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新型コロナウイルス感染症対策支援施策
新型コロナウイルス感染拡大による企業活動への影響調査
買ってミール上田～上田地域優良在庫販売応援サイト～
＜セミナー等のご案内＞
　新型コロナウイルスに関する緊急個別相談会／
　ワンストップ無料相談／玉掛け技能講習会
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●発行 令和2年4月5日（毎月5日発行）　●昭和53年8月24日第三種郵便物認可 事業所内で回覧してください

　新型コロナウイルス感染症の影響が広がる中、上田
商工会議所では、緊急応援企画として、テイクアウト・
デリバリー取扱店情報発信サイト『もっテイク上田』を
4月８日に公開しました。多くの反響をいただき、現在
150店舗以上が登録されています。登録店舗一覧は
裏面をご参照ください。
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新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
　当所では、新型コロナウイルス感染拡大に関する事業者向け支援についての情報をホームページ

（http://www.ucci.or.jp/info/news/上田商工会議所コロナ対策ページ/）にて更新しています。長野
県や上田市独自の制度も随時掲載しておりますのでご活用ください。
　また、新型コロナウイルスに関する緊急個別相談会（労務・金融・補助金）を 5 月 20 日㈬・
22 日㈮・25 日㈪に当所にて開催します。詳細は 9p をご覧ください。

〈日本政策金融公庫〉

新型コロナウイルス感染症特別貸付
（国民生活事業）

利用要件
最近 1 ヵ月の売上高が
個人事業者：5% 以上減少している。
法　　　人：15% 以上減少している。

上　　限 設備・運転　6 千万円

貸付期間
（据置）

設備 20 年以内（5 年以内）
運転 15 年以内（5 年以内）

利　　率

1.36％～ 1.65%
【実質無利子　最長 3 年間】

※ 3 千万円までの借入について、36 ヵ月間
▲ 0.9%

※また、その間支払った利息について利子
補給を受けられる。

〈日本政策金融公庫〉

マ　ル　経　資　金
（小規模事業者経営改善資金）

利用要件
商工会議所の推薦と、支援を受けていること。
最近 1 ヵ月の売上高が 5% 以上減少している。

上　　限 設備・運転　3 千万円

貸付期間
（据置）

設備 10 年以内（2 年以内）
運転 7 年以内（1 年以内）

利　　率

1.21％

※ 1 千万円までの借入について、36 ヵ月間
▲ 0.9%

〈長野県制度資金〉

経営健全化支援資金
（新型コロナウイルス対策）

利用要件
最近 3 カ月の内、いずれか 1 カ月の売上高
が 15% 以上減少している。又は、危機関連
保証の認定を受けている。

上　　限 設備 6 千万円／運転 8 千万円

貸付期間
（据置）

設備 10 年以内（2 年以内）
運転 7 年以内（2 年以内）

利　　率 0.8%

信　　用
保 証 料

0.44% 以内
（セーフティネット保証、危機関連保証を

利用する場合はナシ）

〈上田市制度資金〉

経 営 支 援 資 金
（災害対策）

利用要件 最近 1 カ月の売上高が 5% 以上減少している。

上　　限 設備 3 千万円／運転 5 千万円

貸付期間
（据置）

設備 9 年以内（1 年以内）
運転 7 年以内（1 年以内）

利　　率

1.0%
【実質無利子　最長 2 年間】

※ 0-24 ヵ月に支払った利子については全
額。25 ～ 36 ヵ月に支払った利子のうち
0.75% 分の利子補給を受けられる。

信　　用
保 証 料

0.44% 以内
（セーフティネット保証 4 号・5 号、危機関

連保証を利用する場合はナシ）

資金繰り支援（小規模事業者向け）

●経済産業省 HP 特設ページに最新情報を掲載しています。
　 経済産業省新型コロナウイルス感染症関連 　で検索、
　または右の QR コードよりご確認ください。
●お問い合わせ　上田商工会議所　TEL.0268-22-4500

新型コロナウイルス感染症対策 支援施策 抜粋

※融資実行には審査があります。制度の申込みには詳細条件がありますのでご注意ください。
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持続化給付金
（事業全般に広く使える給付金を支給）

　新型コロナウィルス感染症拡大により、大きな影響を受けている事業者に支給されます。
〈給付額〉
　　法　　　人　200 万円
　　個人事業者　100 万円
　　　※ただし、昨年 1 年間の売上からの減少分を上限とします。
○売上減少分の計算方法
　前年の売上（事業収入）－（前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月）
〈支給対象〉

・新型コロナウィルス感染症の影響により、売上が前年
同月比で 50%以上減少している者

・2019 年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、
今後も事業を継続する意思がある事業者

・法人の場合は、①資本金の額又は出資の総額が 10 億円、
又は、②上記の定めがない場合、常時使用する従業員
の数が 2,000 人以下である事業者

〈相談ダイヤル〉
　中小企業　金融・給付金相談窓口　0570-783183

（平日・休日 9：00 ～ 19：00）

各種給付金・補助金　※4月27日現在の情報です。

持続化補助金
（小規模事業者持続的発展支援事業）

　小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路
開拓等を支援します。
〈補助上限〉　50万円（特別枠　100 万円）

※共同申請可（補助上限額×事業者数）
　上限 500 万円（50 万円× 10 者）

〈補 助 率〉　2/3
〈補助対象〉

店舗の改装、ホームページの作成・改良、チラシ・
カタログの作成、広告掲載など

ものづくり・商業・
　　  　　サービス補助金

　「ものづくり・商業・サービス補助金」がさらに使いやす
くなりました。新製品・サービス開発や生産プロセス改善
等のための設備投資を支援します。
〈補助上限〉　1,000 万円
〈補 助 率〉　中小企業：1/2（特別枠：2/3）
　　　　　　小規模事業者：2/3
〈要　　件〉

以下の要件を満たす事業計画（3 ～ 5 年）を策定・実
施する中小企業
要件①：付加価値額　＋3% 以上／年
要件②：給与支給総額　＋1.5% 以上／年
要件③：事業場内最低賃金　地域別最低賃金＋30 円

雇用調整助成金 ※詳細は10p掲載。

　新型コロナウイルス感染症の影響によって一時的に休業等を
行う場合、従業員に支払った休業手当等の一部を国が助成する
制度です。
〈助成率・金額〉

4 月 1 日～ 6 月 30 日の期間に行う休業等
中小企業：4/5（解雇等を行わない場合は9/10）
※労働者 1 人 1 日 8,330 円が上限（3 月 1 日現在）

支給限度日数は 1 年間で 100 日＋ 4 月 1 日～ 6 月 30 日の休業等
日数。教育訓練を行った場合は、その内容により一定金額が加算
されます

（4月1日～6月30日以外の期間に行う休業の助成率は2/3）
〈支給対象〉

・雇用保険料を支払っている事業者
・最近 1 ヶ月の生産指標（売上高等）が前年同期と比べ 5% 以

上減少していること 等

IT 導入補助金
（サービス等生産性向上 IT 導入支援事業）

　バックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得など
付加価値向上に繋がる IT ツールの導入を支援します。

事業類型 A類型 B類型

補助上限額・
下 限 額 30万～150万円未満 150万～450万円

補 助 率 1/2（特別枠 2/3）

補助対象経費 ソフトウェア、クラウド利用費、専門家経費等

※飲食、宿泊、小売・卸、運輸、医療、介護、保育等のサー
ビス業の他、製造業や建築業等も対象。

生産性向上を目指す皆様へ コロナ特別枠あり

販路開拓を目指す皆様へ コロナ特別枠あり IT 導入を検討中の皆様へ コロナ特別枠あり

〈持続化給付金の申請手順〉
①持続化給付金ホームページへアクセス !
　 持続化給付金 検索

②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力［仮登録］

③入力したメールアドレスにメールが届いていることを
　確認して［本登録］へ

④ ID・パスワードを入力すると [ マイページ ] が作成されます。
　・基本情報　・売上額　・口座情報　を入力

⑤必要書類を添付
　・2019 年の確定申告書類の控え
　・売上減少となった月の売上台帳の写し
　・身分証明書の写し（個人事業者の場合）

申　　請
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新型コロナウイルス感染拡大による　　　　　　
　　　企業活動への影響調査　集計結果について

　当所・上田市商工会・真田町商工会の市内 3 商工団体は、上田市と協力して市内事業者に対し、新型コロナウィ
ルス感染症拡大に伴う企業活動への影響についてアンケート調査を実施しました。

［上田商工会議所管内のアンケート集計結果】
■調 査 期 間	 令和 2年 3月 16 日㈪～ 3月 27 日㈮
■有効回答数	 466 件

１．事業活動への影響
　事業活動への影響については、「現在影響が出て
いる」「今後影響が出る見込み」とした事業者は、
全体の 78.7% を占めた。

２．具体的な影響について
　具体的内容については、「受注減少・
キャンセル」「商品 / 原材料の欠品・
不足」「営業活動自粛・縮小」の順で、
多くの業種で影響が出ている。

３．売り上げの増減
　「売上 2 割前後減」が最も多く、「前
年並み」「わからない」といった意見
も多く、先行きの見えない状況に対す
る不安の結果が反映されていることが
推測されます。

　4 月現在の新型コロナウィルス感染症拡大は、全世界・全国的な広がりを見せており、国、県、市等の関係機関
により、地域中小・小規模事業者等に対する様々な対策が講じられていますが、当所も地域事業者の皆様に寄り添っ
た支援や情報提供を行ってまいりますので、お気軽にご相談ください。
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新型コロナウイルス感染症への対応について（参考）
　日本商工会議所では、保健所等へのヒアリングを元に、事業所の従業員に新型コロナウイルス感染症患者が発生
した場合の、対応・手続き等について整理したフローチャートを作成致しました。万が一、従業員に感染者が出た
場合の参考にしてください。

【事前の備え】
１．管轄の保健所と連絡先を確認しておく
２．対策責任者や担当者を決めておき、意思決定者・対応者を明確にする
３．事業所の消毒作業を依頼できる業者を探しておく

【新型コロナウィルス感染症患者が発生した場合】
〇疫学調査の対応準備をする
　感染者が在籍していた部署があるフロアー全体の見取り図と、個人名入りの座席表を用意しておく。
〇保健所の積極的疫学調査に協力し、命令・指導を受ける
　責任対策者は、濃厚接触者全員のリストを作成し、管理する。（リストに必要な項目：①氏名、②生年月日、③年齢、
④住所、⑤電話番号）
〇保健所の命令・指導に従い、消毒および濃厚接触者の管理を行う
　消毒の実施費用については、事業者負担。
　感染者の発生を対外的に公表するように保健所が指示することはありません。

　長野県では、新型コロナウィルス感染症に関する「有症状者相談窓口（保健所）」と「一般相談窓口（県庁保健・
疾病対策課）」を設置し、相談に対応しています。
　新型コロナウィルス感染症が疑われる方の受診については保健所で調整を行います。
【電話相談窓口】
　有症状者相談窓口：上田保健福祉事務所（上田保健所）　管轄：上田市・東御市・小県郡
　　　　　　　　　　TEL.0268-25-7135
　一 般 相 談 窓 口：県庁　保健・疾病対策課
　　　　　　　　　　TEL.026-235-7277　または　026-235-7278

①最初は感染者の居住地の保健所に連絡が入り、勤務先等について聞き取り調査が実施される。その後、居住地の保健所から勤務先の
管轄の保健所に対し、疫学調査を依頼。

②保健所職員が濃厚接触者の特定を行う。濃厚接触者全員を自宅待機とさせるかについては、各事業者の判断による。
③保健所が必要と判断した場合、事業所の消毒（必要な範囲および使用する薬剤と方法）を命令。消毒作業は専門業者が必要な場合も
あれば、自力で対処可能な場合もあり、保健所の命令の内容による。

（出所）国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」、千代田保健所へのヒアリングから日商事務局作成
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　　　　  新型コロナウイルス感染症関連対策　緊急企画　第 2 弾
『買ってミール上田』～上田市内  優良在庫販売応援サイト～

取扱店・情報サイトへの登録掲載について（募集）

緊急予告 !

　今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、祭りイベント等の自粛ムードの中、市内の観光土産品や地元
発商品等製造・販売業の皆様には、特に厳しい状況が続いています。
　当所では、事業継続や雇用確保の相談窓口を開設していますが、この度、販売機会を逃した在庫品等の売上に
少しでも貢献、食品ロスを防ぐための緊急企画として、優良在庫販売応援情報発信サイト『買ってミール上田』
を立ち上げることになりました。

　近日中に、上田商工会議所の HP 上に標記サイトをアップします。
　上田市内事業所様は、掲載無料です ! 割引等お得感のある内容でお願いします。

※飲食店支援サイト『もっテイク上田』（https://www.takeout-ueda.jp/）と同様に
　サイトから情報掲載の申込みができます。（簡単な審査あり）

　物販だけでなく、サービスも掲載可能です。
　※サービスを提供する方は、『買ってミール上田』情報サイト内に設ける『なんでモール
　　上田』にて登録ができます。
　お問い合わせ・お申込み　上田商工会議所 地域振興課（TEL.0268-22-4500）

ネットチャレンジマーケット
「信州うえだクラフト広場」を開設

　当所は、創業を促進するため、創業予定者などが商品
の販売や広報などを体験する場としてのチャレンジマー
ケット「信州うえだクラフト広場」を開設しています。
　新型コロナウィルスの影響に鑑み、インターネット上
の専用ページ（https://www.facebook.com/events/1511 
13012912776）での開設です。
１．開設期間 令和 2年 4月 15 日㈬～ 5月 14 日㈭
 （1 ヵ月間）
２．開設方法 インターネット上の SNS サービス「フェ

イスブック」内の専用イベントページ
３．出店対象者 上田市内で創業を予定する方など
４．取扱商品 主として手づくり、クラフト商品
 （手作りの衣料・雑貨など）
５．出 店 料 1 店　1,000 円
６．協　　力 color therapy Mai
 （チャレンジショップテナント）（運営委託）

「上田まちなか
空き店舗めぐり」を番組放映

　当所は、県宅地建物取引業協会上田支部と連携し、株
式会社上田ケーブルビジョンの協力を得て「上田まちな
か空き店舗めぐり」の番組を放映します。
　番組では、市内中心商店街などの空き店舗を紹介する
ことにより、空き店舗へのテナント出店を促進し、空き
店舗の解消を目指します。
　これまで、複数店を一斉に見学できる空き店舗見学会
を開催してきましたが、新型コロナウイルスの影響に鑑
み、ケーブルテレビによる番組放映としたものです。
　放映開始は令和 2 年 4 月中旬からで、概ね 10 か所程
度の空き店舗を、ニュースレポート内で紹介する予定です。

2020 年 信州上田大花火大会
開催中止を決定

　4 月 27 日㈪当所において信州上田大花火大会実行委
員会が開催され、本年の花火大会を中止することを決定
しました。
　現在、新型コロナウイルスの感染が国内外で拡大し、多
くの人々の生命、健康そして生活、経済に甚大な被害を及
ぼしています。協議の結果、新型コロナウイルス感染の影
響が広く及ぶこと、経済の停滞により、企業・団体の皆様
に協賛をお願いできる状況にないとの理由から、全会一致
にて本年度の花火大会を中止することを決定しました。
　本年の花火大会は中止となりましたが、引き続きの御
支援、御協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願いい
たします。
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●日時：４月６日㈪午後４時
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 上田卸団地再整備委員会委員の推薦を承認
⑵	 新型コロナウイルス感染症拡大企業影響調査報告
⑶	 テイクアウト・デリバリー情報サイト『もっテ
イク上田』開設について

⑷	 チャレンジマーケット『信州うえだクラフト広
場』開設について

正副会頭会議　報告　（第11回） 正副会頭会議　報告　（第12回）
●日時：４月20日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 新型コロナウイルス感染症対応支援策について
⑵	 各事業・イベントの開催可否について
⑶	『もっテイク上田』実施状況報告
⑷	 在庫販売等応援企画（案）について

地域とのさらなる
密接なつながりに向けて

振興委員 39名を委嘱
　4 月 1 日付で令和二年度当所小規模商工振興委員・商
工振興委員（参考：付録「振興委員ごあんない」）39 名
を委嘱しました。
　振興委員は地域や業種を考慮して選ばれ、地域別に 6
ブロックに分け、会議所と事業所をつなぐ役割を担って
いただき、会議所の事業活動や小規模事業の施策普及に
努めていただいています。
　各ブロックの正副ブロック長および振興委員連絡協議
会正副会長の選任も行い、下記のとおり決定しました。
　これからも地域に密着した経営支援・地域活性化を進
めてまいります。お困りのことがあれば、お近くの振興
委員にどうぞお気軽にご相談ください。

（新役員）
　会　長　　細井　武夫 氏（第 1 ブロック長）
　副会長　　佐藤　修一 氏（第 4 ブロック長）
　幹　事　　志摩　充彦 氏（第 2 ブロック長）
　幹　事　　宮下　幸良 氏（第 3 ブロック長）
　幹　事　　石井　孝二 氏（第 5 ブロック長）
　幹　事　　黒澤　一彦 氏（第 6 ブロック長）

（新任者）
　金山　孝一 氏（第 1 ブロック　金山会計事務所）
　堀内　義広 氏（第 2 ブロック　堀内義広税理士事務所）
　馬場小夜子 氏（第 2 ブロック　㈲岩田屋旅館）
　中澤　裕嗣 氏（第 2 ブロック　上田スズキ販売㈲）
　瀧沢　　淳 氏（第 5 ブロック　㈱ジェイ・ファクトリー）
　髙野　純一 氏（第 6 ブロック　髙野自動車整備工場）

（退任者）
　滝沢　　豊 氏（第 1 ブロック　在任18年）
　坂井　博之 氏（第 2 ブロック　在任３年）
　土田りつ子 氏（第 2 ブロック　在任１年）
　樋澤　輝彦 氏（第 2 ブロック　在任２年）
　竹田　貴一 氏（第 5 ブロック　在任９年）
　原　　康徳 氏（第 6 ブロック　在任６年）

新会長に西澤　優 氏を選任
未曽有の難局を乗り越える

「繋がり」を胸に !
青年部　第34回通常総会開催

　4 月 23 日㈭、当所青年部第 34 回通常総会が開催され
ました。
　議事では、昨年度の事業報告・収支決算の報告、役員
改選の承認、今年度の活動指針案・収支予算案の承認に
ついて協議され、すべて承認されました。
　役員改選により、新会長には西澤　優氏（西沢不動産
商事㈱）が選任され、新しい役員体制となりました。
　活動指針では、昨年の台風 19 号、猛威を振るう新型
コロナウイルスといった未曽有の難局に対し、青年部だ
からこその「繋がり」が最も重要であると指摘しました。
様々な個性が集まり、知恵を出し合い、強固に繋がって
大きな力を発揮する姿は、当所青年部公式キャラクター

「いしがき氏」に込めた願いでもあります。日々切磋琢
磨するライバルであり、様々なことを助け合える仲間と
ともに、青年経済人として自分たちができることをひと
つずつ実行していくことこそ希望と活気に繋がると信じ、
前進していく気持ちを新たにしました。

令和 2年度
上田商工会議所青年部　正副会長
　会　長　　西澤　　優 氏（西沢不動産商事㈱）
　副会長　　沓掛　恵介 氏（㈱沓掛工業）
　　〃　　　手塚　大輔 氏（㈱ニッケン）
　　〃　　　村田　厚司 氏（㈱村田工務店）
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商工会議所の創業支援で開業した企業を紹介します

クラフトジュエリー 　Tee. 上田市中央5-9-32
Tel.050-5896-0275

ジュエリーのデザインから製作・販売までを一貫して行う。シルバーをメイン材料として、
指輪・ネックレス・ピアス・ブレスレットなどをオーダーメイドする。クラシックなアメリ
カンテーストの店内は、工房感が漂う。1階はワークショップスペース、2階はショールー
ム。1級貴金属装身具製作技能士の資格を有し、リフォーム・磨き直しなどのアフターサー
ビスも充実。顧客とのつながりを大切にし、ものづくりの魅力を伝える。ワークショップは
予約制。店名は「白いTシャツに合わせたいジュエリー」のコンセプトから命名。
【営業時間】平日13：00～18：00／土・日・祝日10：00～18：00　【定休日】不定休

コーヒー店 　VACILANDO COFFEE. 上田市中央2-6-5
Tel.080-1201-9101

松尾町にオープンしたコーヒー店。白を基調とし、木の温もりが漂う店内は、明るく、落着
いた雰囲気に包まれている。高品質のコーヒー豆を多種揃え、コーヒーの様々な味を楽しめ
る。日替わりケーキやパンも提供する。テイクアウトでき、コーヒー豆も販売している。長
年培った技術を生かし、自家焙煎する。豆の品質や焙煎・抽出から出る違いが味わえる。コー
ヒーの新しい味わいの発見、自分にあった味との出会いを提供する。コーヒーを飲みながら、
ゆったりとくつろげる空間が楽しめる。席数10席。
【営業時間】9：00～18：00　【定休日】水曜日

相談者数157名、相談件数378回、開業件数42件
　～令和元年度の創業相談実績～

　当所の令和元年度の創業相談実績は、相談者数 157 名（前年比
109%）でほぼ横ばい、相談件数延 378 回（前年比 88%）と前年比約
1 割の減となりました。
　相談者の傾向としては、女性の相談割合が約 3 割を占め、女性のキャリ
アのひとつとしての創業選択が増加しています。
　また、開業件数は 42 件（前年比 88%）、このうち、女性の開業件
数は 14 件（前年度比 88%）です。開業の業種は右図のとおりですが、
前年同様、“ 飲食 ”“ 理美容・エステ ” などの相談が多くありましたが、
この他、“ 小売業 ”“ 建設業 ”“ 製造業 ” などでの開業がありました。
　なお、創業支援融資斡旋の実績は、件数で前年比 100%、金額で前
年比 128% です。

業　種 開　業　件　数
平成29年度 平成30年度 令和元年度

サービス業 21 30 31

小 売 業 8 8 6

卸 売 業 0 2 1

建 設 業 5 6 2

製 造 業 2 2 2

そ の 他 0 0 0

合　計 36 48 42

好評!  オンラインで学ぶ  　
　　  　新入・若手社員研修

オンデマンドセミナー公開
　当所では、新入・若手社員向けセミ
ナーをオンライン動画にて 4 月 1 日
㈬～ 4 月 30 日㈭の期間に公開しまし
た。「社会人としての心構え」や「ビ
ジネスマナーの基礎知識」など、15
のカリキュラムから各企業で自由に組
み合わせてご活用頂きました。
　「細かくカテゴリーが分かれていて選
択しやすい」「研修時間が短縮された」「きちんと成果が
あがっている」「もっと長い期間公開してほしかった」「集
合研修とは一味違う環境下で集中できた」「別のオンデマ
ンドセミナーも実施してほしい」と好評をいただきました。
今後も要望に応え、セミナーの企画・実施をしていきます。

　新型コロナウイルスの影響により、4 月に予定していました上田商工会議所
主催「新入社員研修講座」が中止となりました。代替セミナーの1つとして新入・
若手社員様向けのインターネットセミナーをこの度実施することと致しました。
是非ご活用いただき、若手社員の皆様のスキルアップにお役立て下さい。

オンラインで学べる
　新入社員研修のご案内

上田商工会議所会員様限定

受講料
無料

一般社員の方も
受講OK!

2020年4月1日㈬～4月30日㈭受講可能期間

http://www.ucci.or.jp/http://www.ucci.or.jp/URL

「中小企業 PL 保険制度」終了のお知らせ
　「中小企業 PL 保険制度」は 2020 年 6 月までに終了し、
PL 補償を含んだ総合的な保険「ビジネス総合保険制度」
へ一本化します。

・企業を取り巻くビジネスリスクが多様化してきている
中、PL 補償のみでなく、総合的な賠償保険制度のニー
ズが高まっている現状を踏まえ「ビジネス総合保険制
度」へ一本化します。

・詳細につきましては、各保険会社、取扱代理店から、
順次ご加入者様へご案内させていただきます。

※日本商工会議所で実施しております「全国商工会議所
PL 団体保険制度」も同様に 2020 年 6 月までに終了さ
せていただきます。



令和2年5月5日発行（毎月5日発行）
No.582

13

ご活用ください !  上田商工会議所の生命共済「祝金・見舞金制度」
当所生命共済には、保険会社による保障だけでなく、当所独自の見舞金・祝金制度があります。
ご加入者の皆様で、該当する事項がありましたら、お早めに申請をお願いします。
※見舞金は支払事由発生後 3 年以内、祝金・助成金は支払事由発生後 1 年以内に請求してください。
〇申請用紙は当所に用意してあります。
〇それぞれの給付には、一定の制約があります。申請前にご確認ください。

上田商工会議所独自の給付制度の内容
口数

給付内容 1　口 2　口 3　口 4　口 5　口
事故通院見舞金（5 日以上） 一律 10,000 円 一律 20,000 円 一律 30,000 円 一律 40,000 円 一律 50,000 円
長期災害入院見舞金（60 日以上） 一律 30,000 円 一律 45,000 円 一律 60,000 円 一律 75,000 円 一律 90,000 円
病気入院見舞金（1 ～ 19 日） 一律 10,000 円 一律 20,000 円 一律 30,000 円 一律 40,000 円 一律 50,000 円
病気入院見舞金（20 日～ 89 日） 一律 15,000 円 一律 30,000 円 一律 45,000 円 一律 60,000 円 一律 75,000 円
病気入院見舞金（90 日以上） 一律 30,000 円 一律 45,000 円 一律 60,000 円 一律 75,000 円 一律 90,000 円
要介護認定見舞金（公的介護 3 以上） 一律 20,000 円 一律 40,000 円 一律 60,000 円 一律 80,000 円 一律 100,000 円
結婚祝金（加入・増口 6 ヵ月以上） 一律 10,000 円 一律 15,000 円 一律 20,000 円 一律 25,000 円 一律 30,000 円
出産祝金 （加入・増口 6 ヵ月以上）

対象：加入者および配偶者 一律 10,000 円 一律 15,000 円 一律 20,000 円 一律 25,000 円 一律 30,000 円
成人祝金（加入・増口 6 ヵ月以上） 一律 10,000 円 一律 15,000 円 一律 20,000 円 一律 25,000 円 一律 30,000 円
還暦祝（60 歳／加入・増口 6 ヵ月以上） 健康・文化パスポート進呈
古希祝（70 歳／加入・増口 6 ヵ月以上） 健康・文化パスポート進呈
人間ドック助成金（加入・増口 6 ヵ月以上） 一律   3,000 円 一律   6,000 円 一律   9,000 円 一律 12,000 円 一律 15,000 円
PET/CT検診助成金（加入・増口6ヵ月以上） 一律 10,000 円 一律 15,000 円 一律 20,000 円 一律 25,000 円 一律 30,000 円
※掛金 1 口　15 ～ 60 歳男女 1,800 円から。詳しい内容はお問い合わせください。

お問い合わせ先　上田商工会議所		総務課　☎ 22-4500

健康・文化パスポートを発行しました 会議所共済口座振替の
お知らせ

5月22日㈮
です。

振替日が近づきましたらご確認、
ご準備をお願いいたします。

　上田市近隣の文化・健康・
温泉施設が割引で利用でき
る『健康・文化パスポート』
を生命共済加入事業所様に、
加入口数に応じて発送しま
した。利用期限は令和 3 年
3 月 31 日までです。どうぞ
ご利用ください !

春の健康診断中止のお知らせ
　新型コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言に伴い、受診者の皆様の健康と安全等を考慮し、5 月 13 日
㈬～ 22 日㈮に予定しておりました「春の健康診断」は中止させていただきます。秋の健康診断については今後
の状況により判断となります。何卒ご理解の程宜しくお願いいたします。

6月・7月 東京商工会議所主催検定試験の中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止と受験者の安全確保の観点から、東京商工会議所が主催する以下の検定試
験を中止とさせていただきます。

・第48回カラーコーディネーター検定試験	 試験日６月７日㈰
・第44回福祉住環境コーディネーター検定試験	 試験日７月５日㈰
・第28回環境社会検定試験（eco検定）	 試験日７月12日㈰

　受験者の皆様にはご迷惑ご面倒をおかけすることとなり、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますよ
うお願い申し上げます。



社会保険　
労務士法人 酒井総合事務所

〒386-0033  上田市御所 601-1

企業のチャレンジ

労働・社会保険を
トータルサポート

上田商工会議所の生命共済制度
★1口1,800円～と割安な掛金★24時間保障
★1年更新★余剰金は配当金で給付★従業員
の掛金は必要経費に★各種見舞金･助成金制
度が充実★各種健診が割安に★温泉
施設等の割引券がもらえる等
お得な制度です。
お申込み&お問い合わせは、

上田商工会議所　TEL22－4500
引受保険会社：アクサ生命保険株式会社
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商工会議所LOBO調査
（早期景気観測調査）

2020年
調査結果３月

調査対象
全国335商工会議所2630業種組合等

【建設業】
仕仕入単価DI 値が改善
傾向、その他の項目は悪
化傾向

【製造業】
仕入単価 DI 値が改善
傾向、採算DI が横ばい、
その他の項目は悪化傾向

【卸売業】
仕入単価DI 値が改善傾
向、その他の項目は悪化
傾向

【小売業】
仕入単価DI 値が改善傾
向、その他の項目は悪化
傾向

【サービス業】
仕入単価DI 値が改善傾
向、その他の項目は悪化
傾向

ＬＯＢＯ調査は、商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気観」を全国
ベースで毎月調査し、その集計結果をリアルタイムに情報提供することを目的としています。

業況DIは、過去最大の悪化幅を記録。先行きは、新型コロナウイルス流行で不安広がる。

詳しくは日本商工会議所のホームページでご覧いただけます。 http://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html

全産業
業　況 売　上 採　算 仕入単価 販売単価 資金繰り 従業員

前年同月比
▲ 49.0 ▲ 41.3 ▲ 43.5 ▲ 22.9 ▲ 6.4 ▲ 27.3 12.9

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 56.5 ▲ 54.4 ▲ 52.4 ▲ 21.5 ▲ 9.4 ▲ 34.2 12.2
DI＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合）
　全産業合計の業況DIは、▲49.0と前月から16.4ポイントの
悪化。新型コロナウイルス流行の影響により、インバウンドを
含む観光需要の減少に加え、外出の自粛や消費マインドの低下、
イベントの中止等に伴う相次ぐキャンセルにより、客足が激減
した宿泊業や飲食業、観光関連業を中心とするサービス業や小
売業の業況感が大幅に悪化した。また、サプライチェーンの混乱や部品、資材等の調達難による生産活動への影
響も続いており、新型コロナウイルスの世界的な流行による世界経済の先行き不透明感が広く業況の押し下げ
要因となっており、中小企業の景況感は1989年4月調査開始以来、過去最大の悪化幅（※）を記録した。（※）こ
れまでは、2011年4月時の▲11.8ポイント。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	深刻な人手不足の影響が続くほか、新型コロナウイルス流行の影響に伴い、中国で生産さ

れている住宅設備機器や建築資材などの納品遅れ・欠品の影響が強く、悪化。今後の設備
投資意欲の減退を懸念する声も多く聞かれた。

【製　造　業】	新型コロナウイルスの流行が、工作機械や自動車、産業用機械関連の生産活動に影響を与
えているほか、イベントの自粛等による需要低迷や休校措置により給食関連の受注がキャ
ンセルされた飲食料品関連が大きく下押しし、悪化。また、物流の混乱による部品や資材
の調達難を指摘する声が幅広い業種から聞かれた。

【卸　売　業】	新型コロナウイルス流行の影響により宿泊業や外食、給食等の需要が低迷した農畜水産物・
飲食料品関連が全体を押し下げ、悪化。また、建設業関連の業種からは、中国で生産され
る部品や資材の納品遅れ・欠品を指摘する声が聞かれた。

【小　売　業】	新型コロナウイルスの影響に伴うマスクや除菌関連商品、トイレットペーパー等の紙類、
食料品、日常消耗品等の買いだめの動きが一部に見られ、一時的な需要増はあったものの、
インバウンドの減少や、国内客の外出自粛を受けた客足の著しい落ち込み、物産展や催事
等の中止の影響により売上が激減し、大幅に悪化。

【サービス業】	新型コロナウイルスの影響によりインバウンドを含む観光需要の激減や外出を控える動き
が広がる中、団体旅行客や国内客からのキャンセルが相次いだ宿泊業や飲食業の売上が大
幅に悪化し、調査開始以来、過去最大の悪化幅（※）を記録。（※）今月は▲27.2ポイン
トの悪化。これまでは2011年4月時の▲14.9ポイント。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、▲ 56.5 と今月より7.5 ポイントの悪化を見込む。世界的な新型コロナウイル
スの流行拡大に伴うインバウンドを含む観光需要の減少やサプライチェーン・生産活動への影響に加
え、消費マインドの低迷、消費税率引上げ、人手不足による人件費の上昇、原材料費の上昇、コスト
増加分の価格転嫁の遅れ、世界経済の動向など不透明感が増す中、中小企業の業況感は2011年 6
月以来のマイナス50台が見込まれる厳しい状況。

景況天気図

とくに好調
（50≦DI）

好　調
（25≦DI＜50）

まあまあ
（0≦DI＜25）

不　振
（▲25≦DI＜0）

きわめて不振
（DI＜▲25）

●定例相談日程表　中小企業相談所では、下記の日程で定例相談を開催しております。ご利用下さい。

●予約制相談については、開催日の 7 日前までに上田商工会議所中小企業相談所（TEL.22-4500　FAX.25-5577）宛にお申し込みください。
●新型コロナウイルス Covid-19 感染拡大防止のため、ご相談の際はマスク着用のうえ、お越しください。

相談内容 開催日時 専門相談担当者

経営（予約制） 随　時
10：00 ～ 15：00

（一社）長野県経営支援機構
中小企業診断士

法律（予約制） 5 月 20 日㈬
13：30 ～ 15：00

長野県弁護士会上田在住会
弁　護　士

不動産鑑定
（予約制）

6 月 5 日㈮
13：30 ～ 15：00

（一社）長野県不動産鑑定士協会
上小地区不動産鑑定士

発明（予約制） 6 月 11 日㈭
13：00 ～ 16：00

（一社）長野県発明協会
弁理士および知財アドバイザー

相談内容 開催日時 専門相談担当者

専門家による
ワンストップ相談
（予約制）

※税務・法律・労務・
許認可手続・経営・
販路開拓・

 事業承継

6 月 5 日㈮
13：30 ～ 16：30

関東信越税理士会上田支部　税理士
長野県司法書士会上田支部　司法書士
長野働き方改革推進支援センター

社会保険労務士
長野県行政書士会上田支部　行政書士

（一社）長野県経営支援機構
中小企業診断士

長野県信用保証協会上田支店
上田市商工課
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相談所インフォメーション
　　上田商工会議所　　　　　　　　中小企業相談所より５月

経営でお困りのことは、当所中小企業相談所にお気軽にご相談ください !
■お問合せ　TEL.0268-22-4500　FAX.0268-25-5577　E-mail: info@ucci.or.jp

至急の資金繰りには、上田市小規模企業小口事業資金をご活用ください
　上田市中小企業融資制度は、中小企業者の皆様の事業資金の調達を支援するために、市が信用保証協会と市内各
金融機関の協力を得て、低利・長期固定の融資をあっせんする制度です。
　低利かつ早急な資金需要に応じるべく、昨年度より〈小規模企業小口事業資金〉が設けられています。この度の
新型コロナウイルスによる至急の資金繰りにおける利用も可能です。ご利用の際には市内各金融機関にお問い合わ
せください。

貸付対象者

以下の⑴～⑶の全てに該当する方
⑴　常時使用する従業員数が商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）の場合 5 人以下、製造業・

その他の場合 20 人以下の事業者であること
⑵　信用保証協会の保証残高が 8,000 万円を超えないこと
⑶　完納証明書、保証料補助認定書の添付があること

貸付限度額 【設備・運転併せて】500 万円 貸 付 利 率 年 1.5%

融 資 期 間 5 年以内（据置期間 6 カ月以内） 信用保証料 市補助により 0.44% 以内

保 証 人 原則不要。ただし、法人は代表者。
※保証人が必要となる場合がございます 担 保 原則として徴しない

制度についてのお問合せ 上田市商工課　〒 386-0024　上田市大手 2-8-4　TEL.0268-23-5395

2019 年 10月の台風 19号で被災された事業所の皆様へ
　台風 19 号ににより影響を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。
　国、県における各種補助金・助成制度が活用できます。様々な支援策が検討されています。随時ご相談に応じて
いますので疑問点などありましたらご連絡下さい。

　なお、より至急の資金需要については、金融機関による独自の貸付もございます。最寄りやお取引歴のある金融
機関にご相談ください。

詳細はこちら

小規模事業者が商工会等の支援機関
の支援を受けながら経営計画を策定し、
事業再建に取り組む費用を支援します。

公募締切
　第1回目　5月15日㈮
　第2回目　7月10日㈮

・ 令和元年台風19号、20号
及び21号の被害を受けた小
規模事業者

※商工会等の支援を受けて事
業再建に取り組む者

※交付決定前に行った事業につ
いても補助対象とすることが可
能です。

対象者

制度概要

条件等
●補助率︓２／３
●上限額︓200 万円
●対象費目︓
機械装置等費、車両購入費、広報費、
展示会等出展費、 旅費、 開発費、
資料購入費、 雑役務費、 借料、
専門家謝金、 専門家旅費、 委託費、
設備廃棄等費、 外注費

長野県地域企業再建支援事業費補助金

対 象 者

補助率等

対象費目

●　事業所の一部または全部に被害が生じ、事業活動の継続に影響が及んでいる
　　こと（直接被害）
●　原則として、令和元年10月または11月の売上高が前年の同期と比較して
　　20%以上減少していること（またはセーフティネット保証４号認定を受け
　　ていること）

４分の３以内
１事業者あたりの補助金額　(下限)200万円超　(上限)3,000万円

広報費、展示会出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借
料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費
（令和元年10月12日の被災以降に要した経費の遡及申請が可能）

詳細はこちら

令和元年東日本台風（台風第 19 号）により
被災した中小企業者の皆さまの事業再建・再
構築に向けた、復旧や販路開拓等の事業に要
する費用を補助する制度です。

長野県内に事業所を有する中小企業で、令和元年東日本台風による
災害により、以下のいずれかの影響を受けていること。
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吉田工場 上田市吉田92-10 TEL.0268-75-8181
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このコーナーは、会員企業の情報
をご紹介します。掲載してみたい
とお考えの事業所の方は、総務課
までご連絡下さい。
◎広告ではありませんので、掲載
は無料です。

Members Network 212

福祉就労の新しいスタイル
障がい者の働きたいを全力応援

多機能事業所 ワンズアルファ & ステップ
上田市国分1-3-72　TEL.0268-71-7034
就労移行支援事業所 ワンズネクスト
上田市常田2-35-6　TEL.0268-71-6505

【営業時間】10：00～17：00　【定休日】土日

　障がいや疾患を理由
で働けないと感じてい
る方に、株式会社の利
点を活かした就労の機
会や生産活動、知識や
能力の向上訓練、援助、
相談を行なっています。
一般就労に向け「就労
移行支援」「定着支援」もグループ企業で行なっています。
お気軽にご相談ください。

株式会社 PLUMBER
〒386-0022　上田市緑が丘3-10-7
TEL.& FAX.0268-23-2212
E-mail: plumber.3108@gmail.com

　 上田市上下 水 道 指
定 工事 店の株 式 会 社
PLUMBER（ プ ラ マ ー）
です。地元で愛される水
道屋を目指し、日々元気
に頑張っています。
　水廻りのトラブルや、
各種リフォーム工事など

…どうぞお気軽にご相談ください !　丁寧に、迅速に対応、
工事させていただきます。

地域密着でスピード対応!!

つづらや
〒386-0012　上田市中央2-12-25
TEL.0268-25-1248

【営業時間】通常17：00～22：00　テイクアウトに限り17：00～22：00
【定休日】通常 日祭日 コロナ感染拡大防止のため臨時休業することもあります。

おいだれ発祥のお店
　コロナウイルス感
染拡大防止のため、
5月 6日㈬まで店内
飲食は休業いたしま
すが、やきとりのテ
イクアウトは金・土
曜日に事前予約で承
ります。上田名物を
ご自宅でお楽しみく
ださい。

あなたの街のでんきやさん
　2017 年 5 月で創業
50 周年を迎え、2020
年1月に2代目に引き
継がれました。家電は
もちろん、家まるごと
リフォーム・電気工事・
太陽光発電・蓄電からボイラー・水まわり・上下水道・
防犯設備などなどなど、「えっ !?そんなことまでやってる
の ?」ってことまで、アフターフォロー抜群でのちのち安
心です♪困った事があったらお気軽にご相談ください !

㈲コヤマ電器商会／エルコンパスコヤマ
〒386-0034　上田市中之条74-6（三好町通り）
TEL.0268-27-6677　FAX.0268-27-6678
E-mail: lc-koyama@po2.ueda.ne.jp

【HP】http://www2.ueda.ne.jp/~lc-koyama/index.html　【定休日】水曜日
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新入 員 ご会 の 紹介
事業所名 所在地 電話番号 営業内容

K. システムラボ 上田市蒼久保 1304-18 35-3169 機械制御ソフト作成　他
Hair-Salon 8 上田市小泉 813-29 55-7215 美容業
メルシャン㈱シャトー・メルシャン椀子ワイナリー 上田市長瀬 146-2 75-8790 ワインの製造・販売・見学対応
斉藤 利夫 上田市上田 1090 25-1407 （保険）損害調査
永井茂樹写真事務所 上田市中央 2-8-10 長井ビル 202 090-7801-8101 写真・映像の撮影、ディレクション

（公財）日本電信電話ユーザ協会上田地区協会 上田市大手 1-10-16 NTT 上田ビル内 26-5519 情報通信サービスの利用促進
お取引先、お知り合い等で未加入の事業所がありましたら、ぜひご紹介ください。ご紹介先には職員がお伺いさせていただきます。

上田市防衛協会  お詫びとお知らせ
🎶  お詫び（中止）
　新型コロナウイルス感染拡大を受けて、ご来場者の皆
様の健康・安全面を第一に考慮した結果、下記コンサー
トを中止しました。
自衛隊ふれあいコンサート in 上田
　日時／ 6 月 8 日㈪　午後 6：30
　場所／サントミューゼ　　　主催／上田市防衛協会
🎶  お知らせ
　過去に開催しました自衛隊音楽隊のコンサートを放送
します !

🎺  上田ケーブルビジョン　チャンネル／地上 121
📯  放送日程／ 6 月 8 日㈪
　　6：30～、9：30～、12：30～、19：30～、22：30～（予定）
🎼  第 25 回自衛隊ふれあいコンサート（2015 年）
　　海上自衛隊東京音楽隊

「# おうちでながの」プロジェクトへのご協力のお願い長野県観光機構
からのお知らせ

１．プロジェクト趣旨
　新型コロナウイルス終息後に長野県への来訪が期待できるネットユーザーに対し、地域の魅力をお届けする情報発信を
行うプロジェクトです。
　情報発信プロジェクトハッシュタグ「#おうちでながの」を設定し、皆さまがお持ちの写真に、「#おうちでながの」
を付けて、以下のSNSに投稿をお願いします。
　・Facebook	 https://www.facebook.com/gonagano.japan/
　・twitter	 https://twitter.com/yokosonagano
　・Instagram		 https://www.instagram.com/nagano_japan/
　【投稿具体例】温泉、庭園、部屋から見える景色、地域の特産品など

２．プロジェクト期間
　令和 2年 4月 8日㈬から当面の間

３．期待できる成果 
・新しいファンの獲得と関係強化が期待できます。
・SNS	を通じて応援メッセージを受取ることができます。

４．注意事項
※「来てください」を前面に出さず、ご自宅で長野県を楽しんでいただけるものを発信
お願いします。
※長野県内でも感染者が出ており、県内の感染拡大防止も併せて行う必要があります。
投稿する写真は、できるだけ過去に撮影したお手持ちのものをご活用ください。

プロジェクト事務局
一般社団法人　長野県観光機構　デジタルマーケティング部
TEL.026-234-7200（直通）　FAX.026-217-7331　Email:	d-marketing@nagano-tabi.net.jp

（長野産業保健総合支援センター・当所共催）
5 月及び 6 月の産業保健研修会の

延期について
　新型コロナウイルス感染防止のため、令和 2 年 5 月及び
6 月に予定しておりました各研修会につきましては、開催
を延期とさせていただきます。
　なお、変更後の日程及び 7 月以降の研修会開催予定につ
きましては、今後の情勢を踏まえ、対応が決まり次第、ホー
ムページ、メールマガジンでご案内いたします。
　受講をご検討いただいておりました皆様には大変ご不便
をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご了承を賜りますよ
うお願い申し上げます。

お問い合せ先　長野産業保健総合支援センター
〔電話：026-225-8533、所在地：長野市中御所 1-16-11 鈴正

ビル 2F、ホームページ：https://www.naganos.johas.go.jp〕



各店詳細情報を順次掲載中！！
https://www.takeout-ueda.jp/

主催 ： 上田商工会議所 ・ 上田市商工会 ・ 真田町商工会

※登録店は4月27日現在です

植物油インク使用
再生紙を使用しています
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店　　　名
味処　角龍
Dining & Cafe ANNIVERSARY駅前本店
居酒屋　彩さい
居酒屋　のあ
石窯パン ハル
いたりあ食堂　坊乃家
イル　ボスキーノ
上田高砂殿
上田道と川の駅　お食事処　岩鼻
魚久本店
うなぎ  浜せい
駅前食堂
fbar上田
黒毛和牛炭火焼肉と元祖信州冷麺 縁
おおぼし上田本店
御菓子処千野
有限会社おぎわら食品
お食事処　比蘭樹
おはぎ本舗いけだや・カピトリーノ
俺ジナル串揚げ　我むしゃら
加賀屋
隠れキッチン
掛山
鹿教湯温泉 斉北荘
風屋とうふ店
割烹　うな藤
割烹 京や
桂旅館
カフェ＆スペインバル　アランフェス
café and bal LIFE
CAFEスケッチブック
カフェド・シュシュ
雷ラーメン
かめや
亀山珈琲焙煎所
華龍飯店
甘味処雪屋Conco
喜三郎
キッチンぷちらぱん
信州上田酒場　串まる
ぐらんまるしぇ
CREPERIE AN
暮れ六
clover-clover
珈琲哲学　上田店
ゴンちゃん
ザイデンシュトラーセン
ささや株式会社
カフェ　レストラン　サンポー
ジェラート番長
四季のあじわい　松籟亭
四川や
香吃大食堂
ジューンベリー
十福の湯
旬彩処　鳥羽
すし処　はせ川
すし友
寿司寅　上田原
すし春
鮨　李白
ステーキ&ピッツァ EMPIRE
セブン-イレブン上田城大手門店
そえるcafé
蕎麦切り　よし吉
そば茶屋　生島の杜
そば処  はらだ
そば処　よろづや
小さなビストロ Sot l'y laisse (ソリレス)
ダイニングキッチン・フェアリーテイル
太陽マルシェ
たつみ寿し
たぬき亭

TEL　 
35-1166
29-8280
75-0730
24-9876
75-0777
21-7552
25-7839
26-3688
75-0587
42-2017
23-3330
72-2535
75-5841
22-8668
26-2690
22-1302
35-2300
38-2100
38-3140

070-4140-4741
22-0147
38-7709
23-9133
44-2417
72-9898
22-0160
23-0300
22-1940
27-1943
75-4475

080-5407-7038
71-8880
26-3166
23-3202
80-9274
27-1603

090-8843-8898
71-0839
25-8091
71-5940
71-6263
24-8450
39-0511
75-9233
35-5300

080-4653-5050
42-6673
22-0128
27-9658

090-2013-7107
39-8080
24-5988
23-8212
39-0332
75-3855
85-3681
43-4567
27-2951
27-0360
72-4150
23-2256
23-9055
25-4577
42-0533
31-3837
38-8867
42-2706
22-1426
75-8973
25-5710
75-0827
27-0125
25-5777

店　　　名
太郎茶屋　鎌倉 上田店
株式会社竹風堂　上田店
千曲川の味　鯉西
ちゃーしゅうや武蔵 上田原店
茶千歳　上田店
中華料理　ちくりん
中華料理　美華
中国料理　福楼
中国菜館　東天紅
丁寿屋
ちょっと屋
寿司と宴会料理  つかさ寿し
つづらや
手打ちそば処　千本桜
テンホウイオン上田店
桃月庵
東都庵
トラットリア ノンノ
鶏鴨料理　かぶらや
トリデンテ
鳥友倭らく
とりみつ
鶏料理たつ
とんかつ専門店　とんかつ屋
中屋旅館
ニコニコ亭
熱烈ホルモン　ぶぅ
ネパール・インド料理 Base Camp
はすみふぁーむ＆ワイナリーshop&cafe
パニエ
ビストロ 椎菜
ピッツェリア上田店
ピッツェリアしおだ野店
風香・風の夢ギャラリー
富士アイス
ぶしもりやめんめん
ヘルシー焼肉（sai菜）
べんがる
hostel mog
ホテル上田西洋旅籠館・ひな詩の湯
ポプラ
TRATTORIA BUON DALE（ボンデール）
マサラキッチン
MUCCH
株式会社万ぎく
萬寿すし
みすゞ 飴本舗飯島商店
無国籍居酒屋ワルンジュン
旬肴食酔　明治屋
モスバーガー　アリオ上田店
モスバーガー　上田原店
モスバーガー　上田東店
やきとり番長　上田古里店
やきとり番長　駅ナカ店
焼肉モランボン
弥助寿司
やばいっ祥
幸村
よし味食堂
ラ・ロッシュ
LITEN BAKERY（リーテンベーカリー）
料亭おだまき
料理思考室かご
LE CADRE
れすと茶房　KOKURA
レストラン　白樺
若菜館
わっしょい弁当
和乃食　しんげつ

TEL　 
71-0338
75-7031
22-5124
25-0701
80-9062
35-0024
25-3380
22-7155
35-2789
22-6898
74-1222
24-4045
25-1248
25-5039
71-0224
26-9355
24-1666
28-5700
25-0015
75-5479
23-8322
22-8954
21-3000
27-6261
44-2216
38-5380
71-0930
71-7363
75-0450
27-1259
75-1356
25-0076
29-4747
25-7447
22-1077
75-8923
71-7531
22-1036
71-0504
26-1700
27-5769
25-3886
21-0723
75-5537
27-4552
22-6755
75-7620
74-0035
25-2262
28-5140
29-8905
22-2200

050-5375-6516
050-5849-6935

22-4129
23-2757
55-3440
27-0240
22-3338
84-0405

080-9991-9971
36-4646
29-1481
75-0463
42-6577
74-2511
22-0127
24-8450
75-7176

登録店一覧 ※五十音順


