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店 名
ツルハドラッグ飯田西鼎店
カイエー
カジュアルカフェ ピノキオ
(有)鉄板焼とらや
いい塾かなえる教室
飯田橋SS
(有)近藤種苗店
加藤商店
堀本写真館
キラヤ鼎店
松やぎ菓子店
(有)きくや洋品店
なごみ
焼肉 一輝
モンマートいぎみ
富士屋精肉店
アイホールいとう
伊藤典礼
クリーニング工房木下
一品料理 佳つ乃
西洋割烹 吉祥寺
尾澤商店
めんどん
レストハウスcocotte
ビーラクスマツカワ
お茶の中根園
焼肉秋葉 スナックぱあぷる
(株)ナガイ
信南交通(株) 信南観光 飯田鼎店
菜彩
お食事処・夢
大進
食事処 天月
来んさい家 鼎店
トラットリアベッラソニア
ちまた
ランドリーポケット鼎店
Lakshmi
セブン-イレブン飯田鼎下山店
パン屋 カンパーニュ

連 絡 先
0265-21-5268
0265-52-2410
0265-23-7856
0120-52-3586
0265-48-6085
0265-22-2310
0265-23-0463
0265-22-2299
0265-22-4675
0265-52-3800
0265-22-5532
0265-22-1860
0265-52-3272
0265-24-1278
0265-22-0777
0265-23-6797
0265-23-1000
0265-23-1319
0265-22-1839
0265-24-2223
002-6553-5497
0265-22-0368
0265-53-1718
0265-24-5138
0265-22-3673
0265-52-1331
0265-53-6829
0265-24-7111
0265-22-6511
0265-24-6033
0265-49-8822
0265-22-3999
0265-24-8651
0265-48-5180
002-6523-7720
0265-23-9900
0265-23-6030
0265-24-8140
0265-22-7112
0265-52-5351

住

所

鼎西鼎542-1
鼎西鼎551-1
鼎西鼎574
鼎西鼎622-6
鼎西鼎656
鼎西鼎573
鼎西鼎92-4
鼎西鼎925-3
鼎中平1909-3
鼎中平1911-3
鼎中平1980-3
鼎中平2188
鼎中平2282-7
鼎中平2291-4 1階
鼎中平2544-1
鼎中平2804-6
鼎中平2820
鼎中平2820(アイホ-ルいとう内)
鼎中平1947-6
鼎中平1973-6
鼎中平1995-29
鼎中平21875
鼎中平2340-3
鼎中平2547-1
鼎中平2865-1
鼎中平2885-1
鼎上山862-1
鼎下山882-1
鼎下山823-1
鼎下山856-5
鼎下山1071-7
鼎下山732-7
鼎下山1236-2
鼎下山1303
鼎下山1419-1
鼎下山471-4
鼎下山550西友鼎店内
鼎下山765-9
鼎下山820-1
鼎下山824-1
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ブティックFiz
ローソン飯田鼎下山店
Hairroom SATO
イタメシ屋 ダルキチ
ﾄﾞﾗｯｸｽﾄｱ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ かなえ店
フランス洋菓子マロン
(有)田畑茶舗アップルロード店
シューマート飯田インター店
手打ちとんかつ志端
洋服の青山 飯田店
千しゅう
ブティック ホープ
人形工房サンキュー飯田店
キャナリィ.ロウ飯田店
ABC-MART飯田店
ツノダ アピタ飯田店
(株)アティック
コスメーゼヨシカワ
シュープラザ アピタ飯田店
マルタ アピタ飯田店
ホームクリーニング アピタ飯田店
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ ｱﾋﾟﾀ飯田店
海転寿司 丸忠
イタクニ(株)アップル店
ふるきん釣具店
宝クリニック
ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ飯田ｱｯﾌﾟﾙﾛｰﾄﾞ店
ファミリーマート飯田鼎名古熊店
ソットオーリオ
(株)東洋 ホープ名古熊店
軽楽整体院
イエローハット飯田店
(有)黄鶴園
アップル 飯田バイパス店
コーデコーヒービーンズ
福ふく亭
中日新聞(有)関島新聞店
ラプリ
リサイクルの着物屋 着楽庵
ヘアーサロンオリーブ

0265-52-1245
0265-23-8086
0265-24-3011
0265-48-5885
0265-56-8670
0265-56-2882
0265-52-6750
0265-21-1571
0265-53-6767
0265-53-2335
0265-23-5870
0265-24-3690
0265-52-3900
0265-23-0039
0265-59-7101
0265-53-2537
0265-22-3351
0265-49-0355
0265-56-3007
0265-48-0871
0265-52-4622
0265-56-1020
0265-52-5557
0265-23-8188
0265-24-4486
0265-22-4114
0265-24-2448
0265-21-0012
0265-52-6885
0265-21-2330
080-5140-4815
0265-59-7121
0265-53-3111
0265-52-4040
0265-48-5193
0265-21-2522
0265-24-6915
0265-56-8783
0265-52-2314
0265-48-6246
インド・ネパール料理アンナプルナアップルロード店 0265-52-5398
シャトレーゼ飯田店
0265-24-9000
ブルーポイント
0265-24-3590
TCGショップMAG
0265-48-5306
天ノ松
0265-48-0704
ヘアーファクトリー ページワン
0265-52-1101
メガネのナガタ 飯田鼎店
0265-53-1885
カーネットプラザ飯田店
0265-56-1000
sale e pepe(サレエぺぺ)
0265-52-3548
メガネ21 かなえ店
0265-49-3721
天婦羅 まつ本
0265-48-5575
TAiSEiKANアピタ飯田店
0265-23-6623
麺屋頑固
0265-56-8268
珈琲館アピタ飯田店
0265-48-5025
ちゃあしゅう屋飯田店
0265-56-3788
セシル
0265-53-8202
アリュール アール ヘアー
0265-52-5454

鼎下山857-1スミスティ-1F
鼎下山913-1
鼎下山921-4
鼎名古熊1278-8
鼎名古熊2081-1
鼎名古熊2082-4
鼎名古熊2118-3
鼎名古熊2135-1
鼎名古熊2137-1
鼎名古熊2143
鼎名古熊2156-2
鼎名古熊2167
鼎名古熊2168-1
鼎名古熊2170-1
鼎名古熊2182-1
鼎名古熊2461
鼎名古熊2461 アピタ飯田店2F
鼎名古熊2461 アピタ飯田店2F
鼎名古熊2461 アピタ飯田店2F
鼎名古熊2461 アピタ飯田店2F
鼎名古熊2461 アピタ飯田店内
鼎名古熊2461アピタ飯田店1階
鼎名古熊2461アピタ飯田店内
鼎名古熊2508-2
鼎名古熊2510
鼎名古熊2511
鼎名古熊2513-2
鼎名古熊2517-1
鼎名古熊2581-2
鼎名古熊2589-4
鼎名古熊2671
鼎名古熊579
鼎名古熊583-1
鼎名古熊587-1
鼎名古熊2601-22
鼎名古熊2520-1
鼎名古熊1411
鼎名古熊1997-3
鼎名古熊2000
鼎名古熊2019-3
鼎名古熊2035-1
鼎名古熊2062-1
鼎名古熊2104-1

ロ-ズアネックスビル1F

鼎名古熊2104-1ロ-ズアネックス1、2F、DE号室

鼎名古熊2104-7 ローズアネックスI1-B

鼎名古熊2105-1 ロ-ズアネックスビル2

鼎名古熊2124
鼎名古熊2166-1
鼎名古熊2183
鼎名古熊2295-1
鼎名古熊2444-2
鼎名古熊2461
鼎名古熊2461
鼎名古熊2461 アピタ飯田店1F
鼎名古熊2507-1
鼎名古熊2509
鼎名古熊2515-6
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大石家
イルグスト チッチ
エース代行
セブン-イレブン飯田市立病院前店
創作料理 灯-akari会営やまなみ薬局
眼鏡市場 飯田アップルロード店
トランス・ヘア
AOKI飯田インター店
Dione飯田店
のんきや
シャディ新栄(株)飯田店
モトウィズ
船橋屋アップルロード店
カントリーキッチン キャベツ
かなえ茶屋
串屋長右衞門一色店
8番らーめん 飯田インター店
コメダ珈琲店飯田店
ローソン飯田バイパス店

0265-48-6005
0265-49-0093
0265-49-8801
0265-22-0389
0265-48-0725
0265-23-0051
0265-56-4338
0120-87-4138
0265-53-4288
0265-48-6959
0265-22-4842
0265-53-0822
0265-23-5558
0265-52-2784
0265-22-8210
0265-22-8188
0265-53-9489
0265-53-8860
0265-24-3340
0265-59-7511
カレーハウスCoCo壱番屋イオン飯田アップルロード店 0265-24-1773
ﾎｰﾑｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ｲｵﾝｱｯﾌﾟﾙﾛｰﾄﾞ店
0265-53-1801
しゃぶしゃぶSALSA
0265-22-3701
きれい写真館
0265-53-0560
はなの舞 飯田店
0265-23-7018
とんかつ・しゃぶしゃぶ ３びきのこぶた 本店
0265-52-5355
glovers Hair&Esthe
0265-49-8359
(有) はと錦
0265-22-0810
ローソン飯田鼎一色店
0265-52-5068
焼肉のだいこく家 飯田店
0265-53-8929
菓匠 赤門や
0265-52-1483
日本料理 やまもと
0265-23-6650
みのる理容室
0265-23-8613
カナディアンロッキー
0265-22-7856
グリーンカルチャー トマツ
0265-52-4088
魚雅水産
0265-48-0323
くるま鮨
0265-22-3283
ＫａｍｉＯｍｏｉ
0265-52-0325
パティスリー ポルカ
0265-52-1776
理容室 barber style
0265-49-0806
FULL
0265-23-6065
キッチン こいけ
0265-24-2099
セブン-イレブン飯田切石店 澤屋酒店
0265-52-2368
カフェテラス りんごの樹
0265-53-1180
喜久水酒造(株) 翠嶂館
0265-22-2300
(有)杉山モーター
0265-22-5195
大萬(株)
0265-22-2600
ファミリーマート飯田鼎切石店
0265-56-4018
(株)平安 マリエール飯田
0265-24-4122
中日新聞 岡庭新聞店
0265-23-2126
ハナワ補聴器センター
0265-24-5556
内山翠㐂堂
0265-22-5099
バンビ美容室
0265-52-1045
JA虹のホール かなえ
0265-59-7660
JA虹のホール かなえ 家族葬ホール おもかげ
0265-59-7662
JAみなみ信州 生活センター
0265-21-4811
JAみなみ信州 およりてふぁーむ農産物直売所
0265-56-2822

鼎名古熊2520-3
鼎名古熊2541-1
鼎名古熊2541-1
鼎名古熊2605-5
鼎名古熊2610-1
鼎名古熊2639-8
鼎名古熊577-4
鼎一色114-3
鼎一色140-2
鼎一色162-6
鼎一色22-8
鼎一色62-1
鼎一色89-7
鼎一色136-3
鼎一色108-1
鼎一色110-1
鼎一色110-1
鼎一色147-4
鼎一色190-1
鼎一色392-1
鼎一色456
鼎一色456
鼎一色456

鼎一色456

イオンアップルロ-ド店敷地内
イオン飯田アップルロード店東別棟

イオン飯田アップルロ-ド店

鼎一色46-3
鼎一色49-1
鼎一色496-1
鼎一色64-1
鼎一色88
鼎上山3651
鼎上山1453-5
鼎上山2412-6
鼎上山3101-3
鼎上山3775-5
鼎上山3811
鼎上山3128-1
鼎上山1515-1
鼎上山1830-2
鼎上山3129-2
鼎上山3579-2
鼎上山3661-3
鼎上山3800-1
鼎切石4336-1
鼎切石3854-1
鼎切石4293
鼎切石4611
鼎切石4625-1
鼎切石4657番1
鼎上茶屋3320-7
鼎上茶屋3468-5
鼎上茶屋4194
鼎東鼎109-1
鼎東鼎168ファミリ-マ-ト2F
鼎東鼎172-1
鼎東鼎172-1
鼎東鼎281
鼎東鼎281(JAみどりの広場内)

ハラホンダ
ヘアーサロンかつまた
ファミリーマート東かなえ店
ＪＡファームみなみちゃん
長野ダイハツ販売(株) U-CAR飯田
鶏肉研究所
パッケージプラザ飯田店
リカーショップ ひやけ
移動スーパーやまりき（株式会社ヒューモニー）
うな源

0265-22-2096
0265-23-2681
0265-56-4412
0265-56-3733
0265-56-2250
0265-24-1029
0265-24-2548
0265-24-1493
090-2535-3573
0265-23-5536

鼎東鼎94-5
鼎東鼎111-1
鼎東鼎168鼎東鼎172
鼎東鼎29-1
鼎東鼎301-1
鼎東鼎31-1
鼎一色395-1
鼎下山1224-2
鼎名古熊2105-1

