・整体
カウンセリング・占い

ホテル・旅館・銭湯

衣類・宝飾　等

旅行・観光バス

工房

観光施設

下諏訪町プレミアム付商品券　取扱店舗一覧 令和４年１１月１０日現在
３４７店舗（順不同）

利用期限 令和５年２月２８日（火）まで
利用期限後の商品券は無効となります。

理容・美容 リンパマッサージ・エステ タクシー・運転代行

薬局

デザイン・映像制作

【注意事項】
●取扱い加盟店ポスターが提示してある登録店でのみ
ご利用できます。
●つり銭のお返しはいたしませんので額面以上でご利
用下さい。
●お買い物の際には、残った商品券の受取り忘れにご
注意下さい。
●切り離しても商品券は使えます。
●１回のお買い物で利用できる枚数に制限はありませ
ん。
●金券類、印紙、切手等換金性の高いもの及びたばこ
は購入できません。
●お店によっては利用できない商品もございます。利用
できない商品につきましては、各店舗で必ずご確認くだ
さい。
●盗難・紛失または滅失について、下諏訪町・商工会
議所はその責を負いません。
●取扱店の申込受付は継続しています。新しく申込が
あった場合、順次情報を更新しますので、最新の利用
店舗一覧は下諏訪町または商工会議所ホームページ
でご確認下さい。

清掃

士業

【お問合せ先】
下諏訪商工会議所
☎27-8533
下諏訪町　産業振興課　商工係
☎27-1111（内線273・274）

最新の利用店舗一覧は

こちらから

（下諏訪商工会議所ＨＰ）


