
あ 油っぽくないヘルシー中華　愛菜華 け ケアオフィス　ウィッシュ
青山美容院 こ ㈲広伸
㈱赤羽電工 興文堂書店
朝日観光自動車㈱ コーヒー豆　ＣＬĒＣＹ
あさひ館 ココス　塩尻広丘店
㈱味岡石油 こころ音
東座 Natural Style 小林建築 DIY BASE 塩尻松本
アビックオザワ ㈲小松薬局 （ウィングロード内）
油そば麺屋かとむら　塩尻店 小松食堂
あみもと さ 斉藤漆器店
アメリカンドラッグ塩尻店 坂野酒店
アロマテラピーサロン　木乃香 （ウィングロード内） 笹屋商店

い 泉屋 笹屋酒店
伊勢の園　広丘店 サスナカ通信工業㈱
いちた　本店 （ウィングロード内） ザ・ビッグ　塩尻広丘店
いちた　クレール （ウィングロード内） サンクリーン塩尻
きもの＆Jewelry　いちた （ウィングロード内） サンドラッグ　塩尻店 （ウィングロード内）
一休堂 さんぱつ屋　塩尻西店
御菓子司　一誠堂 さんぱつ屋　広丘店 （ギャザ内）
㈲　伊藤寛司商店 ㈱サンプロ
㈲イトウ住建 山麓亭
㈲衣料のカミジョウ （ギャザ内） し ㈲ジェイ・エフ・エイラク
いろは堂薬局 ㈱塩尻電気工業
もち処　いろは 一般社団法人　塩尻市森林公社
印章店　ムラセ ㈱塩尻ファームドメーヌ・スリエベーカリー・スリエ

う weggli（ヴェグリ） 塩尻呑食堂　Ｔetsu
魚よし 塩尻市農協　新鮮市場　ききょう

え 英慎堂　 塩尻市農協　中央営農センター
越後屋食堂 塩尻市農協　中央工機センター
エディオン　塩尻店 塩尻市農協　くらしの相談センター
えんえん 塩尻市農協　片丘スタンド
塩嶺カントリークラブ 塩尻市農協　北小野スタンド

お 大石家 ㈲塩尻メトロスポーツ
ファッションハウス　オオツキ シミズ理容店
大戸屋　カインズ塩尻店 シャディサラダ館　塩尻店
㈱オートアールズ　塩尻インター店 ㈲十字屋商店　本店
オギノ塩尻店 （ウィングロード内） ㈲十字屋商店　ウィングロード店
小口建材店 ㈲十字屋商店　１９ショップ （ウィングロード内）
お好み焼本舗　塩尻店 ブティック　じゅうじや
ゴルフセンター　小坂田の森 笑亀酒造
おしゃれショップ　ヒラカワ ㈱奨樹園
おやき工房　旬菜花 ㈱白川園本舗　長野営業所
折田商店 白ユリ美容室
㈲居郷留 信愛技研㈱

か カーネット信州 ㈱クア・アンド・ホテル　信州健康ランド
㈱介護センター花岡　塩尻店 信州伊藤石材㈱
㈱カインズ　カインズホーム塩尻店 信毎ふれあいネット　塩尻営業所
かぎの手 信毎ふれあいネット　村井広丘営業所
相撲茶屋　笠の花 す すがの旅館
ＫＡＳＵＧＡ 須沢畳店
加藤鯉鶏肉店 ㈱スズキ自販長野　アリーナ信州塩尻
そうざいのかとう　ウィングロード店 ＳＴＵＤＩＯ・ＭiＮＸ
洋菓子　かどや ㈱スポーツフィジカル　塩尻店
カフェレストKita スマイルサンタ　塩尻北インター店
カフェ　ル　ペルショワール 巣山庄兵衛
カマダ理容店 せ 整体サロン　bloom（ブルーム）
上條薬局 西友　塩尻西店
上條酒店 洗馬農業協同組合
カレーハウス　ケンドーン セブンイレブン　塩尻木曽平沢店
カレーハウス COCO壱番屋　塩尻大門並木町店 セブンイレブン　塩尻牧野店
カワチ薬品　塩尻店 セブンイレブン　広丘駅前店
㈱神田堂 セブンイレブン　塩尻日ノ出町店

き 木曾くらしの工芸館 セブンイレブン　塩尻吉田原店
木曽路民芸館 セブンイレブン　塩尻広丘野村店
㈲木下商店 セブンイレブン　塩尻並木町店
京屋呉服店 セブンイレブン　塩尻大小屋店
京呉服まつお セブンイレブン　塩尻高出店
清沢土建㈱ セブンイレブン　塩尻広丘吉田店

く 串喝久兵衛 そ 創成工業㈱
㈲クマガイ印刷 た 大源商店　木曽平沢店
くまざわ書店　GAZA広丘店 大源商店　奈良井店
㈲雲居鶴 大信精肉
クリーニング館 昭和 GAZA店 ダイリン薬局　GAZA店
クリーニング館 昭和 ツルヤ広丘店 桔梗ヶ原　武居電器
クリーニング館 昭和 八番町店 ダスキン塩尻
クリーニング館 昭和 バロー塩尻店 畳と総合インテリアのカサハラ

裏面へつづきます

塩尻市プレミアム付商品券　取扱店舗一覧



た ㈱立石コーポレーション　ルネッサ塩尻店 ふ レストラン　ふらいぱん
㈱立石コーポレーション　ルネッサ緑ヶ丘店 ㈱プラスワン　塩尻店
タミヤロボットスクール　塩尻教室 フリハタ設備
田村コンタクトレンズセンター 古澤漆器店

ち 千歳屋電器店 へ ヘアースタジオWin
そば処　知春 ヘアーサロン　ふれんど
中華　スターダスト （松本歯科大学内） ヘアスタジオMONO
中信会館　龍胆 平安堂　塩尻店
㈱中信水道 平成交通
中部家具貿易㈱ 平和堂
中華レスト　破天荒 ㈲平和自動車
中央石油㈱セルフ塩尻SS ベーカリー　パパンガ
中央石油㈱スーパーステーション塩尻店 Ｂelly　Beads　Ｗinery
（綿半スーパーセンター塩尻店内） ほ ホテル中村屋

つ 医療法人　つづく歯科医院 ま Ｍother　Ｔree　House
㈱ツルヤ　広丘店 マツモトキヨシ 塩尻ギャザ店

て ていしゃば マツヤデンキ　広丘店
デニーズ　塩尻店 まとい
デリシア　塩尻店 （ウィングロード内） 丸泉　手打そば店
デリシア　塩尻東店 ㈱マルシン
デリシア　吉田原店 ㈱マルナカ
デリシア　広丘店 丸文　塩尻書店
㈱電化のツカダ 本と文具　丸文　ウィングロード店
テンホウ　塩尻店 ㈱丸屋家具

と 時計修理工房 み ㈱三河屋
ＴＯＭ’S　Café （ウィングロード内） ㈲三沢自転車商会
ドラッグコスコ　塩尻店 美勢タクシー㈱
とをしや薬局　広丘野村店 ミッシェル
とをしや薬局　広丘駅前店 ㈲ミツワ運動具店
とをしや薬局　塩尻中学前店 みどり湖パーキングエリア上り線　売店

な 中澤ガラス店 みどり湖パーキングエリア下り線　売店
中島書店　高原通り店 ル・プラティーヌ　ミノン　塩尻店
ながせ ㈲ミムラオート
中津屋酒店 ㈲宮本写真館
㈲中野石油 む 無奏天生
㈲中野商店 ㈲ムラカミ自動車
㈲ナカハラオートサービス め メガネのナガタ　塩尻店
㈲永原電機 も モスバーガー　カインズ塩尻店
奈良井宿民芸会館 ㈱本山漆器店
ならかわ市場 百瀬畳店

に 西チキリヤ漆器店 ㈲森川デンキ
西松屋チェーン　塩尻北インター店 門屋商店
松本日産自動車㈱　塩尻店 や やきとり大吉　広丘店
長野日産自動車㈱　日産サティオ松本　塩尻店 やきとり大吉　塩尻店

の ㈲野田屋 （塩尻駅ビル内） 焼肉しゃぶしゃぶ　ぶう
は ハートドラッグ　広丘店 ㈲矢島屋

ハートドラッグ　桔梗ヶ原店 安塚精肉店
㈲橋戸商店 八千代美容室
はだ生花店 柳沢理容所
パティスリーマルメゾン　GAZA店 ㈱山加荻村漆器店
ハマ美容室 やまこう髙橋商店
㈱林農園　売店（五一わいん） ㈱ヤマサ　学園通り給油所
林文具店 ヤマダイ商店
原遊覧園・原農園 山なか
バロー　塩尻店 ㈲ヤマニ醤油店
板金工房 くらしの衣料　やまや

ひ Ｈealing　Ｓpace　Ｌucias ゆ 釉雅堂
Ｈealing　Ｓpace　天の架け橋 ユキ理容室
ビーンズカフェ　３号店 （松本歯科大学内） yulax整体院
東山食堂 よ 洋菓子のシャルム
㈲日之出モータース 横山内科医院
日野百草本舗　奈良井店 食事処　与志田
㈲ビューティプラザ山田 ら 来来亭　塩尻店
美容室　かりん ラ・ムー　広丘店
美容室　キララ り ㈲リカーハウス　ながはら
美容室　こざくら リサイクルショップ宝箱　塩尻店
美容室　スター リックスマツヤ
美容室　みるく ㈱龍門堂
美容室　メロディー 理容　キタザワ
平出家具 理容　はぎはら
和彩　拓 リリー美容室

ふ ブーランジェリー＆カフェ　セドル れ ㈲洋菓子　レーヌ
フェリスクレール レジェンド
㈲福井商店 レストラン・ミルポワ
福寿美菓子店 レッドハウス　ファニチャー
藤井工機 わ ワークマン　塩尻大門店
和食処　ふじ蔵 NPO法人わおん
珈琲哲學ベーカリーふっくら工房 （えんぱーく内）  ㈱綿半スーパーセンター　塩尻店

※今後追加される取扱店については、塩尻商工会議所のHP（http://www.shiojiri.or.jp)にてお知らせいたします


