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店 名
美角屋(ミカクヤ)
高岡亭酒店
おいでなんしょ
(株)東洋トーヨーカーケアセンター
割烹・食事処 ふじ松
JA虹のホール 座光寺
飯田座光寺食堂
正木屋クリーニング
カフェ鈴々舎
AOKI飯田座光寺店
盛よし座光寺店
シューマート飯田座光寺店
JAみなみ信州 グリーンパーク座光寺給油所
ドコモショップ飯田座光寺店
ツノダ 座光寺店
あんじゅ＋２(プラスツー)
トリムヘアー・クリッパー
矢澤商店
ミナミ
山屋(中国料理)
たなだ酒店
イタクニ(株)座光寺店
さすが家飯田店
からあげビリー
遊び処かじか
熟成とんかつ ３びきのこぶた 座光寺店
いとう薬店
吉丸屋まんじゅう店
イマムラ理容
村さ来 座光寺店
ピッピーノ
4tuba(よつば)
Assembly room ４つ葉
みそ膳座光寺店
タイ料理ジャスミン
焼肉きんぐ座光寺店
松乃本店
カレーハウスCoCo壱番屋飯田座光寺店
ルリアン
焼肉レストラン陽富園
エアーズカフェ飯田
弱酸性サロンゆう
STEEZ Music Studio
このんこぴあ
(有) 夢萬亭

連 絡 先
090-5145-8351
0265-22-5777
0265-52-1615
0265-23-7744
0265-23-0726
0265-56-4330
0265-59-7055
0265-22-5198
080-5142-3957
0265-24-4888
0265-24-7272
0265-24-7100
0265-52-6288
0265-21-6000
0265-22-7321
0265-48-0876
0265-24-9618
0265-22-6686
0265-52-3417
0265-22-1938
0265-22-2088
0265-24-1262
0265-53-1515
0265-48-6282
0265-53-5432
0265-49-0978
0265-22-1437
0265-23-8564
0265-24-4868
0265-24-5666
0265-38-9087

0265-24-3239
002-6548-8030
0265-56-1717
0265-52-5559
0265-23-7044
5053-27-5273
0265-52-2911
0265-24-5191
0265-24-6378
8012-73-7444
0265-53-3909
9018-28-3761

住 所
座光寺2193-32
座光寺3344-1
座光寺3349-1 エス・バ-ド内
座光寺3571-1
座光寺3620-3
座光寺3632-1
座光寺3708-1
座光寺3900-1
座光寺3921-7
座光寺3988-1
座光寺4517-1
座光寺4597-1
座光寺4600-2
座光寺4604-2
座光寺4614-1
座光寺5252-1
座光寺5395-3
座光寺572-2
座光寺3336
座光寺3500
座光寺3501-1
座光寺3737-7
座光寺3895-1
座光寺2193‐32
座光寺3333-2
座光寺3349-1 エス・バードB棟1Ｆ

座光寺3604
座光寺3604
座光寺3617
座光寺3708-1
座光寺3722-1
座光寺3792-2
座光寺3792-2
座光寺3847-1
座光寺3848
座光寺3948-1
座光寺3948-2
座光寺3948-4
座光寺3982-1
座光寺3985
座光寺3987-1
座光寺40
座光寺4596-1ZAPP21
座光寺4598
座光寺4599-1
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コメダ珈琲店飯田座光寺店
マツモトキヨシ座光寺店
川本屋
ローソン飯田座光寺店
アロンネ
うなぎや
和み処 遊月
エステティックサロン ミュウ
イタクニ(株)上郷店
イーカンジ上郷店
ツルハドラッグ飯田上郷店
船橋屋上郷店
信南交通(株)信南観光イオン飯田店
筒井和服
お食事処 藍花
味のれん はら宿
パナメイト シロタ
菓子処いと忠
ファミリードラッグ上郷店
オートバックス飯田店
花屋薬店
中込商店
カフェ・レストラン ビーバー
東京庵別館
居酒屋 吉勝
ごちそうカラオケ大さじ小さじ
セブン-イレブン飯田上郷飯沼店
ヘアーステージ ヒーローズ
(株) 光彩苑
セブン-イレブン飯田上郷北条店
TAiSEiKANイオン飯田店
花だより
丸正イオン飯田店
ホームクリーニング イオン飯田店
しなとらイオン飯田店
メレンダイオン飯田店
旨い屋イオン飯田店
みつばつつじイオン飯田店
なか卯飯田上郷店
Good Life Cafe
自家焙煎珈琲屋 カフェ トロピコ
ヘアーブティック ビビッド
メガネのナガタ飯田上郷店
長野ダイハツ販売(株) 飯田店
ガスト飯田上郷店
ロータリー自動車(株)
てくてく
ふたつ矢
(株)東洋 ホープ城東店
Nail Salon&School Kitty Style
Ground Cuisine 川楽屋
小豆冠
となりの車やさん スマイル
アサヒ薬局
ファミリーマート飯田上郷別府店
南信スバル(株)
ロカンディーナ ミヤザワ
束原衣料
ひとつぶの麦
オーダー焙煎工房 珈乃薫

0265-48-8022
0265-23-8895
0265-53-0030
0265-23-5220
0265-55-1503
0265-24-4350
0265-23-7631
0265-23-2806
0265-23-2010
0265-48-0644
0265-21-4137
0265-56-6636
0265-52-9191
0265-24-3346
0265-49-3536
0265-23-3685
0265-23-9887
0265-52-2464
0265-21-4010
0265-21-1655
0265-22-2090
0265-22-1746
0265-24-4818
0265-22-0754
0265-52-6886
0265-53-0115
0265-52-1070
0265-56-6262
0265-21-5310
0265-23-7285
0265-52-1177
0265-48-5877
0265-21-3328
0265-21-3325
0265-21-3346
0265-53-0090
0265-21-3344
0265-21-3332
0265-49-5517
0265-52-1925
0265-21-5201
0265-24-0294
0265-49-0068
0265-22-7456
0265-56-0012
0265-23-2222
0265-53-5980
0265-48-0783
0265-22-7156
0265-49-8644
0265-23-5033
0265-52-2653
0265-24-4446
0265-52-3203
0265-21-4530
0265-21-1111
0265-49-8195
0265-22-6449
0265-23-7588
0265-22-0707

座光寺4600-1
座光寺4700-3
座光寺4715-1
座光寺4737-1
座光寺490-2
座光寺5195-1
座光寺6237-2
座光寺3565
上郷飯沼1412-1
上郷飯沼1452-3
上郷飯沼1452-3
上郷飯沼1572-1
上郷飯沼1575 イオン飯田店
上郷飯沼1653-3
上郷飯沼1709-1
上郷飯沼1756-1
上郷飯沼1801-4
上郷飯沼2218-1
上郷飯沼2219-1
上郷飯沼2227
上郷飯沼2468-14
上郷飯沼2493
上郷飯沼3049
上郷飯沼3373-4
上郷飯沼3419-1
上郷飯沼3545
上郷飯沼523-1
上郷飯沼728-1
上郷飯沼822-2
上郷飯沼1337
上郷飯沼1575
上郷飯沼1575 イオン飯田店1F
上郷飯沼1575 イオン飯田店1F
上郷飯沼1575 イオン飯田店内
上郷飯沼1575 イオン飯田店内2Ｆ
上郷飯沼1575 イオン飯田店内2Ｆ
上郷飯沼1575 イオン飯田店内2Ｆ
上郷飯沼1575イオン飯田店1F
上郷飯沼1591-2
上郷飯沼1790-5
上郷飯沼1795-7
上郷飯沼1941-5
上郷飯沼1943-1
上郷飯沼1960
上郷飯沼2018-1
上郷飯沼2126
上郷飯沼2234-5
上郷飯沼2234-5
上郷別府1688-1
上郷別府1717-3 櫻ビル
上郷別府292-321
上郷別府3307-8
上郷別府3326-2
上郷別府3345-7
上郷別府694
上郷別府1381-1
上郷別府1403-1
上郷別府1651-1
上郷別府1663-5
上郷別府1714-2
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焼肉とお食事 京城園
出光城東給油所
(有)綿治硝子店
南信スバル(株) サービスセンター
山のや
スガテック
ランドリーポケット飯田本店
ローソン飯田上郷別府店
(有)千代電機
理容くつろぎ
cafe Jam(カフェジャム)
酒のメガテン上郷店
(有)広田屋プロパン
カフェ.ダイニング.チャーリーシー
尚伯堂はり灸院
(有)永井家具店
ビューティーサロン・バニー
JAパーク高松店
パーソナルカラー診断 コロル
美容室ビューティーミズタニ
セブン-イレブン飯田上郷黒田店
ガストロノームdēマルキ
味処 八起
(株)ジェイエイサービス 虹の味工房 あじ彩
髙田衣料品店
(株)東洋ホープ黒田店
寿司・仕出し 片桐商店
金波鮨
エードでんき
ビデオパーク
ヘア・ルーム ヒロイン
ファミリーマート上郷中央店
出光セルフ黒田給油所
西尾鍼灸治療院
トータルファッション マルコウ
(有)リーダーズカーセンター
正喜屋商店
FPオフィス あんしん.や
BISTROCAFE 8
メガネ21 飯田店
JAみなみ信州 黒田資材センター
焼肉大紋 黒田店
メンズヘアーサロン テラサワ
MOMA.savoy
信州旨酒 加藤商店
モリシタクリーニング２ｎｄ
稲垣来三郎匠
エテルナ
ファミリーマート飯田上郷黒田店
お好み焼 かい
高松薬局
居酒屋 山本
居酒屋 星
カフェレスト グリーングラス
ヘアー・アート・ウィッシュ
アトラスアスレチック
日の出観光(株)

0265-23-7820
0265-23-4659
0265-22-4141
0265-52-1111
0265-23-4486
0265-24-2710
0265-23-6605
0265-53-3069
0265-22-4832
0265-23-9265
0265-48-0123
0265-21-3250
0265-22-5472
0265-53-2225
0265-22-7758
0265-24-3223
0265-23-9440
0265-21-3239
0265-23-0415
0265-52-1125
0265-24-3998
0265-24-7339
0265-23-3911
0265-22-5338
0265-59-7211
0265-56-9227
0265-23-6632
0265-23-8075
0265-22-1862
0265-52-3687
0265-21-5002
0265-53-8655
0265-24-9217
0265-22-5266
0265-23-1011
0265-23-4335
0265-52-5009
0265-48-5560
0265-59-8821
0265-24-1143
0265-52-2955
0265-24-4011
0265-48-8282
0265-23-7374
0265-22-5730
0265-56-1550
0265-52-1774
0265-56-4059
0265-53-3808
0265-23-1287
0265-22-6025
0265-22-6897
0265-23-3823
0265-56-1156
0265-24-0995
0265-24-7373

上郷別府2311-1
上郷別府3307-1
上郷別府3307-14
上郷別府3321-1
上郷別府3324-12
上郷別府3326-11
上郷別府3327-7
上郷別府3333-13
上郷別府3333-17
上郷別府3347-12
上郷別府3353-9
上郷別府3361-2
上郷別府3365-2
上郷別府3373-1
上郷別府612
上郷別府889-1
上郷黒田1852-7
上郷黒田433-6
上郷黒田
上郷黒田1242-3
上郷黒田1266
上郷黒田1269-1
上郷黒田139-5
上郷黒田1403-1
上郷黒田1406-5
上郷黒田1552
上郷黒田1763-1

ソフィアケイトカイト1階

上郷黒田1867-15
上郷黒田1867-6
上郷黒田1867-6
上郷黒田1867-8
上郷黒田2078-1
上郷黒田2078-1
上郷黒田2260
上郷黒田422-1
上郷黒田4415-1
上郷黒田668-4
上郷黒田894-8
上郷黒田1096-4
上郷黒田1100-2
上郷黒田1424
上郷黒田1481-1
上郷黒田1638-1
上郷黒田1766-2
上郷黒田1927-4
上郷黒田216-2
上郷黒田2720-1
上郷黒田2764-1
上郷黒田3156-3
上郷黒田322-1
上郷黒田339-2
上郷黒田3493
上郷黒田435－1
上郷黒田475-2
上郷黒田507-8
上郷黒田5530
上郷黒田792

