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スーパーマーケット 飲食店 食料品 衣料品・靴・眼鏡 理容室・美容室 電気店 くらしとすまい ガソリンスタンド・燃料

いちやまマート 岡谷店 石挽そばや わかば 川岸 まると イマイ時計店 キャノン美容室 エディオン レイクウォーク岡谷店 ああ便利・エムズカンパニー 伊藤石油

イルフ岡谷食品館 cafe いちごジャム カンビオ カネジョウ とし美容室 小口電気商会 太田屋 オハラ

岡谷生鮮市場 うなぎ あら川 喜多屋醸造店 カルフール 中島理美容室 サスナカ イルフプラザ店 カーテンじゅうたん王国 岡谷店 カタクラ石油 岡谷川岸給油所

オギノ 岡谷店 engawaかふぇ食堂 小林食品 愛編む毛糸 キタハラ 美よう室 湖畔 ハシドデンキ 金子工務店 信和商会 オイルターミナル

西友 岡谷北店 御うな 小松屋 小松屋川魚店 きもの屋 そねはら 美容室 たんぽぽ ハチデン クリーニング館　いちやま岡谷店 信和商会 岡谷駅前給油所

西友 岡谷南店 おかやがぶ飲みワイン食堂 ＪＡ夢マーケット田中線 ギャラリーカネキュウ 美容室 マルシェ HAMA電器 クリーニング館　岡谷生鮮市場店 信和商会 岡谷給油所

デリシア 岡谷店 おたこちゃん ＪＡ夢マーケット横川 きれや 三和商店 美容みどり フジデンキ クリーニング館　フォレスト岡谷店 信和商会 セルフステーション川岸

ホームセンター かね吉 お茶の専門店 茶小泉 靴のクサマ 美容室 フジサワヤ ヤマダ電機 テックランド岡谷店 小林インテリア 玉木商店 岡谷北給油所

ケーヨーデイツー 岡谷店 やなのうなぎ 観光荘 塚原川魚店 靴のヨシハラ HAIR＆MAKE　CIEL 写真館 ＪＡ田中線センター 玉木商店 岡谷給油所

DCMカーマ 岡谷店 牛角岡谷店 豊島屋 清酒部
シューマート
　岡谷フォレストモール店

HAIR CLUB J 写真のイチオカ 諏訪交通株式会社 豊島屋 岡谷SS・石油部

プラスワン 岡谷店 中国名菜　湖苑 濱丑川魚店 シルク専門店 絹の都 ヘアーサロン カツミ ジェットペンギンフォトスタジオ
ザ・ダイソー
　フォレストモール岡谷店

細川商店 長地給油所

ドラッグストア・薬局
カレーハウスCoCo壱番屋
岡谷長地権現町店 保科酒店 メガネプラザ 大成堂 ヘアーサロン コマツ 山田写真館

ザ・ダイソー
　ライフガーデン岡谷店

ヤマモト

ウエルシア薬局 岡谷長地店 ほっとサロン 心和 まつざわ 西松屋 岡谷店 ヘアーサロン 荘司 本・文具・印鑑 武居畳店 自動車関連

日本調剤 岡谷薬局 カフェ＆ショップ 紗羅桑 丸中清水屋 野々村時計、眼鏡店 Hairs 24 笠原書店 本店 ダスキン岡谷 イエローハット 岡谷店

湖北堂薬局 さんれ～く 岡谷店 マルマン ぴーく・あ・ぼー ヘアーハウスＧＴ 笠原書店 レイクウォーク店 美洗館　赤羽店 長地自動車

くすりの三省堂 じん兵衛 肉の山城屋 マルシン呉服店 MIYAZAWA　－HAIR- 地球堂 小売部 美洗館　岡谷駅西店 郷田鈑金

サンドラッグ岡谷店 翠鳳 中華料理 米久肉店        ワタナベ 美容室モンラッシュ。 天然堂 美洗館　岡谷本町１丁目店 車検のコバック 岡谷下諏訪店

一二三堂薬局 割烹 寿々㐂亭 ララオカヤ　　清水屋 眼鏡市場 岡谷店 理容ハヤシ 花 美洗館　長地北店 ダイハツ岡谷

マツモトキヨシ 岡谷天竜町店 千成鮨 本店 コンビニ・売店 メガネのナガタ 岡谷店 スポーツ・音楽・映画 DAN FLOWERS 美洗館　長地中村店 タカノモータース

マツモトキヨシ 岡谷若宮店 そば処 さゝ乃 セブンイレブン 今井店 モードおか アサヒドースポーツ 花サン 美洗館　長地東掘店 岡谷スズキ 高林自動車

マツモトキヨシ レイクウォーク岡谷店 旬魚と和食 太助 セブンイレブン 岡谷川岸店 ヤマセ 岡谷スカラ座 みどりや Rico 美洗館　東銀座店 松本日産自動車 岡谷店

お菓子・ケーキ・パン 多留寿司 セブンイレブン 岡谷郷田２丁目店 洋服の青山 レイクウォーク岡谷店 オグチ楽器 美洗館　間下恵店 ミスタータイヤマン 岡谷店

OKAYAフレール あじわい酒場 次の晴れた日に セブンイレブン 岡谷市役所前店 リン・トータルファッションプレイス カサハラスポーツ 平野屋

お菓子の甘陽堂 つつじ亭 セブンイレブン 岡谷天竜町店 値色後（ネイロアート） やまびこスケートの森 マルモ

サンジェルマン 岡谷店 テンホウ 長地店 セブンイレブン 岡谷西堀店 化粧品 中央通り メモリー

晴山堂茶寮 テンホウ 南宮店 セブンイレブン 岡谷湊５丁目店 大滝化粧品店 中央通り本店 ヤマワ横内製綿

精良軒 テンホウ 丸山橋店 セブンイレブン 岡谷若宮一丁目店 大滝化粧品店 ララオカヤ店 ヨコヤハイクリーナー

中村屋 鳥かつ デイリーヤマザキ 岡谷鶴峯店
コスメーゼ　ヨシカワ
レイクウォーク岡谷店

ヌーベル梅林堂 岡谷本店 お食事処 はま善 ファミリーマート岡谷権現町店 sara & rodan

パティスリー白樺 ごはん屋さん ふきや ファミリーマート岡谷神明町店 フキドウ化粧品

ましぱん 茶寮 まじめや ファミリーマート岡谷田中町店 フジサワヤ

ミュージックハウス　マロニエ ファミリーマート岡谷塚間町店 マルショウ

美好 ファミリーマート岡谷TPR前店 健康・美容

美和食堂 ファミリーマート岡谷成田町店 つかさ整体院

モスバーガー イルフプラザ岡谷店 ファミリーマート岡谷湊湖畔店 三井鍼灸院

龍宝 ファミリーマート岡谷山下町店 ヨサパーク ラフィネ

レストラン よしの
メデカルサービスしなの
(諏訪湖畔病院内売店)

ローソン岡谷川岸店

ローソン岡谷中央一丁目店

百

【利用者の皆さまへ】
・商品券は岡谷市内の岡谷市プレミアム付商品券取扱事業所でのみご利用できます。
・商品券をご利用の際は、つり銭のお返しはできませんので額面以上でご利用ください。
・商品券は以下に掲げる物品には使用することはできません。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ（たばこ事業法において、小売定価以外による販売が禁止されています。）
(3) 商品券、ビール券、酒券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの。
・商品券は購入した本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができます。商品券の生計同一
者を除く
第三者へ転売・譲渡はしないでください。
・商品券の盗難・紛失等について、市はその責を負わないため、再発行できません。
・商品券は有効期限後の使用はできません。また、購入した商品券の返金はできません。

商品券に関するお問い合わせは…
岡谷市健康福祉部社会福祉課 TEL0266-23-4811（内線1251・1299）

共


