
上田市消費喚起応援事業【がんばろう上田！第5弾】

2月だョ！『チケットQR』～最大20％割引キャンペーン～　参加店舗リスト（2/1～利用可能分）
更新　2023/2/2
業種別・順不同

現在　1042店舗

業種 店舗名 店舗住所 店舗電話番号
インストール
サポート店

飲食業 「ぎょうざ＆カフェ」わおん 常田1-3-32 0268-26-2708 〇

飲食業 +sol 古里1576-5 070-3222-6629

飲食業 BAR SNACKSCHARCTERI 中央3-13-8 090-7842-2721

飲食業 BarHID 上田原887-1 0268-28-8868 〇

飲食業 cafe and bal LIFE 中之条103-1 0268-75-4475

飲食業 Café bosso 中央1-3-6　ストアビル松尾町1階 0268-71-0656 〇

飲食業 cafe あんこ坂 殿城2648-1 0268-71-5030

飲食業 CAFÉスケッチブック 別所温泉1660-4 080-5407-7038 〇

飲食業 CAFEたわわ 舞田541-13 0268-38-9670

飲食業 CUCCIAO 住吉５４-１　上田インタ-ビル２F 0268-75-0903 〇

飲食業 Cuore 中央３-１３-１　サンビルⅢ１０１ 0268-75-6662 〇

飲食業 Dolce 中央３-１３-５　中央ビル南２F 0268-24-3321 〇

飲食業 Dream Color 中央3-9-6　弁天センタ-1F 0268-25-5544 〇

飲食業 EMPIRE(エンパイア） 中央3-1-13 0268-23-9055 〇

飲食業 full.ｍ（フルム） 芳田440-1　プシケ2F 0268-75-0801

飲食業 G-LOUNGE 中央3-9-11　AIMビル1階 080-3309-9856

飲食業 Il cielo(イルチェーロ） 中央2-12-24 0268-23-5887

飲食業 J  BAR 中央2-10-10 0268-26-0707

飲食業 LE CADRE 中央2-1-15 0268-75-0463

飲食業 Ma-のかまど 中央1-3-1 0268-26-8570 〇

飲食業 Mikkeno Café 中央3-15-9 080-6801-0086

飲食業 MOC　PHO 大手２-３番５号　柳澤ビル1階B 070-1324-5842

飲食業 MUCCH 中央2-5-3 0268-75-5537

飲食業 Rams Kitchen 中央3-9-6　弁天センタ-1F 0268-75-7512 〇

飲食業 SEKIDO錆作所 常磐城４-1657-1-A 0268-75-4412

飲食業 soin cafe 中央5-2-2 0268-71-5255

飲食業 TASTE OF PUNJAB 菅平高原1223-1648 0268-71-7299 〇

飲食業 TAVERNA  Bacca 大屋482-1 0268-75-0151

飲食業 uni coffee stand 中央4-8-1 0268-28-6277

飲食業 upmoat 中央2-9-19　1F 080-7317-0904

飲食業 VACILANDO COFFEE 中央2-6-5 050-5375-9149

飲食業 ZOO 中央3-11-1 0268-21-4053

飲食業 アランフェス　カフェ＆スペインバル 常田1-4-13 0268-27-1943

飲食業 あろま 中央2-10-7　コロナビル1F 0268-23-8120

飲食業 いくた館 生田3565 0268-43-3223

飲食業 いちや 住吉1160 0268-25-1841

飲食業 イルボスキーノ 上野1308-2 0268-25-7839 〇

飲食業 インド料理レストラン　サハディ 中央5-13-31 0268-75-5883

飲食業 うな藤 中央２-７-１０ 0268-22-0160 〇

飲食業 うまか坊　かぎや 中央3-5-8 0268-22-1387

飲食業 うめや料理店 塩川2782-1 0268-35-0135 〇

飲食業 えんぎもん処粋亭 中央2-11-6 0268-25-6311

飲食業 えんぎや京町家 中央１−２−２４ 0268-23-7070 〇

飲食業 えん舎 吉田53-1　住吉ビル1F 0268-28-5030

飲食業 おおぎやラーメン丸子店 中丸子1682-16 0268-43-1525

飲食業 おおぎやラーメン上田店 秋和字立石363-11 0268-26-3331

飲食業 おしゃれ泥棒 本郷628-1 090-8230-0254

飲食業 お食事処　比蘭樹 別所温泉58 0268-38-2100

飲食業 かいせき　えちごや 天神1-6-4 0268-22-1663 〇

飲食業 かねろく 仁古田611 0268-31-3366 〇

飲食業 カフェ・スプラウト 古安曽1541 0268-75-0855 〇

飲食業 カフェレストラン　サンポー 上田弥吾平233-1 0268-27-9658

飲食業 から揚げ金と銀うえだ神畑店 神畑490 グリーンパークしおだ野 050-8883-0258

飲食業 キッチンエント 大手2-3-4　大手ビル1F 0268-75-8315

飲食業 キッチンぷちらぱん 中央2-11-15 0268-25-8091 〇

飲食業 きのこむら深山 前山710-2 0268-38-7333 〇

飲食業 キャナリィ・ロウ上田店 常田３-４１６-１ 0268-71-5766

飲食業 クレイジークレープス 常田2-12-18 0268-25-5775

飲食業 クレープ＆オムライス　ボヌールBONBON 腰越109-1 0268-84-1841

飲食業 クレープリーアン 中央西1-3-37 0268-24-8450 〇

飲食業 くろつぼ 常磐城3-7-37 0268-29-6767

飲食業 ごはん処　魚膳 殿城1231-11 0268-26-6210

飲食業 こぶたや 中央6-4-57 0268-24-4118

飲食業 ゴルフラウンジINコース 上丸子1019-8　駅前ビル1F 0268-71-0222 〇

『インストールサポート店』とは、初めての方や高齢者の方にも安心してデジタルチケットを利用していただくため、

実際に店舗でのご利用時に、お客様の操作等を丁寧にサポートしていただけるお店です。

お気軽にお声がけください。
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飲食業 ザイデンシュトラーセン 中丸子1623-1 0268-42-6673 〇

飲食業 ささや 中央2-15-12 0268-22-8688

飲食業 ジェラート番長 古里86-1 0268-26-1818 〇

飲食業 ジューンベリー 古安曽3505-9 0268-39-0332

飲食業 すし友 踏入2-11-2 0268-27-2951

飲食業 スナック レインボー 中央3-11-3 田中ビル3F 090-7411-4755 〇

飲食業 スナック桐 下武石1384-1 0268-85-2172

飲食業 スナック浪漫 中央3-11-2　夜来香レジャ-センタ-ビル１階 090-4158-7286 〇

飲食業 スペインバル　エルビノ 天神1-3-8 0268-26-0077

飲食業 そえるcafé 御嶽堂518-24 0268-42-0533 〇

飲食業 そば久 別所温泉1801-2 0268-38-4524

飲食業 そば処　よろづや 天神1-6-15 0268-22-1426 〇

飲食業 そば処　琴笙庵 大手1-8-18 0268-27-3002

飲食業 そば処　倉乃 八木沢２６８-３ 0268-38-1347

飲食業 そば処辰巳屋 鹿教湯温泉1427 0268-44-2443 〇

飲食業 そば茶屋　生島の杜 下之郷539-4 0268-38-8867 〇

飲食業 ソリレス 上田1684-3 0268-75-8973 〇

飲食業 ダイニング＆カフェ　アニバーサリー 天神1-3-22　5F 0268-29-8280

飲食業 たつみ寿し 中央3-10-13 0268-27-0125

飲食業 ちゃーしゅうや武蔵　上田原店 神畑226-2 0268-25-0701

飲食業 中華食堂 蒼久保1158-6 0268-75-5475

飲食業 ちょっと屋 菅平高原1223-3853 0268-74-1222 〇

飲食業 つかさ寿し 中央6-1-29 0268-24-4045

飲食業 てんてけてん上田店 天神２-3-27 0268-71-0777 〇

飲食業 どさん娘 踏入2-19 0268-24-3505

飲食業 トリデンテ 大手2-4-5 0268-75-5479

飲食業 とんかつ　力亭 天神1-2-32 0268-22-8938

飲食業 ナイトスポット 中央3-10-5 0268-25-5199 〇

飲食業 ナポリの食卓上田店 国分80-6 0268-75-5912

飲食業 ニコニコ亭 下之郷389-7 0268-38-5380

飲食業 にの屋 中央3-7-33 0268-75-0795

飲食業 ネネチキン＆レインボーキャラクター 天神3-5-1アリオ上田1F 0268-75-7017

飲食業 ネパール・インド料理　Base　Camp 上野392-9 0268-71-7363 〇

飲食業 はすみふぁーむ＆ワイナリー　　shop＆café@上田柳町店中央4-7-34 0268-75-0450

飲食業 パティスリープランソレイユ 真田町長6092-1 0268-75-8038

飲食業 パニエ　レストラン 中央3-2-21 0268-27-1259

飲食業 はらどけい 常磐城1-8-26 0268-21-6288

飲食業 バル酒場　たくの店 中央１-３-２７　町田テナント２F 0268-71-6719

飲食業 ハレterraceお多福 別所温泉1660 0268-75-0839

飲食業 ビストロ　レノン 大手1-2-18 090-1993-5877

飲食業 ファミリーレストランあさひ 武石沖396-2 0268-85-2121 ○

飲食業 フェアリーテイル 古里86-9 0268-25-5710

飲食業 ヘルシー焼肉SAI菜 中央2-2-17 0268-71-7531

飲食業 べんがる 中央2-4-9 0268-22-1036

飲食業 ポムの樹　アリオ上田店 天神3-5-1　アリオ上田1F 0268-75-2077 〇

飲食業 マーライラのお惣菜屋さん 中央4-6-16 0268-55-3903

飲食業 マチノアカリ 上田原1064-1　ハビットパーク赤坂103 0268-23-1878 ○

飲食業 マッキンレー 菅平高原1223-6221 0268-74-2885 〇

飲食業 マドレ・ミア 天神1-2-1　B1F 0268-29-1007

飲食業 ミスタードーナツ 上田しおだ野ショップ 神畑488-2 0268-29-4646

飲食業 ミスタードーナツ上田店 国分上沖80-6 0268-24-7383

飲食業 ミルキーウェイ 神畑乙57-1 0268-25-0823

飲食業 やきとり　ほろほろ 下武石1235-2 0268-85-3358 〇

飲食業 やきとり　みなかみ 諏訪形1456-17 0268-22-6370

飲食業 やきとり串賢 中央3-10-12　下道社交会館8号 090-7002-1969 〇

飲食業 やきとり番長　移動販売出張所 古里86-1 0268-26-1818 〇

飲食業 やきとり番長上田駅ナカ店 天神1-1-1 0268-26-1881 〇

飲食業 やっちゃば・こお 常入1-3-2 0268-75-9113 ○

飲食業 やばいっ祥 大手1-8-13 0268-55-3440 ○

飲食業 やまま 国分1780-1 0268-23-2053

飲食業 ゆうきと寿し　上田店 上田原1081 0268-75-1077

飲食業 ラーメンフロンティア　CAMO-ME 武石沖230-7 0268-85-0039

飲食業 ラーメン居酒屋なおきゅう 中央2-20-3　成沢ビル1F 0268-75-5407 〇

飲食業 ラーメン仁 八木沢19-1 0268-75-5995
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飲食業 ラーメン大学上田バイパス店 上田1776-2 0268-21-3003

飲食業 ラーメン緑彩亭 神畑490 グリーンパークしおだ野 050-8883-0258

飲食業 リストランテ　サンマルコ 保野824-12 0268-39-8305

飲食業 リンガーハットアリオ上田店 天神3-5-1　アリオ上田２F 0268-28-0152 〇

飲食業 ル　ポタジェ 生田2147-5 0268-43-3295 〇

飲食業 るり家 中央2-4-2 0268-21-7227

飲食業 レストハウスアイランド 菅平高原1223-4512 0268-74-2373

飲食業 レストラン12番地 上田原855　陽光ビル102 0268-26-6651

飲食業 レストランWING 菅平高原1223-1950 0268-74-2360 〇

飲食業 れすと茶房KOKURA 中丸子1429-1 0268-42-6577

飲食業 ロジェカフェ　サントミューゼ店 天神3-15-15 070-3276-3908

飲食業 ワインバーRM 中央3-10-10武蔵野ビル102 080-6998-5282

飲食業 一貫茶屋 中央3-9-14 0268-22-0960

飲食業 飲み食い処　幸村 天神1-2-1　デルトラウム地下1 0268-27-0240

飲食業 塩田屋 中央1-4-9 0268-22-0369 〇

飲食業 沖縄食堂芭蕉布 長瀬1527-1 0268-84-3465

飲食業 果汁工房果琳アリオ上田店 天神３-5-1アリオ上田１階 0268-75-8412

飲食業 華龍飯店 上田原872-7 0268-27-1603

飲食業 楽々居酒屋のあ 天神1-2-1上田駅前デルトラウムビルB1F 0268-24-4116

飲食業 掛山 中央2-5-14 0268-23-9133

飲食業 甘味処　雪屋Conco 天神1-3-3 090-8843-8898 〇

飲食業 韓味屋 中央2-5-5 070-3320-9616

飲食業 頑固石焼 天神3-5-1　アリオ上田店内 0268-26-6156

飲食業 亀山珈琲焙煎所 中央5-6-26 0268-80-9274 〇

飲食業 喫茶コロナ 中央2-10-8 0268-22-2450 〇

飲食業 久右衛門 中央3-7-24 0268-25-0077

飲食業 居酒や　一八 中央西2-10-25 090-4153-1334

飲食業 居酒屋　こう太 中央1-2-12 0268-80-9199

飲食業 居酒屋　桂 別所温泉1704-2 0268-38-8896

飲食業 居酒屋まねきもあい 吉田53-1　住吉ビル1F東 0268-75-7955

飲食業 居酒屋マンボ 中野854-3

飲食業 居酒屋やまに 中央2-11-13 0268-24-6226

飲食業 魚よし 中央6-12-13 0268-22-0553 〇

飲食業 魚久本店 上丸子948 0268-42-2017

飲食業 京や 中央3-11-12 0268-23-0300

飲食業 蕎麦切り　よし吉 仁古田483 0268-31-3837 〇

飲食業 熊人 上田原1588-4 0268-26-1713

飲食業 桂旅館 中央２-１-５ 0268-22-1940

飲食業 鶏鴨料理かぶらや 中央4-18-22 0268-25-0015 〇

飲食業 香青軒 中央3-12-1 0268-28-0022

飲食業 黒毛和牛炭火焼肉と元祖信州冷麺　縁 中之条1268-34　利幸第三ビル102 0268-22-8668 〇

飲食業 三太 中央3-11-21　クリスタルビル1F 0268-71-6223 〇

飲食業 三六家 中之条307-1　かどやビル101号 0268-75-7463

飲食業 四季のあじわい　松籟亭 別所温泉１６７４-１ 0268-39-8080 〇

飲食業 四季の宴ぐるめ食堂 長瀬3013-9 0268-75-5665

飲食業 志龍 中央3-9-7　石坂ビル1F 090-4955-3331 ○

飲食業 写楽 中央２-６-１３　上田第一ホテル1階 0268-21-1500

飲食業 若菜館 天神１-６-１　若菜ビル２階 0268-22-0127

飲食業 手打ら-めん　かじかや 下武石1834-2 0268-85-3322

飲食業 手打百藝おお西 中央4-9-8 0268-24-5381

飲食業 酒と肴さかなや 中央2-15-10 0268-27-2711 〇

飲食業 酒場ここから 天神1-2-33 0268-26-5008 〇

飲食業 寿し香 真田町本原789-1 0268-72-3630

飲食業 寿司の味よし 中之条581-1 0268-21-3600 〇

飲食業 旬彩　紺や 中央西2-8-32 0268-22-7134

飲食業 旬彩処　鳥羽 武石沖155-1 0268-85-3681 〇

飲食業 旬菜料理　りんせん穀 天神１-８-２　相鉄フレッサイン長野上田駅前店内 0268-22-0070 〇

飲食業 勝福 御所７２７-４ 0268-23-1502

飲食業 宵のビストロばるばる 中央3-13-1　サンビルⅢ2F 080-8110-0379

飲食業 小さなパン屋　ココノカ 塩川600-10

飲食業 焼き鳥　三代 真田町本原550-2 0268-72-4946 〇

飲食業 焼肉Kim 上丸子1587-6 0268-42-5667

飲食業 焼肉ダイニング華火 住吉110-5 0268-22-1129

飲食業 焼肉の家マルコポーロ　丸子ベルプラザ店 中丸子1682-12 0268-43-8388 〇
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飲食業 焼肉の家マルコポーロ　上田店 常田3-15-52 0268-24-8177 〇

飲食業 焼肉ホルモンくろおび 中央2-3-15 0268-23-3015 〇

飲食業 上田ぶたひつじ 上田市中央1-1-20　和田源ビル1F 0268-75-7939 〇

飲食業 上田高砂殿 天神２-２-２ 0268-23-1133 〇

飲食業 上田東急REIホテル（Sakura） 天神4-24-1 0268-24-0109

飲食業 上田東急REIホテル（さなだ庵） 天神4-24-1 0268-24-0109

飲食業 食彩　蔵や 上丸子1015 0268-75-0008

飲食業 食彩や旬 吉田266-1 0268-26-5052 〇

飲食業 食事処しんりん 真田町本原573-1 0268-72-3986

飲食業 食酒屋めめ家 中央3-10-12 0268-23-2008

飲食業 信州MEATLAB 中央2-9-2 0268-80-9219

飲食業 信州アップルパイ研究所Q 中央2-4-12　シェ-ナウ-ノ101 0268-71-0666

飲食業 信州焼肉　南山亭　上田本店 中央3-3-17 0268-25-2377

飲食業 信州焼肉NAMSAN上田秋和店 秋和410-4 0268-23-7701

飲食業 信州上田酒場串まる 中央1-3-1 0268-71-5940

飲食業 寝ずの甚八上田店 中央3-9-13 0268-28-1522 〇

飲食業 真田坂の小助 上田市中央1-1-20和田源ビル2F 0268-75-7933 〇

飲食業 真琉家 真田町本原153-4 0268-72-0825

飲食業 菅清園 菅平高原1224-6 0268-74-2525 〇

飲食業 菅平高原ホテル柄澤（レストラン） 上田市菅平高原１２７８-５３３ 0268-74-2555 〇

飲食業 清凉堂 鹿教湯温泉1322 0268-44-2447

飲食業 赤から長野上田店 常田3-15-63 0268-71-0722 〇

飲食業 千曲川四季の味　鯉西 天神１-９-１９ 0268-22-5124 〇

飲食業 巣栗渓谷緑の広場　武石観光センター 武石上本入2384-65 0268-86-2003

飲食業 草笛　上田本店 常田3-2-30 0268-24-8221 〇

飲食業 太郎茶屋鎌倉上田店 神畑２５８-１ 0268-71-0338 〇

飲食業 台湾料理 香和堂 中央2-5-7 0268-24-7388 〇

飲食業 大衆酒場　灯 中央6-1-1 白夜会館1F2号 090-7914-6239 〇

飲食業 大昌園 常田2-19-12 0268-24-7742

飲食業 地中海料理Padre Calvo ～EL VINO～ 上田原1089 0268-27-0033

飲食業 茶千歳　上田店 中央2-9-20 0268-80-9062 〇

飲食業 茶房まるげん 別所温泉1718 0268-39-0944 〇

飲食業 中華料理ちくりん 塩川2910-1 0268-35-0024 〇

飲食業 中華料理美華 中央2-15-8 0268-25-3380

飲食業 中国菜館　東天紅 長瀬２９６０ 0268-35-2789 〇

飲食業 中國菜館　龍京 中之条827-102 0268-22-4315 〇

飲食業 鳥友倭らく 中央2-5-19 0268-23-8322

飲食業 天神BREWERY 天神1-2-34 0268-29-1234 〇

飲食業 東京とんかつ　あげは 天神3-5-1 0268-26-1022 〇

飲食業 桃月庵 諏訪形1638-4 0268-26-9355 〇

飲食業 二代目鳥友 中央2-9-2 0268-75-5950 〇

飲食業 八幡屋 菅平高原1223 0268-74-2215

飲食業 浜せい 中央3-9-10 0268-23-3330 〇

飲食業 暮れ六 五加1342-2 0268-39-0511

飲食業 豊上モンテリア 下之郷1525-1 0268-39-8071

飲食業 末廣 本郷628-11 0268-38-3165

飲食業 味楽亭 神畑90 0268-22-6451

飲食業 夢の家 本郷926-1 0268-38-0400

飲食業 夢ハウス 小牧1204 0268-27-4130 〇

飲食業 無国籍居酒屋ワルンジュン 菅平高原1223-6373 0268-74-0035

飲食業 弥助寿司 中央4-2-23 0268-23-2757 〇

飲食業 柳宴 上丸子1588 0268-42-3710

飲食業 料亭緒環 長瀬2878-1 0268-36-4646 〇

飲食業 料理思考室かご 上田原873-2 0268-29-1481

飲食業 和の彩り　たぬき亭 神畑743-8 0268-25-5777

飲食業 萬寿すし 中央1-6-17 0268-22-6755

飲食業 鮨　李白 中央4-2-19 0268-23-2256 〇

食品小売業 (名)矢野商店 常田3-11-1 0268-22-4421

食品小売業 A・コープコアしおだ店 中野64-1 0268-38-3828

食品小売業 A・コープファーマーズうえだ店 国分上沖80番地 0268-27-5580

食品小売業 clover-clover 大手1-8-12 0268-75-9233 〇

食品小売業 hibinopan＆山文 福田24-4 0268-25-6020

食品小売業 kasasagi 中央1-2-14 070-4011-0893 〇

食品小売業 LBcafe 下之郷乙658-2 080-2193-9411 〇
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食品小売業 LEVREandBON 神畑281-20 0268-71-7796 〇

食品小売業 LITEN 　BAKERY（リーテンベーカリー） 常磐城3-7-37 080-9991-9971 〇

食品小売業 sugar MochA 真田町長４２９９-１ 0268-75-9761

食品小売業 The Cremosso+ 小泉1182-2 0268-84-0241 〇

食品小売業 Unity0268Shop 中央4-11-11 0268-22-0581 〇

食品小売業 アップルツリー洋菓子店 上田原1350-5 0268-27-4364

食品小売業 エクレール 中央3-8-12　石森良三商店内 080-3607-8830

食品小売業 おきな菓子舗・翁珈琲 鹿教湯温泉1428-2 0268-44-2503

食品小売業 お肉スーパーの縁玉 中之条1268-34　利幸第三ビル101 0268-22-8668 〇

食品小売業 ことぶき商店 天神2-4-60 0268-75-5927

食品小売業 さいとう菓子工房 鹿教湯温泉1332-4 0268-75-2241 〇

食品小売業 しんぺる 諏訪形1335-1 0268-22-0640

食品小売業 スーパーOZAKI 蒼久保560 0268-35-1572

食品小売業 ずくだせショップ 大手１-１-４８ 0268-71-7729

食品小売業 とのむらざこ煮店 別所温泉１７２０-４ 0268-38-3536 〇

食品小売業 ドンキー洋菓子店 岩下269-3 0268-36-1361

食品小売業 ハム工房セキ 常磐城４-１１-１１ 0268-23-0747 〇

食品小売業 パン屋麦の笑 保野292-2 0268-71-6561 〇

食品小売業 ピエール 常田３-１-２０ 0268-24-1780 〇

食品小売業 ひなた堂ベーカリー 小泉1182-2 0268-84-0241

食品小売業 フードショップみやした 中央2-6-1 0268-22-2112

食品小売業 ブーランジュリー横浜　アリオ上田店 天神3-5-1　アリオ上田店内1階 0268-75-8014

食品小売業 フランス菓子　升山 上田原1175-1-7 0268-26-3077

食品小売業 フレッシュストアー西沢 手塚1007 0268-38-2631 〇

食品小売業 ベーカリー　パンビ 踏入 2-1154-4 0268-75-6686

食品小売業 ペストリーブティック　ストーリー 秋和538-1 0268-75-1072

食品小売業 みすゞ飴本舗飯島商店 中央1-1-21 0268-75-7620 〇

食品小売業 みやざわ 中央2-5-1 0268-22-0208

食品小売業 やおふく塩田店 古安曽1064-1 0268-38-1223

食品小売業 やおふく古里店 古里96-1 0268-75-1129

食品小売業 やおふく秋和店 常磐城4-7-18 0268-75-1123

食品小売業 やまざきや 中央5-10-20 0268-24-8895 〇

食品小売業 リカーランド 現金屋 福田 32-7 0268-22-5025 〇

食品小売業 リトルマーメイド古里店 古里96-1 0268-21-7655

食品小売業 永井果樹園 中央北1-2-8 0268-22-4850

食品小売業 塩川菓子舗 鹿教湯温泉１３３３ 0268-44-2420

食品小売業 菓子工房小さなもみの木 中之条842-7 0268-21-1227

食品小売業 菓樹工房　萠 中央北２-８-１０ 0268-25-2933

食品小売業 菓匠　昌平堂 中央2-2-17 0268-22-0843

食品小売業 ㈱岩崎酒店 上田2519-1 0268-22-0363

食品小売業 鎌原まんぢゅう 別所温泉181−2 0268-55-3469 〇

食品小売業 関酒店 真田町本原550-2 0268-72-2055 〇

食品小売業 韓国屋 古里80-18 0268-28-6101

食品小売業 岩井屋酒店 塩川2901 0268-35-0022 〇

食品小売業 喜光堂 中央2-9-19 0268-22-0541 〇

食品小売業 宮本菓子店 中央5-14-8 0268-22-3928 〇

食品小売業 郷土菓子工房　紅谷 住吉310-3 0268-24-2580

食品小売業 玉喜屋 中央3-8-19 0268-22-3751 〇

食品小売業 原商店 上塩尻260 0268-22-1941 〇

食品小売業 玄香庵　月ノ灯 長瀬2604 070-8940-8205

食品小売業 御菓子処花岡　丸子店 中丸子1647-7 0268-42-0668

食品小売業 御菓子処花岡　上田山口店 上田１２２１-１ 0268-21-1354

食品小売業 御菓子処花岡　上田中央店 中央6-40-10 0268-29-6888

食品小売業 穀蔵 上野2338 0268-21-80002

食品小売業 自然食品の店 のうのう 保野292-2 0268-71-6561 〇

食品小売業 若林パン 真田町本原3781 090-4180-8824

食品小売業 若林醸造㈱ 中野４６６ 0268-38-2526

食品小売業 手作りケーキの店タルト 小牧1130-1 0268-21-1622 〇

食品小売業 酒　栄屋 鹿教湯温泉1380-1 0268-44-2314 〇

食品小売業 酒　栄屋 別所店 別所温泉1624-2 070-8945-3511 〇

食品小売業 酒のスーパータカぎ　丸子店 長瀬河原3001-1 0268-42-0808

食品小売業 酒のスーパータカぎ　秋和店 常磐城3-10-11 0268-28-6969

食品小売業 酒のスーパータカぎ　上田原店 上田原437-2 0268-28-5959

食品小売業 酒のスーパータカぎ　上田店 常入1-11-59 0268-28-9559
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食品小売業 酒のスーパータカぎ　神科店 住吉塚田578-2 0268-21-0808

食品小売業 酒富醸造 中央5-9-13 0268-22-0219

食品小売業 升屋酒造場 上丸子361 0268-42-2038 〇

食品小売業 信州MEATLABORATORY 古里113-5 0268-71-7340

食品小売業 信濃路うさぎや 中之条68-6 0268-22-2584

食品小売業 青柳菓子舗 藤原田612-10 0268-42-4533

食品小売業 石窯パン　ハル 中央2-11-19　グラスプ海野町Ⅱ号館1階A号 0268-75-0777

食品小売業 千曲フルーツ 上田原1112-4 0268-27-3630

食品小売業 千曲川の味　鯉西 天神１-９-１９ 0268-22-5124 〇

食品小売業 千鳥屋 中央西1-14-22 0268-22-2447

食品小売業 千野菓子店 中央3-2-18 0268-22-1302

食品小売業 太陽マルシェ 中央2-9-18 0268-75-0827

食品小売業 大久保銘酒店 中央5-16-25 0268-22-0194 〇

食品小売業 大桂商店 上丸子991-1 0268-42-2054

食品小売業 大平商店 武石余里78 0268-85-2329

食品小売業 地酒屋宮島 真田町長5913-1 0268-72-4039

食品小売業 田玉酒店 御所731 0268-22-1805

食品小売業 島屋菓子舗 別所温泉1683-6 0268-38-2136

食品小売業 内山魚店 中央2-14-1 0268-22-1364 〇

食品小売業 二ノ宮魚店 中央2-11-13 0268-22-0277

食品小売業 柏原商店 別所温泉1660 0268-38-3166

食品小売業 箱山食糧販売店 常田2-15-1 0268-22-1414

食品小売業 美・酒・工房　倉升 中央1-6-26 0268-27-3131

食品小売業 福無量直売店　郷の蔵 下塩尻36 0268-21-9232

食品小売業 名取製餡所柳町店 中央4-8-11 0268-22-0164 〇

食品小売業 木島そば製粉 中央6-1-27 0268-22-2624

食品小売業 柳町屋 中央4-7-30 0268-75-8728 〇

食品小売業 ㈲梅光堂 本郷634-6 0268-38-7043 〇

食品小売業 洋菓子マリアン 上田原687-17 0268-24-7645

食品小売業 和洋菓子さわむら 上丸子1589-6 0268-42-2522 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 ACTIS 神畑244-1 0268-71-5012

日用雑貨・衣料品等小売業 AZUL by moussy アリオ上田店 天神3-5-1アリオ上田1F 0268-75-7155 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 bb ビービー 中央2-1-14 0268-24-7400

日用雑貨・衣料品等小売業 C＆Cカンパニー 国分1-3-28　城満ビル1Fアザレ 0268-26-2272

日用雑貨・衣料品等小売業 Cepo．．STATICEアリオ上田店 天神3-5-1　アリオ上田1F 0268-21-6070

日用雑貨・衣料品等小売業 GORGE　BE 天神3-5-1　アリオ上田1F 0268-75-5509

日用雑貨・衣料品等小売業 K-3　COLLECTION 上田原679-1 0268-23-4663 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 KIBICRAFT 住吉48-9 0268-55-9537

日用雑貨・衣料品等小売業 KINU 中央3-7-24 0268-25-3348 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 NESTORE 中央4-7-7 090-7041-1151

日用雑貨・衣料品等小売業 Shabby 保野287-1 0268-71-6561 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 SM2　keittio アリオ上田店 天神3-5-1　アリオ上田1F 0268-22-5188

日用雑貨・衣料品等小売業 THE PITH 中之条576-1　スカイビル105 0268-75-5975

日用雑貨・衣料品等小売業 unionplus 御所603-1 0268-71-0260

日用雑貨・衣料品等小売業 あさかわ 上丸子１０３７ 0268-42-4040 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 アズマヤ洋服店 中央3-8-17 0268-22-1373

日用雑貨・衣料品等小売業 アルファストア 中央2-11-18 0268-22-2611 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 イング　アリオ上田店 天神3-5-1　アリオ上田1F 0268-29-2511

日用雑貨・衣料品等小売業 エミール 中央2-8-1 0268-26-5005

日用雑貨・衣料品等小売業 キクチ洋装店 中央2-11-17 0268-22-1378 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 キッズファッション　ジョリィ 常田2-12-18　イオンスタイル上田2F 0268-25-4582

日用雑貨・衣料品等小売業 セレクト雑貨・衣類ちゃふる 秋和499-1 0268-23-6092

日用雑貨・衣料品等小売業 デザートヒルズマーケット上田店 大手１- 12-23 BIG UEDA 303 0268-23-7676

日用雑貨・衣料品等小売業 ナオミ 中央1-3-7 0268-27-7531 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 ノムラ薬品 中野850-1 0268-38-5111

日用雑貨・衣料品等小売業 バラエティーショップとっくりばち 上田原679-1 0268-27-4138

日用雑貨・衣料品等小売業 バリューブックスラボ 中央2-14-33 0268-75-8935

日用雑貨・衣料品等小売業 パルだいさだ 小泉715-1デリシア上田川西店内 0268-23-8885 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 ファンファン原町店 中央3-2-19 0268-22-7516

日用雑貨・衣料品等小売業 ファンファン松尾町店 中央1-2-18 0268-22-1109

日用雑貨・衣料品等小売業 ふぢたや化粧品店 上丸子982 0268-42-2560

日用雑貨・衣料品等小売業 ブティックEVE 神畑485-1 0268-29-0072 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 ふとんのたけうち 中之条73 0268-22-1365 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 ブランパニエ 中央2-12-9 0268-24-2688
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日用雑貨・衣料品等小売業 ホームバザー上田店 神畑503　グリ-ンパ-クしおだ野SC内 0268-29-4649 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 ほかり 大手2-2-5 0268-22-0393

日用雑貨・衣料品等小売業 まくらぼ 天神3-5-1　アリオ上田1F 0268-75-8252

日用雑貨・衣料品等小売業 まるちょん商店 上丸子369 0268-42-2902 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 ミス・ハーティー上田店 住吉85-8 0268-75-7997

日用雑貨・衣料品等小売業 メンズブティックだいこくや 中央2-2-18 0268-23-2323 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 ゆたかや 中央2-2-16 0268-24-5298 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 ル・プレ　デシグアル店 天神3-5-1　アリオ上田2F 0268-25-2381

日用雑貨・衣料品等小売業 ル・プレアリオ上田店 天神3-5-1　アリオ上田2F 0268-24-6100 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 ル・プレ上田秋和店 上塩尻161-1　バロ-秋和店内 0268-24-6100 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 ロン・都アリオ上田店 天神3-5-1アリオ上田2Ｆ 0268-28-0611 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 ロン・都シューマート上田国分店 国分80-6　シューマート上田国分店内 0268-23-5533

日用雑貨・衣料品等小売業 わかまつ 上丸子375-1 0268-42-6600 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 わたや 新町174 0268-38-2663 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 ㈱丸山商店 問屋町５０３ 0268-22-2350 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 靴はムラタ 住吉270-10 0268-22-0315 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 雑貨＆アロマ　Hiraya～ひらや～ 国分1196-1 0268-71-7020

日用雑貨・衣料品等小売業 若林陶器 中央1-2-18 0268-22-0800

日用雑貨・衣料品等小売業 守田屋商店 本郷628-8 0268-38-2528

日用雑貨・衣料品等小売業 石森良三商店 中央３-8-12 0268-71-7703 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 不二毛糸 上丸子266-4 0268-42-2229

日用雑貨・衣料品等小売業 帽子屋Flava　アリオ上田店 天神３-５-１　アリオ上田２Ｆ 0268-71-5958 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 本と茶NABO 中央2-14-31 0268-75-8935

日用雑貨・衣料品等小売業 眠りの専門店　まるげん 中央1-7-16 0268-22-0443 〇

日用雑貨・衣料品等小売業 ㈲ベルワールドハタナカ 中央3-8-1 0268-22-0529

日用雑貨・衣料品等小売業 ㈲池田商事 国分1296-1 0268-22-0749

薬局・ドラッグストア あい薬局 上田原707-3　クラエンタ-ビル1F 0268-24-9090

薬局・ドラッグストア あきわノリ薬局 秋和　310-10 0268-75-0215 〇

薬局・ドラッグストア イイジマ薬局 中央北2-2-17 0268-27-6688 〇

薬局・ドラッグストア いとう薬局 緑が丘1-26-25 0268-22-1808 〇

薬局・ドラッグストア カワイ薬局 中央2-3-16-101 0268-22-5338 〇

薬局・ドラッグストア かわにしノリ薬局 小泉715-1 0268-29-0055 〇

薬局・ドラッグストア コウズケヤ薬局　丸子 長瀬3064-1 0268-71-6630

薬局・ドラッグストア コウズケヤ薬局　古里 古里84-19 0268-28-7711

薬局・ドラッグストア コウズケヤ薬局　常田 常田2-6-11 0268-27-1211

薬局・ドラッグストア コウズケヤ薬局　豊里 蒼久保555-1 0268-36-4155

薬局・ドラッグストア コウズケヤ薬局中央 中央2-12-12 0268-27-1211

薬局・ドラッグストア コタケ薬局 小牧１２０５番地３ 0268-25-7751 〇

薬局・ドラッグストア サラダ薬局 五加974-20 0268-38-1193 〇

薬局・ドラッグストア せき薬局 常田3-8-20 0268-23-3001

薬局・ドラッグストア そめや古里薬局 古里64-5 0268-23-7540

薬局・ドラッグストア そめや薬局 中央6-5-25 0268-22-7352 〇

薬局・ドラッグストア たぐち薬局 住吉312-14 0268-26-1370 〇

薬局・ドラッグストア ドラッグコスコ丸子店 中丸子六反田１３０２-７ 0268-43-3300 〇

薬局・ドラッグストア ノリドラッグみすず台 蒼久保1525-6 0268-75-0027 〇

薬局・ドラッグストア ノリ薬局 本店 芳田1903-2 0268-35-0336 〇

薬局・ドラッグストア ノリ薬局たけし 武石沖162 0268-85-3518 〇

薬局・ドラッグストア はやし薬局 常田2-22-39 0268-22-2649 〇

薬局・ドラッグストア ひかり薬局 古安曽1876-4 0268-39-1565 〇

薬局・ドラッグストア ピノキオ薬局 古里146-26 0268-75-5416 〇

薬局・ドラッグストア フォレスト薬局 塩川1362-1 0268-75-8723 〇

薬局・ドラッグストア ホケン堂藤岡薬局 中央1-3-2 0268-22-0092

薬局・ドラッグストア マスダ薬局 御所580-7 0268-24-8884 〇

薬局・ドラッグストア わかば薬局 上田１２２５-２ 0268-21-4193 〇

薬局・ドラッグストア わかば薬局こさと 古里１９２７-1 0268-71-7793 〇

薬局・ドラッグストア 横林薬局 下之条170-18 0268-27-3365 〇

薬局・ドラッグストア 花の木薬局 仁古田404-2 0268-31-3428

薬局・ドラッグストア 丸子くるみ薬局 長瀬2827 0268-42-6201 〇

薬局・ドラッグストア 窪田薬局 古安曽1865-5 0268-38-7775

薬局・ドラッグストア 高橋薬局 中央5-16-23 0268-22-8277

薬局・ドラッグストア 山浦堂薬局 岡1371-9 0268-31-2032 〇

薬局・ドラッグストア 山林堂薬局 中央3-8-5 0268-22-0043

薬局・ドラッグストア 秋和コスモス薬局 秋和361-2 0268-28-6606

薬局・ドラッグストア 十字堂やまぎわ薬局 中央1-1-17 0268-22-0185
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薬局・ドラッグストア 召田薬局 新町156-2 0268-38-5492 〇

薬局・ドラッグストア 昭和薬局 中央2-17-5 0268-22-0096

薬局・ドラッグストア 上田西ノリ薬局 秋和　309-1 0268-26-6490 〇

薬局・ドラッグストア 真田やまぎわ薬局 真田町本原６１９-1 0268-72-4755

薬局・ドラッグストア 神科薬局 住吉401-9 0268-24-0777

薬局・ドラッグストア 神畑薬局 神畑737 0268-24-1233

薬局・ドラッグストア 大学前薬局 下之郷乙272-1 0268-38-8611 〇

薬局・ドラッグストア 保野薬局 保野761-1 0268-39-1888

薬局・ドラッグストア 木町薬局 中央4-6-21 0268-75-8585 〇

薬局・ドラッグストア ㈲久保田薬局 天神1-8-1 0268-22-0719

薬局・ドラッグストア ㈲常田薬局 常田2-15-1 0268-24-6171 〇

その他小売業 ACTIS  FLOWER＆GARDEN　GREEN 神畑244-2 0268-75-5308

その他小売業 AVハウス　ナオ 上田原693-8 0268-23-9136

その他小売業 BALYA．UB 上田原1379 0268-75-0004

その他小売業 FlowerMarket  monfavori 踏入2-9-10 0268-28-8007 〇

その他小売業 Handmade in... 福田47-3 0268-75-8661 〇

その他小売業 Mimosa Optique 中之条744-6 0268-75-5470 〇

その他小売業 MUK 天神3-5-1　アリオ上田1F 0268-28-0160

その他小売業 SPORTS CYCLE Velenyo 小島162-1 0268-75-8924

その他小売業 Tee 中央5-9-32 050-5896-0275

その他小売業 TSUTAYA上田バイパス店 上田1847-1 0268-22-9866

その他小売業 WABI×SABI 天神3-5-1　アリオ上田店１F 0268-22-7223 〇

その他小売業 アースワークスギャラリー 別所温泉1725 0268-38-0304 〇

その他小売業 あいそめの湯　売店 別所温泉58 0268-38-2100

その他小売業 アイ写真工房 緑が丘1-6-22 0268-23-5820 〇

その他小売業 オートバックス　しおだ野店 神畑518-1 0268-29-4680

その他小売業 オートバックス　上田店 蒼久保1133 0268-35-3200

その他小売業 オッポプラス上田店 常田3-298-5 0268-21-7700

その他小売業 おみやげ処　北村 天神1-8-1 0268-22-2369

その他小売業 お肌の専門店　わかまつや 中央２−４−１３ 0268-22-1589 〇

その他小売業 カーテンズデイ 常磐城5-3-11 0268-27-0455 〇

その他小売業 キーバンク上田 諏訪形1099-53 0268-22-3798

その他小売業 キッチンプロショップ　クックピア 秋和問屋町303-2 0268-28-6060

その他小売業 ギャラリー作る屋 別所温泉1661 0268-39-2968 〇

その他小売業 キラット　アリオ上田店 天神3-5-1　アリオ上田店1階　キラット 0268-29-3350 〇

その他小売業 くまざわ書店 アリオ上田店 天神3-5-1　アリオ上田2F 0268-71-2002

その他小売業 コエダ時計店 中央1-2-19 0268-22-0838 〇

その他小売業 コスメティックしおざわ 蒼久保1476-5 0268-35-1850

その他小売業 コスメティックニュース甲州屋 中央2-5-5 0268-22-0534 〇

その他小売業 ザ・クロックハウス 天神3-5-1　アリオ上田2F 0268-21-0550 〇

その他小売業 サンライズヒル 古里149-3 0268-27-5539 〇

その他小売業 シミズモーターサイクル 御所727-5 0268-27-0776

その他小売業 しゃくなげ 菅平高原1223-2093 0268-74-3456 〇

その他小売業 シューマート上田国分店 国分80-6 0268-26-4192 〇

その他小売業 ジュエリーサロン　ヤジマ 中央２-８-10 0268-22-3111 〇

その他小売業 ジュエリー工房　翔 中央2-13-7 0268-22-5625 〇

その他小売業 スタジオケイナ 中央4-8-4 0268-26-4525 〇

その他小売業 セキグチデンキ 真田町本原６１７-１ 0268-72-2644

その他小売業 セブンイレブンしなの鉄道上田駅店 天神1-1-1 0268-27-1865 〇

その他小売業 セブンイレブン丸子坂井店 塩川1281-1 0268-35-5055

その他小売業 セブンイレブン丸子生田店 生田上原4280-2 0268-43-3907

その他小売業 セブンイレブン丸子長瀬店 長瀬2984-1 0268-36-1001

その他小売業 セブンイレブン丸子和子店 東内2049-2 0268-43-0253

その他小売業 セブンイレブン鹿教湯温泉店 西内945-1 0268-44-0701 〇

その他小売業 セブンイレブン上田バイパス 上田1354-1 0268-22-7110 〇

その他小売業 セブンイレブン上田塩田店 本郷765-7 0268-39-3711 〇

その他小売業 セブンイレブン上田下丸子店 下丸子297-1 0268-43-0089

その他小売業 セブンイレブン上田下之郷店 下之郷265-7 0268-75-0699 〇

その他小売業 セブンイレブン上田岩門店 古里1540-11 0268-26-3977 〇

その他小売業 セブンイレブン上田原店 上田原713 0268-27-3355

その他小売業 セブンイレブン上田古里店 古里148-2 0268-23-8382 〇

その他小売業 セブンイレブン上田御所店 御所283-1 0268-21-7722

その他小売業 セブンイレブン上田国分店 国分1182-1 0268-29-2711

その他小売業 セブンイレブン上田材木町店 材木町1-8-12 0268-25-2190 〇
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その他小売業 セブンイレブン上田秋和店 秋和494-2 0268-21-6007

その他小売業 セブンイレブン上田住吉店 住吉271-1 0268-25-1770 〇

その他小売業 セブンイレブン上田小泉店 小泉191-2 0268-26-3300 〇

その他小売業 セブンイレブン上田小島店 大字小島239 0268-38-7738

その他小売業 セブンイレブン上田小牧店 小牧109-1 0268-21-2521

その他小売業 セブンイレブン上田上塩尻店 上塩尻224-1 0268-21-6241 〇

その他小売業 セブンイレブン上田常田2丁目店 常田2-17-3 0268-26-1222

その他小売業 セブンイレブン上田常田3丁目店 常田3-２４１３-２２ 0268-26-1127 〇

その他小売業 セブンイレブン上田常田店 常田２-１５８-３ 0268-25-8440 〇

その他小売業 セブンイレブン上田新田東店 上田2019-3 0268-21-7112

その他小売業 セブンイレブン上田千曲高校前店 中之条字宮方583-1 0268-22-4948

その他小売業 セブンイレブン上田中央北店 中央北2-3559-10 0268-21-0771 〇

その他小売業 セブンイレブン上田中丸子店 中丸子字小耽1742-3 0268-41-1710

その他小売業 セブンイレブン上田中之条店 中之条７６７－１ 0268-22-7573

その他小売業 セブンイレブン上田長池店 上田原1405-4 0268-25-0600 〇

その他小売業 セブンイレブン上田踏入2丁目店 踏入2-1155-7 0268-21-2717 〇

その他小売業 セブンイレブン上田芳田店 芳田1799-10 0268-36-1172

その他小売業 セブンイレブン信州上田医療センター店 緑が丘1-27-21 0268-26-0076

その他小売業 セブンイレブン真田店 真田町長6122-1 0268-72-4672 〇

その他小売業 セブンイレブン真田本原店 真田町本原653-1 0268-72-4505

その他小売業 セブンイレブン菅平高原店 菅平高原1223-1641　セブンイレブン菅平高原店1F 0268-74-2322

その他小売業 ダイエーデンキ㈱ 上田1788-3 0268-22-3040 〇

その他小売業 タイヤガーデン ピットイン 上田原店 上田原1147-2 0268-29-1788

その他小売業 タイヤガーデン上田 踏入2-16-38 0268-29-3211 〇

その他小売業 タイヤショップ　アゲイン 長瀬1170-1 0268-43-4343

その他小売業 タイヤ館上田 材木町1-9-18 0268-23-8766 〇

その他小売業 でんきのノワ・シミズ 下丸子265 0268-42-2328 〇

その他小売業 でんきの森忠 中央西1-5-47 0268-22-2015

その他小売業 トモエ薬品　上田 古里976-9 0268-23-0215 〇

その他小売業 ニットソーイングクラブ　アリオ上田店 天神3-5-1　アリオ上田　２F 0268-27-1740

その他小売業 バックステージ 上田店 天神3-5-1　アリオ上田2F 0268-71-5755

その他小売業 バド＆テニスステーション上田 天神2-4-59　アイランドビル102 0268-75-0310

その他小売業 パナメイトカネダ 菅平高原１２２３-３０１５ 0268-74-2214 〇

その他小売業 パルクタカハシ 下武石866 0268-85-2756 〇

その他小売業 ヒオキ楽器　上田店 踏入2-11-21 0268-75-7533

その他小売業 ファイン 住吉250-2 0268-23-8460 ○

その他小売業 ファミリーマート上田塩田店 本郷635 0268-39-7018

その他小売業 ファミリーマート上田下之郷店 下之郷363-10 0268-39-8003

その他小売業 ファミリーマート上田三好町店 御所196-11 0268-28-6255 〇

その他小売業 ファミリーマート上田秋和店 秋和224-6 0268-28-0122

その他小売業 ファミリーマート上田小泉店 小泉816-2 0268-28-1002

その他小売業 ファミリーマート上田常田一丁目店 常田１-1699-1 0268-29-5023

その他小売業 ファミリーマート上田常磐城店 常磐城5-819-5 0268-28-6021 〇

その他小売業 ファミリーマート上田神科店 住吉1130-1 0268-28-6051 〇

その他小売業 ファミリーマート上田神畑店 神畑248-1 0268-29-1024

その他小売業 ファミリーマート上田神畑南店 神畑乙121-1 0268-29-2054

その他小売業 ファミリーマート上田中丸子店 中丸子1350-1 0268-41-1032 〇

その他小売業 ファミリーマート上田中之条 中之条859-10 0268-28-7015

その他小売業 ファミリーマート上田長瀬店 長瀬3064-1 0268-43-8010

その他小売業 ファミリーマート上田長池 上田原1144-1 0268-28-6510 〇

その他小売業 ファミリーマート上田長野大学前店 下之郷乙536-1 0268-39-7010

その他小売業 ファミリーマート上田天神 天神1-4-10 0268-28-1005

その他小売業 ファミリーマート上田東高校前店 常田3-410-3 0268-29-8408

その他小売業 ファミリーマート上田踏入二丁目店 踏入2-665-2 0268-28-6061 〇

その他小売業 ファミリーマート上田保野店 保野191-1 0268-39-7822 〇

その他小売業 プライム太陽 材木町1-１０-２２ 0268-24-2258 〇

その他小売業 フラワーショップ花季　塩田店 保野751-2　ツルヤ塩田店内 0268-39-3910

その他小売業 フラワーショップ花季　山口店 上田1221-1　ツルヤ山口ショッピングパ-ク内 0268-27-0003

その他小売業 プレスト 上野436-1 0268-26-0401 〇

その他小売業 フローリスト花工房 神畑４９０　グリ-ンパ-クしおだ野 0268-21-8787

その他小売業 フローリスト桜屋 塩川2942 0268-36-1187 〇

その他小売業 ベルデ桜屋 神畑67-2 0268-75-1169

その他小売業 ホームサロン英里人 五加618-1 0268-38-3666

その他小売業 ホームラン堂スポーツ 踏入2-1-14 0268-22-1113 〇
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その他小売業 マイ楽器 大手1-8-11 0268-71-5579 〇

その他小売業 ミスタータイヤマン川西店 福田14-1 0268-29-5431 〇

その他小売業 メガネのコミヤマ丸子店 中丸子1417-1 0268-42-1570 〇

その他小売業 メガネのナガタ上田材木町店 常田3-2407-2 0268-75-8846

その他小売業 メガネのナガタ上田築地バイパス店 築地37 0268-23-2225

その他小売業 メガネのミモト 国分店 国分1250-6 0268-26-3610

その他小売業 メガネのミモト 上田インター店 住吉62-2 0268-23-3610

その他小売業 メガネのミモト 上田原店 上田原805-2 0268-22-3610

その他小売業 メガネのヤジマ 中央1-4-8 0268-26-4146

その他小売業 メガネの笹沢 上丸子950　ファーストビル1F 0268-42-2184

その他小売業 めがね館アイール 天神1-8-1　上田駅前ビル　パレオ2階 0268-21-1058 〇

その他小売業 メロディーグリーン 中央2-9-15 0268-22-8509

その他小売業 ヤスイ家具 上丸子１０３９ 0268-43-4082 〇

その他小売業 ゆきむら夢工房売店 真田町長6090-1 0268-71-6074 〇

その他小売業 ラウンドテーブル 下之条1765-4 0268-26-6670 〇

その他小売業 レインボーベース 富士山2652-2 0268-55-3503 〇

その他小売業 ローソン丸子御岳堂 御嶽堂586-3 0268-43-8321

その他小売業 ローソン丸子腰越店 腰越465-1 0268-43-8117

その他小売業 ローソン上田バイパス店 上田1823 0268-26-9800 〇

その他小売業 ローソン上田岩下店 岩下177-5 0268-36-1516

その他小売業 ローソン上田古里店 古里80-3 0268-31-3050 〇

その他小売業 ローソン上田小島店 小島573－2 0268-71-0558

その他小売業 ローソン上田常磐城三丁目店 常磐城３-１７１７-３ 0268-75-7874

その他小売業 ローソン上田中央一丁目店 中央1－7－19 0268-71-7118

その他小売業 ローソン上田二の丸店 中央西1-3-35 0268-27-8707 〇

その他小売業 ローソン上田芳田新町店 芳田新町1661-1 0268-35-0906

その他小売業 ワミレスサロン　まるこ 中丸子１６２３-１ 0268-75-8566 〇

その他小売業 わんわん村上田店 住吉125-1 0268-25-1211

その他小売業 一ノ瀬電器瓦斯サービス 中央5-8-14 0268-22-1841 〇

その他小売業 羽田時計眼鏡店 上丸子1421-4 0268-43-2118 〇

その他小売業 栄屋工芸店 中央２-２-２０ 0268-22-0029

その他小売業 岡崎酒造　直営店 中央4-7-33 0268-22-0149 〇

その他小売業 家電修理エム・テック 材木町1-8-18 0268-28-5253

その他小売業 花のマリモ 中央2-12-8 0268-22-8066

その他小売業 ㈱オートショップ甲田 上田原1111-1 0268-24-2145

その他小売業 ㈱タツノ 下塩尻236-4 0268-22-6001

その他小売業 ㈱テヅカデンキ 上田2490-4 0268-22-1626 〇

その他小売業 ㈱宮尾商店　palacetail 中央1-6-12 0268-24-3380

その他小売業 ㈱山宗建材 小牧138-1 0268-25-1230

その他小売業 ㈱上田スター商会　神川店 国分1182-1 0268-75-0189

その他小売業 ㈱竹花 本郷631-1 0268-38-2088

その他小売業 ㈱筒けん 上塩尻２０７ 0268-75-7024 〇

その他小売業 ㈱平林堂 中央3-8-7 0268-22-1561

その他小売業 丸子スポーツ 上丸子1055 0268-43-2052 〇

その他小売業 宮城 中央2-12-10 0268-27-1331 〇

その他小売業 月の堂 中央５-４-５ 0268-55-6068 〇

その他小売業 甲田はきもの店 中央4-6-24 0268-22-1272

その他小売業 笹沢ベーカリー 上丸子２５９ 0268-42-2242

その他小売業 山とキャンプ道具　おきび堂 小島162-1 0268-75-8940

その他小売業 寿園芸 古里1407 0268-24-5661

その他小売業 小平電機商会 上丸子364 0268-42-2366 〇

その他小売業 小林印房 御所523-11 0268-22-0483 〇

その他小売業 松田時計店 中央3-7-8 0268-24-1050 〇

その他小売業 松尾カメラ 中央１-２-２４ 0268-22-2029

その他小売業 上田C＆C（キャッシュ＆キャリー） 常磐城5-1-22 0268-22-2150

その他小売業 上田ガス㈱ 天神4-29-3 0268-22-0454 〇

その他小売業 上田市観光会館売店 大手2-8-4 0268-71-6074 〇

その他小売業 人形会館　松葉彌 中央3-6-3 0268-25-3355

その他小売業 諏訪商店 別所温泉1659-2 0268-38-2111 〇

その他小売業 菅平高原ホテル柄澤（売店） 上田市菅平高原１２７８-５３３ 0268-74-2555 〇

その他小売業 清水時計店 中央2-15-4 0268-22-3836 〇

その他小売業 清水書店 中央1-4-7 0268-22-1357 〇

その他小売業 西澤書店 中央3-1-12 0268-22-0024 〇

その他小売業 青木モータース 住吉306-4 0268-22-8641 〇
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その他小売業 川合石材 武石沖401-1 0268-85-2261

その他小売業 大和屋化粧品店 上丸子1589-8 0268-42-2920 〇

その他小売業 滝沢商店 別所温泉1721-1 0268-38-2064

その他小売業 中央電機サービス㈱ 中央西1-7-6 0268-24-7523

その他小売業 張田屋眼鏡院 中央西1−9−34 0268-24-3850 〇

その他小売業 藤沢電機 秋和939-8 0268-22-4488 〇

その他小売業 八幡屋化粧品店 天神1-８-１上田駅前ビルパレオ1階 0268-22-0888 〇

その他小売業 八幡屋人形センター 天神1-２-２７ 0268-24-1428 〇

その他小売業 八幡屋本店 上田市天神1-8-1上田駅前ビルパレオ1階 0268-22-1185 〇

その他小売業 平安堂上田しおだ野店 神畑502-1 グリ-ンパ-クしおだ野 0268-29-5254

その他小売業 平安堂上田店 天神2-4-80 0268-22-4545 〇

その他小売業 宝飾・メガネ・時計　ミヤモト 中央5-15-9 0268-22-1775

その他小売業 木村電器 常入１-８-２９ 0268-24-3404 〇

その他小売業 ㈲コヤマ電器商会 中之条74-6 0268-27-6677 〇

その他小売業 ㈲ハイテックウエダ 踏入２-９-１５ 0268-22-0814 〇

その他小売業 ㈲はなふじ　ツルヤ上田中央店 中央6-5-40-10 0268-27-5795

その他小売業 ㈲はなふじ　本店 住吉21-15 0268-23-0753

その他小売業 ㈲ヤマショー 下之条203-3 0268-27-0324

その他小売業 ㈲樋口種苗 諏訪形1161-5 0268-22-3776

その他小売業 良品買館上田バイパス店 上田1843-1 0268-71-6714 〇

その他小売業 和真メガネ 天神3-5-1　アリオ内２F 0268-25-1350 〇

その他小売（ガソリンスタンド） オートライフ塩沢　小牧店 小牧1200 0268-75-0737

その他小売（ガソリンスタンド） トーワ石油㈱ 上田原713 0268-22-8804 〇

その他小売（ガソリンスタンド） ㈱SKYエナジー　上田原SS 上田原800-2 0268-25-3566

その他小売（ガソリンスタンド） ㈱伊藤商会　上田山口SS（タイヤ他用品のみ利用可能） 上田中村2005-1 0268-28-7890

その他小売（ガソリンスタンド） ㈱伊藤商会　上田新田SS（タイヤ他用品のみ利用可能） 中央4-13-23 0268-22-6655

その他小売（ガソリンスタンド） ㈱伊藤商会　上田川西SS（タイヤ他用品のみ利用可能） 福田下田18-14 0268-23-7601

その他小売（ガソリンスタンド） ㈱伊藤商会　中丸子SS（タイヤ他用品のみ利用可能） 中丸子赤渕1419-1 0268-43-3015

その他小売（ガソリンスタンド） 三菱商事エネルギー　川西SS 仁古田608 0268-31-2055 〇

その他小売（ガソリンスタンド） 浅間石油㈱ 天神2-4-51 0268-25-1272

その他小売（ガソリンスタンド） 日信サービス㈱古里SS 古里149-3 0268-22-5314 〇

旅館・ホテル業 アースワークスゲストハウス 別所温泉1725 080-6937-0304 〇

旅館・ホテル業 アウトドアロッジ自然回帰線 菅平高原1278-1065 0268-74-2202 〇

旅館・ホテル業 ヴィラ・フリータイム 菅平高原1243 0268-74-2666

旅館・ホテル業 かしわや本店 別所温泉　1654 0268-38-3011 〇

旅館・ホテル業 かつら旅館 西内1211 0268-44-2523

旅館・ホテル業 かどや旅館 菅平高原1223-1640 0268-74-2027

旅館・ホテル業 ゲストハウス　ICE　CREAM 菅平高原1278-2786 050-1073-5468

旅館・ホテル業 つるや旅館 鹿教湯温泉1374 0268-44-2121 〇

旅館・ホテル業 ばんぶーびれっぢ 菅平高原1223-950 0268-74-2600

旅館・ホテル業 プチホテル　ちょっと屋ガーデン 菅平高原１２２３-１７２０ 0268-74-3330 〇

旅館・ホテル業 プチホテルりすの森 菅平高原1278-359 0268-74-2385

旅館・ホテル業 ベルデ武石　新館 武石上本入2469 0268-86-2525

旅館・ホテル業 ベルデ武石　本館 武石上本入2469 0268-86-2526

旅館・ホテル業 ペンション EST（エスト）SUGADAIRA 菅平高原1223-136 0268-74-1357 〇

旅館・ホテル業 ペンション　ブッガーブー 菅平高原1278-2787 0268-74-3360 〇

旅館・ホテル業 ペンションラーチ 菅平高原1278-1139 0268-74-3443 ○

旅館・ホテル業 ペンション紙ヒコーキ 菅平高原1278-2785 0268-74-2504

旅館・ホテル業 ホテル・ルピナス 菅平高原1233-5963 0268-74-2422

旅館・ホテル業 ホテルシュワルツ 菅平高原1223-1515 0268-74-2410

旅館・ホテル業 ホテルやまや 鹿教湯温泉1329-1 0268-44-2044

旅館・ホテル業 ホテル亀屋 菅平高原1223-2254 0268-74-2523

旅館・ホテル業 ホテル上田山荘 材木町2-6-32 0268-22-9720 〇

旅館・ホテル業 ホテル城山館 菅平高原1223-1141 0268-74-2678

旅館・ホテル業 ホテル第一館 菅平高原1265 0268-74-2030

旅館・ホテル業 ホテル朝日 菅平高原1223-4980 0268-74-2661

旅館・ホテル業 ホテル田沢館 菅平高原1225-1 0268-74-2318 〇

旅館・ホテル業 まるみ山荘 菅平高原１２２３-３４４５ 0268-74-2065

旅館・ホテル業 リゾートイン菅平スイスホテル 菅平高原１２２３-４６２９ 0268-74-3411

旅館・ホテル業 ロッジすずもと 菅平高原1223-5501 0268-74-2110 〇

旅館・ホテル業 一棟貸しの宿もりしま 武石鳥屋146-1 080-8072-9098 〇

旅館・ホテル業 栄屋 菅平高原1224 0268-74-2102

旅館・ホテル業 岳の湯温泉　雲渓荘 武石小沢根578 0268-85-2263

旅館・ホテル業 玉屋旅館 別所温泉227 0268-38-3015 〇
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お気軽にお声がけください。

旅館・ホテル業 黒岩旅館 西内1248 0268-44-2428

旅館・ホテル業 今井館 菅平高原1223-536 0268-74-2061

旅館・ホテル業 佐久山荘 菅平高原1223-942 0268-74-2072 〇

旅館・ホテル業 犀の角 中央2-11-20 0268-71-5221

旅館・ホテル業 斎藤ホテル 鹿教湯温泉1387-2 0268-44-2211 〇

旅館・ホテル業 斎藤旅館 別所温泉202 0268-38-2139

旅館・ホテル業 山本館 菅平高原1232-4 0268-74-2085

旅館・ホテル業 四季の宿まさき 菅平高原１２２３-９１７ 0268-74-2673 〇

旅館・ホテル業 鹿教湯温泉　河鹿荘 西内864 0268-44-2036 〇

旅館・ホテル業 鹿教湯温泉　国民宿舎　鹿月荘 鹿教湯温泉1295-2 0268-44-2206

旅館・ホテル業 鹿教湯温泉　斉北荘 西内1262 0268-44-2417

旅館・ホテル業 鹿乃屋 鹿教湯温泉1462 0268-44-2141 〇

旅館・ホテル業 鹿鳴荘 鹿教湯温泉1422 0268-44-2236

旅館・ホテル業 松栄屋 菅平高原1223-2579 0268-74-2171

旅館・ホテル業 上田温泉　祥園・寿久庵 大手１-１-８４ 0268-22-2353

旅館・ホテル業 上田第一ホテル 中央2-6-13 0268-23-0011

旅館・ホテル業 上田東急REIホテル（宿泊） 天神4-24-1 0268-24-0109

旅館・ホテル業 菅平ホテル 菅平高原1262-4 0268-74-2001

旅館・ホテル業 菅平高原の宿　ホテル富士屋 菅平高原1223-1383 0268-74-2038 〇

旅館・ホテル業 菅平高原ホテル白樺荘 菅平高原1223-2108 0268-74-2511 〇

旅館・ホテル業 菅平高原ホテル柄澤 上田市菅平高原１２７８-５３３ 0268-74-2555 〇

旅館・ホテル業 菅平国際ホテル　べルニナ 菅平高原1223 0268-74-2325

旅館・ホテル業 晴山 別所温泉317 0268-38-2826 〇

旅館・ホテル業 草笛山荘 菅平高原1223-4905 0268-74-2683 〇

旅館・ホテル業 村田山荘 菅平高原1223-3811 0268-74-2167

旅館・ホテル業 太郎館／レストランTARO 菅平高原1223-6204 0268-74-2300

旅館・ホテル業 中村旅館 鹿教湯温泉1386 0268-44-2201 〇

旅館・ホテル業 天狗ロッヂ 菅平高原1223-1591 0268-74-2431

旅館・ホテル業 南條旅館 別所温泉212- 0268-38-2800 〇

旅館・ホテル業 日の出ロッヂ 菅平高原菅平1224 0268-75-5202 〇

旅館・ホテル業 峯村山荘 菅平高原1223 0268-74-2667 〇

旅館・ホテル業 望山亭ことぶき 鹿教湯温泉1447 0268-44-2538 〇

旅館・ホテル業 北栄館 菅平高原1223-3317 0268-74-2669 〇

旅館・ホテル業 ㈲山光館 菅平高原1223-2892 0268-74-2616

旅館・ホテル業 旅館つるや 別所温泉216-1 0268-38-3008

旅館・ホテル業 旅館花屋 別所温泉169 0268-38-3131

旅館・ホテル業 旅館桂荘 別所温泉1671 0268-38-2047

旅館・ホテル業 旅館中松屋 別所温泉1627 0268-38-3123 〇

旅館・ホテル業 旅宿　上松や 別所温泉1628 0268-38-2300 〇

理・美容業 11onze 中央2-11-20グラスプビル2Fオンズ 0268-23-3225 〇

理・美容業 AH 大手1-12-23　BIGUEDA301 0268-71-7123

理・美容業 air 中央1-7-16マルゲンビル1F 0268-22-0816 〇

理・美容業 ALETTA 国分992 0268-75-8272 〇

理・美容業 amour 常入１-１１－１０　ブランニューシティF棟１００３号 0268-75-8781 〇

理・美容業 Aquila（アークイラ） 国分1568-9 0268-21-7270

理・美容業 arbre hair design 常田3-15-56 0268-26-5670

理・美容業 Aya Hair 吉田266-3　Aya 0268-21-5295 〇

理・美容業 BARBER　MONZO 古里2059-22 0268-23-0036 〇

理・美容業 Beauty  art  ITSUMO 秋和901 0268-26-0717

理・美容業 BEAUTY SALON BLOOM 中之条430-1 フォレシティ上田南 101号室 080-3355-2283 〇

理・美容業 Beauty salon CYC 古里203-10　エイトビル1F 0268-71-6884 〇

理・美容業 BELIRE（ベリール） 保野208-1 070-2431-6749

理・美容業 BIRTH 中央北1-1-2 0268-29-8806

理・美容業 bises 常田3-153-13 0268-21-1966

理・美容業 BOLERO 中央4-8-1 0268-71-5741

理・美容業 CHERIE  O  FIVE 天神3-1-3　ヴィ-ナスビル1F 0268-23-2327 〇

理・美容業 flen 天神3-1-7　ｆlen 0268-28-1701

理・美容業 GLAD  Hair  Design 中央西2-11-44 070-5084-8319

理・美容業 GOOD HAIR DAYS 中野684−28 090-6935-0828

理・美容業 gran hair and spa 上田1287-11 0268-71-7786 〇

理・美容業 grico hair 中央東2-43 0268-75-5717

理・美容業 Hair  Make  Vogue 上田原901-8 0268-21-1238

理・美容業 hair direct Cheer's 上田原1298-3 0268-23-8135

理・美容業 HAIR SALON Very 古里694-1　サンエスビル101 0268-25-3908 〇
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理・美容業 Hair-Salon8 小泉813-29 0268-55-7215 〇

理・美容業 INVADERONE 長瀬2824-5 090-3314-8777 〇

理・美容業 Iris beauty salon /MEN'S DOUBL 中之条827　ワ-ルドビル1F 090-5890-0304 〇

理・美容業 La vraie beaute(ラヴォレボーテ） 天神３-２３-８ 0268-75-0340 〇

理・美容業 LITA 林之郷463-12 0268-25-8177

理・美容業 Luxe＆Co. 上田店 古里1627-7　BASE-A 0268-71-3313 ○

理・美容業 mary hair 中央西１-１４-３４ 0268-27-6006

理・美容業 Miyuwa 下之条149-20 アベニール103 090-3435-7065 〇

理・美容業 nail  Spell 古里756-3 050-3702-5574

理・美容業 NAIL  Venus 上田原707-2　キネタクビル102　 0268-25-1007 〇

理・美容業 Nail Gane-sha chia 国分 556-1 0268-71-5943

理・美容業 nail salon crea 中央6-16-5 0268-71-0180

理・美容業 Newto 長瀬2825-1 090-1829-3330

理・美容業 Next of Hair 真田町本原668-14 0268-72-0935

理・美容業 NINA 中央6-15-22 0268-25-7711 〇

理・美容業 OVER 上田原190-1 0268-55-7721

理・美容業 Peony 住吉246-7-2F 0268-71-6195 〇

理・美容業 POLAエステインTERU 諏訪形1376-9　NF第2ビル101 0268-23-2398

理・美容業 POLA上田中央 中央3-4-2 0268-71-0455

理・美容業 Posto La Felice 上田原511-3　プレミ-ル上田原106号 080-3729-6747

理・美容業 private nail salon one 岩下75-1　メ・パルティ-ル201 090-9145-3767 〇

理・美容業 RuRu 天神4-7-7 0268-26-3575 〇

理・美容業 salon de glitter 国分1689-4 0268-75-0068 〇

理・美容業 salon de S 中丸子1428-1 0268-42-6770 〇

理・美容業 Seea 常田2-4-4 0268-71-5225

理・美容業 Se-La+ 天神1-4-4 ハ-ミットヴィレッジビル1F 0268-28-6026 〇

理・美容業 sii  soo 古里2059-22 0268-80-9213 〇

理・美容業 THREE 080-7453-3330 〇

理・美容業 TODAY hair design 上塩尻691-4 0268-21-2525

理・美容業 VEGA hair`s Story 材木町1-1-4 大王ビル2F 0268-28-5005 〇

理・美容業 XEGULUS 天神1-2-28　クッキ-ビル1F 0268-75-5129 〇

理・美容業 zeal  hair 中丸子1682-16 0268-43-1151 〇

理・美容業 アイラッシュRINGO 真田町本原511-1 080-5179-8846

理・美容業 アロマサロン・グランポーム 上田2021-9　新田TWINS　D-2 0268-75-9661 〇

理・美容業 アンジェリカ 中之条68-9 塩崎第2ビル1-1 0268-71-0335

理・美容業 イデウラ美容室 中丸子1623 0268-42-5533

理・美容業 イデウラ美容室アップル店 長瀬2843-4 0268-43-8555

理・美容業 エステサロンAllure小島本店・駅前店 小島550-2 財形地産ビル1F 0268-75-7086

理・美容業 エステティックサロン　PLAISIR 上田原855　陽光ビル1階 0268-75-7199 〇

理・美容業 エルプラス 中央6-15-46 0268-23-0345

理・美容業 エント 中央1-4-7　ラッキ-ビル1F 0268-75-7714 〇

理・美容業 カットハウス　ユウヘアー 吉田289-4 0268-26-0936

理・美容業 カットハウスジョイ 国分1258-1 0268-25-6070 〇

理・美容業 カットハウスビーズ 芳田2400 0268-36-0555

理・美容業 カミーリア美容室 上田原1350-5 0268-23-7689

理・美容業 クプーソワ 鹿教湯温泉1326 080-1168-1138

理・美容業 コマセヘアワークス 下之郷379-6 0268-39-0880 〇

理・美容業 サイトウ理容館 上丸子1621-2 0268-42-3582

理・美容業 サロン　ド　オリーブ 小島150-12 0268-75-7789 〇

理・美容業 サロン・ドゥ・パサージュ 中央３-１６-６ 0268-26-3815

理・美容業 サロンドKAYAMA 古里1504-9 0268-27-0397

理・美容業 サロンドT．A 下之郷700-2 0268-38-4666

理・美容業 シェアサロン　マフィス 国分666-5 0268-55-7778

理・美容業 すずき理容室 天神4-18-21 0268-27-5016

理・美容業 セイビア上田店 中央5-2-2　山岸ビル2・3F 0268-28-8077

理・美容業 セルピュア 中之条30-1 0268-22-6062 〇

理・美容業 ダブルスイッチヘア 芳田1639-3 0268-36-2344

理・美容業 つちや美容室 真田町傍陽6323-3 0268-73-2534

理・美容業 テラシマ理容店 常磐城2-7-7 0268-22-6403

理・美容業 ピースへアファクトリー 住吉539-1 0268-21-7711

理・美容業 ビューティーサロンLee 常田2-18-22　1F 0268-29-7737 〇

理・美容業 ビューティーサロンさつき 上田原895-2 0268-22-7966 〇

理・美容業 ビューティーサロンたまご 上田原1190-15 0268-26-1480 〇

理・美容業 びようkacoかこ 上田原707 0268-26-2216
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理・美容業 プライベートエステ　セレーナ 中央北2-1-8 090-4949-1401 ○

理・美容業 プレミアムヘア　ZACK 長瀬2927-1 0268-36-1237 〇

理・美容業 ふわり 上丸子1663 070-8528-5206

理・美容業 ヘア　サカイ 国分1985-3 0268-27-4182

理・美容業 ヘア・エステchouchou（シュシュ） 築地51-52 0268-23-1119

理・美容業 ヘアー＆エステ　ジップス 本郷793-2 0268-39-4800 〇

理・美容業 ヘアー＆エステサロン　フォレスト 蒼久保1181-18 0268-35-0281

理・美容業 ヘアーサロン　イシザワ 中央5-2-5 0268-22-4884

理・美容業 ヘアーサロン　ホリウチ 大屋４８９ーイ 0268-35-1227 〇

理・美容業 ヘアーサロンLOL 常田2-15-1　箱山ビル1F 0268-71-0232 〇

理・美容業 ヘアーサロンオガワ 住吉43-8 0268-27-0701 〇

理・美容業 ヘアーサロン寺島 中央3-3-5 0268-22-2063 〇

理・美容業 ヘアーサロン大石 御所562-10 0268-22-3039

理・美容業 ヘアーサロン陽だまり 小泉775-2 0268-75-7501

理・美容業 ヘアースタジオFine 中野144-1 0268-38-1133

理・美容業 ヘアーメイク・アン 下之郷142-1 0268-38-2658 〇

理・美容業 ポーラザビューティー上田東店 踏入2-17-1　アルトビル1F 0268-25-6217

理・美容業 ポーラ上田ショップ 常磐城658-4 0268-24-0037

理・美容業 ポノポノヘアー 小泉890-4 0268-71-0812 〇

理・美容業 ボブフルール 真田町傍陽7939-5 0268-75-3127 〇

理・美容業 マーメイズヘアー 中央6-4-9 0268-25-1381

理・美容業 マカベ美容室 上丸子959-5 0268-42-2941

理・美容業 まちのリラックスステーション　らくだイオン上田店 常田2-12-18 0268-21-3232

理・美容業 ママ美容室 住吉527-1 0268-22-3921 〇

理・美容業 ミューモ上田店 常田3-15-56アルブル内 0268-75-8441 〇

理・美容業 メナードフェイシャルサロン上田岩下 岩下450-3 0268-36-3593

理・美容業 メナードフェイシャルサロン神科 住吉89-3 0268-27-2864 〇

理・美容業 メンズ脱毛サロンLuce 天神2-4-51　グレース天神405号 080-6932-7707 ○

理・美容業 やまもと美容室 鹿教湯温泉1332-3 0268-44-2609

理・美容業 リンパとエステのお店さつき 上田店 上田1138-1　福澤マンション1F　B号室 0268-27-0225 〇

理・美容業 ルミナスヘアー 上丸子331-1 0268-43-2628

理・美容業 雨ハレ美容室 中之条72-6 090-6548-4736

理・美容業 温泉サロン凛　十福店 真田町傍陽9097-70 0268-73-2818

理・美容業 甲田理髪店 中央2-13-32 0268-23-0624

理・美容業 佐野美容院 中央3-11-18 0268-22-3690 〇

理・美容業 女性専用リラクゼーションふわり 080-6938-7224

理・美容業 脱毛サロンepi 中央北1-1-21 0268-75-7033 〇

理・美容業 髪工房　伽羅 中央5-8-1　植田ビル1F 0268-23-8010

理・美容業 美容inしゃんぷう 常田2-21-25 0268-25-0866 〇

理・美容業 美容スタジオ　エーワン 上田1815-1 0268-22-7102

理・美容業 美容室　R 古里27-11 0268-71-5353

理・美容業 美容室　華梨 常磐城5-2-19 0268-27-5928

理・美容業 美容室201 中央5-6-28 0268-23-7002

理・美容業 美容室AS．as 大屋８９-５ 0268-36-2444 〇

理・美容業 美容室Bald 上田原444-5 0268-21-0835

理・美容業 美容室Be　With 長瀬3159-4 0268-43-3226

理・美容業 美容室Clover 下之条715-1 0268-71-5565 〇

理・美容業 美容室Lila 築地462-32 0268-84-1082

理・美容業 美容室MｃＬ 保野204-2 0268-38-8734

理・美容業 美容室Pohon 生田5397 0268-42-5442

理・美容業 美容室Wa．sen 中央北2-4-2 0268-21-9550

理・美容業 美容室いちばん星Loop’ｓ 中央1-2-22 0268-24-2746 ○

理・美容業 美容室ウィズヘアー 古安曽977-1 0268-38-8348

理・美容業 美容室エムズヘアー 神畑乙98-9　シンプレックス1F 0268-26-8500 〇

理・美容業 美容室クリップ 生田3506-7 0268-42-5788

理・美容業 美容室クレール 東内2572-1 0268-43-4894 〇

理・美容業 美容室ケインズナチュール 天神2-2-2 0268-23-1143

理・美容業 美容室サロンド30 十人79-1 0268-38-9989 〇

理・美容業 美容室ジョイ 国分1258-1 0268-23-0012 〇

理・美容業 美容室ピクシー 御所713-8 0268-23-4301 〇

理・美容業 美容室ひまわり古里店 古里96-1　ス-パ-やおふく古里店内 0268-71-0511 〇

理・美容業 美容室ヒロ 中央西2-3-17 0268-21-0339 〇

理・美容業 美容室ファム 秋和234-6 0268-23-5693 〇

理・美容業 美容室ブラッサム 秋和451-1 0268-23-4045
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理・美容業 美容室ペイトン 御所351-11　ディアコ-ト103 090-7266-8386

理・美容業 美容室ボヌール 中央2-5-4　斎古洞ビル2F 0268-27-0070 〇

理・美容業 美容室ルージュ 本郷1552-1 0268-38-4854

理・美容業 理容ウチエ 中央東５-１ 0268-22-3983

理・美容業 理容サクライ 長瀬3474-2 0268-42-3264 〇

娯楽・レジャー・スポーツ Climbing Park Zig's Rock 住吉52-1 0268-55-7606

娯楽・レジャー・スポーツ MAUNA 上田原559-6 090-9359-6814

娯楽・レジャー・スポーツ studio wille 中央西1-6-17 090-1798-0533

娯楽・レジャー・スポーツ TAO YOGA 小泉１３４８−３ 0268-23-7271 〇

娯楽・レジャー・スポーツ グリーンフォーラムとびうお 武石沖171-2 0268-85-2240

娯楽・レジャー・スポーツ パーソナルジム　エフェクト 常田2-27-17　藤本つむぎ2F 0268-75-5890

娯楽・レジャー・スポーツ 鹿教湯健康センター　クアハウスかけゆ 鹿教湯温泉1293 0268-44-2131

娯楽・レジャー・スポーツ 上田市農林漁業体験実習館 室賀温泉 ささらの湯 上室賀1232-1 0268-31-1126

娯楽・レジャー・スポーツ 上田市武石番所ヶ原スキー場 武石上本入2386-1 0268-86-2213

娯楽・レジャー・スポーツ 真田温泉健康ランド　ふれあいさなだ館 真田町長7369-1 0268-72-2500

娯楽・レジャー・スポーツ 菅平スキーハウス奥ダボス店 真田町菅平高原1223 0268-74-2229

娯楽・レジャー・スポーツ 菅平スキーハウス天狗店 菅平高原1223 0268-74-2229

娯楽・レジャー・スポーツ 菅平スキーハウス裏太郎店 真田町菅平高原1223 0268-74-2229

娯楽・レジャー・スポーツ 菅平高原スノーリゾート　シュナイダー索道（同） 菅平高原1223-146 0268-74-2137

娯楽・レジャー・スポーツ 菅平高原スノーリゾート　ハーレスキーリゾート 菅平高原1223-146 0268-74-2137

娯楽・レジャー・スポーツ 菅平高原スノーリゾート　マックアース 菅平高原1223-146 0268-74-2138

娯楽・レジャー・スポーツ 菅平高原スノーリゾート　上田リゾート観光 菅平高原1223-146 0268-74-2137

娯楽・レジャー・スポーツ 菅平高原スノーリゾート　菅平スキーハウス 菅平高原1223-146 0268-74-2137

娯楽・レジャー・スポーツ 菅平高原ホテル柄澤（テニスコート） 上田市菅平高原１２７８-５３３ 0268-74-2555 〇

娯楽・レジャー・スポーツ 相染閣あいそめの湯 別所温泉58 0268-38-2100

娯楽・レジャー・スポーツ 武石温泉　うつくしの湯 上武石1454-3 0268-85-3900

娯楽・レジャー・スポーツ 嵐の湯上田店 下塩尻182-4 0268-24-1950 〇

タクシー・代行・運輸・旅客業 上田電鉄　別所線　下之郷駅 下之郷517-3 0268-39-7117 〇

タクシー・代行・運輸・旅客業 オートガレージフリースタイル 秋和540-4 0268-71-6678

タクシー・代行・運輸・旅客業 ニコニコレンタカー上田常田店 常田1-8-22 0268-22-2243

タクシー・代行・運輸・旅客業 ㈱藤森タクシー 芳田1873-1 0268-35-0050

タクシー・代行・運輸・旅客業 松葉タクシー㈲上田営業所 常田2-7-4 0268-23-1161 〇

タクシー・代行・運輸・旅客業 省和タクシー㈱ 常田2-3-4 0268-22-0400 〇

タクシー・代行・運輸・旅客業 上田バス㈱ 蒼久保1101-2 0268-34-5551 〇

タクシー・代行・運輸・旅客業 上田観光自動車㈱丸子営業所 上丸子1054 0268-42-2151

タクシー・代行・運輸・旅客業 上田観光自動車㈱本社営業所 中央北1-6-35 0268-22-0200

タクシー・代行・運輸・旅客業 上田電鉄　別所線　上田駅 天神1-2-1 0268-39-7117 〇

タクシー・代行・運輸・旅客業 上田電鉄　別所線　別所温泉駅 別所温泉1853 0268-39-7117

タクシー・代行・運輸・旅客業 菅平観光タクシー㈱上田営業所 中央5-13-41 0268-22-8484 〇

タクシー・代行・運輸・旅客業 千曲観光上田営業所 秋和112 0268-22-8200 〇

タクシー・代行・運輸・旅客業 ㈲信州観光バス　別所温泉営業所 別所温泉1884-4 0268-39-7080

タクシー・代行・運輸・旅客業 和田タクシー 上丸子296 0268-42-2750

その他サービス業 Anteria 中央2-7-15 090-3980-3185 〇

その他サービス業 beauty＆relax Salon Bright 上田原881-6 090-4122-2314 〇

その他サービス業 chiropractic★Librioうえだ 常田1-8-24　福神町第2司ハイツ33号 090-1653-6664 〇

その他サービス業 iPhone修理専門店あいぱらアリオ上田店 天神3-5-1　アリオ上田2F 0268-75-8299

その他サービス業 L&P AutoFactory 住吉５８５－３ 0268-75-9105 〇

その他サービス業 Pet Salon Ru- 上田2025-2 090-2333-3268

その他サービス業 Piena 真田町傍陽907-11 090-4845-1908

その他サービス業 Plaisir（プレジール） 中之条1095-91 090-4719-4461

その他サービス業 Pure Blue 住吉817-47 0268-55-3152

その他サービス業 studio kinenbi 中央5-10-2 090-7801-8101

その他サービス業 アイカノン 八木沢84-6 0268-55-8696 〇

その他サービス業 あいぜんクリニカルルーム 中央2-13-17 0268-55-9660 ○

その他サービス業 アイフォン・ライフ 中央東2-37 0268-55-7559 〇

その他サービス業 あおぞら教室 生田3585-7 080-2565-3925

その他サービス業 アピア　アリオ上田店 天神3-5-1アリオ上田店1F 0268-71-0887 〇

その他サービス業 アピア　イオン上田店 常田イオンショッピングセンタ-内１F 0268-71-1255 〇

その他サービス業 アピア　ザ・ビックしおだ野店 神畑中西460-1 0268-24-8330 〇

その他サービス業 アピア国分店 国分1-5-3 0268-29-0230 〇

その他サービス業 アピア三好町店 御所232-4 0268-26-5539 〇

その他サービス業 アピア上田中央店 材木町1-9-15 0268-28-8686 〇

その他サービス業 アリエル 芳田1943-1　チェリーハイツ201 090-1458-8929

その他サービス業 オートライフ塩沢　塩田店 古安曽1133 0268-75-7847 〇
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その他サービス業 カーピット上田 常田1-3-29 0268-22-0555 〇

その他サービス業 カイロプラクティックイーズ塩田店 五加629-14 0268-38-8655

その他サービス業 カイロプラクティックイーズ上田店 常田2-13-4 0268-38-8655

その他サービス業 カネコ自動車 芳田1276-4 0268-36-4590

その他サービス業 カリッパレンタル 上野436-1 0268-26-0401 〇

その他サービス業 ガレージ・ニシムラ 上田278-5 0268-22-8565

その他サービス業 クラサポｰASAKAWA- 上丸子１０３７ 0268-75-2140 〇

その他サービス業 グラフィックスタジオGALERIE 常田２−２７−１７　２F 090-1403-8143

その他サービス業 クリーニングハウスみつみ古里店 古里21-13 0268-75-7554 〇

その他サービス業 クリーニングハウスみつみ常田店 常田２-２９-１５　白金ガレ-ヂ１F 0268-23-8866 〇

その他サービス業 クリーニングハウスみつみ神畑本店 神畑226-6 0268-22-5189 〇

その他サービス業 ケ・セラ・セラ 舞田717-6 090-5331-5289 〇

その他サービス業 ジーズ　ペイント　ブース 芳田1276-4 0268-36-4590

その他サービス業 じらふのもみ本店 古里1651-4 0268-55-9757 〇

その他サービス業 ソエルテ 上田原539-5 050-5361-5165

その他サービス業 タイ古式マッサージ　Chemdy 天神2-4-59　アイランドビル3F303号室 070-8598-5859

その他サービス業 たく鍼灸整骨院 本郷924-1　ロイヤルハイツ健102 0268-55-9435

その他サービス業 ダスキン丸子支店 長瀬1222-1 0268-41-1900 〇

その他サービス業 ツインカムオート 下之郷乙555-3 0268-75-9111

その他サービス業 トータルオートTEZUKA 神畑乙80-8 0268-21-1055

その他サービス業 トータルリペア清水 五加1389-1 090-2654-4617

その他サービス業 ドッグハウスらぶ 御獄堂296-7 0268-42-7006

その他サービス業 ドライヘッドスパ＆ダイエット　Clara 国分556-1　KOKUBUビル2F　201 0268-75-6120 ○

その他サービス業 ハラダ自動車 上丸子316-9 0268-42-2049 〇

その他サービス業 ヒーリングフェアリー 下野郷乙525-15 080-5826-3005

その他サービス業 ヒルサイドガレージ 上丸子1485-1 0268-75-0019

その他サービス業 プレイハウス 中央西1-14-9 0268-26-3171

その他サービス業 べちゃる隊　上田店 中央西1-13-8 090-7212-0893

その他サービス業 ポーラ ザ ビューティー上田原店 吉田49-10 0268-26-6122

その他サービス業 ほがらか鍼灸院 材木町1-15-13 0268-75-7389 〇

その他サービス業 ほぐしラウンジ　ナチュらく 常田2-6-6　塚原ビル220 0268-71-6102

その他サービス業 ほぐしラボ　温活サロンBiio 古里1627-1 090-1119-7530

その他サービス業 ほぐしラボ上田古里店 古里１６２７－１ 0268-23-0680 ○

その他サービス業 ポチとタマ 中央東1-12 0268-27-2745 〇

その他サービス業 ほり鍼灸院・HORI美容整体院 国分1627　コ-ポ堀102号 0268-27-8001 〇

その他サービス業 マキノ 中之条1268-51 0268-71-0161

その他サービス業 みすずクリーニングじゃぶ丸子店 中丸子1647-7　アクロスプラザ丸子内 0268-42-0677 〇

その他サービス業 みすずクリーニングじゃぶ古里店 古里西の手84-19　やおふく古里店内 0268-21-7652 〇

その他サービス業 みすずクリーニング本店 御所712-6 0268-22-2277 〇

その他サービス業 めぐり屋 上田市仁古田５２３-２４　Ｍ-ＳＴＹＬＩＡ１０２号 050-1347-6168

その他サービス業 よもぎ蒸し・酵素風呂wakando 上田184-4 070-9000-1133 〇

その他サービス業 リフレクソロジーサロンhidamari 長瀬2824-5　インベーダーワン２階 090-3433-7413

その他サービス業 リラクゼーション　ルポゼ 天神1-8-1　上田駅前ビル　パレオ2階 0268-23-1718 〇

その他サービス業 リラクゼーションスペース Ｎatura ナチュラ 上田原707 0268-71-6557

その他サービス業 岡田フォトオフィス 中野127-17 0268-39-2141

その他サービス業 ㈱ウェルサイクル 天神3-11-40 0268-26-1820 〇

その他サービス業 ㈱スポーツフィジカル上田店 国分556-1 0268-71-7218

その他サービス業 ㈱小山林産 武石上本入1124-1 0268-41-4570

その他サービス業 ㈱松山自動車invt 武石沖204-6 0268-85-2212

その他サービス業 ㈱信濃ハウジング上田原店 上田原509-1 0268-21-3677

その他サービス業 ㈱真田自動車学校 秋和86 0268-22-0585

その他サービス業 ㈱絆コーポレーション 秋和473-1　明和ビル 0268-71-0911

その他サービス業 向陽モータース㈲ 真田町本原716-1 0268-72-2052 〇

その他サービス業 甲田モータース 上丸子350 0268-42-2163

その他サービス業 黒坂ホンダ販売 新町78-8 0268-38-3513 〇

その他サービス業 堺屋　氣功整體院 大手2-3-14 0268-22-5610

その他サービス業 手もみサロン　ここもむ 住吉128-2　上田セントラルシティビル2F-9 0268-75-7124

その他サービス業 手もみサロン　ほぐし屋本舗 真田町傍陽9097-70　十福の湯内サロン 090-2457-2920

その他サービス業 手揉み屋 上田原1132-3-2 090-8843-4100

その他サービス業 春craft 緑ヶ丘3-17-11-10 080-3548-4131

その他サービス業 小林自動車 古里741 0268-24-2369

その他サービス業 上田 道と川の駅 おとぎの里 小泉2575-2 0268-75-0587 〇

その他サービス業 上田モーター商会㈱ 古里820 0268-24-6627

その他サービス業 上田調査事務所 住吉５４-１　上田インタ-ビル２F 0268-23-7836 〇
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その他サービス業 新妻モータース 常田2-11-11 0268-22-1052

その他サービス業 整体サロン　くーら 住吉651-6 0268-22-6377 〇

その他サービス業 島田クリーニング店 神畑７０７-６ 0268-22-5084 〇

その他サービス業 東洋整体 大屋41-1　干場コーポ101 090-3335-6015

その他サービス業 特殊伐採業　雲取 蒼久保1451-3 0268-34-6939

その他サービス業 飯島硝子サッシ販売㈲中之条店 中之条746-14 0268-22-5119

その他サービス業 富岡自動車鈑金 長瀬3010-1 0268-42-3321

その他サービス業 母袋産業㈲ 国分1-9-18 0268-24-3456

その他サービス業 柳澤治療院 蒼久保1476-64 0268-36-1278

その他サービス業 ㈲イージーコンプ 中央東9-23 0268-28-8845

その他サービス業 ㈲カーメイクツカサ 古里１６３０-３ 0268-26-2888

その他サービス業 ㈲しのはら自動車商会 長瀬3014-1 0268-42-2258 〇

その他サービス業 ㈲丸山自動車商会 古里132-6 0268-23-1723

その他サービス業 ㈲丸子自動車工場 下丸子290-1 0268-42-4613

その他サービス業 ㈲竹内オートカラー 神畑120-1 0268-24-1673 〇

その他サービス業 ㈲柳沢自動車工場 塩川2863-1 0268-35-1888 〇

その他サービス業 鍼灸サロンichiイチ 生田5126-1 090-1632-6486 〇

その他サービス業 鍼灸サロンよつ葉治療院 諏訪形１０９１-１ 080-2395-6423 〇

17 / 17 ページ


