
「わざわざ店等開設支援事業」を利用して創業した店舗一覧（営業中店舗のみ）

年度
（開

店舗名 町名 番地 内容
29 普遍と静謐 春木町 488 紅茶販売
29 Erste Liebe（エアステ・リーベ） 峰の原高原 3153-270 ペンション
29 三男坊 穀町 515 そば処
29 勝樹園（既存店改修） 高橋町 135 盆栽販売
29 Rivvy（リヴィ） 米持町 285-1 美容院
29 KINU 上中町 186-7 アンティーク販売
29 松山園（既存店改修） 幸高町 438-1 盆栽販売
29 旬彩　八寸 上中町 239　Ｂワンビル1Ｆ 和食料理
28 蔵四季（既存店改修） 東横町 1266-3 そば処
28 カーニャ 中町 220-12 スペイン風居酒屋
28 アンプラス 東横町 1544-6 美容院
28 潤道国際 北横町 1305-2 電気マッサージ
28 新崎酒店（既存店改修） 相森町 4118-3 酒屋
28 ranocchio(ラノッキオ) 中町 209-2 イタリアンレストラン
28 ティーヌヨガ 高梨町 2509-1 ヨガ教室
27 枠屋 新町 614-2 居酒屋
27 エステティックサロンH-chiii(エイチ) 東横町 344(SSC1階) エステサロン
27 わがままkitchen Ａ 中町 230 パン屋
27 時空の杜(そらのもり) 峰の原高原 3153-3 宿泊施設
26 居酒屋 猪鹿蝶 小河原 2059 居酒屋
26 hairs Neu-M(ノイム) 墨坂南 2-3-43 美容院
26 ももふくふく 本上町 35-イ パン屋
26 十九(じゅうく)居酒屋 本上町 1471-16 居酒屋
26 ましま整骨院 墨坂 3-5-26 整骨院
26 呑み処「のどか」 臥竜 5-11-5 居酒屋
25 フローリスト はなこま 塩川町 652-1 生花販売、ガーデン関連販売
25 ギャラリープラスワン 横町 415(1階西) 写真レタッチなど
24 池乃花よしちゃん 小山町 2-946イの2 手打ちそば、お休み処
24 ゲストハウス蔵 本上町 38 簡易宿泊施設
24 おやつとごはんの店 ai 立町 1402-8 自然派料理店、菓子販売
24 キッチン＆バー SABO 南横町 1637(ﾂｲﾝｴｰｽ1階B)イタリアンレストラン、バー
24 ゆう旬 上中町 239(B-1ビル2階) 居酒屋
24 ダイニング こころみ 北横町 1302-10 居酒屋
24 il vico(イルビーコ) 本上町 43の1 イタリアンレストラン
23 田中接骨院 旭ヶ丘町 3の20 接骨院
23 喫茶 蔵 北原町 547 カラオケ喫茶
23 ミントネイル 本上町 1471-2 ネイルサロン
23 銀の風カノン 横町 226 喫茶
23 須坂煎餅堂 東横町 358 煎餅屋
23 ワキ アイ アイ 横町 411-7 カラオケ喫茶
23 うまいもん酒場 雫 北旭ヶ丘町 3648の8 居酒屋
22 羽生田整骨院 春木町 943-1 整骨院
22 バラッド オブ ザ サン 東横町 349-1 衣類品販売
22 スイーツ・マーケット・カフェ 南横町 1555 カフェ、菓子販売
22 升田屋 穀町 465 たい焼き屋、甘味処
22 美容室ノーブル 北横町 1288-2 美容院
21 茶房 くろおび 北横町 1322-9 居酒屋
21 森上鍼灸整骨院 塩川町 503-3 鍼灸整骨院
21 エイトデイズ 東横町 375 雑貨、衣類販売
21 旬菜古民家 ゆるり 本上町 1385 飲食店
20 お好み焼き・鉄板焼き 集 南横町 1629 お好み焼き、鉄板焼き
15 リモートコントロール 北横町 1295-1(ｼﾙｷｰ1階) 衣料品販売
15 花のミヤザキ 東横町 318 生花販売、鉢植販売
15 手芸ハウス サン 東横町 344(SSC1階) 手芸用品販売
15 あがれ家 中町 227-ロ そば処
14 ﾌｪｲｽｱｯﾌﾟｻﾛﾝ　ベガ 東横町 344(SSC1階) 美容院
14 健友館須坂整体療術院 馬場町 1265-2 療術業
13 すなを学習塾 東横町 344-26(SSC2階) 学習塾
13 カフェ 風土ピア 東横町 382 喫茶店


