
あ行 彩愛 いはら整体院 奥手山建築

アートオブヘアーKs 荒井仏具店 今どきの笹 おそうじ本舗信州中野店

アイ・アンド・イー アローン 芋川糀店 お茶の西沢園

アイシングクッキー工房LEAP aroma&herbs香談kadan 岩下工建 小根沢時計店

AOKI信州中野店 ECCジュニア西条西間教室 岩月印舗 オブチ

アオキヤ呉服店 iimon wave ヴァルハラ オブチ自動車工業

あおきや呉服店 イオン中野店 ウエルシア薬局中野駅前店 オブチ時計店

あかしや文具店 井賀屋酒造場 魚がし 御料理柳長

アクセス中野店 池田クリーニング商会 うおしげ か行

アグリサポート イケダヤ うまのす家 カーショップGROWN

旭製パン いこい屋rin AKオート Car-Beet

味平 居酒屋菜遊季 A.K.商会 かいごショップタカノ

あずさ美容室 居酒屋富藤 A･Vショップオオサワ カインズ中野店

あすぺる樹 居酒屋武SUKE エトワール金子 カクアゲ本店

畔上食料品店 居酒屋釜山港 ＮＴＫ かぐや商店

畦上電機 イタリア料理ミケーレ エムズ・ヘア 風間緑化

アゼリア 市川酒店 エムプランティション 春日建設

アベファニチャー 市川自動車 エルコンパスミヨシ

甘太郎食堂 いちまつ エルコンパストキダ

アメリカンドラッグ駅南店 一楽食堂 おおぎやラーメン中野店

アメリカンドラッグ吉田店 いなや オギワラ電器

裏面に続きます

令和４年

12/31(土)まで
有効

期限

この一覧表は１１月９日現在のものです。
最新の取扱店一覧は、市公式ホームページをご覧ください

・・・大型店等（共通券のみご利用いただける店舗となります）

第２弾中野市地域支え合い商品券取扱店のご案内

一般商店利用券は、
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ガスト信州中野店 喫茶ステイ サーティワンアイスクリームイオン中野店 旬季亭あのね

かすみ薬局 kitchen vicky 3RD CAFE & MORE 旬菜懐石 吟

cut＆colorAJITO Kiddy CAT 英語教室中野竹原校 酒井自動車商会 旬菜房

カットサロンヒーロー 起福堂 酒井保温工業 昭和自動車

カットブースオーパスワン ギフトのヨシイエ 坂本屋 食彩レストランよって亭

カットマン 牛角信州中野店 櫻 食事処しんしゅう

かっぱ寿司信州中野店 きら倶楽部 酒処くらうん 白雪姫

勝山写真館 銀だこイオン中野店 酒のスーパータカギ中野店 新駅南モリキ薬局

勝山接骨院 ぐぅちょきぱぁ 酒のスーパータカギ中野一本木店 信越木材

金井書店 草間商事 佐藤建築 信州きんぎょ姫

金沢カレーガレージ中野店 くつろぎ処よっちゃん サロン・ド・アイ 信州笹ずし本舗

金子農機 国本時計店 サロンドスクラッチ 信州産直組合

金田屋・Jゴールド 久野精米所 サンエー 信州中野観光センター

金長酒店 くまごろう 三幸軒 信州フルーツランド信州中野インター店

金長食堂 喰庵しゅう坊 サンコーヒー志賀商事 新鮮屋オタギリ

叶屋酒店 蔵元天領誉 サンダースすずらん 神農素

café STAYGOLD クリーニング石沢 産直フーズ すきやき

カフェマッシュルーム 車買取直売店Ｇ4 サントス 寿し処 都

cafe RUSTIC グレ SUNMOON COFFEE スズキアリーナ信州中野

上今井自動車整備工場 黒川テレビ一本木店 Session スズキ自販長野飯山営業所

亀屋製菓 クロスロード シーエムサービス すずらん美容室

亀屋山田 ケーズデンキ中野店 CPサロンリバース 鈴木

カメラのクボタ ケーヨーデイツー中野店 ジェイエイ・アップル（下記10店舗） スターズ

かもめ寿し ゲストハウスかのか 　アップルシティーなかの STYLE１

からだとこころのメンテナンススペース庸 小泉園 　ＪＡ虹のホールしゃぼん玉館 スナックM²

カルビ屋三夢中野店 小泉屋 　信州中野いきいき館 スナックうらら

ガレージファースト・マルシュー 高錦堂印刷所 　農産物産館オランチェ スナックチェリー

ガレージゼットモーター 髙原堂 　工機センター スナックBEBE

ガレージナカザワ 髙豊建築 　南部給油所 スナックマーチ

Garageメカドック 幸楽園 　高丘給油所 スノハラオブヘアー

河井板金 コクアサ 　平岡給油所 スマイルサンタ中野店

川合屋精肉店 ココス信州中野店 　北部セルフ給油所 西友中野駅前店

カワチ薬品中野店 こころね 　デイサービスセンター遊湯 関英畜産

甘精堂本店 児玉商店 JA中野市営農資材店 セシル美容室

神田自動車整備工場 小林暎自動車整備工場 JAながのアグリサポート豊田 ゼファー

神田理容店 小林醤油店 SCHONシェーン中野店 セブンイレブン信州中野インター店

木内ホンダ 小林モータース しおざき本店 セブンイレブン信州中野店

菊一屋本店 コメリパワー中野店 志賀泉酒造 セブンイレブン中野市一本木店

菊水堂 こやなぎ食堂 信濃植産種苗 セブンイレブン中野市江部北店

喜久柳 小柳農園 信濃ハム セブンイレブン中野市壁田店

北しなの鍼灸治療院 小料理海谷 シバクサ電器 セブンイレブン中野市高丘店

北信濃ふるさとの森文化公園 さ行 しばや陶苑 セブンイレブン中野市豊津店

北信州体操クラブ ザ・ダイソーマーケットシティ中野店 シューマート中野江部店 セブンイレブン中野市七瀬店

第２弾中野市地域支え合い商品券取扱店一覧

・・・大型店等（共通券のみご利用いただける店舗となります）
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セブンイレブン中野市南宮店 婷婷居酒屋 中野食糧 Patisserie&Cafe MimiEden

セブンイレブン中野市吉田店 Technical Sport PASSO 中野陣屋・県庁記念館 パティスリーセルクル

セブンイレブン中野市若宮店 寺子屋てっしょう 中野石油 PASSO

善光寺屋酒店 デリシア中野店 中野繊栄会 花石自動車整備工場

そうげんラーメン でんきハウスきよの 長野ダイハツモータース中野七瀬店 はなおか中野店

創作土人形工房まちなか交流の家 天龍屋　靴修理とコンフォートシューズ 中野タイヤサービスセンター 花工房花小町

ソーラープラス長野 トイパークコヤマ 中野電機工業 花しゃんせ

ソフトバンク中野バイパス 東條自動車 中野土建 ハニーふぁいん

た行 徳竹ホンダ 中野ハイヤー happy crepe

ダイイチ トコヤ玉木 ナカノ美粧室 Public Space bar Jam

台東食品 とこやのふじさわ Nagano Farmstays 原信中野店

高丘フルーツ 塗装屋TAKUTO 中野福田屋 原豆腐園

高野薬局 トマトアンドオニオン信州中野店 中野南宮給油所 はり・きゅう東洋堂

高橋理髪店 トミー美容院 中野モリキ薬局 パル・モットー

髙橋理容院 都美多 長嶺温泉 春うらら

高見澤 栗林SS 富倉商事 永峯農機具店 バロンミヨシ

高見澤 セルフ志賀高原入口SS トヨツヤ分店 中村時計店 B.M.Cコーヒー長野

たかやしろ住研 鳥げん 中村屋パン店 東新聞店

たかやしろファーム ドン・キホーテ信州中野店 中屋鋸刃物研店 Pizza mar Mazzo

宅配クック１２３信州中野店 な行 中山オート Bistro Kuu

竹内産業 内藤電気 なっちょ電力 ビューティーサロンアルックスコア

竹内製印社 永井本店 nana-mar beauty salon Vi.bliss

竹内農機 ながおか整骨院 鍋良 ビューティーサロンCOCORO

武田 中川電気 ナラヤ商店 ビューティーサロンしのはら

武田設備 中沢建設 nico-simply ビューティーサロンタム

竹原木材 中沢写真館 西沢商店 ビューティーサロンマリモ

武広建設 仲條建築 西澤時計店 ピューピル

田中商事 永田自動車興業 西澤農機 美容室ヴィッツ

たまりBAR 長電観光中野支店 西山電化センター 美容室CoCo

田村自動車 長電ハイヤー中野待機所 二ナゴミ建設 美容室桜の木

屯 中野アポロセルフ中野西給油所 日本土人形資料館 美容室サラ

小さなパーマ屋さん 中野アポロ中野駅南給油所 弐萬圓堂中野店 美容室サロン・ド・アイ

茶工房 竹洋 太陽と月のスタジオ 中野アポロ中野カーセンター 人形の土山 美容室Zephyr

中華料理蘭蘭 中野印刷所 Nail room Aimo～アイモ～ 美容室ピュア

中高薬局 中野運転代行 農家の店大地中野インター店 美容室萌

鳥元坊 長野急行バス 飲み喰い矢Run ファッションセンターしまむら中野店

つくし 長野コアラ 呑み処一心 ファミリードラッグ中野一本木店

蔦屋書店中野店 中野酒販あぶらや 呑んだら代行 フィオーレ

土屋建設 中野市晋平の里間山温泉公園 は行 信州フードファクトリー

都筑建築店 中野自動車学校 barber TANAKA フェリシア

綱島商店 中野市豊田温泉公園もみじ荘 ハウジングワークフジマキ

つむぎパートナーズ 中野市豊田農産物加工施設利用組合 萩原左官

ツルヤ一本木店 中野醤油 橋本農機
裏面に続きます
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ふくろや 斑尾高原カントリー 眼鏡市場中野店 ユリ美容室

ふじさわ 斑尾自動車 メガネストアー中野店 洋服の青山信州中野店

藤沢米穀店 まだらおの湯 メガネのナガタ中野店 横田石材店

藤田商事 まつい薬局 メガネのユモト七瀬店 よしだ鍼灸整骨院

藤益商会 松栄寿司中野駅前店 目崎司法書士事務所 吉田モリキ薬局

ふじむら総合療術院 松崎モータース めちゃんこラーメン ヨネヤ

布施谷洋服店 松島モータース メルローズ よもぎ蒸しA-easeaアイーズ

ブックオフ中野七瀬店 マツモトキヨシ中野吉田店 麺倶楽亭 ら行

フットリンパセラピー癒しの森 マツヤスポーツ 麺屋風月 らーめん一信

ブティック沙羅 松屋百貨店 本山商会 ラーメン金太棲

プライベートサロンLuna piena マテリアルプラン 森田書店 らーめんはうす豆の木

プラモ屋ちゃんちゃん mama's整体SUNNY あきさに助産院 森田ビジネス ラウンジソワレ

BLESS 間山温泉公園ぽんぽこの湯 森永牛乳信州中野店 ラブズピアット

フローリスト花物語 マルヰ醤油 や行 LuvLiv

文化堂印刷所 マルキン食堂 八百〆 Lien hair design

ヘアーエモーションレビュー 丸昭工機 焼肉犇 リープクリエイティブス　

ヘアーサロン・エム 丸世酒造店 矢嶋建築 リバティ

ヘアーサロンカチナ 丸世醸造場 東町店舗 山形屋 理容アサヌマ

ヘアーサロントクダ マルゼン家具 山岸建築 理容あっぷる

ヘアーサロン風凛 丸代石油 山岸鉄工所 理容オーツカ

Hair salon Littna マルトク 山久プロパン中野店 理容コバヤシ

ヘアースペースBE SIDE マルニ家具センター 山口建築 理容室こばやし

Hair make Air ありあ 丸屋製菓舗 山口自動車整備工場（上今井） 理容室BIKUNI

hair room modá マルヤマ化粧銀座本店 山﨑精肉店 理容室ユナイト 

ペニーレイン マルヤマ化粧ユーパレット店 山崎電機設備 理容ター坊

ベルタカギ 丸山自動車興業 山﨑薬局 リンパトリートメントサロン ゆらり

芳仙洞 丸山写真館 やま志ん レストラン三ツ葉屋

訪問美容origami 丸山商店 やまたけ電業 レストラン・ミューズ・シェ・シゲ

ホームプラザナフコ信州中野店 まんま屋 山田タクシー レディースサロンFOX

ホクシン家具センター みかづきや珈琲 ヤマダ電機テックランド中野店 わ行

北信ガス 三沢パイプ工業 ヤマトク自動車 ワークマン信州中野店

北信ガレージ 三水屋自転車店 山どり食堂 Yショップクラタ

北進モータース ミズケン 山本自動車鈑金 若林建築

北斗技研 水橋酒店 ユーパレット中野西店 和喜多

蛍そば＆dining 道の駅ふるさと豊田 ゆうび西澤 渡辺商店（カネシメ）

ぼたんこしょうファーム有限責任事業組合 南スポーツ ユニクロ信州中野店 綿貫産業

ホビースペース ミナミ薬局 湯本工務店 綿半スーパーセンター中野店

ま行 宮島商店 湯本自動車板金塗装工場

マコ美容室 ミュージックカフェC調 湯本モータース

【問い合わせ先】

 中野市総務部企画財政課

 電話：22-2111（内線216）

・・・大型店等（共通券のみご利用いただける店舗となります）
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