
№ 事業所名等 業種 取扱商品 住所 電話番号

1 ㈲浅間高原麦酒(嬬恋高原ブルワリー） 小売 地ビール・レストラン 大笹2193-27 0279-96-1403

2 ㈱浅間ミート 小売 精肉・加工品・酒・一般食品 鎌原550-2 0279-97-2911

3 アヅマ産業㈱ 小売 灯油・タイヤ販売等 田代492-3 0279-98-0117

4 板屋商店 小売 酒類・タバコ等 西窪150 0279-97-2635

5 市場商店 小売 食料品・雑貨日用品・衣料品 田代37-1 0279-98-0009

6 入沢土産店 小売 土産品 鎌原710-131 0279-97-2366

7 Aコープオアシス 小売 生鮮食品・酒・日用品 大前767-2 0279-80-6820

8 欧州雑貨店カシュカシュ 小売 輸入雑貨・アクセサリー・衣料他 大前細原2277 0279-86-5912

9 ㈲卸売センターサンエイ 小売 生鮮食品・一般食品・酒・たばこ・雑貨 西窪59-2 0279-97-3831

10 有限会社　金井屋石油 小売 燃料油・タイヤ・オイル等 大笹180-3 0279-96-0150

11 軽井沢レイクサイドショップ 小売 焼きたてパン・菓子・日用品・酒類 大前細原2277 0279-86-2344

12 牛乳屋松本牧場 小売 牛乳・乳製品など 鎌原2015-50 0279-84-2110

13 小嶋商店 小売 食料品・雑貨 鎌原579 0279-97-2197

14 小林忠三郎商店 小売 たばこ・菓子・飲料・洋品・雑貨 芦生田546 0279-97-2117

15 コメリハードアンドグリーン嬬恋店 小売 資材・建材・農業用品・日用品・雑貨 鎌原字田小路922-1 0279-80-2077

16 佐藤衣料品店 小売 衣料品 鎌原545-1 0279-97-2407

17 三広商事㈱ 小売 ガソリン・灯油・軽油・LPG 三原870 0279-97-2184

18 ＪＡ嬬恋村営農総合センター 小売 農業資材等 大笹2416-1 0279-80-6200

19 ＪＡ嬬恋村大笹スタンド 小売 石油類等 大笹1772-1 0279-80-6700

20 ＪＡ嬬恋村大前スタンド 小売 石油類・タイヤ等 大前775-2 0279-80-6112

21 ＪＡ嬬恋村鎌原スタンド 小売 石油類等 鎌原1042-4 0279-80-2400

22 ＪＡ嬬恋村仙之入支所 小売 農業資材・食料品・石油類等 今井1062 0279-80-2300

23 ＪＡ嬬恋村田代支所 小売 農業資材等 田代642-6 0279-80-9000

24 ＪＡ嬬恋村田代スタンド 小売 石油類・タイヤ等 田代992-1 0279-80-9002

25 ＪＡ嬬恋村長井支所 小売 農業資材等 大笹1870-12 0279-80-6600

26 ＪＡ嬬恋村干俣支所 小売 農業資材等 干俣1556 0279-80-6400

27 ＪＡ嬬恋村干俣スタンド 小売 石油類・タイヤ等 干俣1721-1 0279-80-6404

28 ＪＡ嬬恋村三原支所 小売 農業資材等 三原488-1 0279-80-2100

29 シタラ時計店 小売 時計・メガネ・貴金属・生花 三原426-5 0279-97-2387

30 そのだスポーツ店 小売 スポーツ用品・釣具 三原452 0279-97-2138

31 茶屋商店（Yショップ茶屋） 小売 酒類・食品・たばこ・バースデーケーキ 大前326 0279-96-0028

32 嬬恋高原野菜直売所ファミリー 小売 トウモロコシ・トマト・蜂蜜・キャベツ他 鎌原1053-11560 0279-96-0006

33 ㈲嬬恋薬局 小売 薬 三原453 0279-97-2068

34 栃原酒店 小売 酒・食品・雑貨 大笹377-1 0279-96-0058

35 ㈱橋詰商店 小売 ガソリンスタンド（ガソリン類・タイヤ等） 田代984-3 0279-98-0222

36 羽生田売店 小売 産直・高原野菜 鎌原1053-985 0279-96-0572

37 干川呉服店 小売 衣料品・雑貨 干俣1502-2 0279-96-0453

38 ㈱松屋群馬嬬恋営業所 小売 米・灯油・ガス・石油器具・ガス器具等 鎌原712-5 0279-97-2084

39 ㈲三喜屋 小売 食肉 三原391-1 0279-97-2165

40 有限会社三原タイヤ商会 小売 揮発油・タイヤ 三原936-1 0279-97-2707

41 ㈲柳屋つまこいマート店 小売 生鮮食品・一般食品・日用雑貨・婦人衣料品 鎌原笹平722 0279-97-3321

42 横沢農園 小売 農産物 鎌原1398 0279-97-2561

43 なかや 小売 資生堂化粧品・小物・たばこ 三原186-4 0279-97-2033

44 セブンイレブン嬬恋大笹店 小売 食料品・日用雑貨など 大笹169-1 0279-96-1358

45 セブンイレブン嬬恋三原店 小売 食料品・タバコ・雑貨等 鎌原710‐25 0279-97-1577

46 丸山農園漬物本舗 小売 キムチ 袋倉514 0279-97-3300

47 竹渕農園 小売 農産物 西窪137 0279-97-2896

48 佐藤洋品店 小売 衣料品・学生衣料 大笹350 0279-96-0039

49 株式会社徳永　嬬恋営業所 小売 灯油・設備機器・LPガス・タイヤほか 三原480 0279-97-2132

50 嬬恋村観光案内所(観光協会) 小売 村特産物加工品、土産物類ほか 鎌原710-136 0279-97-3721

51 宮﨑直売所 小売 野菜 今井石津1416-1 080-8880-1618

52 株式会社YMアシスト 小売 電化製品・住宅用火災警報器等 三原873-2 0279-82-1413

53 群馬三原給油所 小売 石油類等 鎌原710-1 0279-97-2217

「嬬恋村クーポン券」 「商業を守る商品券」　取扱加盟店一覧

※ご注意：嬬恋村クーポン券は宿泊代のお支払いにはお使いいただけません。

【令和４年４月４日現在】
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54 (有)ワイズ 小売 事務用品 三原886-2 0279-97-4141

55 宮﨑商店 小売 食料品・雑貨 田代979-5 0279-98-0214

56 有限会社　泉屋酒店 小売 酒類・菓子・パン・飲料水 大笹186 0279-96-0722

57 ベーコン 小売 ベーコン 鎌原1451-82 090-4180-9981

58 ㈱小嶋商会 小売 ガソリン・灯油・自動車修理等 大笹509 0279-96-1310

59 ㈱嬬恋燃料商会 小売 ガス・灯油・設備機器 三原399 0279-97-2335

60 丸本商事㈱　丸本本店 小売 酒類・食料品・雑貨 田代93 0279-98-0025

61 （有）ことぶき電器 小売 家電商品 大笹1665-6 0279-96-0290

62 カネミヤ商店 小売 食料品 干俣1349-2 0279-96-0373

63 フォークローバー北軽井沢 小売 ガーデニング雑貨・インテリア雑貨・ハンドメイド・タオル 鎌原1045-1516 0279-86-5191

64 笹見平直売所 小売 野菜全般 今井 090-1869-1471

65 あさまのいぶき 小売 野菜・加工品等 鎌原493-17 0279-82-1283

66 ハイランドマート 小売 コンビニエンスストア 鎌原1053 0279-84-3333

67 佐藤ファーム 小売 キャベツ・トウモロコシ他高原野菜 大笹字三本松 090-7216-5063

68 割烹太甲 飲食 割烹（うなぎ・天ぷら・刺身他） 鎌原702-18 0279-97-2221

69 割烹中居屋 飲食 手打ちそば・天ぷら・刺身他 三原388 0279-97-2643

70 さくら寿司 飲食 寿司・刺身・おつまみ類 鎌原710-26 0279-97-2158

71 上州喜庵雨過山坊 飲食 手打ちそば 田代681-2 0279-98-0688

72 花 飲食 嬬恋ギョーザ・じゃがいも料理 大笹396-1 0279-96-1090

74 スナックラシーン 飲食 飲食・カラオケ 鎌原710-42 0279-82-1838

75 ミュージック酒場三本松 飲食 飲食・カラオケ等 大笹2190-13 0279-96-1630

76 和食あやめ亭 飲食 飲食 大前2279-739 0279-82-1020

77 焼肉飯店じゅえん 飲食 焼肉 鎌原727-6 0279-97-2279

78 パルコール嬬恋リゾート MAGIC Cafe 飲食 飲食(12月中旬～5月初旬) 干俣バラギ高原2401 0279-96-1177

79 森ガーデン 飲食 昼食・居酒屋 鎌原1451-82 080-5438-7136

80 Ｐｉｇｇｉｅｓ（ピギーズ） 飲食 軽食・自家製ケーキ・パン　テイクアウト可 鎌原1533-16 0279-82-1673

81 アタゴオル 飲食 ほとんどのメニューがテイクアウト可 鎌原浅間ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 0279-84-3663

82 食事処　水車 飲食 各種定食・そば・うどん・酒類 鎌原494-1 090-6932-7957

83 食菜酒家　恵’ｓ 飲食 飲食、テイクアウトメニューあり 大笹2148-25 0279-82-5778

84 御料理　かつ味 飲食 飲食 田代59 0279-98-0824

85 たっちゃん 飲食 ラーメン 鎌原1445-149 090-8098-5149

86 浅間食堂 飲食 飲食 鎌原710-7 0279-97-2121

87 鎌原つりぼり 飲食 飲食 鎌原1043-8 0279-97-3333

88 和食ダイニング　玉船 飲食 鮨・焼魚煮魚定食・とんかつ・焼肉定食等々 鎌原1902-14 0279-86-5488

89 玉崎屋 飲食 飲食・テイクアウト可 大笹343 0279-96-1500

90 嬬恋洋食　Ｂｉｎｓｈｉ 飲食 飲食・Ｐｉｚｚａのテイクアウトも可（13:30～17:30） 鎌原716 0279-82-1703

91 居酒屋　大ちゃん 飲食 飲食 鎌原922-4 0279-97-1201

92 木々亭 飲食 飲食（弁当・ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ・ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ要予約） 鎌原996-1 0279-97-3040

93 Ｍａｍａ’ｓ　Ｇａｒｄｅｎ 飲食 洋食（弁当・テイクアウト可） 鎌原1054-682 0279-84-3130

94 Ｄ－café 飲食 飲食 鎌原1053-566 0279-84-1083

95 勉強屋 飲食 日替わり定食 大前119 0279-96-0036

96 仁天堂 飲食 飲食 鎌原498 0279-97-3201

97 野びろー 飲食 飲食 鎌原1040-571 090-9335-0497

98 嬬恋ＷＡＧＯＮ 飲食 メンチカツ・サンドイッチ・ソフトドリンク 鎌原1978-122 090-8508-1634

99 あづまや 飲食 飲食(12月下旬～3月下旬) 干俣2404-1 0279-96-1133

100 ゆとりろガーデン北軽井沢 飲食･宿泊 宿泊・夕食バイキング・日帰り温泉入浴 鎌原1514 0279-84-3011

101 休暇村嬬恋鹿沢 飲食･宿泊 宿泊・日帰り飲食・日帰り入浴・売店 鹿沢温泉 0279-98-0511

102 紅葉館 飲食･宿泊 宿泊・飲食 田代681 0279-98-0421

103 中華料理清徳・貸別荘ルネス軽井沢 飲食･宿泊 中華料理・別荘宿泊 鎌原1902-10 0279-86-4500

104 つちや旅館 飲食･宿泊 宿泊・団体会食・日帰り入浴 田代1017-59 0279-98-0314

105 嬬恋プリンスホテル 飲食･宿泊 宿泊・飲食・日帰り入浴 三原字上野1449-78 0279-97-4111

106 東海大学嬬恋高原研修センター 飲食･宿泊 宿泊・食事 干俣2401 0279-96-1211

107 半出来温泉 登喜和荘 飲食･宿泊 宿泊・入浴 今井97-1 0279-97-3373



№ 事業所名等 業種 取扱商品 住所 電話番号

108 プチホテル エトワール・アベニュー 飲食･宿泊 宿泊・飲食・エステ 鎌原1053-12538 0279-86-5211

109 ペンションすこやか 飲食･宿泊 宿泊・飲食（居酒屋） 大笹3454-103 0279-82-5650

110 ペンションレアビット 飲食･宿泊 宿泊 鎌原1504-20 0279-86-4338

111 ホテル鹿沢真田屋 飲食･宿泊 宿泊 田代682 0279-98-0111

112 ホテルグリーンプラザ軽井沢 飲食･宿泊 宿泊・外来夕食・昼食・売店・団体貸切飲食 大前細原2277 0570-091-489

113 万座温泉日進舘 飲食･宿泊 宿泊・飲食・日帰り入浴 干俣2401 0279-97-3131

114 万座高原ホテル 飲食･宿泊 宿泊・飲食・日帰り入浴 干俣2401 0279-97-3111

115 万座プリンスホテル 飲食･宿泊 宿泊・飲食・日帰り入浴 干俣2401 0279-97-3111

116 万座ホテル聚楽 飲食･宿泊 宿泊・土産 干俣2401 0279-97-3535

117 ㈲鹿鳴館 飲食･宿泊 宿泊 田代1017-92 0279-98-0003

118 ログコテージふりーたいむ 飲食･宿泊 宿泊・ピザ/パン焼き・そば打ち体験・バーべキュー 大前1572 0279-80-6000

119 浅間高原ホテル 飲食･宿泊 レストラン・宿泊 大前2265-50 0279-86-5150

120 アトリエペンションKIKI 飲食･宿泊 宿泊・飲食・その他 鎌原1053-12531 0279-86-5131

121 軽井沢倶楽部ホテル軽井沢1130 飲食･宿泊 宿泊・飲食 鎌原1453-2 0279-86-6111

122 ロッヂ　すばる 飲食･宿泊 宿泊 田代1017 0279-98-0415

123 干川旅館　花いち 飲食･宿泊 宿泊・飲食 干俣386 0279-96-1511

124 ペンション花闊歩 飲食･宿泊 宿泊 鎌原1054-1268 0279-84-1088

125 プチホテル マニトゥー 飲食･宿泊 宿泊 干俣2401 0279-96-1567

126 ペンション ブロードウェイ 飲食･宿泊 宿泊 鎌原1053-12692 0279-86-5222

127 CARO FORESTA 北軽井沢 RIO 飲食･宿泊 宿泊 鎌原1053-8975 0279-86-6838

128 高原のホテル　ラパン 飲食･宿泊 宿泊 干俣バラギ高原2401 0279-96-1122

129 バラギ高原ロッジ 飲食･宿泊 宿泊 干俣バラギ高原2401 0279-96-1488

130 嬬恋の宿　あいさい 飲食･宿泊 宿泊、飲食 干俣バラギ高原2401 0279-96-1280

131 (有)いち川　鹿沢リゾート 飲食･宿泊 相談により弁当可 田代1017-128 0279-98-0484

132 万座亭 飲食･宿泊 宿泊・宴会・入浴 干俣2401 0279-97-3133

133 北軽井沢ブルーベリーＹＧＨ 飲食･宿泊 宿泊・飲食・自然/登山/スノーシューガイド 鎌原1506-12 0279-84-3338

134 オーベルジュドゥ　ら・ルーナ 飲食･宿泊 宿泊・飲食 干俣バラギ高原2401 0279-96-1155

135 パルコール嬬恋スキーリゾート 飲食･宿泊 宿泊・スキー場 干俣2401 0279-96-1177

136 六花（りっか） 飲食･宿泊 宿泊・サンドイッチ等テイクアウト専門 鎌原1053-2353 0279-82-1662

137 ロッジ　グリーンフィールド 飲食･宿泊 宿泊・チーズケーキ(村内テイクアウト可) 干俣バラギ高原2401 0279-96-1413

138 軽井沢のバリ島 ｴｽﾃｨﾊﾞﾝ・ｸﾗﾌﾞ 飲食･宿泊 ﾊﾞﾘ料理冷凍販売・ﾊﾞﾘ料理ﾚｽﾄﾗﾝ・宿泊 鎌原1511-25 0279-84-5448

139 山田屋温泉旅館 飲食･宿泊 お弁当・テイクアウト 芦生田533 0279-97-2057

140 北軽井沢倶楽部 飲食･宿泊 雑貨・レストラン・体操・断食・宿泊 鎌原1045-22 0279-82-1980

141 (株)Ｓ．Ｆａｃｔｏｒｙ 飲食･宿泊 宿泊・飲食・スキースクール 田代1017 090-2426-3437

142 ペンションキャトルセゾン 飲食･宿泊 宿泊・飲食・お土産品 鎌原1054-564 0279-84-5755

143 高原の丘　ル・マルシェ 飲食･宿泊 宿泊・飲食 干俣1724-1 0279-96-0480

144 花とハーブとグルメの宿シューレビュー 飲食･宿泊 宿泊・飲食 鎌原1053-12534 0279-86-4406

145 貸別荘フォーウインド 宿泊 宿泊 鎌原1041-55 0279-86-5377

146 貸別荘浅間リゾートイン 宿泊 3人用～20人用までの貸別荘の宿泊 大前2279-398 0279-86-5811

147 つくつく村 宿泊 貸コテージ 鎌原1053-11974 090-9552-3363

148 高原の貸別荘くるみテラス 宿泊 貸別荘 大前1949-5 0279-82-1995

149 コテージ　ら・ルーナ 宿泊 バーベキュー施設代無料 干俣バラギ高原2401 0279-96-1800

150 豊国館 宿泊 宿泊・休憩・売店 干俣2401 0279-97-2525

151 ペンション　モータウン 宿泊 宿泊・飲食・お土産（キッシュやワインなど）＊キッシュは3日前までに要予約 鎌原1512－34 0279-84-4703

152 ペンション　森のくまさん 宿泊 宿泊・飲食・お土産 鎌原1053-2317 0279-84-6193

153 有限会社　湯の花旅館 宿泊 宿泊・飲食・日帰り温泉 干俣2401 0279-97-3152

154 ペンションMASCOT 宿泊 宿泊・飲食 大笹3455-168 0279-82-5810

155 和食温泉ペンション　まほうのじゅうたん 宿泊 宿泊・飲食 鎌原1053-12693 0279-86-5127

156 軽井沢白樺高原教会 サービス類 ブライダル/アニバーサリーサービス・写真館 大前細原2277 0570-091-489

157 ダスキン嬬恋 サービス類 モップ・マット・洗剤等 西窪59-5 0279-80-2110

158 黒岩クリーニング店 サービス類 クリーニング 三原649-1 0279-97-2641

159 下谷美容室 サービス類 化粧品・その他 鎌原528 0279-97-2694

160 反町ドライA-COOPオアシス店 サービス類 クリーニング・リネンサプライ 大前767-2 0279-96-2833



№ 事業所名等 業種 取扱商品 住所 電話番号

161 ミツバクリーニング嬬恋ふれあい市場店 サービス類 衣類・寝具等クリーニング 西窪44-1 0279-97-1171

162 ヘアーサロン　ヒグチ サービス類 カット・カラー・パーマ・ストレート 大前111‐6 0279-96-0606

163 ヘアーサロン　タキザワ サービス類 カット・カラー・パーマ・ストレート 鎌原710-133 0279-97-3292

164 黒岩観光案内所 サービス類 旅行企画・手配等 西窪131 0279-97-2551

165 あさまホーム株式会社 サービス類 リフォーム・造園・薪販売・草刈・掃除 鎌原1445-161 0279-86-6611

166 レンタルスキー　リーベ サービス類 スキー・スノーボード・ウェアのレンタル 干俣1903-1 0279-96-1753

167 浅間高原土地別荘管理株式会社 サービス類 別荘管理サービス 鎌原1182-4 0279-97-3191

168 カット・サロン・エム サービス類 理容全般 田代1018-37 0279-98-0895

169 芝田理髪店 サービス類 理容全般 三原184-1 0279-97-2164

170 とこや　しのぶ サービス類 理容全般 三原403-2 0279-82-5876

171 美容室　空 サービス類 美容 三原888-1 0279-97-3355

172 安齋美容室 サービス類 美容 三原888-1 0279-97-2401

173 サロン・ド・グラシュー サービス類 美容全般 大前354 0279-96-1311

174 美容室シュガー サービス類 カット・パーマ・ヘアカラー 大前370 0279-96-0600

175 ロイロインク合同会社 サービス類 イラスト制作・グラフィックデザイン 鎌原1053-13010 0279-82-1263

176 カイロプラクティック　サロン　ひな サービス類 カイロプラクティックによる施術 鎌原板橋原1049-45 090-7792-1433

177 つつじの湯 サービス類 入浴・飲食・土産 田代930 0279-98-0930

178 有限会社　黒岩自動車ボデー工場 サービス類 自動車総合整備・自動車販売 大笹1870-3 0279-96-0952

179 北軽井沢陶芸教室 サービス類 陶芸教室・陶芸体験 鎌原1040 090-8042-2232

180 浅間ハイランドパーク サービス類 ﾊﾟﾀｰｺﾞﾙﾌ・ﾃﾆｽ・ﾎﾞｰﾄ等(4～11月)、ｽｹｰﾄ(冬季)、別荘管理 鎌原1053 0279-84-3333

181 ハイランドパークレーン サービス類 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ・卓球・ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞ・ｶﾗｵｹ(4～10月の土日祝と年末年始) 鎌原1053 0279-84-3333

182 ポーラこまくさショップ その他 化粧品・エステ 西窪11 0279-97-3222

183 嬬恋木工センター その他 木工品製造販売 鎌原551 0279-97-2467

184 ㈲浅間高原ゴルフ練習所 その他 ゴルフ打放し・ショートコース 鎌原1236-2 0279-97-3197

186 鬼押出し園 その他 景勝観覧・売店 鎌原1053 0279-86-4141

187 鹿沢スノーエリア その他 スキーリフト券・レンタル代金 田代1017 0279-98-0611

188 軽井沢おもちゃ王国 その他 遊園地業務全般 大前2277 0279-86-3515

189 ㈱佐藤測量 その他 測量・登記 鎌原720-8 0279-97-3011

190 嬬恋鹿沢キャンピングガーデン その他 キャンプ場 田代1017 0279-98-0588

191 嬬恋高原ゴルフ場 その他 ゴルフ場 三原字上野1449-3 0279-97-4111

192 ㈲長谷部自動車整備工場 その他 自動車販売・整備（車検） 西窪97 0279-97-2123

193 日帰り温泉とべの湯 その他 入浴料金 田代乙682 0279-98-0280

194 プリンスランドゴルフクラブ その他 ゴルフ場・ゴルフ商品・レストラン 大前細原2277 0279-86-2121

195 シモヤ自動車 その他 自動車整備・自動車販売等 芦生田518-1 0279-97-3270

196 ㈲鎌原モータース その他 自動車修理・車検・部品 鎌原451-2 0279-97-2035

197 バラギ温泉　湖畔の湯 その他 入浴・飲食 干俣2401 0279-80-6020

198 ㈲秋山塗装店 その他 一般建築塗装 大笹2127-26 0279-96-0909

199 一般自動車道（有料道路） その他 万座ハイウェー・鬼押ハイウェ－ 鎌原711-1 0279-97-3123

200 ㈲大塚建設 その他 新築・リフォーム・建設全般 鎌原1052-528 0279-84-6368

201 黒岩水道設備 その他 水道工事全般 大笹372 0279-96-0221

202 ㈲竹渕工務店 その他 材木等 三原乙462 0279-97-2220

203 ㈲宝屋 その他 ガラス・アルミサッシ・鍵・樹脂サッシ 三原183 0279-97-2067

204 宮前建築 その他 建築工事・設備用品販売 西窪68-1 0279-97-3406

205 嬬恋郷土資料館 その他 展示資料観覧・書籍販売 鎌原494 0279-97-3405

206 (有)入澤塗装店 その他 塗装 大前乙1180-1 0279-96-0840

207 浅間山ジオパーク推進協議会 その他 ジオガイド・書籍等販売・売店 鎌原495-45 0279-82-5566

208 篠原板金 その他 屋根工事・雨樋工事・修理 鎌原549-11 0279-97-2683

209 バラギ高原キャンプ場 その他 キャンプ場 干俣2401-107 0279-96-0490

210 有限会社鱒谷養魚場 その他 ます・やまめ・岩魚・ギンヒカリ 田代1233 0279-98-0142

211 ㈱清紫園 その他 花木・造園工事・伐採・造園資材販売 田代1306-3 0279-98-0257

212 ＥＣＣジュニア嬬恋教室 その他 英会話教室・学習室 田代795 0279-98-0547

213 土屋商店 その他 浅間砂・浅間石 大前235 0279-96-1130

214 みやざき接骨院 その他 運動療法、webトレーニング、酸素カプセル 大前319 0279-96-2230

215 大栄産業(株) その他 砕石各種販売 大笹登城原2423-20 0279-96-1342

216 イチバモーターサービス株式会社 その他 自動車修理・車検・整備 袋倉337 0279-97-3808


