




業種 事業所（店舗）名 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種

ICICLE
長野市北石堂町1429-1　ショッピングプラザ
again2F 026-224-2280 婦人服小売業

アカオウ写真 長野市中御所1丁目1番地9号 026-226-1186 写真小売業

あづみ野菓子工房　彩香　MIDORI長野店 長野市南千歳1-22-6 026-219-6027 乾物、菓子、パン小売業

アベレコード 長野市権堂町2210 026-232-2919 CD、レコード、ビデオ、楽器小売業

アメリカンドラッグ　コスメⅡ店 長野市鶴賀331-2 026-229-6812 医療用品、化粧用品小売業

アメリカンドラッグ　コスメ店 長野市北石堂町1391-1 026-268-1381 医療用品、化粧用品小売業

イタリアンキッチンボスコ　ながの東急店 長野市南千歳1-1-1　ながの東急百貨店B1 026-229-6220 料理、調理、加工品小売業

いろは堂　善光寺仲見世店 長野市元善町486 026-217-6636 乾物、菓子、パン小売業

ウィッグの美容室　スマイルハート 長野市南千歳町860-6　懐石舎ビル1F 080-9521-5502 その他の小売業

植木商店 長野市問御所町1285 026-234-2645 陶磁器、ガラス器小売業

ウエディングラフィー 長野市鶴賀578-14 026-228-6633 写真小売業

永寿堂大門薬局 長野市大字長野大門町509 026-232-2140 医療用品、化粧用品小売業

駅弁　科の木 長野市栗田字源田窪992番6 026-228-5545 料理、調理、加工品小売業

anySiS長野MIDORI 長野市南千歳1-22-6 026-267-6788 婦人服小売業

HELIO　TROPE　長野店 長野市南千歳町880　鹿住ビル1F 026-227-3957 各種衣料品小売業

大石堂写真舘 長野市元善町481 026-232-4547 写真小売業

お香の店　古薫 長野市横町90 026-217-5355 手芸、工芸、民芸品小売業

表参道まちの駅 長野市東後町15 026-234-5255 野菜、果物小売業

オリカフエ 長野市南長野諏訪町1644-3 090-1669-0137 手芸、工芸、民芸品小売業

角大薬局 長野市南長野新田町1465　角大ビル1階 026-228-4091 医療用品、化粧用品小売業

菓心美和　本店 長野市大字鶴賀上千歳町1155-5 026-224-9899 乾物、菓子、パン小売業

金物センターやまいち 長野市中御所5-4-2 026-228-8515 金物、日用品、雑貨小売業

株式会社　高野 長野市新田町1533 026-232-2424 酒、飲料小売業

株式会社　青山 長野市北石堂町1027-1 026-226-5559 書籍、文房具小売業

株式会社　アトム通信工事 長野市大字南長野新田町1521番地 026-232-3570 電気、機械器具小売業

株式会社　希鈴堂　フタキ薬局 長野市上松4-5-11 026-241-3316 医療用品、化粧用品小売業

株式会社　小林薬局 長野市西後町1579 026-234-2491 医療用品、化粧用品小売業

株式会社　タカコウ 長野市岩石町272番地 026-234-5181 各種衣料品小売業

株式会社　中屋スポーツ 長野市南千歳一丁目3番地9 026-228-5602 スポーツ用品小売業

株式会社　丸本洋酒店 長野市鶴賀問御所町1289番地 026-234-2444 酒、飲料小売業

株式会社　翠
長野市南千歳1-3-17　長野駅前商店会ビル2
階 026-228-8633 陶磁器、ガラス器小売業

株式会社　山本写真機店 長野市大字南長野西後町1583番地 026-234-4131 写真小売業

株式会社　ライフシード　ミライ電機 長野市権堂町2313 050-5830-3956 その他の小売業

軽井沢メープルストック 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2F 026-217-6866 乾物、菓子、パン小売業

かんてんぱぱショップ　ぱてぃお大門店 長野市大字長野大門町57-1 026-238-1741 各種食料品・生活用品小売業

ギャラリー楼蘭 長野市権堂町2321-1 026-262-1023 手芸、工芸、民芸品小売業

Cublue(キュブルー) 長野市西後町まちなみ1583　リプロ表参道101 026-217-2835 金物、日用品、雑貨小売業

九九や旬粋 長野市元善町486　善光寺仲見世通り 026-235-5557 各種食料品・生活用品小売業

九九や旬粋　MIDORI長野店 長野市南千歳1-22-6　MIDORI長野2階 026-219-6038 各種食料品・生活用品小売業

久世福商店　MIDORI長野店 長野市南千歳1-22-6 026-217-9029 乾物、菓子、パン小売業

creamcream 長野市北石堂町1429-14アゲインビル2F 026-224-1358 婦人服小売業

夏至 長野市大門町54-2F 026-237-2367 陶磁器、ガラス器小売業

化粧品のおおた 長野市大字鶴賀問御所町1271番地3 026-232-2915 医療用品、化粧用品小売業

コイズミデリカテッセン　MIDORI店 長野市南千歳1-22-6 026-219-6142 料理、調理、加工品小売業

合資会社　雨宮仏具店 長野市大字長野元善町486 026-232-3575 家具、建具、畳小売業

コウジヤ薬局 長野市大字南長野南石堂町1421番地 026-226-3520 医療用品、化粧用品小売業

コスメⅡ薬局 長野市鶴賀331-2 026-229-5551 医療用品、化粧用品小売業

木の花屋　大門町店 長野市大門町515 026-252-7001 各種食料品・生活用品小売業
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サイクルインフィニティ 長野市居町1772-7安藤ビル1F 026-217-5471 二輪自動車、自転車小売業

SAKAKIYAミドリ店
長野市南千歳町1-22-6　ステーションビル
MIDORI1階 026-224-2276 医療用品、化粧用品小売業

さくらざか栄心堂　権堂店 長野市大字鶴賀権堂町2221 026-235-3516 乾物、菓子、パン小売業

さくらざか栄心堂　本店 長野市箱清水2丁目32番8号 026-233-4020 乾物、菓子、パン小売業

酒のスーパータカぎ　上松店 長野市上松４－３０－３０ 026-263-5959 酒、飲料小売業

沢屋　MIDORI長野店 長野市南千歳1-22-6　MIDORI長野2F 026-219-6140 各種食料品・生活用品小売業

Cloveli 長野市南千歳町860-7 026-219-3004 医療用品、化粧用品小売業

choualacreme/ragazzocultura 長野市南千歳1-7-12フロムワンビル1F 026-224-1359 各種衣料品小売業

ジェムコシザカ 長野市大字南長野南石堂町1262-10 026-228-4570 宝石、貴金属、時計、眼鏡小売業

ジオグラフィー 長野市七瀬南部368-1　南部ビル1F 026-224-9260 料理、調理、加工品小売業

科の木　新幹線口店 長野市大字栗田字源田窪992番6 026-228-5545 各種食料品・生活用品小売業

科の木　東口店 長野市大字栗田字北川原1038番地15 026-228-5545 各種食料品・生活用品小売業

シフォン&ケーキ　菓恋 長野市東町198 026-217-6778 乾物、菓子、パン小売業

Thingsly　MIDORI長野店 長野市南千歳1-22-6　MIDORI長野3F 026-224-1227 各種衣料品小売業

信州あづみの　ぱんのわ　トイーゴ店 長野市鶴賀問御所町1271-3(トイーゴウエスト) 026-231-6250 料理、調理、加工品小売業

信州くらうど 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野2F 026-219-6139 各種食料品・生活用品小売業

シンフォニア 長野市新田町1465　すずやビル1F 026-224-1533 各種衣料品小売業

Suit　ONE&ONLY 長野市南千歳町876-13 026-266-0010 紳士服小売業

寿づき園茶店 長野市南千歳2-5-4 026-226-3452 各種食料品・生活用品小売業

すや亀 長野市大字南長野西後町625 026-235-4022 料理、調理、加工品小売業

スリープインテリア館ミヤサカ　長野店
長野市鶴賀権堂町2201-23　イーストプラサ
SD1F 026-266-0939 呉服、服地、寝具小売業

生鮮市場　JC長野中央店 長野市中御所1-292-1 026-225-7850 各種食料品小売業

セラーキタムラ 長野市諏訪町504 026-234-5337 酒、飲料小売業

0262BAY 長野市北石堂町1182　ベイエビル 026-228-5757 各種衣料品小売業

SOPHIA 長野市権堂町2261-1 026-232-5722 中古品小売業

台東食品　権堂店 長野市大字鶴賀権堂町2222-16 026-234-7766 各種食料品・生活用品小売業

台東食品　Cone店 長野市鶴賀南千歳町826　Coneビル 026-217-4788 各種食料品・生活用品小売業

たかの写真館 長野市西町545 026-232-4092 写真小売業

匠の舘　花廼藏 長野市東町147 026-232-2442 手芸、工芸、民芸品小売業

武井工芸店 長野市大門町512-イ 026-232-4111 手芸、工芸、民芸品小売業

たけのや呉服店 長野市大字長野桜枝町916 026-232-3243 呉服、服地、寝具小売業

長喜園 長野市大字南長野西後町1580番地 026-232-2511 各種食料品・生活用品小売業

ツカダカバン 長野市北石堂町1450番地 026-226-2535 鞄、履物小売業

寺島薬品　有限会社 長野市箱清水2-15-22 026-233-1762 医療用品、化粧用品小売業

Delica鐵扇　信州犀北館ホテル店 長野市県町528-1 026-219-1100 料理、調理、加工品小売業

Delica鐵扇　MIDORI長野店 長野市南千歳1-22-6　MIDORI長野1F 026-228-8520 料理、調理、加工品小売業

東京スター 長野市大字鶴賀緑町1676 026-232-7310 スポーツ用品小売業

TOMATO食品館 長野市新田町1485-1 026-267-5511 各種食料品小売業

トヨキ薬局 長野市鶴賀権堂町2373 026-232-4086 医療用品、化粧用品小売業

トヨダ屋履物店 長野市大字鶴賀西鶴賀町1477 026-232-0657 鞄、履物小売業

トヨハラ自転車商会 長野市南千歳2-15-3　トミノビル303 026-262-1223 二輪自動車、自転車小売業

長野西澤書店 長野市大門町66-1 026-233-3185 書籍、文房具小売業

NATURAL　ANCHORS 長野市鶴賀1607-12　シンリョービル1F 026-217-8512 各種衣料品小売業

虹石(なないし) 長野市東後町23-1 026-266-0787 その他の小売業

Nubow　×　L’arbre 長野市南千歳1-22-6　MIDORI長野1F 026-219-1187 農業、園芸用品小売業

猫や 長野市大門町523-1 026-225-9622 金物、日用品、雑貨小売業

ノセメガネ　長野本店 長野市北石堂町1381-8 026-213-8025 宝石、貴金属、時計、眼鏡小売業

能登重鰹節店 長野市東後町21-102 026-232-2828 乾物、菓子、パン小売業

パティスリー　ヴァンセット
長野市大字鶴賀南千歳町876-16　平和ぽえむ
街E-1F 026-477-2749 乾物、菓子、パン小売業
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パティスリー　カズーリー 長野市大字長野岩石町342 026-237-3535 乾物、菓子、パン小売業

ハマースミス　オディオン 長野市南千歳1丁目6番地2　ワシザワビル1F 026-268-1651 婦人服小売業

ヒーリングスペース　石家 長野市大字鶴賀緑町1108番地11 026-219-5414 手芸、工芸、民芸品小売業

ヒオキ楽器本店　シャコンヌ 長野市岡田町166-1 026-291-6438 CD、レコード、ビデオ、楽器小売業

ピクニック 長野市上松2丁目23番4号 026-462-1929 乾物、菓子、パン小売業

Bitte 長野市北石堂町1456 026-217-1899 乾物、菓子、パン小売業

VIVITEA 長野市鶴賀南千歳町826　Coneビル 026-217-2622 各種食料品・生活用品小売業

平林酒店 長野市上松3丁目24-21 026-241-1787 酒、飲料小売業

53FiFth 長野市東後町26-1-102号 026-237-5300 各種衣料品小売業

BOOMERANG 長野市南千歳860-1　みすずビル1F 026-223-2160 各種衣料品小売業

フェスタ 長野市上千歳町1337 026-232-1187 農業、園芸用品小売業

藤田九衛門商店 長野市東之門町400-2 026-219-2293 乾物、菓子、パン小売業

二葉堂　信州りんご菓子工房　BENI-BENI 長野市元善町484 026-219-2881 乾物、菓子、パン小売業

二葉堂　MIDORI長野店 長野市南千歳1-22-6　MIDORI長野2階 026-219-6147 乾物、菓子、パン小売業

Ph.D.stock　”hue” 長野市緑町1607-12 080-4504-1616 その他の小売業

フラワーショップ　パピエ
長野市南千歳1-1-1　(株)ながの東急百貨店地
下1階 026-224-7487 農業、園芸用品小売業

blumeLAgluck
長野市南千歳1-22-6ステーションビル
MIDORI3F 026-224-0579 婦人服小売業

フローリスト　いちょうえん 長野市大字長野伊勢町278 026-234-2626 農業、園芸用品小売業

フローリストワタナベ 長野市緑町1596-10 026-232-6340 農業、園芸用品小売業

Flor by Rew de Rew 長野市南千歳1丁目22-6　MIDORI長野3F 026-228-1610 婦人服小売業

ベアニー店
長野市南千歳1-22-6(株)ステーションビル
MIDORI2F 026-268-0665 通信販売、ギフト用品小売業

平安堂長野店 長野市南千歳1-1-1 026-224-4545 書籍、文房具小売業

平五郎　MIDORI長野店
長野市南千歳1-22-6「MIDORI長野」2階信州お
みやげ参道「ORAHO」 026-219-1648 乾物、菓子、パン小売業

紅久　本店 長野市権堂町2227 026-232-3380 婦人服小売業

ボン紅久 長野市権堂町2227 026-232-7517 婦人服小売業

松木鉄工所 長野市上松5丁目2番3号 026-241-1607 農業、園芸用品小売業

マツザワ薬局 長野市大字鶴賀問御所町1238-1 026-226-3787 医療用品、化粧用品小売業

ミーナ 長野市権堂町2229 026-232-2820 各種衣料品小売業

三河屋　洋傘専門店 長野市西之門町500番地 026-232-2512 金物、日用品、雑貨小売業

みすゞ飴本舗　飯島商店　MIDORI長野店 長野市南千歳一丁目22-6　MIDORI長野2F 026-262-1416 乾物、菓子、パン小売業

美鈴楽器　31店 長野市北石堂町1403番地1 026-226-7631 CD、レコード、ビデオ、楽器小売業

美鈴楽器　ライフ店 長野市北石堂町1403番地1 026-226-7633 CD、レコード、ビデオ、楽器小売業

みよし屋名産店 長野市元善町486 026-232-6467 その他の小売業

眼鏡・補聴器の金賞堂 長野市南千歳町849番地 026-219-3596 宝石、貴金属、時計、眼鏡小売業

メンズファッション　明治屋 長野市権堂町2285 026-234-5200 紳士服小売業

モトヤ洋品店 長野市大字鶴賀問御所町1288-3 026-232-2606 婦人服小売業

門前薬院　永寿屋本店 長野市大門町538 026-232-2208 医療用品、化粧用品小売業

有限会社　青木ラジオ店 長野市大字長野東町142 026-232-4623 電気、機械器具小売業

有限会社　青沼酒店 長野市大字南長野南県町653番地 026-234-2086 酒、飲料小売業

有限会社　赤塚酒店 長野市大字長野東之門町365番地 026-232-5239 酒、飲料小売業

有限会社　ヴィークル小林 長野市柳町14番地3 026-234-1300 二輪自動車、自転車小売業

有限会社　大日向商店 長野市大字長野伊勢町339 026-232-3605 野菜、果物小売業

有限会社　清滝商店 長野市大字長野横沢町776番地 026-232-4806 食肉、鮮魚小売業

有限会社　三愛商会 長野市上松4-5-12 026-241-2802 電気、機械器具小売業

有限会社　さんやそう 長野市上松3-3-6 026-233-3578 料理、調理、加工品小売業

有限会社　関口精肉店 長野市緑町1399 026-234-4129 食肉、鮮魚小売業

有限会社　東京堂科学模型教材社 長野市大字南長野西後町624 026-232-5035 がん具、娯楽用品小売業

有限会社　富屋酒店　モンマートとみや 長野市横沢町759 026-232-2846 酒、飲料小売業

有限会社　内藤陶器店 長野市南千歳1-7-4 026-227-7110 その他の小売業

小
売
業

3



業種 事業所（店舗）名 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種

有限会社　花岡商店 長野市早苗町65番地 026-234-5523 酒、飲料小売業

有限会社　北信電器商会 長野市東鶴賀1906 026-233-0241 電気、機械器具小売業

有限会社　モンドール 長野市大字鶴賀字河原358-3 026-228-3066 乾物、菓子、パン小売業

有限会社　ミタケ 長野市西後町1639-1 026-232-3264 宝石、貴金属、時計、眼鏡小売業

横田屋商店 長野市新田町1539 026-232-3624 がん具、娯楽用品小売業

横文 長野市西後町1626 026-232-2522 陶磁器、ガラス器小売業

よろづや 長野市権堂町2261 026-232-5022 中古品小売業

light　house 長野市緑町1607-12　2F 080-4504-1616 金物、日用品、雑貨小売業

利久堂　中央通り店 長野市問御所1250-3 026-267-5128 乾物、菓子、パン小売業

ルミアン　長野店 長野市鶴賀田町2169-14 026-238-3122 その他の小売業

Lola　cher-cher店 長野市南千歳1-1-1ながの東急cher-cher　1F 026-223-7398 各種衣料品小売業

ロジェ　善光寺門前店 長野市上西之門町604-1 026-217-7929 各種食料品・生活用品小売業

渡辺商店 長野市横町86-2 026-232-4457 医療用品、化粧用品小売業

あじ源 長野市北石堂町1366　千石センタービル1F 026-228-8929 一般食堂

味人　あら季 長野市南千歳町860　ホワイトビル2F 026-227-7390 酒場、ビアホール

味人　季の蔵 長野市上千歳町1192　丸山ビル2F 026-217-2690 酒場、ビアホール

あずま家　天善 長野市上千歳町1334-7-1 026-234-5566 日本料理店、料亭

あつ美　権堂店 長野市鶴賀上千歳町1337-13 026-217-7636 一般食堂

あぼんど 長野市南石堂町1418番地　ダイトービル3階 026-217-5554 一般食堂

Ariana（アリアナ） 長野市北石堂町1373-6　長野アーバンビル 026-217-7170 スナック、バー、キャバレー

アル・デンテ 長野市北石堂町1366千石センタービル1F 026-228-8167 レストラン

あん肝亭 長野市南長野新田町1112 026-237-0141 一般食堂

イグレック 長野市北石堂町1205 026-228-2232 酒場、ビアホール

居心地屋　大海 長野市権堂町2369　光円ビル2F 026-235-5228 酒場、ビアホール

居酒屋　あきねい 長野市大字南長野北石堂町1190-11 026-223-1133 酒場、ビアホール

居酒屋　おにやんま 長野市北石堂町1413　コイデビル2F 026-267-7810 一般食堂

居酒屋　酒道楽 長野市権堂町1449 026-232-5744 一般食堂

居酒屋　4410 長野市南県町688-2 026-237-4410 酒場、ビアホール

居酒屋　ゼロサン 長野市鶴賀西鶴賀町1496-6 026-235-4801 スナック、バー、キャバレー

居酒屋　田田 長野市上千歳町1353-15 026-238-8711 酒場、ビアホール

居酒屋　ひだりうま 長野市鶴賀権堂町2210-18 026-232-1175 一般食堂

居酒屋　舞む 長野市西鶴賀町1487　大八会館1F 026-237-0069 酒場、ビアホール

漁火食堂　浜の波平 長野市南石堂町1418-11 026-217-7761 酒場、ビアホール

居食酒処　祇園 長野市権堂町1449 026-234-7100 酒場、ビアホール

イタリア酒場　わいん
長野市南石堂町1426　リファーレ南石堂町ビル
102 026-466-6411 一般食堂

イタリア料理ボスコ　長野駅前店 長野市末広町1358　未広町ビル2F 026-264-6270 レストラン

イタリアン　ドーノドーノ 長野市県町576 026-234-1546 レストラン

一膳めしや 長野市南石堂町1282-19 026-223-6350 一般食堂

いっとく 長野市南千歳一丁目20-4　宇敷ビル1F 026-226-3822 酒場、ビアホール

一徳食堂 長野市権堂町2390 026-232-4050 一般食堂

イツワフード製麺所 長野市南千歳2-14-7 026-223-5577 そば店、うどん店

いぶし銀 長野市南千歳1-3-7　アイビースクエア2F 026-213-6200 酒場、ビアホール

いろは鮨 長野市西鶴賀町1473-3 026-233-1728 寿司店

いろは雷電 長野市権堂町2284-8 026-235-1530 寿司店

岩田のそば屋 長野市南千歳1-17-2　マヤビル2階 090-4740-6342 そば店、うどん店

印可 長野市北石堂町1381番2　二線路通り 026-226-0915 寿司店

Vineria　NAGANO　FdT 長野市南千歳町860-4　懐石舎ビル2階M号 026-219-6125 レストラン

Brillante　Dragon 長野市権堂町2258-4　篠原ビル2F 026-266-0342 一般食堂

ウインズ長野店 長野市南千歳1-28-3　NCビルB1 026-224-1681 一般食堂

小
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上乃家 長野市大字鶴賀権堂町2373番地　宮原ビル2F 026-237-4448 酒場、ビアホール

うおてつ 長野市北石堂町1390 026-217-9188 日本料理店、料亭

魚理喜 長野市北石堂町1443　カルカヤ堂前 026-226-2777 一般食堂

うなぎとかにの専門店　花ぶき(かぶき) 長野市箱清水1-10-24 026-234-7337 日本料理店、料亭

うなぎの宿　住吉 長野市箱清水2-19-31 026-232-6304 日本料理店、料亭

うまいもん酒場ひのえさる 長野市南石堂町1266-1五明ビル1F 026-217-1376 酒場、ビアホール

うまからんど 長野市大字鶴賀権堂町2269-12　うまからんど 080-4149-8604 一般食堂

占い&パブ　六本木 長野市西鶴賀1477 090-9649-4512 スナック、バー、キャバレー

N4.5 長野市南千歳1-7-7 026-217-7745 一般食堂

縁起居酒屋　鶴亀 長野市南千歳1-7-9 026-228-9003 一般食堂

宴席　油や
長野市大字南長野末広町1355番地5　ウェスト
プラザ長野9階 026-226-6761 一般食堂

大久保西の茶屋　長野駅前店 長野市南千歳1-19-8 026-228-7377 そば店、うどん店

小木曽製粉所　長野駅前店 長野市南千歳1-28-3　長野東急REIホテル1F 026-217-3436 そば店、うどん店

お好み焼　かっつん 長野市新田町1464-3　しまんりょビル1F 026-228-0572 ファーストフード店

お好み焼き　熱風 長野市北石堂町1427こおきビルB1F 026-228-2823 一般食堂

osteria　GOROSO　BC 長野市南石堂町1266-15　五明ビル別館2F 026-227-5907 レストラン

おっとりや 長野市南千歳2-7-12　ウィンベル大通り館1階 026-217-6225 酒場、ビアホール

おとめ寿司　支店 長野市柳町86 026-232-2217 寿司店

おもてなしイタリアン　和伊ん 長野市南石堂町1421　三福ビル2F 026-225-6786 一般食堂

お夕飯 長野市南石堂町1255-2　ハウス小林南 026-405-2471 一般食堂

ORATI 長野市南千歳1丁目8-6　1F 026-217-5501 一般食堂

お料理　ひ魯ひ魯 長野市北石堂町1175-9　リーベ石堂201 026-217-1757 酒場、ビアホール

俺ん家 長野市大字鶴賀権堂町2212-16 070-2238-6931 一般食堂

懐石萬佳亭 長野市東之門町2502 026-232-2326 日本料理店、料亭

かかし 長野市北石堂町1366　千石センタービル1F 026-228-8880 一般食堂

KAKU.UCHI 長野市末広町1356　Nacs末広1F 026-217-2268 酒場、ビアホール

かくれ家　佐助 長野市上千歳町1334-8　ごんどう江戸村 026-237-2157 酒場、ビアホール

かつ蔵 長野市柳町2028-1 026-217-5450 一般食堂

割烹　かしく 長野市権堂町2225 026-232-2976 日本料理店、料亭

割烹　柏楼 長野市権堂町2388 026-234-1458 日本料理店、料亭

割烹　すゞしろ 長野市上千歳町1177 026-224-1131 日本料理店、料亭

割烹きたざわ 長野市問御所町1200トイーゴ2F 026-217-4644 日本料理店、料亭

カドアタ 長野市上千歳町1352小玉屋ビル1F 026-237-1313 中華料理、東洋料理店

かどで 長野市新田町1474　美松ビル1F 026-217-1865 酒場、ビアホール

薫音 長野市権堂町2210-8レッドコアビル1階105号室 026-219-6799 スナック、バー、キャバレー

がばい寅次郎 長野市上千歳町1352-3スタープラザ1F 026-237-1026 酒場、ビアホール

cafe　Salad　taberu 長野市南石堂町1266 026-213-7240 一般食堂

cafe　SHINKA 長野市北石堂町1398-1 026-225-5530 一般食堂

カフェ　トケトケ 長野市横沢町723 026-232-2955 一般食堂

Cafe　パンダ 長野市東後町7-1　カリフォルニアビル1F 080-6930-7466 喫茶店

カフェ　プセット 長野市南千歳町982 050-3649-7373 喫茶店

CaffeTerra(カフェ・テッラ) 長野市元善町484番地 026-217-5541 一般食堂

カフェ・ドレッタ
長野市元善町486　善光寺仲見世通り　九九や
旬粋2階 026-217-1427 喫茶店

カフェ&バー　rei
長野市鶴賀南千歳町880-1　しらかばビル3F
10号 026-226-6338 スナック、バー、キャバレー

カフェ+まち案内　えんがわ 長野市大門町54　ぱてぃお大門内 026-232-4178 喫茶店

カフェラウンジ　ベイベリー 長野市県町576 026-234-1111 喫茶店

カフェレストラン　アイリス
長野市南石堂町1346　ホテルメトロポリタン長
野1F 026-291-7061 レストラン

亀の海　別館 長野市新田町1116 026-233-4055 一般食堂

からあげセンターMIDORI長野店 長野市南千歳1-22-6MIDORI長野店1階 026-219-6129 一般食堂

飲
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colorful 長野市南千歳町1-16-14 026-219-2144 レストラン

川奈 長野市南石堂町1423-47 026-224-2430 一般食堂

頑爺
長野市鶴賀西鶴賀町1567-8　レインボービル
1F 026-234-3090 一般食堂

かんてんぱぱcafé　TOiGO店 長野市大字鶴賀問御所町1200TOiGOSBC1F 026-234-1741 喫茶店

kiara　キアラ 長野市権堂町1440-15-505 026-232-4200 スナック、バー、キャバレー

北国のジンホル屋　ふる川　権堂店 長野市権堂町2276 026-233-7357 中華料理、東洋料理店

北国のジンホル屋　ふる川　総本店 長野市南千歳1-17-2　マヤビルB1F 026-223-8312 中華料理、東洋料理店

北の家族　長野駅前店 長野市南千歳1丁目3-5B1F 026-229-8600 一般食堂

北のやすらぎ　おたる 長野市南千歳1丁目28番地3-1階 026-269-9090 一般食堂

絹一 長野市南千歳1-3-3　アレックスビルB１F 026-228-4045 酒場、ビアホール

餃子の恩返し　くのいち。 長野市鶴賀田町2243 026-232-3535 一般食堂

きらく処スナックあい 長野市権堂町2210-17 090-1543-4571 スナック、バー、キャバレー

きらび本店 長野市上松1-16-45 026-235-3456 レストラン

霧下そば処　さがや 長野市南長野南県町637-6 026-234-7207 そば店、うどん店

吟屋食堂 長野市南千歳1-17-7長電パーキング 026-266-7262 一般食堂

COEUR　The　Bar 長野市南千歳町880-1　しらかばビル 026-227-1940 スナック、バー、キャバレー

串揚げ　只今 長野市南千歳町865 026-223-2312 一般食堂

串カツ　揚音 長野市大字鶴賀権堂町2375 026-234-1888 酒場、ビアホール

Cupid.R 長野市南石堂町1266 026-217-7477 酒場、ビアホール

cloud　nine 長野市北石堂町1381番地　パティオ二線路 026-217-7779 スナック、バー、キャバレー

クラブ海月 長野市鶴賀問御所1326ナポレオンビル1F スナック、バー、キャバレー

Club英 長野市権堂町2253-13　アーケードB1F 026-237-5110 スナック、バー、キャバレー

蔵人（くらんど） 長野市上千歳町1427-12 026-235-3606 レストラン

kuland② 長野市上千歳町1155-2　ハヤシビル1F 026-219-3681 レストラン

Clear　クリアー 長野市権堂町1440-15　プラザウイング203 026-233-4278 スナック、バー、キャバレー

グリル　ザ　ブッチャー　NAGANO 長野市南千歳1-22-6　MIDORI長野3F 026-219-6086 酒場、ビアホール

グリル洋定食とみんなのワイン食堂　Seiji 長野市県町528-1 026-235-3333 レストラン

暮六つ 長野市鶴賀1488 026-234-1151 酒場、ビアホール

燻製SAKABA　峰家 長野市北石堂町1390-2F 026-228-7433 酒場、ビアホール

景家 長野市北石堂町1366-1千石センタービル1F 026-266-8412 酒場、ビアホール

景家　屋台 長野市北石堂町1366-1千石センタービル1F 酒場、ビアホール

桂林 長野市権堂町2320 026-235-6743 一般食堂

欅屋びくら 長野市末広町1355-5　ウエストプラザ長野10F 026-264-7717 酒場、ビアホール

県民が好きなものを県民会館 長野市末広町1358-6　2階 026-219-6829 一般食堂

恋の館 長野市南千歳1-17-2　マヤビル3F 026-228-8575 スナック、バー、キャバレー

COZY　HOUSE 長野市北石堂町1366-1-2F 026-219-3638 酒場、ビアホール

珈琲館　珈香 長野市西鶴賀1549-8 090-8009-1480 喫茶店

珈琲館モカ 長野市南千才2-13-2 026-228-6486 喫茶店

ごはんとワイン　洋食チトセヤ 長野市鶴賀南千歳町860-24　ビトロアレイ2　1F 026-217-7988 レストラン

ごはんや　麻味 長野市権堂町1449-18 080-6935-3409 一般食堂

こまつや 長野市西之門町500-8 026-235-4040 レストラン

korekara 長野市鶴賀問御所町1201 026-233-6331 酒場、ビアホール

権九郎 長野市問御所町1325 026-235-6701 酒場、ビアホール

権堂大衆酒場　吟屋 長野市鶴賀上千歳町1337-7 026-237-0051 一般食堂

THE　ZERO 長野市大字鶴賀権堂町2257-1 026-236-0070 スナック、バー、キャバレー

ザ　ボースンズ　チェアー 長野市南千歳1353ビッグアップルビル2F 026-235-0610 スナック、バー、キャバレー

THE FUJIYA GOHONJIN(藤屋御本陳) 長野市大門町80 026-232-1241 レストラン

SAKABAゆでたん屋ごっくん。 長野市鶴賀権堂町2229-7　07ビル1F 026-238-2323 一般食堂

札幌ラーメン　どさん子 長野市南千歳1丁目20-1 026-228-6921 中華料理、東洋料理店
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サテンドール 長野市早苗町39 026-234-3473 スナック、バー、キャバレー

さなえ
長野市大字上千歳町1324-6第一レジャーアイ
ランド3-D 026-237-6040 スナック、バー、キャバレー

ＳＡＢＡＹ　ＳＡＢＡＹ 長野市鶴賀権堂町1449-18-2Ｆ 080-5109-4464 一般食堂

SupLi 長野市大字鶴賀南千歳町867 酒場、ビアホール

サムシングブルー 長野市南千歳町880-1　しらかばビル2F 026-224-5199 スナック、バー、キャバレー

サンダルウッド 長野市南千歳町876-13 026-224-6680 レストラン

JIGGER　CLUB 長野市北石堂町1414-1　孝義ビル3階 026-226-2160 酒場、ビアホール

四季食彩　鶴翔 長野市南千歳1-8-2　マスコチトセビル1F 026-227-1008 一般食堂

四季食彩　YAMABUKI 長野市大門町55-1　ぱていお大門内 026-233-2181 日本料理店、料亭

SIGNAL
長野市南千歳町1丁目20-1　アンジェラックスビ
ルB1 026-219-4976 酒場、ビアホール

静岡おでん　文や 長野市南石堂町1420-3 026-223-6711 その他の飲食店

靜屋 長野市南千歳1-16-1　鍛河ビル4F 026-217-7989 酒場、ビアホール

しまんりょ 長野市新田町1464-3　しまんリょビル2F 026-217-8378 スナック、バー、キャバレー

しまんりょ　Pod 長野市大字鶴賀南千歳876-16　ポエムA棟F号 026-264-7757 酒場、ビアホール

SHaMaL　KitCHeN 長野市上千歳町1371-2 026-268-1227 一般食堂

Django(ジャンゴ) 長野市南千歳1丁目7-1　第2荒井ビル地下 080-1984-7745 酒場、ビアホール

シャンパンバー　漆舎 長野県長野市県町528-1 026-235-3333 日本料理店、料亭

聚賢楼 長野市鶴賀緑町1453-8 026-219-2349 中華料理、東洋料理店

酒彩　まんち 長野市南千歳1-20-1 026-228-7080 酒場、ビアホール

酒菜処　杏佳 長野市大字南長野南石堂町1238-8 090-8312-3643 酒場、ビアホール

酒菜やまざき 長野市権堂町1449-24 026-237-3313 日本料理店、料亭

酒破離　てんぴ 長野市上千歳町1352小玉屋ビル1F 026-235-5121 一般食堂

SPUR　KITCHEN 長野市南長野北石堂町1184-2 026-219-3228 レストラン

酒楽　ひろ喜 長野市西鶴賀町1471-10 026-235-6716 日本料理店、料亭

旬宴酒場　海せん山せん　権堂店 長野市権堂町2269 026-217-0628 酒場、ビアホール

場内酒場　しゃば蔵 長野市北石堂町1187 026-262-1005 酒場、ビアホール

食彩酒房　五臓六腑 長野市南千歳1-3-10　Sanチトセビル1F 026-229-5010 酒場、ビアホール

食菜呑処こぶた 長野市権堂町2283-3 026-231-5355 スナック、バー、キャバレー

食彩や魚太郎 長野市南長野北石堂町1379-4こうきビル2F 026-224-5500 酒場、ビアホール

食事処味のぺん 長野市権堂町2373 026-237-7235 一般食堂

食事処　飛騨 長野市北石堂町1370 026-224-0021 一般食堂

食堂　しなの木
長野市大字南長野北石堂町1177番地　JAビル
13F 026-236-3533 一般食堂

食楽笑酒　きのこのこ 長野市西鶴賀町1473-4　クレインビル1F 090-4463-1239 酒場、ビアホール

新小路カフェ 長野市東町142番地2 026-217-0170 喫茶店

信州居酒屋　酔来処 長野市末広町1368　ワコープラザビル2F 026-264-6984 酒場、ビアホール

信州炭火焼　のの
長野市鶴賀権堂町2199-18　権堂ステーション
ビル1F 026-237-5212 酒場、ビアホール

信州炭火炉端　すえひろ 長野市末広町1358 026-223-9494 酒場、ビアホール

信州そば　真田丸
長野市中御所岡田178-2　バスターミナル会館
1F 026-226-7888 そば店、うどん店

信州戸隠そば味処　ぼっち
長野市南石堂町1326　長野プラザホテル地下1
階 026-223-5630 そば店、うどん店

信州ミートセンター 長野市権堂町2373-1 026-466-6419 中華料理、東洋料理店

信州焼肉　悠雅亭 長野市権堂町1440-15 026-233-0763 酒場、ビアホール

神州wasabi 長野市末広町1359　OK村ビル7F 026-217-0398 酒場、ビアホール

真・熟成肉魚　とや 長野市北石堂町1380　ハイム山二2階東 026-466-6550 日本料理店、料亭

信旬酒肴　幸先 長野市南長野1175 026-217-1890 酒場、ビアホール

新鮮魚介酒場　たぬき 長野市北石堂町1411　長宮ビル2階 026-229-7485 酒場、ビアホール

ジンホア長野店 長野市南千歳2-5-3 026-217-3122 中華料理、東洋料理店

switch 長野市南千歳1-10-5　第一荒井ビル2階 026-217-7438 一般食堂

鮨　湯もと
長野市大字南長野西後町1558-1ダイビシマン
ション1F 026-225-9487 寿司店

鮨・鉄板焼　はる真 長野市鶴賀緑町3036-2-2 026-262-1153 日本料理店、料亭
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寿司居酒屋　金澤あえの風 長野市権堂町1440-15 026-237-3456 酒場、ビアホール

鮨仁　千歳町
長野市南千歳町975-1　長野リンデンプラザホ
テル1F 026-228-2255 寿司店

寿司ダイニング　蓮 長野市鶴賀七瀬454 026-217-2799 寿司店

すし崇 長野市県町477-15 026-235-5565 寿司店

寿し龍 長野市権堂町2212 026-233-0277 寿司店

鮨レストラン大政 長野市南県町1138 026-228-2988 寿司店

スナック　一番街 長野市南千歳1-16-1 026-227-3388 スナック、バー、キャバレー

スナック　兆 長野市鶴賀緑町2212-21日之出ビル2F 026-233-5063 スナック、バー、キャバレー

スナック　シルビヤ 長野市鶴賀西鶴賀町1473 026-235-3062 スナック、バー、キャバレー

スナック　馨 長野市上千歳町1352-2　プラザフェニックス6階 026-234-5810 スナック、バー、キャバレー

スナック　スマイル 長野市鶴賀権堂町波止場会館2F 080-6994-6316 スナック、バー、キャバレー

スナック仲与志 長野市南千歳町860　懐石舎ビル2F 026-228-8916 スナック、バー、キャバレー

スナック　Honey　Bee 長野市上千歳町1323　長野会館1F 026-232-0633 スナック、バー、キャバレー

スナック良 長野市上千歳町1350　ロイヤルハイツ1F 026-234-2250 スナック、バー、キャバレー

スナックきんぎよ 長野市大字鶴賀権堂町1440-17　SSK会館2階 080-6931-0907 スナック、バー、キャバレー

スナック　Rei 長野市鶴賀西鶴賀町1456　富鶴会館 090-9357-3219 スナック、バー、キャバレー

スペイン食堂　ガストロバル　CERO 長野市北石堂町1437-1 026-228-7580 レストラン

炭火焼　串太郎 長野市北石堂町1196 026-223-9377 一般食堂

炭火焼き　ちどり 長野市問御所町1252-1 026-217-6253 一般食堂

Zカップ 長野市権堂町2257-35　キャピタルⅡビル2F 026-235-4411 スナック、バー、キャバレー

善花楼
長野市南石堂町1323-5　第五滝沢無線駅前ビ
ル1F 026-219-3904 酒場、ビアホール

SENJYU 長野市上千歳町1350　ロイヤルハイツ2F 026-235-5925 酒場、ビアホール

千成寿司 長野市南石堂町1423 026-227-4333 寿司店

千成寿司分店 長野市南千歳1丁目28番3号 026-227-2133 寿司店

船場 長野市西鶴賀2212-1 026-235-3903 一般食堂

創作伊酒屋　篤の家 長野市南千歳1-7-1　第2荒井ビルB1 026-223-2525 酒場、ビアホール

蕎麦ダイニング音菜 長野市南石町1422-1 026-217-2888 一般食堂

そば亭　油や
長野市大字南長野末広町1355番地5　ウェスト
プラザ長野1階 026-224-2288 そば店、うどん店

そば処やぶ　西後町店 長野市西後町624 026-234-1401 そば店、うどん店

そば八 長野市南石堂町1259-16　千曲ビルB1F 026-227-7878 そば店、うどん店

そる亭 長野市鶴賀問御所町1325　中島ビル2F 080-1455-7498 酒場、ビアホール

ターコイズ
長野市南千歳町1324-6　レジャーアイランド1F-
2 026-233-0228 スナック、バー、キャバレー

DINER&BAR　BASE 長野市南千歳1-6-1 026-223-2203 一般食堂

ダイナマイト関西 長野市大字鶴賀権堂町2296-1 080-7818-5032 酒場、ビアホール

ダイニング　晴　～はれる～ 長野市北石堂町1175-9　リーベ石堂ビルB1F 026-219-3217 酒場、ビアホール

dining　フタリヤ 長野市南千歳1-10-5　第一荒井ビル2F 026-223-5512 レストラン

だいにんぐ　ル・パルク 長野市大字鶴賀南千歳町857-1 026-227-1822 一般食堂

大福屋・成満堂 長野市大字長野岩石町222-1 026-235-5477 一般食堂

大連飯店 長野市中御所4-4-21 026-219-1785 中華料理、東洋料理店

台湾酒場　心 長野市上千歳町1352-2　プラザフェニックス1階 080-1159-1537 中華料理、東洋料理店

たこやき&ダイニングバー　あめいろ 長野市北石堂町1398-4　西光寺ビル1階 026-219-6039 一般食堂

TAPI　LAB.　長野店 長野市南千歳2-2-1 026-217-5191 一般食堂

千歳夜噺 長野市鶴賀南千歳町876-1 026-225-4874 酒場、ビアホール

ちゃんこ亭　えん楽　鶴賀店 長野市東鶴賀74 026-235-2400 一般食堂

中華　上海人家 長野市権堂町2366　青葉ビル1F 026-234-7878 中華料理、東洋料理店

中華そば専門店　豊龍 長野市北石堂町1369-4 026-262-1841 一般食堂

中国四川料理　きりん 長野市中御所1-15-18 026-225-1519 酒場、ビアホール

中国料理　花梨 長野市県町576 026-234-1201 中華料理、東洋料理店

中国料理　寒山拾得 長野市県町528-1 026-235-3333 中華料理、東洋料理店
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中国料理　つた弥 長野市南千歳2-15-2　コンパス1階 026-223-3666 中華料理、東洋料理店

築地市場食堂　長野駅前店 長野市末広町1358 026-229-8818 酒場、ビアホール

tsumugi　cafe 長野市鶴賀権堂町2309　中央通り権堂ビル1F 026-266-0665 酒場、ビアホール

ディープブルー 長野市上千歳町スタープラザビル002BF スナック、バー、キャバレー

ディベルテンテ 長野市横沢町717 026-466-6650 レストラン

手打ちそば屋　かんだた 長野市鶴賀権堂町2320 026-232-3718 そば店、うどん店

てびねり 長野市鶴賀権堂町2373 090-3228-8434 その他の飲食店

寺町酒場　焚㐂屋 長野市北石堂町1381 026-224-2025 酒場、ビアホール

天ぷらと寿司18坪 長野市南千歳町1丁目22-10MSTビル1階 026-217-9600 一般食堂

天山食堂 長野市緑町1116 026-227-4608 一般食堂

洞窟酒庫　タキ 長野市南石堂町1276千成ホワイトビル 026-227-2301 酒場、ビアホール

戸隠そば　大木屋 長野市権堂町1446 026-234-7853 酒場、ビアホール

戸隠そば　山故郷 長野市問御所町1200　SBC2F 026-234-8030 そば店、うどん店

ドキドキ 長野市鶴賀問御所町1326ナポレオンビル2F スナック、バー、キャバレー

Trattoria　Tsuyuzaki
長野市南長野南石堂町1423-63信濃路ビル西
1F 026-262-1577 レストラン

鶏唐家　長野駅前店 長野市南石堂町1420-7 026-217-5493 一般食堂

鳥蔵　しまんりょ店 長野市南千歳町865 026-228-2910 一般食堂

鳥蔵　本店 長野市南千歳2-2-4 026-223-7117 一般食堂

鳥蔵別邸　東屋 長野市東町104 026-266-0160 一般食堂

鳥料理　樽　長野駅前店 長野市南石堂町1282 026-226-8701 一般食堂

とんかつ健 長野市箱清水2丁目12-20 026-234-1404 一般食堂

とんかっ専門店　からり 長野市大字長野大門町44-1 026-266-0477 レストラン

ドンキホーテ　上松店 長野市上松3-22-25 026-243-6670 一般食堂

長野駅前酒場 長野市南千歳1-27-2　土田ビル2F 026-217-0227 酒場、ビアホール

長野といえばBANIKUMAN 長野市北石堂町1380 026-228-0129 一般食堂

なから 長野市南石堂町1423-28 026-219-6861 一般食堂

和み家ごはん　明日風 長野市南千歳町860　ホワイトビル2F 026-219-2714 一般食堂

なごり雪 長野市南千歳1丁目12-1　大成アビナスビル1F 026-262-1880 一般食堂

なべ亭 長野市権堂町2221 026-232-5901 酒場、ビアホール

生麦みなみ風 長野市上千歳町1350　共同ビル1F 026-217-5885 酒場、ビアホール

南蛮亭 長野市大字南長野新田町1543-3 026-232-5613 一般食堂

肉庵 長野市新田町1464-3　しまんりょビル2F 026-462-2901 一般食堂

肉バルMEATERS(ミーターズ) 長野市南千歳1-12-1　大成アビナスビル5F 026-217-3455 酒場、ビアホール

日本料理　紀元茶寮 長野市県町528-1 026-235-3333 日本料理店、料亭

ねこカフェ　なる 長野市新田町1464-3　しまんりょビル3F 026-223-2004 喫茶店

NorthSouthEastWest
長野市鶴賀緑町1607-12シンリョーセンタービ
ル1F 026-219-3319 喫茶店

能登 長野市権堂町2276 026-232-8511 酒場、ビアホール

BAR　ISLE 長野市南千歳2丁目2-2 026-226-3003 スナック、バー、キャバレー

BAR　Glowing 長野市南千歳1丁目19-2　PMB地下1階 026-217-6339 スナック、バー、キャバレー

Bar　GLORY　Nagano 長野市北石堂町1403-2　コート石堂ビルB1F 026-223-7240 スナック、バー、キャバレー

bar　daytrip+ 長野市南石堂町1316-2コーポ丸山1F 026-217-6127 スナック、バー、キャバレー

BAR　LAUGH 長野市南石堂町1259-16千曲ビル1F 026-225-5705 スナック、バー、キャバレー

Bar&Dining　Moi
長野市大字南長野北石堂町1427　こうきビル
B1 026-217-8910 レストラン

Heart2　Dog 長野市上松3-6-33 026-235-4511 喫茶店

ハックルベリー 長野市西後町623 026-237-4007 スナック、バー、キャバレー

八七〇　―はなお― 長野市末広町1359　OK村ビル7F 026-217-0818 酒場、ビアホール

華乃都 長野市大字鶴賀上千歳町1334　江戸村1F 026-232-5160 スナック、バー、キャバレー

花満月 長野市南県町637 086-234-6466 一般食堂

花盛 長野市大字鶴賀上千歳町1347番地4 026-234-7370 一般食堂
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浜名屋 長野市県町600 026-232-7411 一般食堂

浜焼太郎　長野駅前店 長野市南千歳1-20-2　アンジェラックスビル2F 026-217-8767 酒場、ビアホール

ばやしやホルモン館 長野市南千歳2-14-9　小池ビル1F 026-224-7701 中華料理、東洋料理店

86　NOTTE 長野市南千歳1-8-1　ウィステリアビルB1-A 026-217-0393 レストラン

バル・ボラチョ
長野市南石堂町1279-4　センタープラザビル
202号 026-219-3122 レストラン

春陽 長野市上西之門町608 026-235-1310 喫茶店

Hawaiian Diner Mountain☆Q 長野市北石堂町1398-1 026-226-6123 一般食堂

晩酌家　文の舞 長野市南千歳2-14-1 026-226-1020 一般食堂

VAMP 長野市南千歳1-3-10　サンチトセビル3F 026-219-3687 スナック、バー、キャバレー

ビアホールトピ 長野市大字鶴賀権堂町2373イー8 026-405-4140 中華料理、東洋料理店

ぴーえむ 長野市権堂町2257-35　キャピタルⅡビル1F 026-234-2874 スナック、バー、キャバレー

Viola 長野市上千歳町1352-2　プラザフェニックス2F 026-234-0070 スナック、バー、キャバレー

PicaPicaAMIGO 長野市南千歳町876-10　ポエム2階 026-226-1366 酒場、ビアホール

ピクシー 長野市権堂町2257-35キャピタルⅡビルB１ 026-233-4466 スナック、バー、キャバレー

美食公園 長野市南千歳1-3-10　サンチトセビル2F 026-223-5618 中華料理、東洋料理店

ビストロ　クエルドクエル 長野市南千歳2-8-5ホテルナガノアベニュー2F 026-219-0255 レストラン

ビストロ　ラシェット 長野市鶴賀上千歳町1177-1　平和2号館2F 026-227-4005 レストラン

Pizzeria　uanciecheer
長野市大字南長野南石堂町1259-2　コーポ石
堂1F 026-262-1762 酒場、ビアホール

火の鶏 長野市南石堂町1426リファーレ石堂ビル1F 026-217-8781 一般食堂

ひ乃家 長野市七瀬南部576-1 026-228-3837 一般食堂

ビヤホール　葡萄屋
長野市権堂町2199-18　権堂ステーションビル
6F 026-234-4335 酒場、ビアホール

ひろしま備後 長野市南千歳2-15-19 026-266-0252 酒場、ビアホール

ピンクの象 長野市問御所町1201　富士ビル1F 026-234-4505 酒場、ビアホール

ファームの店　イルカ
長野市大字鶴賀権堂町2334サンセットプラザ
101 090-2426-5474 一般食堂

風林火山　長野しまんりょ店 長野市南千歳町865-2 026-217-0246 酒場、ビアホール

風林火山　炉の前 長野市南千歳町857-1 026-217-1169 酒場、ビアホール

富くどり食堂 長野市中御所4-8-8 026-226-1127 一般食堂

ふく八 長野市南千歳1-6-1　梅豊ビル1階 026-228-5709 その他の飲食店

ふぐ料理専門店　一心 長野市権堂町2364-2 026-235-4054 日本料理店、料亭

ブルーウイング 長野市鶴賀権堂町2321-4 026-217-6220 酒場、ビアホール

ベルジェ 長野市大字鶴賀上千歳町1121-6 026-228-1774 レストラン

房総　ひものダイニング　まるたけ
長野市南千歳1-1-1(株)ながの東急百貨店本
館7階 026-24-0666 一般食堂

Buono！ヨシザキ
長野市南千歳1-3-7　守谷第一ビルディング
2F-1 026-217-8680 酒場、ビアホール

北斗星 長野市上千歳町1336-3　ソフィアビル2F 026-235-3588 スナック、バー、キャバレー

ホテルJALシティ長野　スカイレストラン白馬 長野市問御所町1221 026-223-3800 レストラン

ホテルJALシティ長野　中国料理美麗華 長野市問御所町1221 026-223-3800 中華料理、東洋料理店

ホテルメトロポリタン長野　中国料理　皇華 長野市大字南長野字石堂東1346番地 026-291-7064 中華料理、東洋料理店

ホテルメトロポリタン長野　日本料理　しなの 長野市大字南長野字石堂東1346番地 026-291-7062 日本料理店、料亭

ホテルメトロポリタン長野　バー　アポロ 長野市大字南長野字石堂東1346番地 026-291-7063 スナック、バー、キャバレー

Polaris 長野市南千歳1-19-2　PMB3F 090-5395-9863 スナック、バー、キャバレー

Polka dot Cafe 長野市鶴賀権堂町2390-1 026-225-9197 一般食堂

ほろ屋 長野市南石堂町1279 026-227-1353 酒場、ビアホール

マーメイド 長野市上千歳町　第一レジャーアイランド3F 026-217-6496 スナック、バー、キャバレー

まかない処　笹市 長野市権堂町2223 026-217-0802 一般食堂

Muscat's 長野市上千歳町1434-20-2F 026-233-8810 スナック、バー、キャバレー

Madonna 長野市南千歳1丁目12-1大成アビナスビル1F 026-219-6120 スナック、バー、キャバレー

mamin
長野市大字鶴賀上千歳町1352-2　プラザフェ
ニックス１-C 090-9358-5557 酒場、ビアホール

丸新食堂 長野市西後町1549 026-232-2986 そば店、うどん店

丸清 長野市大字長野元善町484番地 026-232-5776 そば店、うどん店
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丸鶏ロースト　rito庭 長野市南千歳1-6-2ワシザワビル1F 080-9546-8123 一般食堂

丸八たきや 長野市元善町482 026-232-4424 そば店、うどん店

MULBERRY　DELICATESSEN　&　CAFE 長野市大字鶴賀上千歳町1138-5 026-223-8270 レストラン

丸山珈琲MIDORI長野店
長野市南千歳1-22-6長野駅ステーションビル
MIDORI3F 026-217-6690 一般食堂

まんてんふぁーむ 長野市北石堂町1175　八雲ビル2階 026-219-2919 酒場、ビアホール

ミネルヴァ 長野市権堂町2229-2 026-237-2233 スナック、バー、キャバレー

美山亭 長野市上松3丁目6番35号 026-235-3845 日本料理店、料亭

Music　Bar　Margarita 長野市大字鶴賀権堂町1450番地14 026-234-0223 スナック、バー、キャバレー

みらい酒房 長野市権堂町2373トライネット純正堂2F 026-237-4321 酒場、ビアホール

味楽 長野市鶴賀権堂町1440 026-235-0833 日本料理店、料亭

名物　東京やきとん　長野本店 長野市上千歳町1351　マルボシビル1F 026-217-3177 酒場、ビアホール

目利き超人　魚'sまん 長野市南千歳町876-13 026-217-8656 酒場、ビアホール

麺匠　佐蔵　長野駅前店 長野市南長野南石堂町1420-4 026-262-1107 その他の飲食店

麺の邦心 長野市北石堂町1398 026-228-5718 その他の飲食店

もみじ茶屋 長野市南石堂町1368-9 026-223-7135 そば店、うどん店

もんぜん　カシェット 長野市大字長野字岩石町348番地 026-217-2539 レストラン

MONZEN　TERRACE　ENYA 長野市大門町57-2　ぱてぃお大門内 026-266-0885 一般食堂

門前市場　びんずるさんの胃袋 長野市北石堂町1379-1　石堂ビル1・2階 026-217-2998 酒場、ビアホール

門前酒場　山里 長野市南石堂町1418-1 026-217-2901 酒場、ビアホール

門前茶寮　弥生座 長野市大門町503 026-232-2311 一般食堂

門前そば　藤木庵 長野市大門町67 026-232-2531 そば店、うどん店

門前そば　ももとせ 長野市元善町482　善光寺仲見世通り 026-262-1510 そば店、うどん店

やきとり　ぎおん 長野市西鶴賀1479 026-234-7071 酒場、ビアホール

やきとり　小鶴 長野市大字鶴賀西鶴賀町1473 026-233-3726 酒場、ビアホール

やきとり　大黒屋 長野市南石堂町1420-4 026-226-7335 一般食堂

やきとり　だるま 長野市西鶴賀町1472-3 026-232-7783 一般食堂

焼き鳥　たれや三代目 長野市鶴賀田町2167-1 026-232-8686 一般食堂

やきとり　まぁ～屋 長野市大字鶴賀権堂町1450-3 026-237-2024 その他の飲食店

焼肉厨房　慶樹 長野市権堂町2261-2 026-233-3273 中華料理、東洋料理店

焼肉乃上 長野市北石堂町1185-10カザマビル1F 026-262-1860 中華料理、東洋料理店

柳屋食堂 長野市鶴賀田町2090 026-232-2157 一般食堂

そば処　山城屋 長野市元善町482 026-232-4604 そば店、うどん店

ヤマとカワ珈琲店 長野市鶴賀田町2252 080-9283-9609 喫茶店

有限会社　北野家本店 長野市東之門町393 026-232-2492 そば店、うどん店

游 長野市南石堂町1420-1　山金ビル2F 026-225-5349 スナック、バー、キャバレー

游月 長野市大字南長野新田町1110番地の５ 026-232-0078 日本料理店、料亭

有限会社　勇駒 長野市南石堂町1254-15 026-227-4353 一般食堂

有限会社佐々木そば店 長野市大字鶴賀445番地 026-226-7654 そば店、うどん店

有限会社　鮨仁 長野市三輪田町1310 026-234-3157 寿司店

夕酒家　櫻井 長野市南石堂町1420-4　LONビル2-2 026-227-1122 酒場、ビアホール

優羽 長野市南千歳1丁目17-2　マヤビル4階 026-217-6566 スナック、バー、キャバレー

夢あかり 長野市権堂町2304　ミヤハウス２F 一般食堂

洋食酒場　チェルー
長野市大字鶴賀南千歳町860-24　ビトロアレイ
2-2F-B室 026-225-9798 酒場、ビアホール

良喜 長野市上千歳町1427-5 026-235-6710 日本料理店、料亭

吉田うどん　彦兵衛 長野市大字長野桜枝町916 026-232-3243 そば店、うどん店

よし野 長野市緑町2212 090-4007-8017 酒場、ビアホール

LA　ESTRELLA 長野市南千歳町857番地　松屋ビル　1F-C 080-9032-0113 レストラン

レストラン　ラ・ランコントル 長野市大字長野東之門町328 026-217-0162 レストラン

らーめん　てんてん 長野市大字鶴賀権堂町2373 026-234-6911 一般食堂
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らあめん　みそ家 長野市南県町末広町１９７０－１　浪やビル１Ｆ 026-224-1183 一般食堂

來吉
長野市鶴賀上千歳町1412-5　中部ちとせビル
2F 026-405-2156 中華料理、東洋料理店

Lounge　K 長野市権堂町1440-14　クインズコートビル404 026-217-5378 スナック、バー、キャバレー

ラウンジ　恍 長野市南千歳1-22-14市勘ビル4F 026-228-8882 スナック、バー、キャバレー

ラウンジ　織 長野市大字鶴賀上千歳町1334-7江戸村1F 026-217-5705 スナック、バー、キャバレー

ラウンジ　セビリア 長野市権堂町1440-1マリオ21-2F 026-234-4602 スナック、バー、キャバレー

Lounge　三日月 長野市南千歳1-8-1　ウイステリアビル2F 026-226-5444 スナック、バー、キャバレー

Lounge　めだか 長野市権堂町2284-7-2F 026-217-0803 スナック、バー、キャバレー

楽 長野市南千歳町866-1 026-227-3739 一般食堂

楽茶れんが館 長野市大門町67-1 026-231-6001 喫茶店

ラ・プチメゾン・ド・レイコ 長野市南千歳1-22-14市勘ビル3F 026-217-8806 喫茶店

REJUM(リジューム)
長野市大字鶴賀上千歳町1352-3スタープラザ
302号 026-217-2345 スナック、バー、キャバレー

リストランテ　カンパネッラ 長野市大門町54番地　ぱてぃお大門内 026-233-4560 レストラン

Ristorante　Narvalo 長野市大字鶴賀緑町1716-5　ファーストビル2F 026-217-2332 レストラン

漁師酒場　やひろ丸 長野市東後町5番地 026-234-5223 一般食堂

リリーベル　LiLy　Bell 長野市上千歳町1352-2 026-235-8010 スナック、バー、キャバレー

レシェンテ 長野市権堂町1439　ダイアモンドタウン北側1F 026-232-5877 スナック、バー、キャバレー

RESTAURANT　Chez　Masa 長野市南千歳2-7-12　ウィンベル大通り館2F 026-224-8007 レストラン

レストラン　シェ・ヒロ 長野市権堂町2227番地1 026-232-7467 レストラン

レストラン　トレド
長野市大字南長野北石堂町1177番地　JAビル
13F 026-236-3531 レストラン

レストラン　ラ・ポスト 長野市大字南長野南石堂町1423-48 026-226-0264 レストラン

蓮 長野市鶴賀権堂町2283-3権堂　鈴丹ビル 090-3585-0408 スナック、バー、キャバレー

六文銭 長野市西鶴賀1487 026-234-6388 一般食堂

ロジェ食堂　岡田町店 長野市岡田町166-1-1F 070-1541-3800 一般食堂

六方はちべい 長野市南石堂町1368-8 026-217-6788 酒場、ビアホール

和-KU　どんく 長野市北石堂町1398-1-2F 026-217-6607 酒場、ビアホール

WORLD　TRECK　DINNER　Pise 長野市大字長野東後町2番地1 090-1588-9965 一般食堂

和牛焼肉・韓国料理アリラン 長野市権堂町2225 026-235-5548 中華料理、東洋料理店

和彩料理　花凜 長野市南千歳1-8-2　マスコチトセビル1F 026-227-5777 一般食堂

和shoku　かぶと 長野市鶴賀権堂町2259 026-232-0226 酒場、ビアホール

和食ことぶき 長野市若松町1036 026-232-5948 一般食堂

和食処　まえの 長野市権堂町2259 026-232-6167 日本料理店、料亭

和Dining　酒音
長野市大字鶴賀上千歳町1352　プラザフェニッ
クス101 026-237-7200 一般食堂

和ノ食　るぼーの 長野市上千歳町1177-3　スマイルホテル1F 026-227-6005 酒場、ビアホール

R-1　GOLF練習場 長野市鶴賀2223-1-2F 090-1588-9965 スポーツ施設提供業

あすか鍼灸室 長野市鶴賀権堂町2316-1　2F 090-6835-3917 療術業

アドラーブル
長野市中御所2-24-11　ホワイトアーバンビル
1F 026-223-5539 理容業、美容業

アユタ家 長野市南千歳2-2-10 026-224-5151 療術業

Antia 長野市南石堂町1326-1 026-225-9268 理容業、美容業

1166　バックパッカーズ 長野市西町1048 026-217-2816 旅館、ホテル業

VALEUR 長野市北石堂町1182　ベイユビル2-B 026-223-2060 理容業、美容業

カラオケ　アーバンハウス 長野市北石堂町1373-13 026-229-7110 遊技場

カラオケ　1.2.3 長野市上松5丁目1-1　サンウェイビル1F 026-259-7517 遊技場

カラオケ　チャオ 長野市鶴賀緑町1453-1 026-232-7107 遊技場

ギャンネイル 長野市南千歳1-3-1　ROSY1F 026-223-5503 理容業、美容業

グラサヴォーグ 長野市南千歳町857　マツヤビル2F-D 026-266-7680 理容業、美容業

クリーニングショップ　わかさ屋　銀座店 長野市西後町1583 026-234-7976 クリーニング業

クロロフィル美顔教室クレア 長野市南長野新田町1465　角大ビル2階 026-228-4091 理容業、美容業

GUEST　HOUSE　PISE 長野市大字長野東後町2番地1 090-1588-9965 旅館、ホテル業
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THE　BARBER　NAKAYA 長野市南千歳2-15-22 026-226-0891 理容業、美容業

THE　SAIHOKUKAN　HOTEL　宴会 長野市県町528-1 026-235-3333 旅館、ホテル業

THE　SAIHOKUKAN　HOTEL　宿泊 長野市県町528-1 026-235-3333 旅館、ホテル業

サロンドボーテ．プチ 長野市権堂町2215-4-102 026-233-2300 理容業、美容業

サンティエール
長野市中御所岡田町130-9　キャピタルナガノ1
階 026-217-2071 理容業、美容業

sheater 長野市南千歳1丁目3番6号　K’Sスクエアビル 026-217-0430 理容業、美容業

地蔵館　松屋旅館 長野市元善町484 026-232-2811 旅館、ホテル業

シナプシス 長野市北石堂町1391番地1　モナリザ館1階 026-224-6177 理容業、美容業

城山動物園 長野市上松2-1-19 026-233-0586 映画館、劇場、興行場

神明館整体院 長野市大字長野立町961 026-238-6711 療術業

シンメトリー長野　by　セイフティ・プリンセス 長野市問御所町1170-6　トィーゴパーキング1F 026-224-4080 理容業、美容業

裾花峡天然温泉宿　うるおい館 長野市妻科98番地 026-237-4126 浴場業

snooze 長野市中御所5-2-15-1 026-228-8845 理容業、美容業

善光寺　淵之坊 長野市元善町462番地 026-232-3669 旅館、ホテル業

Solis　nail 長野市南千歳町826　シーワンビル2F 026-269-0729 理容業、美容業

立川工業　株式会社 長野市上千歳町1412番地 026-234-0690 電気、機械修理業

チャボッ　ヘアデザイン 長野市南千歳1-10-5　第1荒井ビル1F-西 026-219-1822 理容業、美容業

Tiana　Hair&Nail 長野市上松2-18-17 026-238-8181 理容業、美容業

天然温泉付き複合施設　テルメDOME 長野市権堂町1437-5　山京長野パレス1F 026-232-6090 フィットネスクラブ

天然温泉付き複合施設　テルメDOME（整体） 長野市権堂町1437-5山京長野パレス1F 026-232-6090 浴場業

長野相生座・ロキシー 長野市権堂町2255番地 026-232-3016 映画館、劇場、興行場

長野グランドシネマズ 長野市権堂町1506 026-233-3415 映画館、劇場、興行場

長野千石劇場 長野市南石堂町1367 026-226-7665 映画館、劇場、興行場

長野パーレック心理相談室
長野市南長野新田町1458メゾンフォンテーヌ
3F-C 026-262-1765 療術業

ななせ治療院 長野市鶴賀七瀬中町２９４－７－１Ｆ 026-217-8377 療術業

日月潭 長野市権堂町2228-4 090-6535-0639 療術業

NEW　NAGANO　NeXT 長野市南千歳町828 026-227-7200 旅館、ホテル業

ネイルサロン　シュシュ・ボーテ 長野市南石堂町1260　アーバニーズクボタ2階 026-262-1687 理容業、美容業

ネイルサロン　ブランシュール 長野市南石堂町1248-7　南石堂ビル3F 026-223-5225 理容業、美容業

hana．Beauty　HAIR 長野市上松4-33-5 026-217-5079 理容業、美容業

はやしべ草木染友禅工房 長野市上松1丁目1番6号 026-233-1972 洗張、染物業

美・Queen 長野市南千歳1-7-5 026-227-3666 理容業、美容業

美容室　おしゃれ泥棒　本店 長野市南長野西後町610 026-234-6377 理容業、美容業

美容室　オレンジ・ペコ 長野市北石堂町1439 026-227-7741 理容業、美容業

美容室　ジョー　マノア 長野市南千歳1-3-2 026-228-4608 理容業、美容業

美容室なりひら 長野市中御所2-23-8 026-262-1560 理容業、美容業

美容室　ピーターパン 長野市箱清水2-34-19 026-233-1177 理容業、美容業

美容室　ユニヴァース 長野市西鶴賀町1477　トヨダ屋ビル1F 026-233-5550 理容業、美容業

美容室　Lily 長野市東鶴賀町93-2　CICビル1階西 026-232-8882 理容業、美容業

美容室ツイスト
長野市大字南長野北石堂町1409タカハラビル
2F 026-227-4073 理容業、美容業

美容室りんごの木　本店 長野市南石堂町1274 026-227-8691 理容業、美容業

美line 長野市東鶴賀町36-1　山崎ビル2F 026-217-8558 理容業、美容業

平野理髪院 長野市大字鶴賀緑町1399-2 026-234-5969 理容業、美容業

フットリフレ　上松店 長野市上松3-1-16 026-241-3377 理容業、美容業

ブライダルハウス　Ange 長野市県町576　ホテル国際21内2階 026-232-2210 理容業、美容業

ブライダルハウス　Ange　美容室 長野市県町576　ホテル国際21内2階 026-234-1079 理容業、美容業

BRIGHT 長野市南長野1592-1　朝日ハ十二ビル1階 090-7842-7559 理容業、美容業

PRINCESS 長野市南千歳1-7-5ビトロアレイM2F 026-219-3025 理容業、美容業

HAIR　SALON　RITA（ヘア　サロン　リタ） 長野市南千歳町857　松屋ビル3F 026-228-9477 理容業、美容業

サ
ー

ビ
ス
業

13



業種 事業所（店舗）名 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種

ヘアー　オーパス 長野市南千歳2-5-3　芳栄ビル2F 026-228-8181 理容業、美容業

HAIR　SALON　ORIGAMI 長野市問御所町1170-17 026-217-7173 理容業、美容業

Hair&Make　Sheep　one　美容サロン 長野市長野元善町486番地 026-233-3588 理容業、美容業

ヘアーエンタープライズ　ジウ 長野市北石堂町1398-4-2F 026-226-8868 理容業、美容業

Hair　salon　T.S.F.B　EIGHT
長野市南石堂町1340　エスタシオン長野ビル
201 026-266-8878 理容業、美容業

hairsalon&cafe　Hplus 長野市鶴賀七瀬南部365-5　アルファビル1F 026-217-0014 理容業、美容業

ヘアクリエイション　イチムラ 長野市権堂町2219-3 026-232-6063 理容業、美容業

hairhouse.kreha 長野市権堂町2316-1 026-235-2401 理容業、美容業

ヘアメイク　フレア 長野市新田町1144-4　ラトール新田1F 026-224-3502 理容業、美容業

ベルローズ・サンク 長野市三輪1301-3 026-219-2578 理容業、美容業

ほかぽっかタイマッサージ 長野市北石堂町1398-4-1　西光寺ビル2階 026-228-8987 療術業

ほぐし・リラックス 長野市居町35-5 026-217-0307 療術業

ホテル　ナガノアベニュー 長野市南千歳2-8-5 026-223-1123 旅館、ホテル業

ホテル日興 長野市南千歳2丁目22-3 026-226-2200 旅館、ホテル業

ホテルメトロポリタン長野　宴会 長野市大字南長野字石堂東1346番地 026-291-7006 旅館、ホテル業

ホテルメトロポリタン長野　宿泊 長野市大字南長野字石堂東1346番地 026-291-7000 旅館、ホテル業

MOON
長野市鶴賀問御所町1241-1　長野銀座信越ビ
ル2F 026-224-4471 理容業、美容業

安田鍼灸治療院 長野市上松5-7-1 026-243-0810 療術業

有限会社　サロン・ド・Zen 長野市柳町48-4　グランドメゾン長野601 026-213-4354 理容業、美容業

有限会社　サンポー 長野市南千歳二丁目17番地2 026-227-3720 自動車、二輪車整備業

有限会社　徳秀自動車商会 長野市早苗町37番地 026-234-3663 自動車、二輪車整備業

Lovely　eyes 長野市南千歳町826　シーワンビル2F 026-266-0721 理容業、美容業

Lantan 長野市横沢町738 026-217-4468 理容業、美容業

理髪館すそばな 長野市中御所4-16-7 026-228-6823 理容業、美容業

リュクスグラサ 長野市南千歳町857　マツヤビル2F-E 026-266-7681 理容業、美容業

理容　シバタ 長野市南千歳2-2-2 026-226-4622 理容業、美容業

理容　たつの 長野市居町1774 026-226-4751 理容業、美容業

理容ダルニー 長野市若松町1035-5 026-234-0603 理容業、美容業

理容　マルミ 長野市大字鶴賀701 026-226-4022 理容業、美容業

理容室　ノア 長野市大字鶴賀問御所町1286-3 026-234-4800 理容業、美容業

rING　001 長野市南千歳2-7-9 026-229-0338 理容業、美容業

Local　Salon　NINE 長野市南千歳1-7-5ショップコアナイトウ2F 026-476-2153 理容業、美容業

ロージィレイビューティスタイル 長野市南千歳1-3-1　ROSY4F 026-229-6380 理容業、美容業

ONE18EIGHT 長野市北石堂町1175-12山崎ビル1F 026-219-2922 理容業、美容業

アイシスi 長野市稲葉上千田348 026-222-0071 各種衣料品小売業

アメリカンドラッグ　石渡店 長野市石渡152-5 026-239-7225 医療用品、化粧用品小売業

アメリカンドラッグ　稲葉店 長野市稲葉日詰沖1398-1 026-251-1167 医療用品、化粧用品小売業

アメリカンドラッグ　長野北長池店 長野市北長池1320番地1 026-219-6297 医療用品、化粧用品小売業

アメリカンドラッグ　長野日詰店 長野市大字稲葉日詰2777-1 026-268-2311 医療用品、化粧用品小売業

アメリカンドラッグ　大豆島店 長野市大豆島4216 026-222-3007 医療用品、化粧用品小売業

エルコンパス　やまざき 長野市稲葉943-21 026-221-1551 電気、機械器具小売業

株式会社　タヤマスポーツ 長野市北尾張部762-1 026-243-8668 スポーツ用品小売業

軽井沢トルタ　FACTORY 長野市若里6丁目6-25 026-217-4506 乾物、菓子、パン小売業

ギフトプラザ　タカチホ 長野市大豆島5888番地 026-221-2444 通信販売、ギフト用品小売業

酒のスーパータカぎ　石渡店 長野市大字石渡字二反田１５９－２ 026-241-6969 酒、飲料小売業

酒のスーパータカぎ　長野店 長野市稲葉日詰2777-1 026-221-5959 酒、飲料小売業

スケートハウス長野　エムウェーブ店 長野市北長池１９５ 090-7630-3123 スポーツ用品小売業

台東食品　アークス本店 長野市アークス5番6号 026-228-4848 各種食料品・生活用品小売業
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業種 事業所（店舗）名 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種

畳工房マルヤマ　株式会社 長野市大字風間1180 026-284-4614 家具、建具、畳小売業

ヌボー生花店　本店 長野市北尾張部715-7 026-259-0700 農業、園芸用品小売業

ネイチャーズジュエル　若里店 長野市若里3-22-1　ケーズ・タウン若里1F 026-223-0505 農業、園芸用品小売業

Hummingbird(ハミングバード) 長野市大字北長池字山王沖1839-2 026-217-1551 各種生活用品小売業

日詰モリキ薬局 長野市稲葉日詰2777-1 026-251-1055 医療用品、化粧用品小売業

ビューティショップ　オリーブ 長野市北堀596-3 026-296-0515 医療用品、化粧用品小売業

二葉堂　長野総本店 長野市石渡54-1 026-241-2810 乾物、菓子、パン小売業

ブティック　シーライム　栗田本店 長野市栗田339-1　CS栗田ビル1F 026-224-1118 婦人服小売業

Bakery　Café　CoCo 長野市若里3-10-39 026-217-8354 乾物、菓子、パン小売業

モーターサイクル　ジャパン 長野市大字稲葉2557番地1 026-223-5678 二輪自動車、自転車小売業

モリキ大豆島薬局 長野市大豆島4216 026-213-4035 医療用品、化粧用品小売業

有限会社　エムエスエンタープライズ　エクステリア&ガーデン　プランツ 長野市大豆島2117-1 026-222-7212 その他の小売業

有限会社　クボタ電器サービス 長野市大字北堀722-1 026-296-3111 電気、機械器具小売業

有限会社　丸共 長野市大字稲葉626-3 026-221-0649 農業、園芸用品小売業

湯本電気店 長野市大字稲葉2771番地6 026-221-4465 電気、機械器具小売業

ローズガーデン 長野市栗田180-1 026-226-3507 農業、園芸用品小売業

あっぷるぐりむ　栗田店 長野市栗田西番場333-1 026-227-8585 レストラン

あっぷるぐりむ　長野運動公園店 長野市石渡30-1 026-256-8868 レストラン

居酒屋　魚菜や 長野市北堀345 026-295-4055 酒場、ビアホール

居酒屋　虎也 長野市稲葉南俣2725-1 026-214-9151 酒場、ビアホール

ウインズイースト 長野市栗田北中1020-1　ステラビルA3 026-225-6464 一般食堂

うなまん 長野市稲葉中千田2068 026-221-5667 日本料理店、料亭

かくれ麺家　SAREDO　忍ばず 長野市稲葉中千田2115-1 026-285-0160 一般食堂

家族亭　悟空 長野市大字栗田76番地7 026-226-5911 一般食堂

頑固麺飯魂　気むずかし家 長野市栗田854-1 0262-25-5060 一般食堂

牛天　本店 長野市風間1886-5 026-221-1129 中華料理、東洋料理店

串焼なかなか 長野市若里3丁目2-1 026-223-6667 一般食堂

KENzo　cafe&bar 長野市若里2-8-20 026-217-8399 レストラン

幸来亭 長野市大豆島3247-1 026-221-1261 一般食堂

茶寮　志もだ 長野市栗田北中995-1 026-223-1125 日本料理店、料亭

四季彩MIZUNO 長野市若里6-2-20水野美術館1階 026-219-3522 一般食堂

千石鮨　大豆島店 長野市大豆島5725-1 026-221-0989 寿司店

そば処　ぜんこう 長野市大字栗田1021-22カーサ深沢1F 026-266-0134 寿司店

タイガーラーメン　石渡店 長野市石渡25-7 026-243-3131 一般食堂

テンホウ　長池店 長野市北長池131-1 026-259-1140 一般食堂

87cafe 長野市稲葉247-5 026-217-6587 喫茶店

ふたひろ 長野市栗田342-1 090-8680-8809 酒場、ビアホール

松栄寿司　石渡店 長野市石渡35-1 026-244-1414 寿司店

松栄寿司　長野駅東口店 長野市大字栗田286-24 026-268-1717 寿司店

松栄寿司　日詰店 長野市稲葉日詰2757-6 026-221-5445 寿司店

やきとり大吉　若里店 長野市若里4-17-20 026-228-9930 酒場、ビアホール

有限会社　鮨仁　尾張部店 長野市北尾張部396-10 026-244-1221 寿司店

ロジェカフェ　長野県民文化会館店 長野市若里1-1-3 080-5525-4724 喫茶店

わかさと食堂 長野市若里4-5-6 026-217-2727 一般食堂

アートエステまりこ　長野中央通り店 長野市大字南長野南石堂町1423-55-2F 026-219-3512 理容業、美容業

アートエステまりこ　長野店 長野市栗田338　大光ビル3F 026-223-1165 理容業、美容業

Eyelashsalon　ALTHAEA 長野市栗田1011-5　1F 026-217-4222 理容業、美容業

あかしや理容室 長野市若里2-8-16 026-226-8319 理容業、美容業

antico 長野市北長池1639-6　豊和ビル102 026-219-3552 理容業、美容業
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業種 事業所（店舗）名 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種

一歩堂　整骨院 長野市稲葉1889カトレアビル1階西 026-285-9680 療術業

一歩堂　はぐみ鍼灸治療院 長野市大字大豆島1919-3 026-466-6681 療術業

一歩堂　はり灸院 長野市稲葉1889 090-1705-1328 療術業

エルメス美容室 長野市大字稲葉672-14 026-221-9569 理容業、美容業

金井車体 長野市大字風間2034-23 026-221-7300 自動車、二輪車整備業

株式会社　トレス 長野市松岡2-20-10 026-268-2811 クリーニング業

漢方養生サロン　アンフィニー 長野市栗田532-2　フレグランスK&YM-102 026-217-7739 理容業、美容業

gra　HAIR　STORY 長野市石渡63-4 026-259-2007 理容業、美容業

glam　crew 長野市稲葉日詰1893 026-285-9874 理容業、美容業

健康・美・癒し　しぜんのおと 長野市稲葉253-18 026-225-6588 療術業

近藤鍼灸治療院 長野市大字稲葉200-28 026-228-8730 療術業

ソネハラ理容院 長野市大字稲葉2523-1 026-228-6630 理容業、美容業

ソレイユ・サンテ 長野市大豆島5197-1　Kタウン102 026-221-2426 理容業、美容業

千曲川リバーフロントスポーツガーデン 長野市屋島四ツ屋前3300 026-259-5588 スポーツ施設提供業

ハト観光　株式会社　本社営業所 長野市若里4-8-38-1 026-227-4075 旅行業

ひより助産院・ひより母乳育児相談室 長野市栗田578 026-262-1862 療術業

美容室　おしゃれ泥棒　大豆島店 長野市松岡2丁目35-10 026-222-9008 理容業、美容業

美容室ビザビ　日詰店 長野市稲葉日詰1924-1 026-221-7414 理容業、美容業

ふたば治療院 長野市桜新町639-1 026-241-8499 療術業

HAIR　SALON　Takahashi 長野市大字風間1168-1 026-221-7924 理容業、美容業

Hair　プライム 長野市稲葉854　小林ビル1F 026-221-2717 理容業、美容業

ヘアーアンド　アイラッシュ　ヨーク 長野市北堀341-1 026-217-7186 理容業、美容業

HAIR CATALOGUE Kuu-Piece 長野市石渡160-5 026-263-0521 理容業、美容業

ヘアーサロン・ヤマザキ 長野市大字北堀615-3 026-296-5005 理容業、美容業

ヘアーサロンステラ 長野市若里4-20-9 026-224-4468 理容業、美容業

ヘアーショップ　ネオ 長野市大豆島5201-4 026-221-9877 理容業、美容業

ヘア&エステ　Rai 長野市大字屋島3648-1 026-243-2551 理容業、美容業

Hair&Make　LINK'S 長野市稲葉中千田2086-4山上ハイツ1F 026-222-3833 理容業、美容業

ホームランスタジアム　NAGANO 長野市北尾張部77番地 026-241-0500 スポーツ施設提供業

まめじま湯ったり苑 長野市大豆島1641番地 026-222-1126 浴場業

ミストラル若里
長野市若里3-22-1ケーズタウン若里ショッピン
グセンター1F 026-228-6370 フィットネスクラブ

ミネムラ理容店 長野市大字川合新田746 026-221-6298 理容業、美容業

有限会社　モタイ車輌 長野市大字稲葉母袋640-2 026-221-6309 自動車、二輪車整備業

理容　ノムラ 長野市大豆島947 026-221-1338 理容業、美容業

理容ヤナギ 長野市川合新田428-2 026-221-8468 理容業、美容業

アウトドアステーション　バンバン　高田店 長野市高田1881-1 026-221-3322 スポーツ用品小売業

アトピー母の会　ははごころ 長野市中越1-9-31 026-259-1151 各種食料品小売業

アメリカンドラッグ　オワリベ店 長野市大字西尾張部1022-3 026-239-7705 医療用品、化粧用品小売業

アメリカンドラッグ　徳間店 長野市大字徳間3207 026-254-5751 医療用品、化粧用品小売業

アメリカンドラッグ　ながの東急ライフ店 長野市吉田3-22-1 026-219-6151 医療用品、化粧用品小売業

アメリカンドラッグ　長野三輪店 長野市三輪三丁目813-1 026-252-5205 医療用品、化粧用品小売業

アメリカンドラッグ　まゆみ田店 長野市檀田二丁目30番7号 026-256-9300 医療用品、化粧用品小売業

イーゾーン　長野若槻店 長野市稲田2-10-22 026-259-9778 宝石、貴金属、時計、眼鏡小売業

ヴィーナスコート長野 長野市西尾張部1118-1 026-256-8000 写真小売業

Will　長野店 長野市徳間3316 026-217-4366 各種食料品・生活用品小売業

SBC通り岡沢薬局 長野市吉田2丁目9-6 026-244-8003 医療用品、化粧用品小売業

えむはうす 長野市三輪9丁目49番38号 026-244-6679 婦人服小売業

御菓子処花岡　長野店 長野市南長池946 026-243-0450 乾物、菓子、パン小売業

小
売
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業種 事業所（店舗）名 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種

オワリベ　象山屋薬局 長野市大字西尾張部1022-3 026-239-7701 医療用品、化粧用品小売業

かくおか醸造　株式会社 長野市吉田1-8-3 026-241-2634 酒、飲料小売業

かくおか醸造　株式会社　ながの東急ライフ店 長野市吉田3丁目22番1号 026-263-8586 酒、飲料小売業

株式会社　インテック左右田 長野市南長池351番地 026-243-5347 家具、建具、畳小売業

株式会社　富屋酒販 長野市稲田二丁目31番6号 026-259-1038 酒、飲料小売業

グリーンファーム
長野市東和田930番地　ショッピングタウンあお
ぞら内 026-217-3678 野菜、果物小売業

ケーキ屋　Sun 長野市三輪4-4-1 026-217-8231 乾物、菓子、パン小売業

コイズミデリカテッセン　東和田店 長野市東和田930 026-241-1129 料理、調理、加工品小売業

彩おかざわ 長野市吉田3丁目22-1 026-259-8050 医療用品、化粧用品小売業

サイクルセンター　あまぬま 長野市吉田1丁目11番11号 026-241-5883 二輪自動車、自転車小売業

SAKAKIYAイオンタウン店 長野市三輪9-43-24　イオンタウン長野三輪1階 026-241-9208 医療用品、化粧用品小売業

酒のスーパータカぎ　徳間店 長野市大字徳間字屋計3113 026-241-0123 酒、飲料小売業

酒のスーパータカぎ　平林店 長野市平林二丁目１７番３８号 026-252-6363 酒、飲料小売業

酒のスーパータカぎ　三輪店 長野市三輪９－６８－９ 026-256-6565 酒、飲料小売業

ジャムショップhananomi 長野市稲田3-49-23 0800-800-8713 料理、調理、加工品小売業

酒花 長野市平林1丁目25番8-105 026-259-7127 酒、飲料小売業

シュナイダー 長野市若槻東条1148 026-295-3080 スポーツ用品小売業

スケートハウス長野 長野市西和田433-11 026-244-8770 スポーツ用品小売業

ストリンガーハウスm&m 長野市東和田592 026-244-4311 スポーツ用品小売業

たかの　稲田店 長野市稲田2丁目56-1 026-241-8801 各種衣料品小売業

高野総本店　三輪店 長野市三輪8-16-15 026-233-1232 酒、飲料小売業

東急ライフ岡沢薬局 長野市吉田3丁目22-1 026-259-8123 医療用品、化粧用品小売業

東京スター　オーガスタリーフ支店 長野市吉田3-22-1　ながの東急ライフ3F 026-477-2546 スポーツ用品小売業

徳間ひとみ薬局 長野市大字徳間3207番地 026-257-0050 医療用品、化粧用品小売業

中野文具店 長野市吉田2-4-28 026-241-7008 書籍、文房具小売業

ネイチャーズジュエル　長野三輪店 長野市三輪9-43-24　イオンタウン長野三輪1F 026-244-0095 農業、園芸用品小売業

橋本生花店 長野市吉田3-18-17 026-241-3790 農業、園芸用品小売業

はしもと生花店ながの東急ライフ店 長野市吉田3-22-1 026-259-8125 農業、園芸用品小売業

ハトヤ酒店 長野市大字高田643-2 026-226-3632 酒、飲料小売業

パラボッセ 長野市吉田5-9-19 026-244-0087 農業、園芸用品小売業

ピクニック　メガ・ドンキホーテ店 長野市高田1758 026-263-6886 乾物、菓子、パン小売業

ビジュピコ　長野店 長野市大字高田1298-1 026-225-0123 宝石、貴金属、時計、眼鏡小売業

ビヨンド西友西尾張部薬局 長野市大字西尾張部1060-12 026-215-1313 医療用品、化粧用品小売業

二葉堂　高田店 長野市高田1025-2 026-228-2810 乾物、菓子、パン小売業

二葉堂　まゆみだ通り店 長野市三輪10丁目13-8 026-252-5520 乾物、菓子、パン小売業

ブティック　シーライム　若槻店 長野市稲田1-31-16 026-259-3780 婦人服小売業

プラスフリー 長野市三輪1-25-11 026-217-2116 婦人服小売業

プラトウ　長野店
長野市高田1758　MEGAドン・キホーテ長野店
1F 026-217-6677 各種衣料品小売業

平安堂東和田店 長野市東和田505-1 026-244-4545 書籍、文房具小売業

平安堂若槻店 長野市稲田1-14-21 026-243-4545 書籍、文房具小売業

Base　藍 長野市高田1174 026-214-0085 スポーツ用品小売業

豊誠堂 長野市三輪9-20-7 026-241-5981 乾物、菓子、パン小売業

本店岡沢薬局 長野市吉田1丁目2-18 026-241-3125 医療用品、化粧用品小売業

マーシィー稲田薬局　「健幸館」 長野市稲田1-39-1 026-239-6767 医療用品、化粧用品小売業

ミス・ハーティー　長野店 長野市吉田2-8-6イトービル1階西側 026-217-8334 宝石、貴金属、時計、眼鏡小売業

ミズタサイクル 長野市三輪4丁目2-38 026-234-0022 二輪自動車、自転車小売業

三輪モリキ薬局 長野市三輪三丁目813番地1号 026-252-5260 医療用品、化粧用品小売業

メイワペイント　株式会社 長野市西和田1-12-36 026-244-4688 その他の小売業

モリキ薬局　まゆみ田店 長野市檀田2丁目30-7 026-266-0407 医療用品、化粧用品小売業

小
売
業
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業種 事業所（店舗）名 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種

野菜畑 長野市三輪1-24-11 026-241-5233 野菜、果物小売業

有限会社　プロショップ長野ラボ 長野市三輪7丁目4-8-A 026-217-8140 写真小売業

有限会社　エスポワール 長野市稲田3丁目25番地10号 026-256-6456 乾物、菓子、パン小売業

有限会社　広木屋 長野市三輪1-23-7 026-244-1434 通信販売、ギフト用品小売業

有限会社　ヤナギサワ電機 長野市三輪8丁目52番28号 026-233-0533 電気、機械器具小売業

有限会社　山﨑精肉店　長野支店 長野市三輪9丁目33-7 026-241-2647 食肉、鮮魚小売業

吉田グリーン薬局 長野市吉田4-4-30 026-462-1121 医療用品、化粧用品小売業

ライフヘルパ　石橋 長野市吉田5丁目2番34号 026-243-7455 電気、機械器具小売業

若槻岡沢薬局 長野市若槻団地1-184 026-241-3107 医療用品、化粧用品小売業

会津喜多方ラーメン　蔵　まゆみだ店 長野市檀田2-32-24 026-215-1251 一般食堂

あかちょうちん 長野市桐原1丁目24-3 026-215-8977 酒場、ビアホール

居酒屋　とっぷ 長野市大字高田341-6 026-228-6905 酒場、ビアホール

大久保の茶屋長野店(そば処西豊) 長野市檀田2丁目32-27 026-241-9300 そば店、うどん店

オールドスパゲッティハウス 長野市吉田2丁目36-50 026-263-8533 レストラン

がじゃの家 長野市三輪6丁目17番1号 026-232-0800 ファーストフード店

カリメーラ 長野市西和田433-11 026-244-7300 一般食堂

北国のジンホル屋　ふる川　西和田店 長野市西和田1-32-13 026-217-6996 中華料理、東洋料理店

気まぐれキッチン　bistro　Bow’s 長野市三輪8-30-25 026-217-8150 一般食堂

くいものや　おおぜき 長野市稲田1丁目31-8 026-241-9887 酒場、ビアホール

珈琲焙煎店　docco 長野市桐原1丁目27-18 026-225-9497 一般食堂

ごはん処　国界　長野店 長野市西和田1丁目39-17 026-217-5796 一般食堂

狐狸庵　北長野店 長野市中越2-1-5 026-263-2554 一般食堂

酒処　公孫樹 長野市中越2-37-21 026-243-5667 酒場、ビアホール

酒処　えん 長野市吉田4-5-30 090-2179-6248 酒場、ビアホール

四川料理　桂花酒楼 長野市若槻団地2-35 026-244-1539 中華料理、東洋料理店

信濃神麺　烈士洵名 長野市中越2丁目36-24 0262-15-8957 一般食堂

十萬石　高田店 長野市高田1861 026-243-3824 そば店、うどん店

笑楽亭 長野市三輪10丁目1-2 0262-41-4104 一般食堂

すき楼 長野市三輪1丁目25-18 026-256-8203 一般食堂

鮨仁　桐原店 長野市桐原1-3-3 026-244-2927 酒場、ビアホール

ステーキのあすか 長野市高田1176番地 026-228-1331 レストラン

蕎麦にしざわ 長野市大字高田1943 026-263-2433 そば店、うどん店

ダイニングバー　サラン 長野市三輪8丁目1-13 026-217-5524 その他の飲食店

台湾料理　鮮味館　SBC通り店 長野市吉田1丁目17-22 026-213-0505 中華料理、東洋料理店

辰巳寿し　吉田店 長野市吉田1-2-25 026-241-0809 寿司店

中華料理　昇龍 長野市上野3-187 026-295-2531 一般食堂

デジャビュ 長野市南高田2-12-16 026-259-1107 スナック、バー、キャバレー

手挽きそば　蔵之内 長野市高田391-4 026-226-7553 そば店、うどん店

テンホウ　若槻大通り店 長野市徳間1-28-10 026-259-1048 一般食堂

鶏唐家　高田店 長野市高田260-1 026-219-6988 一般食堂

島志ん 長野市吉田3-17-29 026-263-1819 一般食堂

ドルチェ　ヴィータ 長野市稲田3-37-10 026-244-9910 一般食堂

とんかつ　かつ源　若槻店 長野市徳間1-11-6 026-263-4129 一般食堂

バーンズ　平林店 長野市平林1-37-10 026-244-3901 レストラン

舶来屋黒船　西尾張部店 長野市西尾張部1004-2 026-244-2551 一般食堂

ぱんのわプラス　徳間店 長野市徳間3218 026-217-2834 その他の飲食店

Bistro　YOSHI 長野市西尾張部1065-6 050-1539-4030 レストラン

ピッツェリア　東和田店 長野市東和田下組南沖778-1 026-241-8371 レストラン

プチレストラン　べんがる 長野市吉田2-36-13 026-241-7611 レストラン

小
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鋒八 長野市平林2丁目16番36号 026-243-5240 酒場、ビアホール

夢々 長野市三輪2-11 026-241-3276 酒場、ビアホール

麺屋　友 長野市三輪3-13-10 026-217-8618 一般食堂

焼鳥　洒楽 長野市吉田4-11-21 026-259-0625 酒場、ビアホール

リストランテ　ウォント 長野市吉田4-5-22 026-244-6874 レストラン

レストランパラエジヤ 長野市吉田2丁目24-9 026-217-2083 レストラン

和宏鮨 長野市上野3丁目34-3 026-295-3362 寿司店

わだや 長野市西和田1-27-12 026-243-0395 そば店、うどん店

有限会社理容ヨコタ 長野市大字三輪1215番地の8 026-233-1377 理容業、美容業

麻　絲 長野市三輪8-51-36-201 026-217-6188 理容業、美容業

アップル　カイロプラクティック 長野市稲田1-28-24 026-259-5877 療術業

小川クリーニング店 長野市大字高田304-13 026-226-1527 クリーニング業

おひさま施術院 長野市西和田2-22-16 026-405-6034 療術業

株式会社ホンダカーズ長野中央　上高田店 長野市上高田1296 026-226-2101 自動車、物品レンタル業

カットルーム　ラッシュ 長野市中越2-2-15 026-263-2963 理容業、美容業

株式会社　信毎観光　長野本社営業所 長野市大字南長池140番地 026-214-0200 旅行業

株式会社　裾花観光バス　本社営業所 長野市大字徳間3131 026-239-6100 旅行業

株式会社ホンダカーズ長野中央　運動公園店 長野市吉田5-10-30 026-263-2305 自動車、物品レンタル業

株式会社ホンダカーズ長野中央　三輪店 長野市三輪1丁目1-29 026-217-9966 自動車、物品レンタル業

株式会社ホンダカーズ長野中央　U-select長野中央 長野市高田五反田1721-1 026-241-9500 自動車、物品レンタル業

株式会社　ミト電化センター 長野市徳間1-1-1 026-241-0198 電気、機械修理業

クリーニングショップ　わかさ屋　本店 長野市吉田3-16-35 026-241-1735 クリーニング業

Golf&Cafe　AugustaLeaf 長野市吉田3-22-1　ながの東急ライフ3階 026-477-2546 スポーツ施設提供業

SCHON　本店
長野市西尾張部1067-18　ガーデンテラスけや
き301 026-247-8775 理容業、美容業

新宿美容室 長野市三輪3-4-13 026-241-2618 理容業、美容業

新宿美容室　西尾張部店 長野市西尾張部182-4 026-241-6010 理容業、美容業

sora．HAIR　MAKE 長野市吉田2-10-8 026-243-5018 理容業、美容業

タマオキ理容室 長野市三輪9丁目32-11 026-241-0979 理容業、美容業

千登美容室 長野市吉田1-10-5 026-263-2238 理容業、美容業

DIEM 長野市三輪1283-7 026-232-3214 理容業、美容業

特定非営利活動法人　ながの健康サポートセンター 長野市東和田35-1　長野ニッカナビル3F 090-1840-4526 フィットネスクラブ

ナチュラルBodyケア美らく 長野市高田341-6梨の木コーポD 026-405-4554 療術業

NAVY　gra　HAIR　STORY 長野市南高田2-2-1 026-217-8695 理容業、美容業

バーバー　ハンプティ　ダンプティ 長野市徳間3306 026-244-0067 理容業、美容業

バーバーショップ　セキ 長野市桐原1丁目21番25号 026-241-0936 理容業、美容業

HONEY&KITCHEN 長野市南長池760-4 026-266-0360 理容業、美容業

ビューティーサロン　マコ 長野市徳間1-26-14 026-241-8118 理容業、美容業

ビューティー　プリンセス 長野市上野二丁目1183-20 026-295-4188 理容業、美容業

Beauty　Salon　rice
長野市高田348　ラビットハウスタカフミ１番101
号 026-214-0520 理容業、美容業

美容室　おしゃれ泥棒　吉田店 長野市吉田5丁目211番3 026-259-0288 理容業、美容業

美容室　ジョー　ドマーニ 長野市西尾張部1004-7 026-244-9032 理容業、美容業

美容室ペルル 長野市中越1-3-32 026-213-4600 理容業、美容業

美容室　ミズブラウン 長野市稲田1丁目40-4　パークシティ稲田1F 026-219-3158 理容業、美容業

美容室　ライセンス 長野市吉田3-21-10 026-259-1875 理容業、美容業

美容室アレス 長野市三輪5-16-24 026-235-8323 理容業、美容業

美容室ブランシュ 長野市三輪9-10-8 026-263-0522 理容業、美容業

美容室りんごの木　稲田店 長野市稲田3丁目37番地8 026-251-0780 理容業、美容業

美容室りんごの木　セントラル 長野市大字高田１３４５番地１ 026-269-0267 理容業、美容業

風心堂・三輪整体鍼灸院 長野市三輪1287-3 026-234-0169 療術業

飲
食
業

サ
ー

ビ
ス
業
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業種 事業所（店舗）名 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種

forbici　loro 長野市平林1-33-12 026-241-1220 理容業、美容業

プライム・ド・エクレ 長野市吉田2丁目36-26-1 026-243-4321 理容業、美容業

ぶらっと稲田 長野市稲田3-31-8 026-259-4126 浴場業

プロショップ車館　株式会社 長野市若宮2-11-5 026-263-8145 自動車、二輪車整備業

ヘアー&メイク　シュビア 長野市三輪2-1-14 026-259-5087 理容業、美容業

hair　salon　days 長野市田中1449-1 026-217-5137 理容業、美容業

ヘアーショップ　トワ・エ・モア 長野市徳間535-5 026-263-6781 理容業、美容業

Hair　House　Chou　Chou 長野市大字南長池864-1 026-243-6878 理容業、美容業

hair　design　REPOS 長野市檀田2-32-30 026-239-7068 理容業、美容業

ホーリーヒルプラック 長野市稲田3-22-16 026-244-9483 理容業、美容業

ミストラル長野 長野市高田1758MEGAドン・キホーテ2F 026-263-4057 フィットネスクラブ

美和はりきゅう院 長野市三輪6丁目6番地1　K&Aビル1F東 080-5109-1288 療術業

有限会社　日栄自工 長野市東和田892-8 026-244-5494 自動車、二輪車整備業

La　nature　beaute 長野市南高田2-9-5 050-3579-0407 理容業、美容業

LaLaラッシュ
長野市大字高田1758　MEGAドン・キホーテ長
野店2F 026-217-2361 理容業、美容業

Lyon　hair&spa 長野市高田445-2　原ビル1F 026-217-8313 理容業、美容業

リラクゼーションサロンVIVA高田店 長野市大字高田1314-1 026-405-6660 理容業、美容業

LxnnyCrew 長野市吉田3丁目15-8 026-217-8663 理容業、美容業

るーむ de Re楽 長野市三輪9-7-8 026-213-6785 療術業

アメリカンドラッグ　長野豊野店 長野市豊野町豊野字沖576-1 026-219-3934 医療用品、化粧用品小売業

アメリカンドラッグ　柳原店 長野市大字柳原2101番1 026-239-7861 医療用品、化粧用品小売業

ガーデン薬局 長野市豊野町豊野583-8 026-217-8600 医療用品、化粧用品小売業

黒岩洋品店 長野市豊野町豊野995 026-257-2294 婦人服小売業

コイズミデリカテッセン　本店 長野市豊野町豊野646-17 026-257-5486 料理、調理、加工品小売業

国民堂薬局 長野市豊野町豊野1307-1 026-257-2027 医療用品、化粧用品小売業

越米穀店 長野市豊野町豊野901-1 026-257-2276 米穀類小売業

三才薬局 長野市西三才1367-1 026-295-5795 医療用品、化粧用品小売業

スーパーあらい 長野市西三才2357-1 026-295-4541 各種食料品小売業

製菓　井筒屋 長野市豊野町豊野986 026-257-2207 乾物、菓子、パン小売業

たかみ薬品 長野市上駒沢410-3 026-296-1456 医療用品、化粧用品小売業

千曲農園 長野市豊野町大倉2395 026-257-2285 野菜、果物小売業

中島薬局 長野市豊野町豊野沖597-2 026-257-3077 医療用品、化粧用品小売業

長野県立総合リハビリテーションセンター　売店 長野市大字下駒沢618 026-296-3985 各種食料品・生活用品小売業

ファミリーランド　カシワヤ 長野市豊野町豊野951 026-257-2766 各種衣料品小売業

マルヤス　田中商店 長野市豊野町豊野753番地5 026-257-5506 農業、園芸用品小売業

有限会社　市川自動車商会 長野市豊野町豊野695 026-257-2366 自動車小売業

有限会社　アシザワ眼鏡店 長野市豊野町豊野1200-25 026-257-3566 宝石、貴金属、時計、眼鏡小売業

よしもと 長野市小島318-4 026-241-5180 酒、飲料小売業

わしや 長野市豊野町石679-37 026-257-4680 各種食料品小売業

会津喜多方ラーメン　蔵　あっぷるらいん長野店 長野市大字穂保651-1 026-295-0525 一般食堂

市 長野市大字富竹675-2 070-2646-6708 一般食堂

おかね食堂 長野市大字柳原2280-1 026-295-4012 一般食堂

おふくろ 長野市豊野町豊野596-3 026-257-5528 一般食堂

海鮮居酒屋　河童 長野市西三才1361-4 026-295-8006 酒場、ビアホール

カフェかわせみ 長野市柳原2221-4 026-219-5502 喫茶店

光陽軒 長野市豊野町蟹沢306 026-257-5670 中華料理、東洋料理店

ごはん食べるところ　大倉 長野市大字津野349-1 026-296-9555 一般食堂

大衆割烹　あかりっ！ 長野市西三才8-7 080-6930-0489 酒場、ビアホール

サ
ー

ビ
ス
業

小
売
業
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食
業

古里・柳原・長沼・豊野
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業種 事業所（店舗）名 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種

トラットリア　キオッチョラ 長野市豊野町石2255-3 026-257-5930 レストラン

焼肉　千里 長野市富竹897-2 026-296-2929 中華料理、東洋料理店

焼肉　馬山苑 長野市大字上駒沢1324-2 026-295-3968 中華料理、東洋料理店

夢家 長野市豊野町蟹沢2624 080-5195-9032 酒場、ビアホール

あゆみ美容室 長野市三才2209-3 026-295-0358 理容業、美容業

S3-GARAGE 長野市豊野町蟹沢2805 026-257-5005 自動車、二輪車整備業

カットハウス　ライム 長野市柳原2020-7 090-3440-8838 理容業、美容業

株式会社　オズ 長野市小島字中俣道東781-7 026-295-7867 自動車、二輪車整備業

髪きり屋・ループス店 長野市豊野町豊野沖601-1 026-257-6818 理容業、美容業

キズナース長野　テクノセンター 長野市柳原1409-1 026-219-2112 自動車、二輪車整備業

三才美容室 長野市西三才2340-3 026-296-1150 理容業、美容業

信州トレイルマウンテン 長野市赤沼2270-2 026-213-4781 フィットネスクラブ

千穂美容室 長野市柳原1916 026-243-5130 理容業、美容業

白馬美容室 長野市豊野町豊野943 026-257-2790 理容業、美容業

ビューティサロン広夢 長野市上駒沢918-1 026-296-2378 理容業、美容業

美容室　おしゃれ泥棒　三才店 長野市大字上駒沢131-11 026-296-6567 理容業、美容業

美容室ぱある 長野市豊野町豊野434-2 026-257-4135 理容業、美容業

Hair　Shop　Both 長野市大字金箱334-3 026-296-5122 理容業、美容業

Hair　WAKA 長野市大字津野828-1 026-296-9633 理容業、美容業

ヘアープラザ　美容室　オオシマ 長野市豊野町浅野1243-8 026-257-2930 理容業、美容業

ヘアープラザ　理容室　オオシマ 長野市豊野町浅野1243-8 026-257-2930 理容業、美容業

ポプラ理容室 長野市大字上駒沢293-1 026-295-0875 理容業、美容業

まい美容室 長野市大字富竹1109 026-295-7766 理容業、美容業

リラクゼーションサロンVIVA　柳原店 長野市大字柳原1412-1 026-466-6406 理容業、美容業

ロイヤル美容室 長野市上駒沢310-5 026-296-1002 理容業、美容業

飯綱高原SS 長野市大字上ケ屋2471番地1254 026-239-2311 その他の小売業

市星酒店 長野市鬼無里271-4 026-256-2048 酒、飲料小売業

井上竹細工店 長野市戸隠3416-1 026-254-2181 手芸、工芸、民芸品小売業

いろは堂　本店 長野市鬼無里1687-1 026-256-2033 乾物、菓子、パン小売業

菓子工房クローバー 長野市戸隠2548-6 026-254-3168 乾物、菓子、パン小売業

合同会社　芋井の里　うんめえ市場 長野市大字上ケ屋2471-2572 026-266-0525 野菜、果物小売業

陶工房　楽　RAKU 長野市上ケ屋2471-2510 080-8001-9090 手芸、工芸、民芸品小売業

戸隠松本製麺　株式会社 長野市戸隠豊岡2669-5 026-254-2171 料理、調理、加工品小売業

農林産物道売所　ちょっくら 長野市鬼無里1699-2 026-256-2450 野菜、果物小売業

原山竹細工店 長野市戸隠3393 026-254-2098 手芸、工芸、民芸品小売業

野生酵母パン・焼き菓子　ソノマノ　Shop&Cafe 長野市鬼無里日影419 026-262-1819 乾物、菓子、パン小売業

有限会社　あたらしや 長野市戸隠1511番地2 026-254-2128 その他の小売業

有限会社　碓井商店 長野市戸隠3417番地 026-254-2013 各種食料品小売業

有限会社　越後屋商店 長野市戸隠3488番地2 026-254-2315 酒、飲料小売業

有限会社　江戸屋みやげ店 長野市戸隠3394-1 026-254-2116 手芸、工芸、民芸品小売業

有限会社　碓井製菓 長野市戸隠3400番地の1 026-254-2250 乾物、菓子、パン小売業

Ryo Carpentry Stove Shop 長野市中曽根3706 026-217-6441 家具、建具、畳小売業

居酒屋　なかや 長野市戸隠豊岡2180 026-254-2079 酒場、ビアホール

いろりの蕎麦処　築山 長野市戸隠2348番地 026-254-2545 そば店、うどん店

岩戸屋 長野市戸隠3501-イ 026-254-2038 そば店、うどん店

大久保西の茶屋　戸隠総本店 長野市戸隠豊岡2763 026-254-2266 そば店、うどん店

大久保の茶屋 長野市戸隠豊岡2764 026-254-2062 そば店、うどん店

奥社の茶屋 長野市戸隠午王ノ峯3688-1 026-254-2044 そば店、うどん店

小
売
業

飲
食
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浅川・芋井・戸隠・鬼無里
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業種 事業所（店舗）名 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種

奥社前食堂 長野市戸隠3688-1 026-254-2551 そば店、うどん店

鏡池どんぐりハウス 長野市戸隠2039-10 026-254-3719 レストラン

カナダ屋 長野市上ケ屋2471-2339 026-239-2831 レストラン

カフェ　せいざん 長野市戸隠豊岡324 026-217-6885 一般食堂

Kitchen　ひまわり 長野市浅川西条383-30 026-296-0887 一般食堂

くれは 長野市戸隠3522-2 026-254-2939 スナック、バー、キャバレー

小鳥の森 長野市戸隠3510-86 026-254-3083 レストラン

しなの屋 長野市戸隠3498 026-254-2248 そば店、うどん店

スナック　点灯虫 長野市神楽橋48-11 026-263-2001 スナック、バー、キャバレー

ゾゼール 長野市戸隠3244-3 026-256-3766 一般食堂

蕎麦切茶房　戸隠日和 長野市戸隠2924 026-254-2707 そば店、うどん店

そば処　たからや 長野市戸隠2285 026-254-2270 そば店、うどん店

蕎麦処　ゆたかや 長野市戸隠3517-8 026-254-2235 そば店、うどん店

そば処よつかど 長野市戸隠2179-4 026-254-2145 そば店、うどん店

そばの実 長野市戸隠3510-25 026-254-2102 そば店、うどん店

たんぼ　そば店 長野市戸隠豊岡10217 026-254-2261 そば店、うどん店

手打ちそば　岳 長野市戸隠3694-1 026-254-3254 そば店、うどん店

手打ち蕎麦　戸隠堂 長野市戸隠3520 026-254-2129 そば店、うどん店

手打ちそば　山笑 長野市戸隠2704 026-254-3538 そば店、うどん店

戸隠そば博物館　とんくるりん 長野市戸隠3018 026-254-3773 そば店、うどん店

徳善院蕎麦　宿坊極意 長野市戸隠3354 026-254-2044 そば店、うどん店

パイプのけむり 長野市戸隠3672-10 026-254-3108 一般食堂

ぴあのカフェ　ドルチェ 長野市上ケ屋2471-2226 026-239-2200 喫茶店

紅葉 長野市戸隠1511-5 026-254-3433 そば店、うどん店

ARCADIA　～ふたつとない景色～ 長野市門沢5299 026-239-1122 旅館、ホテル業

鷹明亭　辻旅館 長野市戸隠3360番地 026-254-2337 旅館、ホテル業

お宿　富岡 長野市戸隠2157 026-254-2019 旅館、ホテル業

シャレー戸隠 長野市戸隠3507-10 026-254-2099 旅館、ホテル業

信州古民家の宿　燕-EN- 長野市鬼無里日影6730 070-3392-1022 旅館、ホテル業

タカノ美容室 長野市浅川東条265-1 026-241-0938 理容業、美容業

戸隠キャンプ場 長野市戸隠大洞沢3694 026-254-3581 旅館、ホテル業

所隠神社　宿坊築山 長野市戸隠2348番地 026-254-2545 旅館、ホテル業

戸隠スキー場 長野市戸隠3682 026-254-2106 スポーツ施設提供業

長野京急カントリークラブ 長野市北郷2016番地327 026-239-1025 スポーツ施設提供業

ぴあろっきー 長野市戸隠3642-3 026-254-2560 旅館、ホテル業

ヒュッテ　こぶし 長野市戸隠3666-8 026-254-2175 旅館、ホテル業

美容室　アカリ 長野市神楽橋410-4 026-241-1828 理容業、美容業

美容室　よこかわ 長野市戸隠３４１８ 026-254-2243 理容業、美容業

フォレストアドベンチャー・長野 長野市上ケ屋2471-608 080-7843-8680 スポーツ施設提供業

ペンション　ピオレ 長野市戸隠豊岡2737-9 026-254-3045 旅館、ホテル業

民宿りんどう 長野市戸隠3245 026-254-2094 旅館、ホテル業

森の宿　めるへん 長野市戸隠3656 026-254-2081 旅館、ホテル業

山宿　戸隠小舎 長野市戸隠3661-2 026-254-3333 旅館、ホテル業

有限会社　大西旅館 長野市戸隠３５００番地 026-254-2550 旅館、ホテル業

アイシスa 長野市安茂里小市1-28-24 026-222-3800 各種衣料品小売業

アダムスミス　陶芸工房 長野市七二会丙330 090-9669-2588 陶磁器、ガラス器小売業

アメリカンドラッグ　安茂里 長野市大字安茂里字上河原3633-4 026-291-3760 医療用品、化粧用品小売業

アメリカンドラッグ　伊勢宮店 長野市差出南2-22-6 026-228-8125 医療用品、化粧用品小売業

飲
食
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安茂里・小田切・七二会・信更
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業種 事業所（店舗）名 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種

カサイ薬局 長野市差出南2-1-36 026-228-7150 医療用品、化粧用品小売業

グリーンショップ・トツ 長野市小柴見403-7 026-226-4677 農業、園芸用品小売業

坂田商店　さかた宮沖店 長野市宮沖205 026-226-1091 各種食料品・生活用品小売業

さくらざか栄心堂　安茂里店 長野市宮沖3577-5 026-213-4741 乾物、菓子、パン小売業

酒のスーパータカぎ　安茂里店 長野市差出南2-27-5 026-264-5959 酒、飲料小売業

信更いっぽ工房 長野市信更町三水185番地1 026-299-2458 料理、調理、加工品小売業

長野国民堂薬局 長野市安茂里8011 026-226-7096 医療用品、化粧用品小売業

三井昭商店 長野市安茂里大門1749-2 026-226-1980 各種食料品小売業

モリキ　伊勢宮薬局 長野市差出南2-22-6 026-228-8085 医療用品、化粧用品小売業

ルール　ドゥ　グーテ　伊勢宮本店 長野市伊勢宮1-22-5　Mシティビル1F 026-227-1717 乾物、菓子、パン小売業

居酒屋　松風 長野市安茂里大門1773-1-3 026-217-8419 酒場、ビアホール

臼井魚店 長野市七二会己544-1 026-229-2026 一般食堂

三幸軒　安茂里店 長野市安茂里大門1768-6 026-228-6435 一般食堂

白玉蘭 長野市安茂里小市2-18-5 026-213-8181 中華料理、東洋料理店

森の古民家カフェ　あだむさんち 長野市七二会丙330 090-9669-2588 レストラン

洋食屋　わんはんどれっど 長野市宮沖3528-1 026-227-9188 一般食堂

WGS(渡辺業務サポート) 長野市安茂里620-3 026-226-8944 クリーニング業

カットスペース　M 長野市伊勢宮2-21-10 026-225-6176 理容業、美容業

美容室　チャイルド 長野市安茂里小市1丁目22-24 026-224-3287 理容業、美容業

facial　&　bodycare　爽夏風 長野市安茂里西河原1531-7 026-266-0017 理容業、美容業

hair　salon　pupu 長野市大字安茂里965番地1 026-266-0922 理容業、美容業

hairリテイク 長野市安茂里1813-2 026-225-0612 理容業、美容業

moani　relaxation　beauty　salon 長野市安茂里大門1773-1 090-2309-8348 理容業、美容業

森の古民家　リトリート　あだむさんち 長野市七二会丙252 090-9669-2588 旅館、ホテル業

有限会社　小松自動車修理工場 長野市差出南1-15-8 026-228-2562 自動車、二輪車整備業

理容　タケウチ 長野市安茂里１７９９－８ 026-227-3542 理容業、美容業

理容コサカ 長野市大字安茂里1468番地10 026-227-8817 理容業、美容業

青木時計眼鏡店 長野市篠ノ井布施高田801-7 026-292-0303 宝石、貴金属、時計、眼鏡小売業

アメリカンドラッグ　アグリ篠ノ井店 長野市篠ノ井布施五明682 026-299-9200 医療用品、化粧用品小売業

おいも日和　長野しののい店 長野市篠ノ井会221-3 026-214-8119 乾物、菓子、パン小売業

株式会社　アラカワ 長野市篠ノ井会417-2 026-292-5900 乾物、菓子、パン小売業

株式会社　日の出電気 長野市篠ノ井布施高田305-1 026-292-1683 電気、機械器具小売業

株式会社　堀内商事 長野市篠ノ井布施高田803 026-292-0237 電気、機械器具小売業

株式会社　マルデン 長野市篠ノ井布施高田877番地 026-292-1221 各種衣料品小売業

唐澤園 長野市篠ノ井布施高田729番地 026-292-1198 各種食料品・生活用品小売業

酒の春日 長野市篠ノ井二ツ柳1949番地6 026-293-0006 酒、飲料小売業

酒のスーパータカぎ　篠ノ井店 長野市篠ノ井御幣川字松島672 026-293-7400 酒、飲料小売業

篠ノ井エリート 長野市篠ノ井布施高田868-10 026-293-8266 各種衣料品小売業

志ぼりや呉服店 長野市篠ノ井布施高田887番地 026-292-0120 呉服、服地、寝具小売業

書店　すぐじ 長野市篠ノ井布施高田796-2 026-293-1689 書籍、文房具小売業

たかの　篠ノ井店 長野市篠ノ井布施高田393-1 026-290-7727 各種衣料品小売業

時計・メガネ・宝石　タナカ 長野市篠ノ井布施高田868 026-292-0174 宝石、貴金属、時計、眼鏡小売業

とんぼや文具店 長野市篠ノ井布施高田850 026-292-0140 書籍、文房具小売業

ヌボー生花店　篠ノ井店 長野市篠ノ井会758-1 026-261-1187 農業、園芸用品小売業

二葉堂　篠ノ井店 長野市篠ノ井小森480-1 026-293-2810 乾物、菓子、パン小売業

丸山電器 長野市篠ノ井岡田801-1 026-292-2349 電気、機械器具小売業

ミヤザワデンキ 長野市合戦場2-90 026-293-2605 電気、機械器具小売業

美よしや 長野市篠ノ井御幣川1270-6 026-292-1684 各種衣料品小売業
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モリキ　アグリ篠ノ井薬局 長野市篠ノ井布施五明682 026-274-5594 医療用品、化粧用品小売業

ヤマギシ 長野市篠ノ井布施高田797-1Y’sビル1F 026-292-0004 医療用品、化粧用品小売業

山口畳店 長野市篠ノ井布施高田432-2 026-292-0864 家具、建具、畳小売業

有限会社　オキツ電器サービス 長野市篠ノ井御幣川288-3 026-293-3733 電気、機械器具小売業

有限会社　田中商店 長野市篠ノ井石川2248-1 026-292-0568 各種食料品・生活用品小売業

有限会社　蔦屋本店　犀南店（サンエトワール） 長野市篠ノ井東福寺1306-11 026-292-6105 乾物、菓子、パン小売業

有限会社　文化電気 長野市篠ノ井布施高田813番地3 026-292-0542 電気、機械器具小売業

味のカツ丼　ぽんぽこ 長野市篠ノ井布施高田527-4 026-292-1166 一般食堂

安心そば処 長野市篠ノ井小森1120 026-293-1666 そば店、うどん店

居酒屋　縁 長野市青木島1-20-1 026-284-0166 酒場、ビアホール

うどんとんかつの石川亭 長野市篠ノ井布施高田882-4 026-292-1380 一般食堂

海鮮居酒屋　四季彩 長野市篠ノ井布施高田707 026-293-5888 一般食堂

家族亭　北京 長野市篠ノ井岡田512-1 026-293-7801 中華料理、東洋料理店

割烹　川出家 長野市篠ノ井布施高田846-10 026-292-0035 日本料理店、料亭

スナック　ましゃば 長野市篠ノ井布施高田704　花咲会館2F 026-293-7285 スナック、バー、キャバレー

炭火焼肉　みやいり 長野市篠ノ井布施高田806-10 026-292-5649 中華料理、東洋料理店

太陽 長野市篠ノ井布施高田797-1　Yｓビル1階東側 026-299-8863 一般食堂

竹のこ 長野市篠ノ井布施高田852 026-292-9383 スナック、バー、キャバレー

ティアラ 長野市篠ノ井御幣川1228番地4 026-293-4761 スナック、バー、キャバレー

とんかつ　かつ源　篠ノ井店 長野市篠ノ井東福寺965川中島おいしい広場内 026-285-2944 一般食堂

ねこカフェMimi 長野市合戦場1-129-1 026-405-9196 喫茶店

八珍 長野市篠ノ井山布施8731 026-229-3727 一般食堂

ハンバーグハウスNAGANO 長野市篠ノ井東福寺956 026-285-0380 レストラン

福庵
長野市篠ノ井東福寺956番地　川中島おいしい
広場 026-283-3796 一般食堂

紅日香 長野市篠ノ井会684-3　三栄ビル1階東 090-1607-9918 中華料理、東洋料理店

まちの円居　食の団欒　丸十 長野市篠ノ井布施高田845-1 026-292-0629 一般食堂

らーめんみそ丸　長野店 長野市篠ノ井東福寺958 026-254-6336 一般食堂

令月 長野市篠ノ井布施五明3475-1 026-299-7576 寿司店

エステティック&リラクゼーション　MARITIME 長野市篠ノ井二ツ柳2448-1 026-299-8288 理容業、美容業

株式会社　信州ツーリストサービス　本社 長野市篠ノ井御幣川766-4 026-274-5836 旅行業

コスメサロン　アイーシャ 長野市篠ノ井布施高田876-2 026-274-5016 理容業、美容業

coiffure　コワフール 長野市篠ノ井小森551-2 026-292-9149 理容業、美容業

サロン・ド・プラス 長野市篠ノ井布施高田794-1 026-293-7460 理容業、美容業

SKiP(スキップ) 長野市篠ノ井御幣川1116 026-292-7144 理容業、美容業

すざわ整体院　縁～en～ 長野市みこと川70 070-1567-6699 療術業

茶臼山動物園 長野市篠ノ井有旅570-1 026-293-5167 映画館、劇場、興行場

美容室　D・BLUE 長野市篠ノ井布施高田872-2 026-292-6626 理容業、美容業

美容室　ネイルサロン　アマリリス 長野市篠ノ井塩崎6709-7 026-299-6827 理容業、美容業

美容室りんごの木　篠ノ井駅前店 長野市篠ノ井布施高田1413番地2 026-293-5171 理容業、美容業

hair　salon　HARE 長野市篠ノ井布施五明279-16 026-293-1843 理容業、美容業

ヘアーサロン　ミヤイリ 長野市篠ノ井御幣川457 026-292-0939 理容業、美容業

HairShop　Cheerio 長野市篠ノ井布施高田849 026-292-0265 理容業、美容業

ヘアースポット　サンタクロース 長野市篠ノ井布施五明141-3 026-292-4806 理容業、美容業

hairmake　la-bas 長野市篠ノ井御幣川288-3 026-292-5060 理容業、美容業

有限会社　篠ノ井自動車 長野市篠ノ井御幣川900-1 026-293-3444 自動車、二輪車整備業

理容　こしはら 長野市篠ノ井布施高田1106-5 026-293-3636 理容業、美容業

理容　サカタ 長野市篠ノ井布施高田876-1 026-292-0322 理容業、美容業

小
売
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荒川写真館 長野市松代町松代163-15 026-278-2229 写真小売業

一文字屋薬局 長野市松代町松代1129-1 026-278-5020 医療用品、化粧用品小売業

インター松代　象山屋薬局 長野市松代町西寺尾字町裏1463 026-290-6200 医療用品、化粧用品小売業

学販のキウチ 長野市若穂綿内8665-1 026-282-2167 各種衣料品小売業

角屋本店 長野市松代町松代701 026-278-2118 乾物、菓子、パン小売業

久保青果店 長野市松代町松代1211-1 026-278-2356 野菜、果物小売業

合資会社　江島屋商店 長野市松代町松代705 026-278-2138 酒、飲料小売業

地酒とワイン　坂口酒店 長野市松代町松代1359 026-278-2103 酒、飲料小売業

信濃製菓　若穂店 長野市若穂綿内6285 026-282-2497 料理、調理、加工品小売業

写真のコイデ 長野市松代町松代577-2 026-278-2558 写真小売業

しゃれ蔵　さとう 長野市松代町松代517 026-278-2151 各種衣料品小売業

シューズアオキ 長野市松代町松代551 026-278-8998 鞄、履物小売業

ジュエル　クライシ 長野市松代町清野1943 026-278-7710 宝石、貴金属、時計、眼鏡小売業

スキンケアハウス　久保 長野市松代町松代556 026-278-8377 その他の小売業

西村米穀店 長野市松代町松代1374-12 026-278-3155 米穀類小売業

花職人　しまだ 長野市松代町松代662番地2 026-278-2457 農業、園芸用品小売業

株式会社　伴商店 長野市松代町松代665 026-278-2123 その他の小売業

パン屋　小坂 長野市松代町松代163-9 026-247-8982 乾物、菓子、パン小売業

ファッションパーク・カヤマ 長野市松代町松代546 026-278-2167 各種衣料品小売業

不二本店 長野市松代町松代534 026-278-5700 各種衣料品小売業

フラワーマーケット　グリーンローズ 長野市松代町西寺尾1214 026-278-0187 農業、園芸用品小売業

松代エリート 長野市松代町松代534 026-278-7103 各種衣料品小売業

山口化粧品店 長野市若穂綿内8644-10 026-282-2028 医療用品、化粧用品小売業

有限会社　エネ・サイトウ 長野市若穂綿内8603 026-282-2722 電気、機械器具小売業

有限会社　河島屋 長野市松代町松代587 026-278-2130 酒、飲料小売業

有限会社　現金屋本店 長野市松代町松代533 026-278-2023 各種食料品小売業

有限会社　蔦屋本店 長野市松代町松代524 026-278-2005 乾物、菓子、パン小売業

有限会社　東洋堂 長野市若穂綿内8520番地4 026-282-2050 乾物、菓子、パン小売業

有限会社　中村電業社 長野市松代町松代595 026-278-2684 電気、機械器具小売業

有限会社　野本商店 長野市松代町松代550 026-278-2057 酒、飲料小売業

夢工房エリート 長野市松代町松代534 026-278-8181 手芸、工芸、民芸品小売業

味処　えべさ 長野市若穂保科3030-30 026-282-2952 一般食堂

五十里うどん　麺味座 長野市松代町豊栄6154-1 026-278-0141 そば店、うどん店

お食事処　うめたや 長野市松代町松代628 026-278-2174 日本料理店、料亭

割烹　梅田屋 長野市松代町松代628 026-278-2174 日本料理店、料亭

日暮し庵 長野市松代町殿町190-2 026-278-3356 そば店、うどん店

フレッシュ魚一有限会社 長野市松代町松代1226-1 026-278-3746 その他の飲食店

松代象山店　しんこきゅう（心幸食) 長野市松代町松代1496の22 026-214-3108 一般食堂

レストランはなや 長野市松代町清野2567-1 026-278-8743 一般食堂

カットサロン　和田 長野市松代町牧島684 026-278-7045 理容業、美容業

ゲストハウス　マツシロウォーカーズ 長野市松代町松代84 026-274-5142 旅館、ホテル業

健美自然療法整体 長野市若穂保科2965-1北 026-282-4550 療術業

コトリの湯 長野市松代町東条2832 026-213-5510 浴場業

CONTROL 長野市若穂綿内6402-5 026-282-6667 理容業、美容業

郷の森 長野市若穂保科1962-22 070-3961-8244 旅館、ホテル業

しらゆり美容室 長野市若穂川田1076 026-282-4314 理容業、美容業

信州頭痛整体院　雨のち晴れ 長野市松代町清野1744-1 080-4094-2270 療術業

タミ美容室 長野市松代町清野2041-1 026-278-2810 理容業、美容業

美アージュ　まゆずみ 長野市松代町松代650 026-278-2248 理容業、美容業
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美容室　コレット 長野市松代町松代556-6 026-278-2007 理容業、美容業

松代ゲストハウス布袋屋 長野市松代町松代504 026-214-2837 旅館、ホテル業

松代荘 長野市松代町東条3541 026-278-2596 旅館、ホテル業

有限会社　イーウイングオートリサイクル 長野市若穂川田3308 026-282-4424 自動車、二輪車整備業

有限会社　久保モータース 長野市松代町岩野6-2 026-278-2648 自動車、二輪車整備業

有限会社　みずの理容所 長野市松代町松代620番地 026-278-2366 理容業、美容業

理容　くろいわ 長野市松代町松代473 026-278-2863 理容業、美容業

理容室　ワタナベ 長野市松代町松代478-1 026-278-2631 理容業、美容業

いちやくカサイ 長野市中条2704 026-267-2211 医療用品、化粧用品小売業

衣料ショップ　あおきや 長野市中条2625-4 026-267-2507 各種衣料品小売業

衣料センター　しぶや 長野市信州新町新町55-3 026-262-2117 婦人服小売業

株式会社　麻屋家具製作所 長野市信州新町新町698 026-262-2073 家具、建具、畳小売業

株式会社　塩入酒造場 長野市信州新町上条117 026-262-2007 酒、飲料小売業

株式会社　白木屋 長野市信州新町新町146 026-262-2017 金物、日用品、雑貨小売業

合資会社　中澤薬局 長野市信州新町新町190 026-262-2054 医療用品、化粧用品小売業

三共新町 長野市信州新町新町205番地 026-262-3332 電気、機械器具小売業

3びきのくじら 長野市中条住良木9117-1 乾物、菓子、パン小売業

寝具のかしわや 長野市信州新町新町158 026-262-2039 呉服、服地、寝具小売業

中屋商店 長野市中条住良木8494番地 026-268-3833 各種食料品・生活用品小売業

フレッシュワン　まるしょう 長野市中条住良木8754-1 026-268-3626 各種食料品小売業

前澤商事　有限会社 長野市信州新町新町198 026-262-2025 書籍、文房具小売業

矢嶋製パン　有限会社 長野市信州新町新町26 026-262-2076 乾物、菓子、パン小売業

山野井電化 長野市中条4437-1 026-268-3111 電気、機械器具小売業

有限会社　丸善金箱商店 長野市信州新町新町206-2 026-262-2048 金物、日用品、雑貨小売業

有限会社　上原屋 長野市信州新町新町949 026-262-2035 各種衣料品小売業

有限会社　窪田商店 長野市中条住良木395-1 026-267-2533 酒、飲料小売業

有限会社　信越デンキ 長野市信州新町新町207-3 026-262-2167 電気、機械器具小売業

有限会社　田中屋魚店 長野市信州新町新町183番地イ 026-262-2047 各種食料品小売業

有限会社　松崎屋製菓舗 長野市信州新町新町187 026-262-2033 乾物、菓子、パン小売業

有限会社　松新商店 長野市信州新町新町174 026-262-2030 米穀類小売業

有限会社　美濃屋精米所 長野市信州新町新町47-1 026-262-2220 米穀類小売業

有限会社　横川書店 長野市信州新町新町18-ロ 026-262-2140 書籍、文房具小売業

大岡食堂 長野市大岡甲5269-1 026-266-3015 一般食堂

カフェテラス　モモ 長野市大岡甲7552 026-266-3701 レストラン

食事処　ひはら 長野市信州新町日原西2159-1 026-264-2331 一般食堂

とんかつ　&　ヒーリングハウス　えん　（食堂） 長野市信州新町新町634-1 090-7013-3355 一般食堂

やきとり　おかめ 長野市信州新町新町176 026-262-2170 一般食堂

有限会社　旭屋食堂 長野市信州新町新町27 026-262-2155 一般食堂

ろうかく荘 長野市信州新町上条95-3 026-262-2309 一般食堂

和楽 長野市信州新町新町142 026-262-2133 一般食堂

あすか鍼灸院 長野市信州新町新町148-1 090-6835-3917 療術業

大岡温泉 長野市大岡中牧1142 026-266-1088 浴場業

信州不動温泉　さぎり荘 長野市信州新町日原西300-1 026-264-2103 旅館、ホテル業

新町自動車センター　株式会社 長野市信州新町上条460-4 026-262-2164 自動車、二輪車整備業

とんかつ　&　ヒーリングハウス　えん　（宿泊） 長野市信州新町新町634-1 090-7013-3355 旅館、ホテル業

中村ドライクリーニング店 長野市中条住良木781 026-268-3820 クリーニング業

聖山パノラマホテル 長野市大岡丙5402-2 026-266-2623 旅館、ホテル業

ヘアー　サロン　ミヤモト 長野市信州新町里穂刈302-7 026-262-4069 理容業、美容業
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業種 事業所（店舗）名 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種

やきもち家 長野市中条日下野5286 026-267-2641 旅館、ホテル業

有限会社　森下商会 長野市信州新町新町962-2 026-262-2230 自動車、二輪車整備業

理容モリシタ 長野市信州新町新町150 026-262-2262 理容業、美容業

アメリカンドラッグ　稲里店 長野市稲里町中央4-11-12 026-291-0661 医療用品、化粧用品小売業

アメリカンドラッグ　丹波島店 長野市丹波島2-9-13 026-285-6199 医療用品、化粧用品小売業

アメリカンドラッグ　長野川中島店 長野市川中島町御厨862 026-214-6450 医療用品、化粧用品小売業

アメリカンドラッグ　南長野店 長野市稲里町2-15-8 026-286-7785 医療用品、化粧用品小売業

イーゾーン　川中島店 長野市川中島町御厨829-1 026-283-8478 宝石、貴金属、時計、眼鏡小売業

和泉屋深澤商店 長野市川中島町上氷鉋965-3 026-284-4012 金物、日用品、雑貨小売業

イナサト　象山屋薬局 長野市稲里町中央4-11-12 026-291-0655 医療用品、化粧用品小売業

御菓子処花岡　川中島店 長野市丹波島2-19-2 026-283-0268 乾物、菓子、パン小売業

おやきの店　ほり川 長野市青木島2-2-1 026-284-5377 料理、調理、加工品小売業

買取り専門店 長野市稲里町中央1丁目3番25 026-214-5757 中古品小売業

家具・インテリア　アメニティーショップ　アイ 長野市青木町大塚1390-1 026-284-4455 家具、建具、畳小売業

株式会社　コーホク薬局 長野市青木島町青木島乙623-1 026-285-3470 医療用品、化粧用品小売業

株式会社　中澤屋 長野市川中島町今井1583 026-284-4139 呉服、服地、寝具小売業

更北でんか堂 長野市青木島町大塚1024-1 026-285-0606 電気、機械器具小売業

さくらざか栄心堂　稲里店 長野市稲里町下氷鉋1229-21 026-254-6138 乾物、菓子、パン小売業

酒のスーパータカぎ　小島田店 長野市大字小島田字田中沖1131-3 026-283-5959 酒、飲料小売業

酒のスーパータカぎ　長野南店 長野市稲里町中央４－１－２ 026-291-0808 酒、飲料小売業

スズキ電器 長野市稲里町田牧776 026-285-2426 電気、機械器具小売業

スリープインテリア館ミヤサカ　川中島店 長野市金井田32-2　plazaM 026-292-8484 呉服、服地、寝具小売業

タイヤ＆ホイール　MANEKI-MOAIZOU　長野大橋店 長野市青木島町綱島421-2 026-214-9081 自動車用品小売業

千歳屋本店 長野市川中島町原765-1 026-292-0294 乾物、菓子、パン小売業

ちりめんや 長野市川中島町今井1686-1 026-283-1473 呉服、服地、寝具小売業

でんきのオサダ 長野市川中島町原1303-3 026-291-1955 電気、機械器具小売業

中沢電器 長野市川中島町上氷鉋1364-23 026-284-5771 電気、機械器具小売業

長野住宅環境　有限会社 長野市川中島町御厨1387番地3 026-214-9002 その他の小売業

なんでも買取センター 長野市稲里町中央1丁目3番25 026-214-5757 中古品小売業

人形の山川 長野市金井田172 026-292-6363 がん具、娯楽用品小売業

Nubow　×　Adorer 長野市稲里町中央1-23-1 026-286-6187 農業、園芸用品小売業

ビヨンド西友南長野薬局 長野市稲里町中央4-8-8 026-291-0345 医療用品、化粧用品小売業

ファイテンシェスタ 長野市青木島4-4-5-3F 026-247-8922 その他の小売業

二葉堂　川中島店 長野市川中島町御厨1037-1 026-283-8808 乾物、菓子、パン小売業

ブテイック　アベ
長野市川中島町今井1072-6　ハイツペリマベラ
102 090-4463-7139 婦人服小売業

平安堂川中島店 長野市川中島町御厨堂野946-3 026-286-4545 書籍、文房具小売業

ミス・ハーティー　川中島本店 長野市今井1834-5 026-283-8021 宝石、貴金属、時計、眼鏡小売業

南長野石油　株式会社 長野市稲里町中央３丁目３９番２０号 026-284-4419 その他の小売業

有限会社　青木島食販 長野市青木島町綱島681-12 026-283-1821 米穀類小売業

有限会社　和泉屋商店 長野市川中島町今井1722-4 026-284-4022 金物、日用品、雑貨小売業

有限会社　桜井商店 長野市稲里町田牧394-4 026-284-3121 酒、飲料小売業

有限会社　ヤマダドレス　川中島店 長野市川中島町御厨1028-5 026-283-3363 婦人服小売業

赤ちょうちん　㐂田やま 長野市川中島町原275-3 026-466-6156 酒場、ビアホール

アジアの台所　tenten 長野市川中島町御厨971 026-283-6266 一般食堂

味処　秋佳 長野市稲里町中央1-14-20 026-285-6881 酒場、ビアホール

あっぷるぐりむ　小島田店 長野市小島田頤気沖986-1 026-284-8121 レストラン

居酒屋　一平 長野市青木島町綱島266-1 026-283-8451 酒場、ビアホール

居酒屋　ごくろう山 長野市真島町川合332-3 026-284-7283 一般食堂
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業種 事業所（店舗）名 掲載事業所住所 ＴＥＬ 業種

居酒屋　福はうち 長野市川中島町御厨1819-1 026-283-6750 一般食堂

居酒屋やおや 長野市稲里町中氷鉋950　峰和ビル 026-283-5733 一般食堂

イタリア料理トラットリア　花花 長野市金井田88 026-299-8787 レストラン

うまいもん工房　けん軒 長野市川中島町御厨42-1 0262-83-3676 一般食堂

駅前カフェ　和 長野市川中島町上氷鉋1345 090-7902-9541 喫茶店

オステリア　バレノット 長野市川中島町御厨1171-2 026-285-0012 レストラン

海鮮居酒屋　とと 長野市川中島町今井1524-2 026-283-3718 一般食堂

割烹　志麻 長野市川中島町御厨1109-1 026-284-7144 日本料理店、料亭

café　＆　bar　みねるば 長野市青木島町綱島637-1 026-284-3170 喫茶店

カントリーハウス 長野市川中島町上氷鉋1111-13 026-284-8382 一般食堂

菊寿司 長野市丹波島2-4-17 026-284-4977 寿司店

北国のジンホル屋　ふる川　篠ノ井店 長野市里島95 026-247-8522 中華料理、東洋料理店

牛天　川中島店 長野市川中島町御厨42-1 026-283-0298 中華料理、東洋料理店

鯨屋　川中島店 長野市川中島町御厨637-6 026-283-4567 酒場、ビアホール

酒井珈琲 長野市川中島町上氷鉋309-13 026-284-7966 一般食堂

三幸軒　川中島店 長野市稲里町中氷鉋1197-3 026-285-5818 一般食堂

中華料理　集彩軒 長野市川中島町今井1843-2　北原東ビル101 026-283-8261 中華料理、東洋料理店

酒膳処　おお井 長野市川中島町御厨1068-3 026-284-8802 酒場、ビアホール

旬菜　茶々や 長野市青木島町大塚976-4 026-214-6717 一般食堂

旬菜居酒家　月あかり 長野市青木島2-2-1 026-283-9575 酒場、ビアホール

寿し孝 長野市青木島1丁目24番地27 026-285-3144 寿司店

スナック　かなざわ 長野市川中島町御厨1108 026-283-0988 スナック、バー、キャバレー

スナック　キャッツアイ 長野市稲里町中氷鉋950　峰和ビル 026-283-1708 スナック、バー、キャバレー

スナックKOKORO 長野市川中島町今里1-10 026-285-6556 スナック、バー、キャバレー

台湾料理　鮮味館 長野市稲里町1137-9 026-286-1600 中華料理、東洋料理店

中華そば　依々恋々 長野市広田111 026-214-3985 一般食堂

DAY　OFF　HOUSE 長野市川中島町御厨998-6 026-214-6878 一般食堂

手打ちそば　桜 長野市川中島町原759-1 026-274-5170 そば店、うどん店

テンホウ　篠ノ井店 長野市川中島町原762-1 026-292-1046 一般食堂

ドンキホーテ　篠ノ井バイパス店 長野市金井田175 026-292-6184 一般食堂

日本料理　悠善 長野市青木島町青木島乙532番地6 026-219-2077 日本料理店、料亭

ぱうちカフェ 長野市川中島町今井1780-11F 026-214-8425 ファーストフード店

美酒嘉肴　椿　稲里店 長野市稲里町中央4丁目11-10 026-214-3043 その他の飲食店

ピッツェリア　篠ノ井バイパス店 長野市川中島町御厨高柳2348 026-299-6839 レストラン

麺匠　あじゃり 長野市稲里町中央3-35-2 026-286-7087 一般食堂

麺飯厨房　牡丹荘 長野市稲里町下氷鉋227-8 026-285-2755 一般食堂

やきとり　義経 長野市川中島町上氷鉋1352-3 026-274-5047 酒場、ビアホール

やきとり安さん 長野市稲里町中氷鉋950 026-284-0999 一般食堂

焼肉食堂ゆたか 長野市稲里町中氷鉋943-3 026-283-4025 中華料理、東洋料理店

遊菓里 長野市川中島町原1373-1 026-284-4100 その他の飲食店

有限会社　日の屋 長野市川中島町原118番地 026-292-0385 酒場、ビアホール

らうめん　吟屋 長野市川中島町御厨971 026-284-1510 一般食堂

龍虎 長野市小島田町1423番地 026-284-9400 一般食堂

アイデザイン
長野市青木島町大塚1139-1　サンスプレービ
ル1F 026-214-5884 理容業、美容業

Assia’s　NeFeRTiTi 長野市稲里町中央2-20-1 026-284-0031 理容業、美容業

オートショップ日米　株式会社 長野市稲里1丁目6番地5 026-284-2845 自動車、二輪車整備業

オールハンドアロマサロン　ma.room 長野市小島田町1077-1 026-214-2279 理容業、美容業

温泉サロン　凜　広徳店 長野市広田141　スーパー銭湯広徳の湯内 026-214-6603 理容業、美容業

株式会社　信州トラベルサービス 長野市青木島町大塚945-5 026-291-0120 旅行業
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株式会社　第一旅行 長野市川中島町御厨1135 026-285-1919 旅行業

株式会社ホンダカーズ長野中央　南長野店 長野市金井田168 026-299-8000 自動車、物品レンタル業

CamCam 長野市川中島町今井78-20 026-247-8830 理容業、美容業

川中島温泉テルメDOME 長野市川中島町今井1780-1 026-214-6660 浴場業

川中島Hiroba 長野市川中島町今井1780-1 026-214-8405 遊技場

クリーニング　コスモス 長野市川中島町上氷鉋31-3 026-283-1067 クリーニング業

小山鍼灸院 長野市川中島町今井1024-8 026-283-8651 療術業

サンダース青葵 長野市青木島町綱島226-20 026-283-7338 理容業、美容業

CHOCOLAN 長野市川中島町今井1780-1　川中島hiroba2階 080-3568-5366 理容業、美容業

整体・アロマ　リッチフルーツ 長野市稲里町中央1-2-26 026-283-7377 理容業、美容業

Beauty　Art　Salon　Fen　Nail
長野市青木島4-4-5　青木島ショッピングパーク
2階 026-214-2716 理容業、美容業

美容室　Ciel 長野市三本柳東3-6 026-283-3966 理容業、美容業

美容室　ミニック 長野市丹波島2丁目18-12 026-284-7608 理容業、美容業

美容室We’z 長野市青木島町大塚1483-1 080-4000-2722 理容業、美容業

美容室ドリーム 長野市小島田町1382-5 026-286-2707 理容業、美容業

美容室ビザビ　青木島店 長野市青木島町大塚1561-15-2F 026-283-0270 理容業、美容業

美容室りんごの木　川中島店 長野市川中島町御厨946番地1 026-283-7370 理容業、美容業

プライベートサロン　ディディエリ 長野市川中島町上氷鉋1006-7 070-6457-1361 理容業、美容業

Hair　&　Beauty　mamacorte 長野市川中島町今井1780番地1 026-466-6507 理容業、美容業

ヘアーサロン　コシハラ 長野市川中島町御厨1845 026-284-4409 理容業、美容業

ヘアーサロンタケムラ 長野市川中島町今井1527-3 026-284-4408 理容業、美容業

ヘアーサロン・アルファ 長野市稲里町中央4-17-5 026-291-0033 理容業、美容業

ヘアブルーム 長野市稲里町中央1-17-17 026-285-6877 理容業、美容業

ヘア&メイク　リンクス 長野市稲里町下氷鉋947-15 026-284-7811 理容業、美容業

ホーリーヒルグラン 長野市川中島町御厨637-1 026-286-0011 理容業、美容業

ミストラル青木島
長野市青木島4-4-5青木島ショッピングセンター
2F 026-284-7560 フィットネスクラブ

ミストラル川中島
長野市川中島今井薬師堂1814-1西友川中島
2F 026-284-7706 フィットネスクラブ

有限会社　オーケー・モータース 長野市広田22番地 026-286-1302 自動車、二輪車整備業

有限会社　サンポー　大橋南工場 長野市青木島町綱島643-2 026-283-4486 自動車、二輪車整備業

有限会社　テクニカル・ラボ 長野市稲里町中氷鉋394－1 026-283-7500 自動車、二輪車整備業

リッツ美容室 長野市川中島町今井1062-11 026-284-4453 理容業、美容業

理容室　オークボ 長野市川中島町御厨1372-15 026-293-1046 理容業、美容業

理容室　リブレ 長野市三本柳東2丁目34番地4 026-284-1541 理容業、美容業
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本事業に関するお問い合わせ

長野市商工観光部商工労働課
推し店プラチナチケット担当

〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地
TEL:026-224-5149（直通）

（8：30～17：15 ※土・日・祝日を除く）


