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あ 菓子処　あさひや 85-2226 菓子製造販売 小田切時計メガネ店 85-2139 時計・メガネ販売 SPiC Salon ｽﾋﾟｯｸｻﾛﾝ駒ヶ原 85-2234 美容

総合住宅設備アルファー 85-3996 水道設備工事 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・灯油・ セフティプラザ小田切 85-2402 自転車等販売

理容アルプス 85-4672 理容 ﾀﾊﾞｺ販売 (有)そば蔵宮田店 85-4870 飲食

一　心 85-4842 飲食 こまゆき荘 81-7117 旅館業 た ﾒｶﾞﾈ･補聴器　ダイヤ堂(有) 85-2316 時計・メガネ販売

伊東酒店 85-2174 酒類販売 農業用品・ ﾀｶﾉﾊｰﾄﾜｰｸｽｼｮｯﾌﾟ 85-5117 健康・介護用品

㈱イナック 85-4111 産業廃棄物処理業 建築用品・花苗 (有)タナカ設備 85-2364 上下水道配管工事

(有)伊南石油 85-2225 ｶﾞｿﾘﾝ・燃料販売 さ (有)サカイ家電 85-2491 電気製品販売工事 チェレステ 85-5108 飲食

インテリア原田 85-4456 室内装飾工事 (税)さくら中央会計 85-2290 会計・税務申告 (有)塚本薬局 85-2112 医薬品・化粧品販売

ウエルアルガ 有賀電気 85-2210 電機器一般・照明器具 笹岡屋玩具店 85-2609 玩具販売 たんぽぽ
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Aコープ　宮田店 84-1202 食料品スーパー 笹屋薬品 85-2015 医薬品・化粧品販売 寺平㈱ 85-3010 石油類販売

えんぎ屋 85-3187 飲食 (有)佐藤タイヤ商会 85-2131 タイヤ販売修理 (有)トノムラヤ薬局 85-2106 医薬品・化粧品販売

か (有)春日商会 85-4567 建築板金工事 佐藤動物病院 85-4706 動物診療 (有)富寿司 85-2251 飲食

カットサロンカトウ 85-2354 理容 佐と美 85-2054 スナック・飲食 な 中上美容室 85-2423 美容

加藤テレビ 85-4220 電気製品販売 さよこ美容室 85-4681 美容 情報通信機器・

カトー(株) 85-4375 建設工事 サロン・ド・ちせ 85-4891 美容 ソフトウェア

㈱北川製菓　 ﾙ･ﾉｰﾙ･ﾘｳﾞｨｴｰﾙ 85-4145 菓子製造・販売 ｼｭｰｽﾞｼｮｯﾌﾟ大坂屋 85-2220 履物販売 ナカヤ新聞店 85-5500 新聞販売

㈱キタハラ自動車 85-3414 自動車板金塗装 (有)昭栄軒 85-2291 飲食 ニシザワ宮田食彩館 85-3585 食料品スーパー　

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟ小田切 85-2268 クリーニング 笑　福 85-2237 飲食 はつざき亭 85-2242 飲食

黒川水産 85-6250 釣り堀・川魚販売 食ごころ 98-7048 食品加工 カットハウスぱる 85-3459 理容

黒河内建設(株) 85-3263 建設工事 (有)白木屋商店 85-2134 穀類販売 は 萬　里 85-2065 飲食

(有)こたぎり設計 85-4143 設計・監理 酒菜亭すしよし 85-2074 飲食 美容室ウエスト 85-5888 美容

宮田村プレミアム付商品券が使用できる店舗の一覧 R1.9.25現在

裏面へ続きます

㈱小松屋 85-2816

㈱コメリ　宮田店 84-1013

長野システム開発㈱ 85-3385
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美容室ピア 85-2122 美容 創作菓子　みにぶらん 85-5890 洋菓子製造販売

美容室まごの手 85-3631 美容 南信州ビール㈱駒ケ岳醸造所 85-5777 酒類製造販売

(有)ヒラサワ建設 85-3518 建築工事 (株)南田建設 85-2471 建設工事

一般鉄骨・ 宮田カメラ 85-2265 カメラ販売・ＤＰＥ

冷暖房空調工事 宮田観光開発㈱ 81-7117 山荘宿泊

フィールドアップ 85-4557 造園工事全般 みやだ資材店 84-1201 農業用資材

中華料理　福麟楼 85-5489 飲食 宮田自動車工業(有) 85-2236 自動車整備・販売

藤原商店 85-2144 衣料品販売 宮田タクシー(有) 85-2130 タクシー業

フラワーユーズ 85-5596 花類販売 宮田とうふ工房 84-1102 豆腐販売

ヘアーサロンちよもと 85-2229 理容 (資)ﾓﾄｽﾎﾟｯﾄヒラサワ 85-2709 二輪車販売

Ｖａｓｅ（ベイス）　　 85-3525 理容 (有)モンパルノ 85-2076 菓子・パン製造販売

ペンションめいぷる 85-5335 旅館 給水・給湯・

(有)細田酒店 85-2105 酒類販売 排水・衛生設備

すし割烹　梵 85-4764 飲食 ヨドバシクリーニング 85-2102 クリーニング

ま マキズルーム 85-3677 美容 ら 理容ニュー千代本 85-2479 理容

(有)正木屋酒店　本店 85-2020 酒類販売 リンデン 85-2409 洋菓子製造販売

(有)正木屋酒店　国道店 85-2483 酒類販売

マスノヤ 85-2017 衣料品販売

松井自動車㈱宮田営業所 85-3071 自動車整備・販売

建築工事及び設備工事・

宅地建物取引業

マツダ新聞店 85-2058 新聞販売

(有)三浦木工 85-2345 建具工事 96店

ヒラサワ空調技術 85-2164

(有)松崎工務店 85-3958

(有)吉沢水道設備 85-3529や


