
 

  

○休水曜日 
 

フキドウ 
中央町 1-2-1 

0266-22-2276 

お買い上げに応じて 

プレゼント進呈 
 

【9/28～10/6】 

おかぽん 3倍 

 

 

寶眞亭 
中央町 1-2-2 

0266-23-8529 

○休水曜日 
2 

(有)山城屋肉店 
中央町 1-6-18 

0266-22-2960 

○休水曜日・第 3 木曜日 

【10/1～10/6】 

おかぽんポイント 

3倍セール 

○休水曜日 
 

写真のイチオカ 
中央町 1-2-3 

0266-22-3261 

身分証明に必要です！ 

マイナンバー 

免許証 

ステキな写真を！ 

 

靴のクサマ 
中央町 1-2-6 

0266-22-2739 

○休第 3 水曜日 

お買い上げ 3,000円ごとに 

クジ引き 1回！当たると 

＜ボックスティッシュ 

5箱セット＞プレゼント！ 

 

くすりの三省堂 
中央町 1-8-38 
0266-22-3768 

○休水曜日 

①お家で温泉気分!! 

入浴剤「バスミンリン」 

(酵素・生菜配合) 

\2,052(税込)…10%引+サンプル! 

②披露、冷え症などに 

「液体アミノ酸」…試飲可 

 

ハチデン 
中央町 1-8-38 

0266-22-2939 

○休水曜日 

災害に備えましょう 

台風前の準備セール 

懐中電灯・乾電池 

20%引 

 

フクヤ時計店 
中央町 1-9-10 

0266-22-3886 

○休水曜日 

腕時計電池交換 

100円引き 

 

モードおか 
幸町 3/5 

0266-23-1210 
○休水曜日 

【9/22～9/25のみ】 

“ちょっといいふだん着” 

ジャケット・パンツ・インナー 

素敵な組み合わせをどうぞ！ 

商品券・おかぽん 

ポイント 3倍をおつけします 

 

イマイ時計店 
中央町 1-9-12 

0266-22-3354 

○休水・木曜日 

【9/22～9/30】 

特別売り出し 

時計・メガネ・アクセサリー 

(特別品は除く) 

10%値引き 

 

(有)茶小泉 
中央町 1-10-12 

0266-22-2230 

○休水曜日 

【9/22～9/29のみ】 

在庫処分 茶の湯道具 

超特価販売 

店内 急須 全品 5割引 

 

岡谷スカラ座 
中央町 2-4-14 

0266-22-2273 
○休なし 

【9/25～27、10/2～4のみ】 

平日 3日間限定！！ 

売店ご利用のお客様に 

“50円引き”(1会計ごと) 

※劇場商品・パンフレット 

・限定商品は対象外 

 

あじわい酒場 

中央町 3-1-23 
0266-75-0103 

○休不定休 

【10/1～10/6】 

お一人様 3,000円以上で 

10%OFF 

次の晴れた日に 

 

ほっとサロン心和 
中央町 3-1-30 

0266-23-5434 

○休水曜日 

【9/28～30のみ】 

ピラフ 4品(サラダ付き) 

オール 500円 

 

千成鮨本店 
本町 4-7-20 

0266-22-7455 

○休水曜日 
3,000円以上飲食の 

お客様(宴会を除く) 

店長おすすめ握り 3貫 

(時価 1,200円～2,000円)を 

一皿プレゼント 

 

YOSAPARK RAFFINE 
山下町 1-20-23 

0266-24-1230 

○休不定休 

プレミアムコース 

シャルマン 202 号室 

8,800円→7,800円 

楽痩せコース 

YOSA体験(1回) 
3,800円→3,000円 

6,800円→5,800円 

 

つつじ亭 
本町 4-10-4 

0266-78-6363 

○休日曜日 

ワイン 1本プレゼント 
1組(4名様以上)、ご予約のみ 

ランチ利用不可、 

ご予約時にお申し付け下さい 

2 

まゆ菓子の店 精良軒 
本町 2-3-3 

0266-22-2011 

○休火曜日(繁忙期は営業) 

【9/26、27、30、 

10/1、3、4のみ】 

弊店ポイントカード 2倍 

2 

びようしつクイーン 
本町 2-6-36 

0266-22-7608 

○休月曜日・第 1・3 火曜日 

【9/22～9/30】 
ラ・カスタ プロフェッショナル 

ヘアエステソープ 300ml 

ヘアエステマスク 230g 

20%off 

2 

(株)豊島屋 
本町 3-9-1 

0266-23-3515 
○休なし 

【10/1～10/6】 

オイル交換や洗車等の 

カーメンテナンス商品を 

ご購入の方、 

ガソリン１Lあたり 5円引。 
但し、抽選券が終了次第セール終了 

岡谷サービスステーション 

2 

笠原書店本店 
塚間町 2-1-15 
0266-23-5070 

○休なし 

1,000円以上 

お買い上げのお客様に 

本にも使える 

50円割引券差し上げます。 

 

岡谷フレール 
田中町 3-5-14 

0266-23-8480 

○休なし 

スタンプ 2倍 
500円毎にスタンプ 1個捺印 

10個で 300円のお買い物ができる 

当店スタンプカード 

 

Hairs24 
田中町 1-3-3 

0266-22-5630 

○休月曜日・第 3 日曜日 

ヘッドスパ・ 

レディースシェイブ 

10%off 

 

来々軒 
中央町 1-2-8 

0266-23-3821 

○休水曜日 

名物 焼売 

480円 → 400円 

お一人様 1人前 または 

1 グループ 2 人前まで 

うな丼 100円引き 

うな重 200円引き 

 

旬魚と和食 太助 
中央町 1-6-11 杉浦ビル 1 階 

0266-22-2951 

○休日曜日・第 1 月曜日 
SNSへの 

「とろけるアジフライ」 

写真の投稿を 

していただいた方へ 

ドリンク一杯サービス 

 

龍宝 
中央町 1-4-14 

0266-23-3822 

○休火曜日 

【9/26～9/30】 

『ラーメン』500円 

お一人様一回限り 

 

MIYAZAWA-HAIR- 
川岸東 4-3-11 
0266-22-7319 

○休月曜日・第 1 火曜日・第 3 日曜日 

2ヶ月持続型 

トリートメントキャンペーン 

持ち帰り用熱反応型スプレー 

持続型トリートメント(ブロー付) 
(4,600円) 

(2,860円) 

＋ 

7,462円→50%off 3,700円(税込) 
(要予約) 

 

カサハラスポーツ 
田中町 1-1-3 

0266-22-2441 

○休水曜日 

ミズノ BSS限定 

硬式・軟式グラブを期間中に 

オーダーまたは既製品を 

ご購入いただいた方に 

「グラブ革製長財布」プレゼント 

 

火 鶏 
田中町 1-4-5 

0266-55-5516 

○休第 1・第 3 月曜日 

合計金額から 

10%OFF 

 

リカーショップハヤカワ 
南宮 2-1-13 

0266-23-3528 

○休日曜日 

【9/27～9/29】 

おかぽん 

ポイント 5倍 

 

(株)不動産の相談窓口 
田中町 2-1-2 

0266-75-8822 

○休水曜日 

不動産を「売りたい」「買いたい」 

「何とかしたい」と 

お考えのお客様、 

相談にご来社や下さった方に 

抽選券を進呈(先着順) 

 

メガネプラザ大成堂 
長地権現町 1-6-21 

0266-28-0099 

○休木曜日 

【9/22～9/30】 

防キズ or BLカットコート無料  
(メガネ作成にて)  

サングラス 特価より 10%off 

メガネ備品 20%off 

 

岡谷スズキ 

長地権現町 1-6-24 
0266-28-1459 
○休不定休 

オイル交換フェアー 

エンジンオイル交換 

実施のお客様に、 

次回使えるオイル交換 

50%引チケットをプレゼント 

(有)高林自動車 

 

エアーズカフェ 

長地権現町 4-3-27 
0266-26-3100 

○休なし 

1時間延長無料 

岡谷店 

 

美容室フレッサ 

サンプラザたなかビル 1 階 

0266-23-2575 

○休月曜日、第 1 日曜、第 3 火曜 

新規お客様限定 

技術料金 

20%引き 

田中町 1-4-5 

 

美容室アイズ 

南宮 2-5-9 
0266-24-2391 

○休月・火曜日 

シャンプーなど 

ヘアケア商品 20%OFF 

美容料金 10%OFF 
(初回の方限定) 

 

ファッション・コア・ 

南宮 2-6-2 
0266-23-0770 

○休水曜日 

秋冬物アウター 

10%off 

エスプリ 

おかやズラズラ市 

 

ヌーベル梅林堂 

中央町 1-13-31 
0266-22-4085 

○休元旦のみ 

菓子工房 諏訪の月 

ケーキのみ 3%OFF 

(冷凍商品、喫茶メニュー、 

地酒ケーキなど対象外あり) 

現金支払いのみ 

お得なセール実施中！ 
開催期間：9/22(土)～10/6(土) 

店舗によりセール実施日が異なります。 

期間中お買い物すると抽選券進呈！ 
10/6(土)に行う大抽選会にご参加いただけます。 

1 万円分の商品券や姉妹都市の物産など 

豪華賞品をご用意してます。 



          

 

イルフ食品館 
イルフプラザ 1F 

0266-75-1808 

○休元日 

毎日夕方 3時より 

タイムサービス 

数量限定大特価 

 

ブラッスリーローズリバー 
長地権現町 1-1-38 

0266-27-1306 

○休日、月曜日 

 

カルフール 
イルフプラザ 1F 

0266-24-2488 

○休第 2 火曜日 

【9/24～10/6】 

世界にたった 1つの 

オンリーワン「バッグ」 

ご予約会 

） 

(株)サスナカ 

イルフプラザ 1F 
0266-23-4843 

○休火曜日 

【9/22～9/24】 

滞留展示商品 

一掃セール 

 

sara&rodan 
イルフプラザ 1F 

0266-78-3751 

○休火曜日 

【9/22～9/28】 

秋元気肌パック 

半額体験 540円！！ 
「ズラズラ市パック希望」と 

お声掛けください 

 

値色後 
イルフプラザ 1F 

0266-75-5587 

○休第 2 火曜日 

【10/5、6】 

古着全品 

30%off SALE 

 

サンジェルマン岡谷店 
イルフプラザ 1F 

0266-24-8218 

○休元旦 

プチパンセット 
(ちいさなクロワッサン、 

みんなのミニメロン、 

マドレーヌ各 2個) 

特別提供価格 454円(税込) 

 

花サン イルフ店 
イルフプラザ 1F 

0266-24-8187 

○休元旦、第 2 火曜日 

【～9/26まで】 

彼岸セール 

秋のお彼岸の花 

大量入荷！ 

 

(株)カネジョウ 
イルフプラザ 2F 

0266-23-5533 

○休第 2 火曜日 

婦人カットソー 

1,000円(税込) 

均一セール 

 

ぴーく・あ・ぼー 
イルフプラザ 1F 

0266-22-3857 

○休第 2 火曜日 

秋の新作発表会 

開催中 

 

美容室マルシェ 
イルフプラザ 1F 

0266-24-8233 

○休月曜日、他連休有 

プロユース店販商品 

ほぼほぼ 20%引予約販売 
ご来店の上、専用用紙で 

ご注文ください。 

 

ヘアーサロン カツミ 
南宮 1-2-8 

0266-23-5972 

○休月曜日、第 1・3 火曜日 

 

ヘアーハウス GT 
イルフプラザ 1F 

0266-24-0728 

○休火曜日、第 2・4 月曜日 
【10/1～】 

15 周年 大感謝祭！ 

トリートメント＆ヘッドスパ 

500円 OFFキャンペーンや 

お得なクーポン配布！ 

店販・アウトレット品最大半額！ 

 

いちごジャム 
イルフプラザ 4F 

0266-24-5005 

○休不定休 

お食事していただいた方 

デザートセット 

通常 500円→350円で提供 

 

sabasaba 
イルフプラザ 2F 

0266-75-0766 

○休第 2 火曜日 

秋物衣料品 

1,900円セール 

 

そば処さゝ乃 
イルフプラザ 4F 

0266-23-8005 
○休第 2 火曜日 

 

もつ煮単品 320円 

ソフトドリンク 120円 

ノンアルコールビール 200円 
(すべて税込) 

お一人様いずれかおひとつ 

1 日につき 1 回限りご利用いただけます 

 

絹の華 
イルフプラザ 4F 

0266-24-5102 

○休第 2 火曜日、木曜日 

ランチメニュー注文のお客様 

ソフトドリンクサービス 

 

立花亭 
イルフプラザ 4F 

0266-24-3704 

○休火曜日 

【10/6のみ】 

お食事された方に 

フルーツサービス 

 

中国名菜 湖苑 
イルフプラザ 4F 

0266-24-8202 

○休第 2 火曜日 
【9/29、10/6】 

おすすめメニューのご案内 

「白身魚の香港風醤油蒸しセット」 

栄養価が高くさっぱりした味が 

老若男女に大好評です。 

イルフプラザ店 

 (ネイロアート) 

 

カーブス 
イルフプラザ 2F 

0266-75-0230 

○休日曜日、祝日 

イルフプラザ岡谷 

 

多留寿司 
幸町 3-10 

0266-23-0011 

○休月曜日 

 

田舎屋 
本町 3-10-2 

0266-23-5083 

○休日曜日(予約のみ営業) 

 

VIBLOS 
本町 4-1-37 

0266-55-6627 

○休日曜日 

 

酔い処 六徳 
本町 4-2-12 

0266-28-1600 

○休日曜日 

 

並木のタネ 
本町 4-2-16 

0266-22-3357 

○休なし 

2 

麺ごころ 佑庵 
本町 3-1-3 

0266-22-6115 

○休火曜日 

 

(有)小林食品 
東銀座 1-1-42 

0266-24-3156 

○休月曜日 

 

炭火焼肉 牛角 
塚間町 2-1-17 
0266-24-1129 

○休なし 
岡谷市商業連合会(事務局：岡谷商工会議所内)℡0266-23-2345 

 

笠原書店 

レイクウォーク岡谷 2F 

0266-75-2151 

○休年 2 回(2・8 月各 1 回) 

文具チケット 2倍 

 

軽井沢シャツ 
レイクウォーク岡谷 3F 
0266-75-2569 

○休年 2 回(2・8 月各 1 回) 
【9/22～9/29】 

国内生産パターンオーダーシャツ 

(レディース&メンズ) 

&ジャケット 10%off 

新作シャツ・ジャケット 

20%～30%off 

 

洋服の青山 
レイクウォーク岡谷 3F 

0266-22-2620 
○休年 2 回(2・8 月各 1 回) 

特設コーナー 

メンズ&レディース スーツ 

最大 50%OFF 

※数量限定、現物限りの 

商品になります。 

 

JTB 
レイクウォーク岡谷 3F 

0266-21-1244 
○休年 2 回(2・8 月各 1 回) 

秋旅、ご予約受付中!! 

紅葉シーズン、 

ご旅行へ出掛けませんか。 

 

ご来店をお待ちしております。 

 
おかず工房 

イルフプラザ１F  

○休元旦 

 

コスメーゼ 
レイクウォーク岡谷 1F 

0266-22-8232 
○休年 2 回(2・8 月各 1 回) 

【9/22～30個限定なくなり次第終了】 

アベンヌウォーター 

(ミスト化粧水)300ml 

当店通常価格 1,980円 

20%OFF→1,584円(税込) 

レイクウォーク岡谷店 

 

KALDI 
レイクウォーク岡谷 1F 

0266-21-5801 

○休年 2 回(2・8 月各 1 回) 

人気商品の もへじ塩だれ 

通常 410円→375円(税込) 

レイクウォーク岡谷店 

 

 

レイクウォーク岡谷 2F 

0266-78-5531 

○休年 2 回(2・8 月各 1 回) 

【10/1のみ】 

Halloweenポップデー 
黒い何かを見せて、対象商品を買って 

ポップスクープ１コもらっちゃおう！ 

レイクウォーク岡谷店 

 

はなまるうどん 
レイクウォーク岡谷 2F 

0266-21-1870 

○休年 2 回(2・8 月各 1 回) 

うどん１杯につき天ぷら(おでん)が 

１品無料になる天ぷら定期券 

 300円にて販売中!!(10/21まで) 

レイクウォーク岡谷店 

レイクウォーク岡谷店 

 

スタジオアリス LiPi 

レイクウォーク岡谷 3F 
0120-966-676 

○休年 2 回(2・8 月各 1 回) 

【9/29～10/6】 
ご購入いただいたお写真の中から 

待ち受け画像 1点プレゼント 

レイクウォーク岡谷店 

 

アベニュー 
レイクウォーク岡谷 3F 

0266-75-5863 
○休年 2 回(2・8 月各 1 回) 

【9/22～9/24】 

指定のブランケットや暖かグッズが 

お買い上げ点数により割引率 UP!! 

2 点→40%OFF 

3 点以上→半額 

レイクウォーク岡谷店 

 

ジーユー 
レイクウォーク岡谷 3F 

0266-75-2910 

○休年 2 回(2・8 月各 1 回) 

【9/22～9/24】 

SILVER SALE開催中！ 

アプリ会員限定価格商品を 

多数ご用意しております。 

レイクウォーク岡谷店 レイクウォーク岡谷店 レイクウォーク岡谷店 

 

メガネスーパー 
レイクウォーク岡谷 3F 

0266-78-8683 
○休年 2 回(2・8 月各 1 回) 

まだまだまぶしい 

秋の日差しに！ 

ブランドサングラス 

○当より 30%OFF 

※一部除外品ございます。 

レイクウォーク岡谷店 

イルフプラザ 

住所：中央町 1-11-1 

レイクウォーク岡谷 

住所：銀座 1-1-5  

〔レイクウォーク岡谷 1F〕 

マツモトキヨシレイクウォーク岡谷店、 

レイクウォーク歯科クリニック、 

Green Parks topic、アバディーン、 

STARBUCKS COFFEE 

〔レイクウォーク岡谷 2F〕 

Right-on、幸楽苑、otto、シューラルー、 

チュチュアンナ、PARTS CLUB、 

THE CLOCK HOUSE 

〔レイクウォーク岡谷 3F〕 

ABC-MART 

一部セールを実施していない店舗がございます。 
掲載されている店舗にて抽選券を配布しております。 

抽選券は所定の枚数に達し次第、配布終了となります。 


