
業種 ジャンル 取扱店名 地番表示 電話番号 コメント

小売業 衣料 アララギ衣料店 大町上仲町 22-0022

小売業 衣料 レディースショップ　アララギ 西友大町店内 23-2515

小売業 衣料 （株）いぐち 大町大黒町 22-0828

小売業 衣料 いちまる 大町下仲町 22-0001

小売業 衣料 オギノ　信濃大町店 ザ・ビッグ信濃大町店内 21-3011

小売業 衣料 しおいり 大町九日町 22-0275

小売業 衣料 （株）だいいち 大町上仲町 22-0208

小売業 衣料 （株）大三 大町上仲町 22-0003

小売業 衣料 ファッションＪＯＹ 大町下仲町 22-3123

小売業 衣料 ファッションセンターしまむら　大町店 大町俵町 21-1158

小売業 衣料 服地のはしもと 大町仁科町 22-1066

小売業 衣料 マルナカ商店 大町仁科町 22-0964

小売業 衣料 レディマツザカヤ 大町仁科町 23-7474

小売業 食品 イーストア　六九町店 大町六九町 22-0256

小売業 食品 イゲタボシ　伊藤商店 大町大黒町 22-0068

小売業 食品 （株）一木宮坂商店 大町九日町 22-0386

小売業 食品 井戸青果 大町堀六日町 22-1145

小売業 食品 金原青果店 大町仁科町 22-0181

小売業 食品 （有）倉科製粉所 大町大黒町 22-0227

小売業 食品 （有）松田乳業 大町俵町 22-0224

小売業 食品 （株）マルナカ　コーポレーション 大町仁科町 22-1360

小売業 食品 最上屋 大町九日町 22-0158

小売業 食品 大和屋食品百貨店 大町仁科町 22-0306

小売業 食品 横川商店 大町九日町 22-0133

小売業 食品 自然健康食品の店　わかば 大町俵町 22-7843

小売業 菓子 御菓子司　喜久龍 大町仁科町 22-0183

　令和元年　プレミアム付商品ｋ年　取扱店舗一覧（美麻地区店舗は最後尾に記載があります）　　　　　　　　　　　　令和元年１１月２２日現在
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小売業 菓子 御菓子司　柴田 大町上仲町 22-0474

小売業 菓子 小日向製菓舗 大町南原町 22-0991

小売業 菓子 コンディトライ・アン・マリーレ 平大町温泉郷 85-0702 ホールケーキのイラスト無料サービス（要予約）詳しくは店頭へ

小売業 菓子 （有）藤長菓子舗 大町大黒町 22-0186

小売業 菓子 cake & cafe 立田屋 大町下仲町 22-0011

小売業 精肉 追分肉店 大町大黒町 22-1901

小売業 精肉 小林鶏肉店 大町九日町 22-0476

小売業 精肉 梨子田商店 常盤清水 23-4129

小売業 パン （有）セブン 常盤上一 23-0381

小売業 パン・子供服 丸福パン店 大町仁科町 22-0311 ｾﾗﾌ、ｵﾌｨｼｬﾙﾁｰﾑ、F.O.KIDS他、各種子供服ブランドも取扱っています

小売業 弁当 （有）だいこく食品 大町大黒町 22-5087

小売業 弁当 ほか弁大町仲町店 大町下仲町 22-4616

小売業 土産品 いーずら大町特産館 大町仁科町 23-7511 菓子、漬物、麺類、加工品、飲料、酒類、贈答用りんご等が勢揃い

小売業 土産品 田中屋　アルプスロマン館 大町信濃大町駅前 23-7808

小売業 おやき 市川商店 大町南原町 22-1558

小売業 コーヒー 豆工房　彩乃季 常盤泉 85-2232 世界各国から厳選した珈琲豆をお好みに合わせその場で焙煎します

小売業 化粧品 ヤマチキリストア 大町九日町 22-0334

小売業 生花 （有）カワカミ園芸 大町南原町 22-0934

小売業 生花 ナガサワフローリスト 大町名店街 22-1706

小売業 メガネ （株）コンドウ眼鏡店 大町仁科町 22-0856

小売業 メガネ （株）時明堂 大町九日町 22-0468

小売業 メガネ メガネストアー　大町店 大町旭町 26-4008 コンタクトレンズ及び補聴器の取扱店です。お気軽にご相談ください。

小売業 メガネ メガネのタカハシ 大町九日町 22-0962

小売業 メガネ メガネのナガタ　信濃大町店 ザ・ビッグ信濃大町店内 23-6707

小売業 家具 さすほん家具 大町高見町 22-0195

小売業 家具 塩入家具店 大町下仲町 22-0128

小売業 家具 （有）マルキタ　家具センター 大町俵町 22-1529

小売業 家電 オーディオイン・キタムラ 大町下仲町 22-6708
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小売業 家電 （有）フリハタ家電 大町大黒町 22-0363

小売業 家電 （有）三ツ和電気 大町下仲町 22-0364

小売業 家電 ヤマダ電機　テックランド大町 大町旭町 85-0900

小売業 家電・リフォーム エディオン　大町店 常盤上一 21-1500 家電、オール電化、リフォームのことならエディオン大町店へ！

小売業 携帯電話 ドコモショップ　フレスポ大町店 大町若宮町 21-2121

小売業 おもちゃ おもちゃの　にしな 大町高見町 22-6087

小売業 ギフト ギフトショップ　あだち 大町大黒町 22-6360

小売業 靴 アスビーファム　信濃大町店 ザ・ビッグ信濃大町店内 21-3024

小売業 靴 （有）叶屋靴店 大町仁科町 22-0618

小売業 雑貨 雑貨ショップ　Ｒｅ．フォレスト 大町下仲町 23-7145 商品券ご利用者には、プチプレゼントをご用意しています

小売業 写真 （有）カメラの太陽堂 大町仁科町 23-2221

小売業 食器 西丸屋陶器店 大町九日町 22-0039

小売業 書店 蔦屋書店　大町店 常盤上一 23-0048

小売業 ｽﾎﾟｰﾂ 大谷運動具店 大町下仲町 22-1000

小売業 特産 （合）菜の花ステーション 大町仁科町 85-8040

小売業 文具 （有）北福島 大町上仲町 22-0123 文房具・事務用品・事務機器のご用命は、経験と知識豊富な当店へ

小売業 １００円ショップ １００円ショップ　キャンドゥー 大町旭町 23-3225

小売業 １００円ショップ ザ・ダイソー　フレスポ大町店 大町若宮町 85-0608

小売業 リサイクルショップ スマイルサンタ　大町店 大町大黒町 85-2130 新品および中古品の売買を行っています

小売業 薬 クスリの赤澤 大町仁科町 22-0170

小売業 薬 （株）タカミ薬局 大町下仲町 22-0180

小売業 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ アメリカンドラッグ　大町店 大町大黒町 26-5020

小売業 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ （株）コスコ　ドラッグコスコ大町店 大町俵町 23-3534

小売業 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ （株）コスコ　ドラッグコスコ大町南店 大町旭町 85-0311

小売業 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ とをしや薬局　大町常盤店 常盤上一 26-3250

小売業 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ マツモトキヨシ　フレスポ大町店 大町若宮町 21-2320

小売業 コンビニ セブンイレブン　大町九日町店 大町九日町 22-1171

小売業 コンビニ セブンイレブン　大町上橋店 大町大新田町 22-6558
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小売業 コンビニ セブンイレブン　大町南原店 大町南原町 23-0711

小売業 コンビニ セブンイレブン　大町アルペンライン店 大町俵町 23-3717

小売業 コンビニ セブンイレブン　信濃常盤駅入口店 常盤下一 22-3980

小売業 コンビニ ファミリーマート　ＪＡ大北大町運動公園店 常盤泉 21-1005

小売業 コンビニ ファミリーマート　ＪＡ大北ええっこの里店 常盤須沼 21-3013

小売業 コンビニ ファミリーマート　大町常盤店 常盤下一 21-2021

小売業 コンビニ ファミリーマート　大町大原店 大町大原町 26-6120

小売業 コンビニ ローソン大町木崎湖店 平森 22-3110

小売業 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ カインズホーム　スーパーセンター大町店 常盤上一 21-2111

小売業 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ コメリハード＆グリーン　大町店 大町俵町 21-1067

小売業 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ ホームプラザナフコ　フレスポ大町店 大町若宮町 21-3611

小売業 金物 一三ツ星福島商店 大町上仲町 22-0020

小売業 建設資材 （株）伊藤金物商会 大町白塩町 22-0239

小売業 食品・合鍵 （株）さくらい 大町堀六日町 22-2225

小売業 カー用品 （株）オートアールズ　大町店 常盤上一 26-3511

小売業 カー用品 タイヤセンター大町 常盤上一 22-0493

小売業 農機具 （有）吉田農林機械 大町三日町 22-1503

小売業 ガソリン （有）安曇野石油 平大町温泉郷 23-3401

小売業 ガソリン 大町シェル石油　（株）大町給油所 大町俵町 22-0885

小売業 ガソリン 大町シェル石油　（株）大町不二塚給油所 大町不二塚町 22-0941

小売業 ガソリン 大町シェル石油　（株）大町常盤給油所 常盤上一 22-1886

小売業 ガソリン 大北石油株式会社 社木舟 22-1726

小売業 ガス 大町ガス（株） 大町十日町 22-3111

小売業 ガス （有）千成商事 常盤須沼 23-4868

小売業 燃料 （有）イリハチ 大町九日町 22-0051

小売業 農産物販売 地場の郷 常盤下一 26-5111

小売業 スーパー ザ・ビッグ　信濃大町店 大町旭町 22-4111

小売業 スーパー 西友　大町店 大町東中原町 23-5789
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小売業 スーパー デリシア　フレスポ大町店 大町若宮町 85-4388

サービス業 温泉 大町市コミュニティーセンター　上原の湯 平上原 22-2759

サービス業 温泉 心笑館　こまどめの湯 平高瀬入 85-2615

サービス業 車 オートガレージ　シフト 大町大黒町 23-4210

サービス業 車 （有）大町スズキ　羽田商会 大町俵町 22-2796

サービス業 車 （有）カーサービス　シンペイ 社青島 23-3675

サービス業 車 カーファクトリー　ブレイブ 大町六九町 85-0511

サービス業 車 （有）ＧＡＲＡＧＥ　ＡＺ 常盤須沼 85-0742

サービス業 車 （株）甲信マツダ　大町店 社館之内 22-1939

サービス業 車 （有）斉藤自動車 大町俵町 22-2295

サービス業 車 （株）信濃大町　糸屋自動車 大町旭町 85-0527

サービス業 車 シンコーホンダ 大町大黒町 22-1851

サービス業 車 （株）スズキ自販長野　大北営業所 常盤須沼 22-3360

サービス業 車 （有）立山モータース 平西原 22-7007

サービス業 車 （有）中村自動車　整備工場 大町俵町 22-1030

サービス業 車 日産サティオ松本　大町店 大町旭町 22-3250

サービス業 車 日産プリンス松本販売（株）　大町営業所 常盤貝原 22-5095

サービス業 車 松本日産自動車（株）大町店 平借馬 22-3223

サービス業 車 ネッツトヨタ長野（株）大町店 大町旭町 22-5279

サービス業 車 （有）フジマキ 常盤上一 22-2042

サービス業 車 （有）宮澤自動車 大町幸町 22-1698

サービス業 車 （有）矢口自動車　修理工場 大町旭町 22-3100

サービス業 車 吉原自動車板金工業（有） 大町幸町 22-1442 プレミアム商品券ご利用で、フロントガラス撥水加工サービス！！

サービス業 代行 （有）こまくさ 大町大新田町 22-3473

サービス業 タクシー アルピコタクシー（株） 大町大黒町 23-2323

サービス業 タクシー アルプス第一交通（株） 大町仁科町 22-2121

サービス業 医科 永井眼科医院 大町仁科町 22-1555

サービス業 整体 いやし空間　森の休息 大町下仲町 23-7145 初めてご利用の方は１，０００円割引！ホッと一息ついて下さい
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サービス業 整体 こだま治療室 常盤上橋 22-5958

サービス業 整体 ほぐし処　気楽家 平借馬 23-2622

サービス業 介護用品レンタル 福祉環境サービス 常盤泉 85-0035

サービス業 社会保険労務士 社会保険労務士　水野事務所 平上原 85-4013

サービス業 写真 （有）磯貝スタジオ 大町九日町 22-0131

サービス業 旅行 （株）トラベルプラザ 大町旭町 23-2100

サービス業 カラオケ カラオケ　ジャックと豆の木 大町五日町 21-1002

サービス業 クリーニング クリーニング館　デリシア大町店 大町高見町 22-9297

サービス業 クリーニング 美洗館　俵町店 大町俵町 22-3366

サービス業 ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ コインランドリー　サン・サポート 大町俵町 22-3366 商品券ご利用で特別割引いたします　大型洗濯機大人気中

サービス業 印刷 （株）奥村印刷所 大町九日町 22-0205

サービス業 印刷 （有）北辰印刷 大町桜田町 22-3030

サービス業 清掃 ダスキンオビ 大町白塩町 23-0424 お掃除ご契約のお客様今大人気の台所スポンジ３ヶ入をプレゼント

理容･美容 池上美容室 平木崎 22-9581

理容･美容 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 大町大新田町 22-1404

理容･美容 ｏＨａＮａ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 大町神栄町 85-0487

理容･美容 上條理容店 社松崎 22-8026

理容･美容 （株）美容室　アリス 大町仁科町 22-5411

理容･美容 美容室　ｍａｒ 大町下仲町 23-7755

理容･美容 ヘアーサロン　ジンジ 大町白塩町 22-0752

理容･美容 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　椿姫 大町桜田町 23-7577 一緒に”キレイ”を、探しましょう

理容･美容 ＭＡＥ　ｉｓｍ美容室 大町不二塚町 22-2729

理容･美容 メンズカット　刈人 大町九日町 85-2285

理容･美容 （有）吉沢理美容館 大町下仲町 22-0896

理容･美容 理容ライオン 大町九日町 22-0756

食事・喫茶 （有）泉味 大町仁科町 23-0828

食事・喫茶 山麓ファームダイニング　健菜樂食　Ｚｅｎ 平借馬 090-1706-5391 お祝い事や自分へのご褒美に健康的な全粒粉料理をどうぞ！

食事・喫茶 創舎わちがい 大町上仲町 23-7363
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食事・喫茶 トレビの泉 大町名店街 22-0397

食事・喫茶 和食　織是 平借馬 85-2371 「食」を通した素敵な体験を提供して参ります

食事・喫茶 イタリアンカフェ　ｅｎｔｏｔｕ 常盤泉 22-8866

食事・喫茶 ｋｕｎｉ’ｓカントリーキッチン 平野口 26-6602

食事・喫茶 グルメハウス　三ツ星 大町中原町 23-4333

食事・喫茶 鹿ジビエと手作り定食　カイザー 大町俵町 85-0788 鹿ジビエと手作り定食など、常時４０種以上のボリュームメニュー

食事・喫茶 ネパールレストラン　ヒマラヤンシェルパ 大町名店街 85-2432 ネパール料理を、ここ大町でぜひ堪能ください

食事・喫茶 ハングリーボックス　ユキ 大町名店街 22-4067

食事・喫茶 ビストロカフェ　ミルフィーユ 大町仁科町 22-6898

食事・喫茶 ビストロ　傳刀 大町白塩町 22-3755

食事・喫茶 レストラン　くんくん 平簗場 23-1647

食事・喫茶 ファミレス ココス　北アルプス大町店 大町旭町 21-3522

食事・喫茶 （有）一番鮨 大町日の出町 23-0801

食事・喫茶 鮨処　あかね 大町五日町 23-5012

食事・喫茶 （有）竹寿司 大町宮田町 22-0601

食事・喫茶 （有）松葉鮨 大町仁科町 22-8884

食事・喫茶 こまつうどん店 大町日の出町 22-0646

食事・喫茶 いろり屋　やさか 八坂大平 26-2625

食事・喫茶 小木曽製粉所　おふくろそば大町店 常盤須沼 23-0296 自社製粉製麺による「ざるそば」は大盛りまで５００円（税別）！！

食事・喫茶 手打ちそば処　ふるさと風味高瀬川 平野口 22-7001

食事・喫茶 そば処　わっぱら家 平上原 22-8432

食事・喫茶 樹の実Ⅱ 常盤上一 22-3684

食事・喫茶 ぐーちょきぱ 平海の口 23-1466

食事・喫茶 （株）俵屋 大町五日町 22-0218

食事・喫茶 テンホウ　大町店 常盤上一 22-1041 ぎょうざ、ラーメン、定食を扱うご当地チェーンです

食事・喫茶 豚のさんぽ 大町仁科町 85-0129

食事・喫茶 らーめん矢 大町桜田町 85-4456

食事・喫茶 味楽苑 大町五日町 22-1363

7 / 9 ページ



業種 ジャンル 取扱店名 地番表示 電話番号 コメント

食事・喫茶 モランボン 大町仁科町 22-6883

食事・喫茶 やきにく　ＳＯＵＬ 常盤上一 22-0703

食事・喫茶 焼肉　食道園 大町五日町 22-1080

食事・喫茶 エコーハウス　たかがり 八坂鷹狩山 26-2556

食事・喫茶 おひさま　カフェ＆レスト 大町俵町 22-8895

食事・喫茶 古民家カフェ　大木葉 八坂大平 070-4427-3398 日本一大きな古民家（国の登録文化財）で、ゆったりしたひと時を♪

食事・喫茶 自家焙煎珈琲屋　ＵＮＩＴＥ 大町堀六日町 85-0180

呑み処 居酒屋　まいど 大町名店街 22-9737

呑み処 居酒屋・やきとり　まつり 大町九日町 23-0008

呑み処 居酒屋　夢の花 大町日の出町 23-5620

呑み処 喜多さん 大町五日町 23-0300

呑み処 串揚げ酒場　花山 大町名店街 23-7022

呑み処 旬ｓａｉ酔家　蔵人 大町九日町 26-3603

呑み処 スナック　ニューチカ 大町仁科町 22-1500

呑み処 地鶏とハイボール　銀八 大町八日町 22-0129

呑み処 集いの広場　カフェ＆バー　シュシュ 大町日の出町 26-6420

呑み処 はっちゃん 大町名店街 22-0161

呑み処 養老乃瀧　大町駅前店 大町仁科町 22-4848

宿泊業 黒部観光ホテル 平大町温泉郷 22-1520 和洋70種類以上の夕食バイキングと入浴のセットプランがおすすめ

宿泊業 信州金熊温泉　明日香荘 八坂矢下 26-2301

宿泊業 （有）大幸商永　高瀬館 平高瀬入 22-1446

宿泊業 立山プリンスホテル 平大町温泉郷 22-5131

宿泊業 ホテルからまつ荘 平大町温泉郷 22-1350 お祝い等のご会食にご利用ください♪♪

宿泊業 旅館　七倉荘 大町仁科町 22-1564 《仕事後の飲み会に便利》夕方チェックインで朝まで出入自由！！

宿泊業 緑翠亭　景水 平大町温泉郷 22-5501

建設業 建築 （有）五十嵐木材 大町白塩町 22-3544

建設業 建築 （有）柏原建設 大町白塩町 23-4370

建設業 建築 かねほ建築 大町宮田町 22-1819
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建設業 建築 喜楽堂インテリア工房（有） 大町高見町 22-1244

建設業 建築 （株）ジーシーアイ 平新郷 22-3145 リフォーム、ＬＥＤについてはお任せください。

建設業 建築 信光実業（株）大町支店 常盤下一 22-2848

建設業 建築 （株）傳刀組 平借馬 22-0312

建設業 建築 （有）西澤ガラス 大町宮田町 23-3310

建設業 建築 日特工業（株） 大町俵町 22-5266

建設業 建築 （株）ピュアハウス 大町神栄町 85-0970

建設業 建設 （株）藤岡建設 常盤須沼 22-1056

建設業 建築 藤照 常盤上一 85-0818

建設業 建築 （株）横澤建築 常盤泉 22-8035

ＪＡ大北 中部営農センター　資材店 平借馬 22-0347

ＪＡ大北 大町農機センター 平借馬 23-3611

ＪＡ大北 美麻取次所 美麻青具 29-2321

ＪＡ大北 ＪＡファーム　大北南部店 常盤西山 23-6143

ＪＡ大北 南部工機燃料センター 常盤西山 22-2518

ＪＡ大北 パノラマロード　ときわスタンド 常盤上一 21-3110

ＪＡ大北 南部生活ブロック　ときわ生活店舗 常盤下一 23-6160

ＪＡ大北 農産物直売所　ええっこの里 常盤須沼 85-2289

美麻 飲食 麻の館 美麻新行 23-1738

美麻 飲食 手打ち蕎麦　美郷 美麻新行 23-1335

美麻 飲食 古家荘 美麻新行 23-1713

美麻 飲食 ヨコテ家 美麻新行 23-1314

美麻 飲食 Café & Bar Cathy's （居酒屋キャシー） 美麻青具 85-2865

美麻 飲食 農園カフェ　ラビット 大町中山高原 080-1065-1627

美麻 食品 種山商店 美麻新行 23-1334

美麻 パン 美麻ベーカリー 美麻大塩 29-2970 天然酵母と国産小麦のパン／金土日営業（１月から３月は金土）

美麻 宿泊 ぽかぽかランド美麻 美麻青具 29-2030

美麻 車 （有）リペアオート美麻 美麻青具 29-2129
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