
２~４Ｐに掲載されている商品券取扱店舗の
一覧で、どの店舗で販売されているかをご確
認の上、その店舗で直接、商品券をご購入く
ださい。市ホームページでも商品券取扱店舗
を確認できます。
　商品券は、1冊500円券10枚綴りとなって
います。1冊2,500円で購入できます。
9 月20日 ( 月 )に取扱店舗で販売を開始しま
す(定休日の場合は翌営業日)。
　できるだけ多くのお客様が商品券を利用し
ていただけるように、1 回に購入できる冊数
は1人につき最大2冊までです。
　販売額は全店共通の 2,500 円ですが、販売
方法 ( 先着順・電話予約など ) は店舗によっ
て異なります。詳しくは、市ホームページを
ご確認いただくか、各店舗でご確認ください。

◆ 購入方法◆
　購入したお店でのお買い物や飲食などのお
支払い時に、1 枚 500 円としてご利用いただ
けます。
　おつりは支払われませんので、額面金額以
上のお支払いの際にご利用ください。
　商品券表面の「取扱店舗」欄の記載のある
店舗のみで利用できます。
　消費税を含む金額のお支払いに利用できま
す。利用期間以降の商品券利用はできません。
また、未使用券の払い戻しはできません。
　お店により、商品券を利用できない商品や
サービス等があります。ご利用の前に必ず取
扱店舗にご確認ください。

◆ 利用方法◆
この利用案内の２~４Ｐに掲載されているお店

や事業所で取扱っています。
　事業者の意向でここに掲載していないお店があ
ります。利用可能店は店頭や店内にポスターを掲
示していますので、お店に直接ご確認ください。

◆ 取扱店◆

　商品券の購入・利用にあたっては、新型コロ
ナウイルス感染防止対策を徹底してください。
　この事業は、国の「新型コロナウイルス感染
症対応地方創生臨時交付金」と長野県「特別
警報Ⅱ発出市町村飲食業等支援交付金」を活
用して行います。 
　商品券の販売開始時期、利用期間は、新型
コロナウイルス感染症の感染状況などにより
変更する場合があります。

◆ その他◆

商品券
利用期間

2021（令和３）年

９月20日(月)～
2022（令和４）年

１月31日(月)
2021（令和３）年 2022（令和４）年

取扱店舗で購 利用できます。

2 できます。

5,000 分 を
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業種分類 店　　名 電話番号 町名
飲食サービス業
居酒屋 あづま 090-9804-3558 本上町

居酒屋 居酒屋　陽夢 090-4460-5517 北横町

居酒屋 居酒屋　ゑびす 026-245-0469 北横町

居酒屋 居酒屋　えむら 026-248-0335 北横町

居酒屋 居酒屋　呉竹 090-1723-4548 豊丘町

居酒屋 居酒屋　仁 090-5562-0336 仁礼町

居酒屋 居酒屋　酔人倶楽部 026-248-4253 北横町

居酒屋 居酒屋　千幸 080-5146-9363 横町

居酒屋 入船 026-245-1487 北横町

居酒屋 かがやき 026-245-7070 北横町

居酒屋 気まぐれ　きっちゃん 090-2649-8803 上町

居酒屋 蔵四季 026-246-4237 東横町

居酒屋 彩家　はづき 080-1138-9703 北横町

居酒屋 櫻居酒屋 080-4331-0064 上町

居酒屋 雫食堂 026-400-3707 小河原町

居酒屋 十九 026-477-7300 本上町

居酒屋 酒房　山頭火 026-246-1650 馬場町

居酒屋 旬彩　八寸 026-246-5533 上中町

居酒屋 すし酒場　士名虎 026-248-9898 南横町

居酒屋 だいこんの花　須坂店 026-246-1380 塩川町

居酒屋 ダイニング　こころみ 026-214-7333 北横町

居酒屋 鉄板焼　奥 026-245-4115 北横町

居酒屋 堂 090-2235-5753 東横町

居酒屋 鳥寿々 026-245-2403 須坂ハイランド町

居酒屋 とり松 090-1557-1772 馬場町

居酒屋 呑み処　のどか 026-248-0285 臥竜

居酒屋 みのり 026-245-7467 立町

居酒屋 やきとり　けんぼう 026-246-5669 臥竜

居酒屋 やきとり　七福 026-248-3786 村石町

居酒屋 やきとり　とりでん 026-245-4949 井上町

居酒屋 やきとり　みっちゃん 090-1829-6963 北横町

居酒屋 やきとり　洋ちゃん 026-246-6257 旭ケ丘

居酒屋 焼き鳥たれや 026-248-5715 須坂ハイランド町

居酒屋 六味亭 026-248-6667 南横町

居酒屋 枠屋 026-247-8020 新町

食堂・レストラン 会津喜多方ラーメン蔵　須坂インター店 026-251-2555 井上町

食堂・レストラン il vico 026-214-5148 本上町

食堂・レストラン お好み焼き・鉄板焼き　集 026-248-1773 南横町

食堂・レストラン お食事・休み処　金箱 026-245-1990 臥竜

食堂・レストラン 海鮮蔵魚魚魚　須坂長野東インター店 026-246-4470 井上町

食堂・レストラン かねき 026-245-5611 東横町

食堂・レストラン Kitchen FUTARIYA 026-214-1156 東横町

食堂・レストラン Kitchen ＆ Bar　SABO 026-246-6650 南横町

食堂・レストラン キャステロ　ドラゴーネ 026-248-3743 幸高町

食堂・レストラン げんき食堂 026-248-9377 東横町

食堂・レストラン 珈琲城フィレンツェ 026-246-2703 九反田町

食堂・レストラン 珈琲哲学　アグリス店 026-248-7782 小河原町

食堂・レストラン ざかすラーメン 026-248-9595 立町

食堂・レストラン 旬菜古民家　ゆるり 026-248-6804 本上町

食堂・レストラン 森呼吸 0268-74-2765 峰の原

食堂・レストラン 信州ラーメン人力車　須坂インター店 026-246-5389 井上町

食堂・レストラン ドライブイン須坂 026-246-0106 高梨町

食堂・レストラン とら食堂 026-245-8100 相之島

食堂・レストラン ホームラン亭　パルム店 026-246-5841 東横町

食堂・レストラン REWILD NINJA SNOW HIGHLAND 0268-71-0464 峰の原

食堂・レストラン REST BAR WEST 026-285-9815 福島町

専門料理店 味とも 026-246-1367 臥竜

専門料理店 うなぎ料理　日本料理　た幸 026-246-0727 墨坂

専門料理店 海勢寿し 026-246-8848 馬場町

業種分類 店　　名 電話番号 町名
専門料理店 会席割烹　くろいわ 026-245-1349 南横町

専門料理店 廻転鮨処　海幸の宴　長野須坂店 026-245-6105 福島町

専門料理店 割烹　加治川 026-248-3225 北横町

専門料理店 牛角　須坂店 026-214-2901 高畑町

専門料理店 きりもみそば　泰眞 026-246-6057 墨坂南

専門料理店 クルアアリヤ 090-3585-8782 須坂ハイランド町

専門料理店 信州牛　宗石亭 026-245-0177 北横町

専門料理店 寿し割烹　松風 026-245-0164 本上町

専門料理店 すしはうす 026-245-5634 墨坂

専門料理店 清香苑 026-245-5319 北横町

専門料理店 そば処　あがれ家 026-246-7050 上中町

専門料理店 ターバンカレー　須坂インター店 026-246-8998 井上町

専門料理店 台湾料理　禧隆 026-248-6075 相森町

専門料理店 中国飯店 080-6936-6462 北横町

専門料理店 能登茂 026-245-2050 墨坂

専門料理店 能登忠 026-245-0053 横町

専門料理店 松栄寿司　須坂店 026-248-2555 墨坂南

専門料理店 松葉屋そば店 026-245-0418 常盤町

専門料理店 松屋そば店 026-245-0023 上中町

専門料理店 利来 026-246-5420 本上町

喫茶店・カフェ 喫茶「龍潜」 026-248-8008 穀町

喫茶店・カフェ スイーツマーケットカフェ 026-214-0880 南横町

喫茶店・カフェ ダンク 026-248-1020 臥竜

喫茶店・カフェ ニュースコー 026-245-5314 東横町

喫茶店・カフェ 猫まち駅舎 026-214-7580 村山町

喫茶店・カフェ HIROSTRADA cafe INUTO 090-7636-6514 峰の原

喫茶店・カフェ マジョカフェ　空飛ぶほうき 0268-71-5553 峰の原

喫茶店・カフェ ラビラント 090-4461-4961 本上町

喫茶店・カフェ Leo Coffee Roasters 080-8475-6020 東横町

デリバリー・テイクアウト Ouchi　Sabo 026-246-6650 南横町

デリバリー・テイクアウト おやつとごはんの店 ai 026-274-5908 立町

デリバリー・テイクアウト Minecco 080-5142-5718 峰の原

スナック・バー カラオケ　ゆ～ 026-246-4000 須坂ハイランド町

スナック・バー スナック　葵 026-245-4487 北横町

スナック・バー スナック　麻夏 026-246-5701 本上町

スナック・バー スナック　飛鳥 026-248-1808 北横町

スナック・バー スナック　満結 026-246-1012 北横町

スナック・バー すなっく　めえ～ 026-248-8630 北横町

スナック・バー ちっぷ in 026-246-5811 北横町

スナック・バー chidori 090-3139-1999 上中町

スナック・バー ナイトスポット　ロイヤル 026-246-1399 北横町

スナック・バー 華 026-248-8180 南横町

スナック・バー ビアーハーツ 026-248-0701 馬場町

スナック・バー フーズ・バー　ページワン 026-248-3263 須坂ハイランド町

スナック・バー 美人草 026-248-0788 北横町

スナック・バー 酔ってけ BAR 026-214-8512 北横町

スナック・バー Lumiere 026-285-9739 北横町

宿泊業
ホテル・旅館 旭日館 026-245-2121 井上町

ホテル・旅館 魚なか旅館 026-245-0271 上中町

ホテル・旅館 四明館 026-245-0707 南横町

ホテル・旅館 須坂温泉古城荘 026-245-1460 大谷町

ホテル・旅館 有限会社　福寿荘 026-245-5701 南原町

ペンション あすなろペンション 0268-74-2733 峰の原

ペンション うどのペンション 0268?74?2725 峰の原

ペンション 奥山ペンション・ラディシュ 0268-74-2722 峰の原

ペンション さすらいの自由飛行館 0268-61-7535 峰の原

ペンション 時空の杜 026-871-5691 峰の原

ペンション 富田ペンション 0268-74-2120 峰の原

ペンション ひらたペンション 0268-74-2354 峰の原
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業種分類 店　　名 電話番号 町名
ペンション ぷれじーる 0268-74-3570 峰の原

ペンション ペンション＆レストラン HIROSTRADA 090-5762-9583 峰の原

ペンション ペンション　きのこ 0268-74-2350 峰の原

ペンション ペンション　ケルン 0268-74-2591 峰の原

ペンション ペンション　スタートライン 0268-74-3538 峰の原

ペンション ペンション　ボワ・ヴェル 0268-74-2510 峰の原

ペンション ペンション　ホワイトイーグル 0268-74-2697 峰の原

ペンション ペンション　マウンテンパパ 0268-74-2730 峰の原

ペンション ペンション　マジョリカ 0268-71-5553 峰の原

ペンション ペンション　リミニ 0268-74-2298 峰の原

ペンション ペンション・ヘッケル 0268-74-3002 峰の原

ペンション ペンション　ガーデンストーリー 0268-74-2728 峰の原

ペンション ペンション　きら星 0268-74-3644 峰の原

ペンション ペンション　TAKEO 0268-74-2765 峰の原

ペンション ペンション　ハーフトーン 0268-74-2575 峰の原

ペンション ペンション　れりーふ 0268-74-3344 峰の原

ペンション 山の宿木まま 0268-74-3908 峰の原

ペンション ロッジ　やまぼうし 0268-74-1250 峰の原

ペンション ロッジ　ErsteLiebe 0268-75-0832 峰の原

その他 一棟貸宿　白藤 070-8570-0423 本上町

その他 ゲストハウス　蔵 026-214-7945 本上町

その他 ファームハウス　わっくん 090-9353-7440 井上町

その他 REWILD ZEKKEI GLAMPING RESORT 0268-71-0464 峰の原

道路旅客運送業
長電タクシー　須坂営業所 026-245-6203 馬場町

北信タクシー 026-245-5353 本上町

生活関連サービス業
美容・理容・エステ エダリハツ 026-248-3165 田の神町

美容・理容・エステ オリエンタルリンパドレナージュ  モンステラ 090-6939-9501 東横町

美容・理容・エステ カットショップ１４１ 026-245-1985 旭ケ丘町

美容・理容・エステ 髪工房　大太 026-248-8353 墨坂南

美容・理容・エステ キタザワ美容室 026-245-0150 本上町

美容・理容・エステ glam hair 026-214-3252 本上町

美容・理容・エステ コンディショニング　スペース　エヌ 026-245-2728 高橋町

美容・理容・エステ ザ・バーバー 026-246-9861 相森町

美容・理容・エステ 櫻ネイルサロン 090-4026-6654 上町

美容・理容・エステ sun {サン} 090-1867-3271 幸高町

美容・理容・エステ シオノヤ美容室 026-245-1795 馬場町

美容・理容・エステ シスター美容室 026-245-3752 墨坂

美容・理容・エステ スズキ理容院 026-245-3738 中町

美容・理容・エステ 竹内理容室 026-245-1766 屋部町

美容・理容・エステ Tricolore 090-7418-7746 墨坂南

美容・理容・エステ HALE PLUMERIA 026-405-9698 小島町

美容・理容・エステ ひき理容室 026-245-0764 旭ケ丘町

美容・理容・エステ 美容室　オレンジ・ペコ　須坂店 026-248-4111 井上町

美容・理容・エステ 美容室　ギャラント 026-245-4840 屋部町

美容・理容・エステ 美容室　サロンド・ユウ 026-248-0368 東横町

美容・理容・エステ 美容室　job 026-248-9298 仁礼町

美容・理容・エステ 美容室　ノーブル 026-248-2454 北横町

美容・理容・エステ 美容室　ふるさと 026-248-0651 北相之島町

美容・理容・エステ 美容室　Mimulus 026-246-2820 墨坂南

美容・理容・エステ 美容室　りんごの木　須坂店 026-246-9941 墨坂

美容・理容・エステ ふじさわ美容室 026-245-9323 米持町

美容・理容・エステ BLUETREE factory 090-4506-2692 明徳町

美容・理容・エステ ヘアーサロン　エジリ 026-246-3453 相之島

美容・理容・エステ ヘアーサロン　キムラ 026-245-4543 井上町

美容・理容・エステ メディカルエステ　ジェミナイ 026-248-6707 北横町

旅行関連 長野ツーリスト株式会社 026-246-8211 馬場町

旅行関連 日本ツーリスト 026-246-1743 北横町

クリーニング クリーニング黒岩　新町本店 026-245-1238 新町

業種分類 店　　名 電話番号 町名
クリーニング クリーニング黒岩  アグリス店 026-248-8900 高畑町

クリーニング クリーニング黒岩  デリシア井上店 026-248-4243 幸高町

クリーニング マキテーラー・クリーニング　アピア 026-245-1125 東横町

写真 カメラショップ　イワイ 026-245-7564 馬場町

写真 写真の勝山 026-245-0014 横町

日帰り温泉 関谷温泉　湯っ蔵んど 026-248-6868 仁礼町

運転代行 翼代行 090-1049-8435 豊島町

運転代行 武蔵代行 080-8107-0634 立町

運転代行 モンキー代行 090-7272-5353 立町

その他 犬処ケンケン 026-245-1022 東横町

その他 関谷温泉　湯っ蔵んど 026-248-6868 仁礼町

その他 ダスキン須坂 026-245-6565 小河原町

その他 唐十郎窯 090-4721-4971 田の神町

その他 ムツラの家 090-1865-3589 峰の原

卸・小売業
酒類 株式会社　遠藤酒造場 026-245-0117 本上町

酒類 株式会社  酒のスーパータカぎ  須坂インター店 026-246-5959 井上町

酒類 株式会社   酒のスーパータカぎ  須坂店 026-246-8008 高梨町

酒類 株式会社　丸山酒店 026-245-0387 墨坂南

酒類 楠わいなりー 026-214-8568 亀倉町

酒類 酒のさとう 026-245-8707 下八町

酒類 新﨑酒店 026-246-8479 相森町

酒類 すやしん酒店 026-245-0419 馬場町

酒類 高沢酒店 026-245-2061 新田町

酒類 高野酒店 026-245-0684 立町

酒類 田中酒類販売有限会社 026-245-0377 立町

酒類 角田酒店 026-245-0015 春木町

酒類 本藤商店 026-245-0451 南横町

酒類 屋部酒店 026-245-2043 墨坂南

酒類 大和屋酒店 026-245-0139 本上町

酒類 有限会社　浦野酒舗 026-245-0410 新町

和菓子・スイーツ ＆ chocolate 026-285-9089 北横町

和菓子・スイーツ ケーキ茶房みやび 026-213-6613 豊丘上町

和菓子・スイーツ コモリ餅店 026-245-0528 北横町

和菓子・スイーツ サーティワンアイスクリーム　須坂店 026-248-3215 墨坂

和菓子・スイーツ 須坂煎餅堂 026-246-5750 東横町

和菓子・スイーツ 盛進堂製菓舗 026-245-0385 馬場町

和菓子・スイーツ 玉林餅菓子店 026-245-1149 上中町

和菓子・スイーツ デザートランド りんごの木　須坂墨坂店 026-248-8687 墨坂南

和菓子・スイーツ 不二家　須坂店 026-248-3215 墨坂

和菓子・スイーツ 二葉堂　須坂店 026-246-3456 墨坂南

和菓子・スイーツ 升田屋 026-245-0073 穀町

和菓子・スイーツ 焼きたて屋　須坂西店（ツルヤ店内） 090-5553-9973 南横町

飲食料品小売 アスザックフーズショップ　Chef's Table 0120-817-014 米持町

飲食料品小売 株式会社　小妻屋本店 026-245-0320 春木町

飲食料品小売 坂詰商店 026-245-0370 太子町

飲食料品小売 ジュリアン 026-248-0251 須坂ハイランド町

飲食料品小売 信州マルイ青果 026-248-0020 小島町

飲食料品小売 須坂煎餅堂 026-246-5750 東横町

飲食料品小売 鈴木養蜂場 026-245-0379 中町

飲食料品小売 セブンイレブン　須坂井上店 026-248-6388 幸高町

飲食料品小売 セブンイレブン　須坂塩川町店 026-248-4078 塩川町

飲食料品小売 セブンイレブン　須坂新町店 026-245-0914 新町

飲食料品小売 セブンイレブン　須坂南店 026-245-6468 墨坂南

飲食料品小売 セブンイレブン　北須坂駅前店 026-246-7011 小河原町

飲食料品小売 セブンイレブン　須坂運動公園店 026-248-7555 臥竜

飲食料品小売 セブンイレブン　須坂馬場町店 026-246-8040 馬場町

飲食料品小売 蔦屋茶店 026-245-0227 横町

飲食料品小売 中村青果店 026-245-1052 上町

飲食料品小売 ファミリーマート　信州須坂亀倉店 026-242-5532 亀倉町

最新情報はホームページで
ご確認ください▷

・商品券は取扱店でご購入ください。
・商品券表面の記載店舗のみで利用できます。取 扱 店 舗 一 覧
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業種分類 店　　名 電話番号 町名
飲食料品小売 マルマ　牧広商店 026-245-0288 上町

飲食料品小売 有限会社　糀屋本藤醸造舗 026-245-0456 村石町

飲食料品小売 有限会社　塩屋醸造 026-245-0029 新町

飲食料品小売 有限会社　食肉の店　福田屋 026-245-4738 北横町

飲食料品小売 ローソン　須坂墨坂南店 026-242-3055 墨坂南

飲食料品小売 ローソン　須坂上中町店 026-246-5563 上中町

飲食料品小売 ローソン　須坂上八町店 026-248-3863 上八町

飲食料品小売 Y ショップ　信州医療センター売店 026-245-1650 立町

花き グリーンベリー 026-242-7566 南横町

花き 花のミヤザキ 026-248-0681 東横町

花き フラワーショップ　花美 026-245-1511 臥竜

花き フローリスト  はなこま 026-245-0791 塩川町

花き フローリスト  はなこま  イオン須坂店 026-248-0083 馬場町

花き フローリスト  はなこま  デリシア井上店 026-248-8767 幸高町

呉服・衣料・服飾小物 アルファー・ミキ 026-246-1300 高梨町

呉服・衣料・服飾小物 Will　須坂インター店 026-242-4570 井上町

呉服・衣料・服飾小物 EIGHTDAYS 026-248-3055 東横町

呉服・衣料・服飾小物 エヌスタイル（インテリア雑貨） 026-245-9955 南横町

呉服・衣料・服飾小物 ゑびや呉服店 026-245-0058 東横町

呉服・衣料・服飾小物 きたはらや 026-245-1144 東横町

呉服・衣料・服飾小物 キモノのゆきわ 026-248-4840 新町

呉服・衣料・服飾小物 呉服　綿幸 026-245-0218 中町

呉服・衣料・服飾小物 しおざき履物店 026-245-1687 東横町

呉服・衣料・服飾小物 時空堂 026-214-5139 中町

呉服・衣料・服飾小物 シューマート　須坂店 026-251-2482 墨坂南

呉服・衣料・服飾小物 手芸ハウス　サン 026-245-1009 東横町

呉服・衣料・服飾小物 たかの　須坂店 026-245-1726 東横町

呉服・衣料・服飾小物 髙丸 026-245-0302 中町

呉服・衣料・服飾小物 つるや洋品店 026-245-0833 横町

呉服・衣料・服飾小物 トラッド　ハウス　チャンプ 026-245-2063 東横町

呉服・衣料・服飾小物 ハイパーバラッド 026-285-0889 東横町

呉服・衣料・服飾小物 マサキ 026-245-2000 東横町

呉服・衣料・服飾小物 メンズ＆ミセス　イチコシ 026-245-2157 東横町

呉服・衣料・服飾小物 ワーキングウェアー　なかむら 026-245-3314 東横町

呉服・衣料・服飾小物 綿幸本店 026-245-0529 上中町

時計・眼鏡・貴金属 鶫 026-405-4724 中町

時計・眼鏡・貴金属 中村時計店 026-245-0369 上中町

時計・眼鏡・貴金属 ベラミ 026-245-4587 屋部町

時計・眼鏡・貴金属 宝石・時計のヤマグチ 026-245-0034 東横町

時計・眼鏡・貴金属 メガネ パリミキ　須坂店 026-245-0168 屋部町

時計・眼鏡・貴金属 メガネショップ　ふゆき 026-213-6811 北旭ケ丘町

時計・眼鏡・貴金属 メガネストアー　須坂店 026-248-4976 高梨町

時計・眼鏡・貴金属 メガネストアー　須坂西店 026-215-2688 墨坂

時計・眼鏡・貴金属 メガネのナガタ　須坂店 026-214-8801 高梨町

医薬品小売業 アメリカンドラッグ　須坂臥竜店 026-215-2700 臥竜

医薬品小売業 アメリカンドラッグ　墨坂店 026-251-2230 墨坂

医薬品小売業 アメリカンドラッグ　春木町店 026-242-5331 太子町

医薬品小売業 蔵の町薬局 026-215-2568 東横町

医薬品小売業 山下薬局 026-245-0032 中町

医薬品小売業 有限会社　アキヤマ薬局 026-245-0264 横町

医薬品小売業 有限会社　大丸薬局 026-245-0502 本上町

農業・園芸 株式会社　清水商店 026-245-0440 春木町

農業・園芸 至誠堂　豊田種苗店 026-245-2234 立町

農業・園芸 松山園 026-248-0080 幸高町

農業・園芸 田中果樹園直売所 090-1763-2526 豊丘町

農業・園芸 中沢農園 026-245-0477 野辺町

農業・園芸 中村農園 026-245-9841 仁礼町

農業・園芸 合同会社　ケイ・アイ・ナーセリー 026-248-2437 豊丘町

文具書籍 机上の時間 090-8268-2145 本上町

文具書籍 再起堂書店 026-248-1580 南横町

業種分類 店　　名 電話番号 町名
文具書籍 スケッチイン　ハイク 026-285-0113 本上町

文具書籍 平安堂　須坂店 026-246-4545 馬場町

文具書籍 まんぷくや 026-245-0604 上中町

文具書籍 有限会社　須坂教材 026-245-0714 須坂ハイランド町

家電 イチムラ電器商会 026-245-1317 相之島

家電 エルコンパス　でんおん 026-245-4516 南横町

家電 株式会社　ミワ電機商会 026-248-0015 墨坂南

家電 神戸電器　株式会社 026-245-3559 馬場町

家電 グリーンポートマツモト（松本電器株式会社） 026-245-2767 東横町

家電 太陽電気 026-245-0516 南横町

家電 電化のナカジマ 026-245-1816 坂田町

家電 ハタ電器 026-245-5191 旭ケ丘

家電 フジサワ電器 026-245-0037 南横町

家電 もりやまデンキ 026-246-3304 南小河原町

家電 有限会社　大島電機 026-245-1489 墨坂

家電 有限会社　柳本電気設備 026-245-0813 馬場町

家電 ゆう電 026-248-2963 臥竜

自動車・バイク・自転車 イエローハット　須坂店 026-246-3806 高梨町

自動車・バイク・自転車 市川モータース 026-245-3021 相森町

自動車・バイク・自転車 岡田自転車店 090-2649-8803 上町

自動車・バイク・自転車 株式会社  長野ダイハツモータース  須坂小山店 026-245-2222 立町

自動車・バイク・自転車 株式会社 酒井商會　マツダオートザムスザカ 026-245-0397 高梨町

自動車・バイク・自転車 栄モータース 026-246-4620 墨坂南

自動車・バイク・自転車 篠塚モータース 026-245-1507 臥竜

自動車・バイク・自転車 須高車輌販売株式会社 026-245-1018 墨坂

自動車・バイク・自転車 セントラル自動車販売株式会社 026-245-0263 墨坂南

自動車・バイク・自転車 ニュー共和オート株式会社 026-248-4936 墨坂

自動車・バイク・自転車 馬場自転車商会 026-245-4098 南小河原町

自動車・バイク・自転車 モトフォーラム・ミズノ 026-245-0429 上町

自動車・バイク・自転車 有限会社　サカイタイヤサービス 026-247-8336 米持町

ガソリン・ガス・石油 青木石油株式会社　須坂南原 SS 026-246-2364 臥竜

ガソリン・ガス・石油 青木石油株式会社　ツインズ北須坂 SS 026-248-9320 松川町

ガソリン・ガス・石油 青木石油株式会社　ニュー須坂 SS 026-248-5557 墨坂

ガソリン・ガス・石油 株式会社 キタモリ　エネオス 須坂 SS 026-245-0375 東横町

ガソリン・ガス・石油 株式会社  高見澤  石油オート事業部  須坂 SS 026-221-0055 墨坂南

ガソリン・ガス・石油 株式会社  中島石油  シュプール須坂給油所 026-248-3244 福島町

ガソリン・ガス・石油 株式会社  中島石油  本社給油所 026-245-3142 高梨町

ガソリン・ガス・石油 山久プロパン　株式会社 026-245-0731 臥竜

ガソリン・ガス・石油 有限会社　カネキ木下商店 026-246-1168 北旭ケ丘町

ガソリン・ガス・石油 有限会社　外村石油 026-245-1618 相森町

ガソリン・ガス・石油 ワインロード SS 026-245-8707 下八町

その他 かめはら商店 026-245-0207 新町

その他 蔵のまちギャラリー　ぶらり館 026-248-3150 東横町

その他 スポーツショップ　日新 026-245-0272 北横町

その他 総合寝装　ワタシン 026-285-0483 米持町

その他 田中本家博物館ミュージアムショップ 026-248-8008 穀町

その他 土屋印店 026-245-0607 上中町

その他 ハリカ　須坂店 026-245-0595 東横町

その他 藤澤石材 026-245-7364 高梨町

その他 有限会社　桜屋商店 026-245-0360 北横町

その他 有限会社　新和 026-248-9470 新田町

その他 有限会社　丸源鋸工場 026-245-0675 東横町

その他 吉田屋商店 026-245-0875 坂田町

取 扱 店 舗 一 覧須坂市 お店限定応援商品券

最新情報はホームページでご確認ください▷

・
・

商品券は取扱店でご購入ください。
商品券表面の記載店舗のみで利用できます。
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