
区 取扱店舗名 電話番号 具体的サービス 区 取扱店舗名 電話番号 具体的サービス

大田切 青空のトビラ 090-3902-3486
ｽﾊﾟｲｽｶﾚｰと汁なし担々麺
ラム焼肉･ラムの麻辣鍋

町2 食ごころ 98-7048
たれ･ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ･乾燥食品･ ｼﾞｬﾑ
地元産お酒･宮田ﾜｲﾝ･地ﾋﾞｰﾙ

町2 EAT＆JOY 090-1969-0261 ピザ、グリル料理 町2 白木屋商店 85-2134
米・雑穀類
宅急便取扱、配達サービス

町1 居酒屋 純酒楽 84-1070 酒全般、つまみ・食事各種 町3 宮田とうふ工房 84-1101 豆腐、その他大豆商品

町1 一心 85-2291 焼肉、酒の肴 町1 ㈲モンパルノ 85-2076 パン製造販売

町3 鳳（おおとり） 85-4053 食事・喫茶 町3 菓子処あさひや 85-2226 和菓子の製造販売

町2 酒菜亭すしよし 85-2074 飲食業 町3 ｃａｋｅ　ｆａｃｔｏｒｙ　ｙａｙｏｒｉ 85-6002 菓子・ケーキ販売

町2 佐と美 85-2054 飲食、カラオケ 町3 創作菓子みにぶらん 85-5890 洋菓子の製造販売

町3 旬彩ダイニングM 85-6535 フランス料理フルコース 町2 リンデン 85-2409 洋菓子販売

町1 昭栄軒 85-2291 宴会料理 ◎ 新田 ル･ノール･リヴィエール 85-4145 ドーナツ・半生菓子・焼き菓子

町3 笑福 85-2237 日替り定食･コース料理 町1 ㈲入田細田酒店 85-2105 酒類小売販売

町2 すし割烹 梵 85-4764
一般飲食・テイクアウト
デリバリー

◎ 新田 本坊酒造㈱マルス信州蒸留所 85-0017 ウイスキー、ワイン、地ビール

町2 スナックJoker 98-0018 飲食 町2 ㈲正木屋酒店 85-2020 酒類販売・配達

大田切 スリランカ料理アルッガマゲ 85-0080
スリランカ料理･紅茶･スパイ
ス･輸入雑貨・輸入宝飾品

町3 ㈲正木屋酒店バイパス店 85-2483 酒類販売・配達

町3 ㈲そば蔵宮田店 85-4870 そば屋

大田切 ㈲大喜 えんぎ屋 96-0403 ラーメン、ソースかつ丼 ◎ 大原 ＥＩＧＨＴ 080-6743-5871
セレクトショップ
洋服･アクセサリー･バッグ

町2 富寿し 85-2251 寿し 町3 藤原商店 85-2144
実用衣料全般
村内学生/園児衣料衣料取扱

町3
カフェ＆バル・デリカ
チェレステ

85-5108
ランチ・ドリンク・デザート
惣菜・駄菓子

町2 マスノヤ 85-2017 衣料品･猫雑貨

大田切 はつざき亭 85-2242 ランチセット(信州地鶏丼) 町2 シューズショップ大坂屋 85-2220
実用靴･村内保育園
学校の上履きと通園カバン取扱

新田 Passen 95-2392 カフェ（飲食） 町3 ウェルアルガ有賀電気 85-2210 家電販売･電気工事

町2 萬里 85-2065
飲食(ローメン･冷しローメン･
餃子･ジンギスカン)

町2 加藤テレビ 85-4220 家電製品

◎ 町2 福麟楼 85-5489 飲食 町1 ㈲サカイ家電 85-2491 家電製品･電気工事

新田 プチカフェテラス 95-1919
すずらんソフトクリーム
各種飲物･かき氷･軽食

大久保 長野システム開発㈱ 85-3385
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ・ﾉｰﾄPC
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

町2 ロイヤルナンハウス 98-6308
カレー･ナン
タンドリーチキン･チキンティカ

町2 小田切時計店 85-2139 時計・メガネ

町2 和風すなっく花かんざし 85-5227 スナック ◎ 町3 ダイヤ堂 85-2316 時計・メガネ・補聴器

新田 グランピング宮田高原 95-2018 宿泊 町1 ㈲ナカヤ 85-5500 新聞販売店

新田 山荘 息吹館 98-6510
宿泊･ランチ･宴会
ﾃｲｸｱｳﾄ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ･BBQ場完備

町1 マツダ新聞店 85-2058 新聞販売業

中越 信山荘 85-2025 宿泊・宴会 町2 梅が里ギャラリー手づくり屋 98-7749
地元ｸﾗﾌﾄ作家達の手づくり
品･木工製品･手芸教室

町2 宿屋DOYA 090-9166-4840 宿泊、レンタルスペース 町2 笹岡屋玩具店 85-2609
プラモデル、モデルガン
玩具全般

新田 早太郎温泉 こまゆき荘 81-7117
日帰り温泉入浴･飲食(店内)
飲食(テイクアウト)･宿泊

町2 宮田カメラ 85-2265
ﾌｫﾄﾌﾞｯｸ･ｶﾚﾝﾀﾞｰ･ﾌｫﾄｸﾞｯｽﾞ･額装ﾏｯﾄ･
ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ･ﾌﾟﾘﾝﾄ・各種証明写真

大田切 ﾍﾟﾝｼｮﾝ＆ﾚｽﾄﾗﾝめいぷる 85-5335
宿泊、宴会、食事会
テイクアウト(弁当･ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ･ﾋﾟｻﾞ)

南割 フラワーユーズ 85-5596 花き類の販売

新田 黒川水産 85-6250 釣り堀･BBQ･川魚販売

◎ 町2 ㈱長野県A・コープ宮田店 84-1202 総合食品小売業

町2 クリーニングショップ小田切 85-2268
クリーニング(衣類・布団・
じゅうたん・皮革製品等)

◎ 町3 宮田食彩館 85-3585 食品・衣料品・書籍

◎ 町3 クリーニングＹＡＮＯ　ニシザワ食彩館宮田店 85-3927 クリーニング全般

町2 ヨドバシクリーニング 85-2102 衣類クリーニング全般 新田 ㈲神宮(セブンイレブン宮田新田店) 85-6071 小売業

町2 宮田タクシー㈲ 85-2130 タクシーサービス ◎ 大田切 セブンイレブン宮田駒ヶ原店 85-4440 食料品・日用品

南割 ㈲宮田ゴルフセンター 85-5580 ゴルフ練習場 ◎ 町1 セブンイレブン宮田北店 85-6233 食料品・日用品

【生活・趣味関連小売/サービス業】

【総合スーパー】

【コンビニエンスストア】

※◎・網掛けのある店舗は「店舗限定商品券」はご利用できません。「全店共通券」のみご利用できます。

【その他サービス業】

『みやだ村元気5倍商品券』取扱先一覧
使用期限：令和2年8月10日～令和2年12月31日　発行：宮田村(85-5864)

全
店
の
み

【飲食店・宿泊業・温泉・アウトドアサービス・スポーツ業】
全
店
の
み

【食品・酒類小売業】



『みやだ村元気5倍商品券』取扱先一覧
使用期限：令和2年8月10日～令和2年12月31日　発行：宮田村(85-5864)

区 取扱店舗名 電話番号 具体的サービス 区 取扱店舗名 電話番号 具体的サービス

南割 さよこ美容室 85-4681 美容 北割 タカノハートワークスショップ 85-5117 介護用品・お茶など

町1 サラン美容室 85-2245 美容 町3 ふれあいLABO 85-2285 シニア向けトレーニングジム

町2 サロンドちせ 85-4891 美容業全般

町3 スピックサロン駒ヶ原店 85-2234
美容
健康ｻｰﾋﾞｽ及び美容商品等

町2 ㈲伊南石油 85-2225
自動車用燃料･部品･タイヤ
門型洗車機による洗車･灯油

大田切 そわか 84-1301 美容業務全般 町1 寺平㈱ 85-3010
ガソリン･軽油･
タイヤ･オイル･灯油

大田切 DEAN 85-4839 美容業全体 ◎ 町3 ㈱西日本宇佐美153号上伊那給油所 85-6050 ガソリン･軽油･灯油

新田 美容室ウエスト 85-5888 美容業 町3 ㈱小松屋 85-2816
LPガス/灯油･ガス/石油機器販
売･たばこ･住宅ﾘﾌｫｰﾑ工事

町2 美容室ピア 85-2122 美容全般 新田 ㈱ALPEN AUTO 95-2018 軽トラから輸入車自動車販売

町3 美容室まごの手 85-3631
美容･ｼｬﾝﾌﾟｰﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ/ワックス
等美容商品

町1 ㈱キタハラ自動車 85-3414 自動車板金･塗装･車検･整備/販売

大田切 HairSalon COTTON 85-4445 美容室 ◎ 町3 松井自動車工業㈱宮田営業所 85-3071 新車･中古車/整備

町3 ヘアーサロンパオパオ 85-4210 美容一般･着付･まつげエクステ 町1 宮田自動車工業㈲ 85-2236 自動車販売・整備

町1 マキズルーム 85-3677 美容全般 大田切 ミスタータイヤマン宮田店 85-2131 タイヤ販売

町1 カットサロンカトウ 85-2354 理容業全般 町3 セフティプラザ小田切 85-2402
二輪車(ﾊﾞｲｸ･ｼﾆｱｶｰ･自転車)販売
/修理

新田 カットハウス ぱる 85-3459
カット･シャンプー/シェービング/
カラー/パーマ/女性お顔剃り

町2 モトスポット ヒラサワ 85-2709 バイク・自転車の販売修理

町3 ファミリーサロンみよし 85-5577
理容業全般･増毛ｴｸｽﾃ･ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ
ｼｪｰﾋﾞﾝｸﾞｴｽﾃ･お顔剃りｴｽﾃ

北割 ヘアーサロンちよもと 85-2229 理容 南割 黒河内建設㈱ 85-3263 総合建設業、交通安全施設業

町1 ベイス 85-3525 理・美容室 大田切 カトー㈱ 85-4375 建築･土木事業･不動産事業

大原 理容アルプス 85-4672 理容 南割 ㈲こたぎり設計 85-4143 住宅設計･住宅ﾘﾌｫｰﾑ

町3 理容ニュー千代本 85-2479 理容 南割 ㈲ピーアンドシー 85-5507 建築設計･相談/監理

町2 サロンClover 97-1612
漢方浴･遠赤外線ﾄﾞｰﾑ型ｻｳﾅ
ﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞ･顔筋ﾏｯｻｰｼﾞ

町3 ㈲ヒラサワ建設 85-3518
建築業・リフォーム
設備工事一式

新田 たんぽぽ 090-4161-7192
ハンド･アームケア･ヘッドマッ
サージ･フットケア･フェイシャル

北割 ㈲松崎工務店 85-3958
住宅建築･ﾘﾌｫｰﾑ工事･ｴｸｽﾃﾘ
ｱ工事･その他営繕工事

◎ 町3 ふれあい接骨院宮田院 85-2285 鍼・灸・マッサージ等 町3 インテリア原田 85-4456 室内装飾工事リフォーム全般

町2 Plaisir Relaxation Salon 98-7217
骨盤矯正･高濃度酸素ｵｲﾙﾄﾘｰ
ﾄﾒﾝﾄ･ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝｽｸｰﾙ

南割 ㈱南田建設 85-2471
住宅リフォーム・資材運搬
庭の造成等

大田切 宮田整体施術院 85-3822 カイロプラクティック療法（予約制） 南割 ㈲三浦木工 85-2345
障子･ふすま等建具一式･あみ戸･ｻｯ
ｼｱﾙﾐ建具･ﾃｰﾌﾞﾙ/戸棚/ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ

町3 ノエビアこまがね販社 85-5067 化粧品販売･美容全般 町1 ㈲タナカ設備 85-2364 衛生設備器具、家電、エアコン他

町1 ポーラ化粧品西駒営業所 85-5062 化粧品、BF、アパレル品 大原 総合住宅設備アルファー 85-3996
住宅関連設備全般･下水道・
リフォーム・修理工事

町2 笹屋薬品 85-2015
医薬品･化粧品･たばこ
日用品･婦人服･介護用品

新田 ヒラサワ空調技術 85-2164 一般住宅設備

町2 塚本薬局 85-2112 医薬品、化粧品 大久保 ㈲吉沢水道設備 85-3529 水にかかわる修理・工事・機器販売

町3 トノムラヤ薬局 85-2106
医薬品･健康食品･漢方薬･化
粧品販売･健康相談

新田 (株)ニッコー 85-3050 電動工具

新田 ハーバルドロップ 090-4161-7745
アロマオイル･アロマ商品･ハーブ
ティー･ｱﾛﾏﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ施術

新田 リビングガーデン風樹音♪ 96-0337 エクステリア商品

南割 フィールドアップ 85-4557 造園工事

町1 (税)さくら中央会計 85-2290
税金･助成金･相続などに
関するサポート

大田切 ㈱イナック 85-4111
貸出BOX･家の片付け
ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

町2 STEAM LAB Sahara(ｽﾁｰﾑﾗﾎﾞｻﾊﾗ) 090-7218-4020 パソコン教室 町3 まちなか不動産 98-0861 不動産事業

町2 富士通オープンカレッジ宮田校 080-8887-7562 パソコン教室 南割 小林宏美土地家屋調査士事務所 85-2001
土地の境界調査/測量/境界問題･土地の分筆
/合筆/地目変更等の登記･建物の新築/増築
/取壊し等の登記

中越 FLAT PLUS PLANNING 85-2166
ｵﾘｼﾞﾅﾙｼｰﾙ･名刺･ｵﾘｼﾞﾅﾙT
ｼｬﾂ･各種グッズ制作

【自動車・バイク・自転車・燃料関連小売/サービス業】

【お家の新築/修繕/処理（建設･住宅ﾘﾌｫｰﾑ･給排水設備･電気･造園工事･ゴミ処理）】

【各種教室・専門職サービス業】

※◎・網掛けのある店舗は「限定商品券」はご利用で
きません。全店共通券のみご利用できます。

全
店
の
み

【美容・理容・健康サービス小売業】
全
店
の
み

【福祉関係小売・サービス業】

2020年11月4日現在の登録店舗の情報です。

※業種順/五十音順

取扱店舗・事業所は随時募集しておりますが、９月に配布された

「ＰＲ冊子」の取扱先一覧には掲載されておりません。

ただし、ポスターが掲載されていれば使用可能な店舗・事業所と

なりますのでご了承ください。

不明な点等ありましたら、宮田村役場産業振興推進室


