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１ 令和２年度事業実施に係る基本⽅針 

世界中が新型コロナウイルス感染症の影響を受け未だ収束が⾒えない中「今、私たちがやるべき

こと。」を考え、飯田市中心市街地活性化を目的に出来る事を速やかに取り組んできた。 

また、第３期飯田市中心市街地活性化基本計画がスタートする⼤切な１年となった。基本計画

の事業が官⺠協働によりスタートできるようバックアップをしてきた。当協会は、⺠間の視点から都市

経営の⼀翼を叕うとともに、官⺠協働により中心市街地活性化を総合的かつ⼀体的に推進する。 

 

２ 飯田市中心市街地活性化協会のこれまでの主な経過 

平成 19 年 9 月 25 日 設⽴準備会 

平成 19 年 10 月 2 日 飯田市中心市街地活性化協会設⽴、総会 

平成 20 年 7 月 9 日 飯田市中心市街地活性化基本計画内閣総理⼤⾂認定(中活認定

第 54 号）計画期間︓H20.7〜H25.3 計画搭載事業 54 事業 

平成 26 年 3 月 28 日 第２期飯田市中心市街地活性化基本計画内閣総理⼤⾂認定（第

150 号）計画期間︓H26.4〜H31.3 計画搭載事業︓60 事業 

平成 27 年 10 月 7 日 第２期基本計画の変更認定(事業主体の変更、新規事業の追加搭

載事業 61 事業) 

 

平成 31 年 1 月 18 日 

令和元年 6 月 6 日 

令和元年 8 月 26 日 

令和元年 12 月９日 

 

令和２年 4 月 17 日 

令和２年 5 月 15 日 

令和 2 年 6 月 30 日 

 

理事会(計画変更及び次期計画策定について) 

理事会(次期策定⽅法とスケジュールについて) 

総会(理事会) 

理事会(次期基本計画策定状況について) 

理事会(次期計画原案について) 

次期計画意⾒書提出(書面確認) 

総会（理事会） 

第３期飯田市中心市街地活性化基本計画内閣総理⼤⾂認定(第

号)計画期間︓R2.7~R8.3(5 年 9 ヵ月) 計画搭載事業︓29 事業 
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３ 事業報告 

①協会が主体的に取組んだ事業 

№ 役 割 事  業  名 関  係  者 事 業 概 要 

① 
情報発信 

 

【継】 

情報発信事

業 

（含む協会運

営） 

飯田市中心市街

地活性化協会 

 

（飯田市） 

ブログや SNS を利⽤して、まちなかの情報を

発信。事業の情報を収集し旬な情報を届け

た。 

市役所前に「頑張ろう飯田」の横断幕を設

置            [詳細は資料№1] 

 

② 

叕い手づくり 

環境づくり 

活動場づくり 

【継】 

りんご並木賑

わいづくり事業 

飯田市中心市街

地活性化協会 

 

りんご並木まちづくり

ネットワーク 

りんご並木で通常実施しているイベントを主

催者と協働して取り組んだ。(オンライン含) 

 

※りんご並木まちづくりネットワーク事務局 

[詳細は資料№２] 

③ 

叕い手づくり 

環境づくり 

活動場づくり 

【継】 

人形劇のまち

づくり推進事

業 

飯田丘のまちフェス

ティバル実⾏委員

会 

〔事務局〕 

飯田市中心市街

地活性化協会 

丘フェス月間として 1 か月間オンライン・オフラ

イン事業に取り組んだ。 

実施日︓11 月１日~30 日 

 

 [詳細は資料№3] 

④ 
地域ブランド

開発 

【継】 

飯田丘のまち

バル 

飯田丘のまちバル

実⾏委員会 

飯田市中心市街

地活性化協会 

 

 

4 月にクラウドファンディング事業を展開。 

8 月にバルを実施予定であったが、感染者が

あったため中止となった。 

8 月中の⼟曜日飯田商⼯会議所の協⼒も

あり、1 カ月間打上花火を実施した。 

 [詳細は資料№4] 
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中心市街地のイベントや情報を発信するため、6つのページより情報発信中。SNSを強化することによりリアルタイ

ムに情報発信することを心掛けた。また、今年は出歩く事が出来ない⽅のためにもりんご並木のりんごが実のなる様

子など出歩く事が困難な⽅のために中心市街地の四季が伝わるような発信にも心掛けた。 

 

●飯田まちなか情報          http://www.iida-machinaka.com/ 

●飯田丘のまちフェスティバル      http://www.namikichan.com/ 

・(SNS)丘フェス Twitter     ＠iida_okafes  ・(SNS)丘フェス facebook   ＠iidaokafes 

●「飯田丘のまちバル」            okabal.xyz   ・(SNS)バル facebook       @iidaokabal 

 

【各アクセス数等】 

(HP)飯田まちなか情報・丘フェス 月平均 18,000 程度 

(Twitter)丘フェス フォロアー 4,037  (昨年 4,320) 

(facebook)丘フェス フォロアー  289   (昨年 245) 

(facebook)バル フォロアー  782   (昨年 744) 

(facebook)りんご並木 

まちづくりネットワーク 

フォロアー  485   (昨年 438) 

 

  

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

   

 

 

●地⽅紙への広告掲載 

・ 中心市街地での事業化・起業への相談案内を掲載（南信州新聞︓元旦号） 

 

 

 

 

 

情報発信事業、起業家相談・情報収集事業 資料№1 協会が主体的に取り組んだ事業 
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今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、歩⾏者天国としては事業が実施できなかった。(イベント 

はもちろん、会議を実施することもできない形であった。) 

ただし、ぽぉの日曜日については、オンラインとし「お家で楽しむぽぉの日曜日」を開催。飯田ケーブルテレビの協⼒ 

により動画撮影し、YouTube 配信のほか飯田ケーブルテレビにて動画を放送いただいた。 

 

  〇お家で楽しむぽぉの日曜日 

    ・YouTube チャンネル登録 ８４名 (4/23 現在) 

    ・動画再生数 1209 回        (4/23 現在) 

 

 

 

 

 

 毎年 11 月 3 日に開催している第 14 回飯田丘のまちフェスティバルについては、来年に延期し、今年は「丘フェス

月間」として、各団体が実施できることを協議し、オンライン・オフラインイベントを開催した。 

●事業概要 

期日 イベント内容 

11 月 1 日 

〜30 日 

 

【丘フェス月間】 
・ナミキちゃんポスターを掲示。参加団体によるショーウィンドウ作品展・つながるバ
ル・ナミキちゃん 2020 公式グッズ販売 
・南信州グルメ情報サミット・わくわく売り出し・動物園コスプレ丘フェス月間・ナミキち
ゃん顔出しパネル展示 
【11/3 当日】 
オンラインバーチャル丘フェス・オンライン後夜祭・オンラインであつまろう 100 猫面・飯
田商⼯会議所 100 周年記念事業コロナ退散祈願花火 

 

 

 

 
 

人形劇のまちづくり推進事業 資料№3 

りんご並木賑わいづくり事業 資料№2 
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 【クラウドファンディング活用事業 南信州・みんなの街、飲食店を応援！】 

１．趣旨 

飯田丘のまちバルは、中心市街地の飲食店を「食べて・飲んで・まち歩き」をするイベントとして 2015 年より過去４回

開催してきました。年々参加していただくお客様も増え、まちに笑顔があふれる日として定着してきました。この度、新型コ

ロナウイルスの影響で、地域の飲食店への来店者が激減し、多くの飲食店が悲鳴を上げています。このままの状況が続く

と多数の飲食店が閉店してしまうのではないかと懸念しているところです。そこで、飯田丘のまちバル実⾏委員会が中心と

なり、クラウドファンディングの取組みを⽴ち上げる事となりました。飲食店は、お食事を楽しんでいただける場所としてはも

ちろん「みなさんの憩いの場」「心の拠り所」でもあると考え、居心地の良い空間づくりを目指してきました。今は⼤勢で集

まることは難しいですが、明るい未来のために、その場所を今のまま１つもかけることなく⼒を合せて残していければと考え

ております。南信州(飯田下伊那)広域を対象に展開し、南信州全域の飲食店が⼀丸となって取り組みます。各飲食

店をいつもご愛顧頂いている⽅、この地域に暮らす⽅、南信州にイベント等で来た⽅、ふるさとが南信州の⽅、この地域

が⼤好きな⽅、美味しいものが好きな⽅、このプロジェクトに少しでも興味を持ってくださった⽅…個人様、法人様、団体

様など⼤勢の皆様にご支援を呼び掛けました。 

 

２．応援の方法 

 応援の仕⽅は 2 通りとなります。 

 ①「プレミアム食事券を事前購入」で支援(参加店舗応援) 

 ②「食事券なし」の支援(参加店舗全体の応援)  

 

３．リターンの紹介  

 ①「プレミアム食事券を事前購入」で支援(参加店舗にて利⽤可能)  

 ・3,000 円→参加飲食店の食事券 3,300 円分 

 ・5,000 円→参加飲食店の食事券 5,500 円分 

 ・10,000 円→参加飲食店の食事券 11,000 円分 

 ※事務局より⾦額に応じた食事券を送付。食事券は、参加店舗にてお使いいただけます。 

    ※１回の決済に 220 円の手数料がかかりますので、複数の場合はまとめて購入がお得です。 

    ※食事券有効期限︓2020 年 6 月 22 日(月)~2020 年 11 月 30 日(月)となっています。 

    ※会計時お釣りは出ませんので予めご了承下さい。 

 ②「食事券なし」の支援(参加店舗全体の応援) 

 ・5,000 円/10,000 円/50,000 円/100,000 円/300,000 円/500,000 円とあり、お気持ちをいただくという 

 シンプルな支援です。 

○  5,000 円→お礼のメール、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、1 カ月) 

  ○ 10,000 円→お礼のメール、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、２カ月) 

  ○ 50,000 円→お礼のお手紙、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、３カ月) 

            ナミキちゃん(丘フェスマスコットキャラクター)クリアファイル５枚 

地域ブランド開発事業 資料№4 
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  ○100,000 円→お礼のお手紙、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、３カ月) 

            ナミキちゃんクリアファイル５枚＋ナミキちゃんメモ帳＆ボールペン５本セット 1 組 

  ○300,000 円→お礼のお手紙、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、３カ月) 

            ナミキちゃんクリアファイル 10 枚＋ナミキちゃんメモ帳＆ボールペン５本セット 1 組 

  ○500,000 円→お礼のお手紙、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、３カ月) 

            ナミキちゃんクリアファイル 10 枚＋ナミキちゃんメモ帳＆ボールペン５本セット 

            1 組、ナミキちゃんトートバック１個 

※ホームページは飯田市中心市街地活性化協会運営「飯田まちなか情報」に掲載させていただきました。 

※プロジェクト終了、ご支援頂いた⾦額の総合計を均等に分けて、参加店舗⼀同で使わせて頂きます。 

   (ただし、手数料経費等に⼀部活⽤させて頂きます) 

 

４．実施スケジュール 

   ４月 17 日(⾦)  参加飲食店募集開始 

   ４月 20 日(月)  参加飲食店第１次募集〆切 

   ４月 24 日(⾦)  クラウドファンディング開始 

   ４月 30 日(木)  参加飲食店第 2 次募集〆切(参加飲食店募集終了) 

   ５月 29 日(⾦)  クラウドファンディング終了  

   6 月 10 日(水)~ 6 月 19 日(⾦) プレミアム食事券他発送 

   6 月 22 日(月)~11 月 30 日(月) プレミアム食事券利⽤期間 

 

５．参加飲食店(当初 143 店舗⇒最終 141 店舗) 

①4 月 20 日（月)参加店舗一覧 

【あ⾏】旭鮨/味の店つきぢ/ATAGO/食事処ありがとう/⼀夢庵/⼀色酒場 456 SALSA/海鮮酒場 裏萬房/ 

駅前カフェ⼀茶堂 

【か⾏】カフェヴェレゾン/かぶき屋/からあげビリー/カレーの⼤原屋/喫茶ｅｎ/キッチンかのん/キッチンこいけ/ 

鉄板焼 Dining 銀座ハンバーグ/天ぷら⾦万/KURANO/gulgul/KitchenCafe ぐり~ん/京城園/原価 Bar  

SOL/食楽⼯房 元家 

【さ⾏】THE BARREL (ザ・バレル)/中国広東料理 山水楼/地酒処 三の蔵/カフェ三連蔵/BAR 時代屋/信濃 

屋中央通り店/そば処 しみず(９月閉店)/上海楼/GOLF&BAR JUKE/砂払温泉/スペインバルマージ/ 

カフェレストセンジュ/kitchen そらら 

【た⾏】焼⾁だいこく家飯田店/たこやきハウス デコちゃん 飯田駅前店/TATSU 屋製麺所/割烹 千登勢/カフェ・ 

ダイニング・チャーリー・シー/月うさぎ/ナチュラルキッチン TESSHIN/テンリュウ堂 

【な⾏】南国飯店 

【は⾏】Cafe &Bar 好日子 hao ri zi/北の味 はこだて/Buger Caf? PAL'S/PIZZA hikonoKi ヒコノキ 

/HIRANOYA/Hills Cafe/BAR フィフティーズ 1950/Fukuume/ラーメン ふたつ矢/BAR 古時計/北海道ジン 

ギスカン専門店 すすきの/ボンマンジェ天龍峡 

【ま⾏】丸中商會/slow food 萬房/三河家食堂/地野菜 実のり/紋次郎 
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【や⾏】焼⾁おおくら/旨⾁酒場やきまる/山羊印カフェ/遊夜ダイニング/お食事処・夢 

【ら⾏】ラムしゃぶ あずまし屋/FOOD&BAR REAZY/Liber&Liber リーベル・リーベル/Dining&Bar LOCO 

DELI(ロコデリ) 

【わ⾏】和酒酔処 進〜SIN 

②4 月 30 日(木)追加店舗一覧 

【あ⾏】創作料理 灯/麺屋 杏樹/あんじゅ＋２/イオン飯田店２階フードコート内(しなとら飯田店、旨いや、メレン 

ダ）/カフェレスト・イフ/いろは亭/和創酒遊 うたげ/エース食産/鉄板 笑門 天龍峡店 

【か⾏】酒場 かかしや/片桐商店/居酒屋 かっぽれ/かなえ茶屋/cafe dining e/鉄板居酒屋 ⻲じぃ/カントリー 

キッチン KYABETSU/カジュアルステーキぎゅう/九如亭/京鮨/喜代志/点心厨房 希林/⾦太郎/串カツ⼀丸/ 

串屋⻑右衛門 飯田中央店/串屋⻑右衛門 鼎⼀色店/⿊⾦屋 

【さ⾏】四川系中国料理 菜彩/さすが家 飯田店/七⾥屋茶房/手打ちとんかつ 志瑞/呑道楽 じん兵衛/ 

ソットオーリオ 

【た⾏】第五宝船丸/チキン亭/ちゃあしゅう屋 飯田店/つぼ八 飯田本店/もんじゃ焼 ⼟筆/得得 羽場坂店/ 

すし処 ⿂⿂魯/鶏⾁研究所/どんでん/丼々恋グルメ館/居酒屋どんべい 

【な⾏】個室酒房 ながぐつ/名古乃/炭火居酒屋 のんべえ 

【は⾏】バズロックラーメン/カフェレストラン ビーバー/和牛⼀頭買い ふえ門 

【ま⾏】まいてい/鮨ごちそうや 松乃本店/丸井亭/炭火焼⾁ 丸三/村さ来 座光寺店/村さ来 知久町店(9 月 

閉店)/メランジェ 

【や⾏】味処 八起/食遊酒房 やお道/やきとりとよ/焼⾁の吉田家/山のや/やまもと/遊牧⺠/粋な居酒屋  

よかよか/米っ子寿司 龍⺒ 

【ら⾏】来来亭 飯田店/龍峡亭/BAR リユニオン/BAR レミニス 

【わ⾏】わらび家/BAR ワンエイティー 

 

６．主催等 

   主催︓飯田丘のまちバル実⾏委員会 

   事務局︓飯田市中心市街地活性化協会(飯田商⼯会議所、㈱飯田まちづくりカンパニー、飯田市) 

   協⼒︓㈱飯田ケーブルテレビ、飯田信⽤⾦庫、映画「いつくしみふかき」制作実⾏委員会、峰⻯太、 

タテタカコ、ニッチローʻ、サイヤマングレート、⼩沢あきこ、⻑野 tube、OASISU/trackwork㈱ 

 

７．クラウドファンディング⽀援⾦額 

    23,162,671 円  当初目標⾦額 5,672,520 円(コロナに勝つ)の 408％を達成 

                 (内訳︓プレミアムお食事券購入 19,178,000 円/全額支援 3,984,671 円) 

 

８．⽀援⾦の分配について当初からの変更 

   ●換⾦額を変更しました 

     ①1,100 円のチケットにつき、クラウドファンディング手数料等を差引き、1 枚 900 円にて換⾦させていただく 

予定でしたが、1 枚 1,000 円と変更しました。 
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    ②全額支援⾦は、クラウドファンディング手数料等を差し引いた後、参加店舗で均等に分配する予定でしたが、 

手数料を差し引かず未使⽤チケットを全て均等に換⾦させていただきました。 

【理由】飯田市からクラウドファンディング事業について協会負叕⾦が増額されたこと、県の「飲食・サービス等クラ 

ウドファンディング活⽤応援補助⾦」の交付決定通知が発送されたことからの理由で 1,000 円としました。 

   ●参加飲食店が変更となりました。 

     【理由】 

     143 店舗にて開始したクラウドファンディング事業ですが、9 月末日をもって参加飲食店が 2 店舗閉店されまし 

た。最終換⾦については、営業されている 141 店舗にて分配させていただきました。 

 

9.各店舗換⾦実績報告 

  ①プレミアムお食事券利⽤数について 

1 枚 1,000 円 (CF19,178 枚＋現⾦ 300 枚) 

【利⽤率 93.4％】 

全額支援として換⾦(12 月) 

※利⽤された枚数は、各店へ下記別表とおり換⾦させていただきました。 

   

  ②全額⽀援⾦換⾦ 

 

   

 

 

 

  ③プレミアムお食事券・全額⽀援⾦換⾦一覧 

№ 店舗名 多

舗 

TOTAL 

(枚数) 

TOTAL 

(⾦額) 

全額支援(ﾁｹｯ

ﾄなし)合計 

 備考 

1 創作料理 灯   111 ¥111,000 ¥36,956   

2 旭鮨   179 ¥179,000 ¥36,956   

3 あじの店つきぢ   177 ¥177,000 ¥36,956   

4 ATAGO ＊ 87 ¥87,000 ¥36,956   

5   KURANO ＊ 71 ¥71,000 ¥36,956   

6   HIRANOYA ＊ 79 ¥79,000 ¥36,956   

7 テンリュウ堂 ＊ 15 ¥15,000 ¥36,956   

8 食事処  ありがとう   29 ¥29,000 ¥36,956   

9 麺屋 杏樹 ○ 0 ¥0 ¥36,956   

10   あんじゅ＋２ ○ 0 ¥0 ¥36,956   

11 イオン飯田店２階フードコート内(しな

とら飯田店、旨いや、メレンダ） 

＊ 87 ¥87,000 ¥36,956   

チケット購入数 19,478 枚 

利⽤枚数 18,196 枚 

残 1,282 枚 

 各店支払い額 店舗数 合計 

全額支援⾦(9 月支払) 27,864 円 143 店 3,984,552 円 

最終清算(12 月支払) 9,092 円 141 店 1,281,972 円 

合計 36,956 円  5,266,524 円 
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12   かなえ茶屋 ＊ 458 ¥458,000 ¥36,956   

13   さすが家飯田店 ＊ 311 ¥311,000 ¥36,956   

14   ちゃあしゅう屋飯田店 ＊ 194 ¥194,000 ¥36,956   

15 ⼀夢庵 ○ 831 ¥831,000 ¥36,956 3 店合計 

16   駅前カフェ⼀茶堂 ○ 0 ¥0 ¥36,956 №15.16.17 

17   かぶき屋 ○ 0 ¥0 ¥36,956   

18 カフェレスト・イフ   34 ¥34,000 ¥36,956   

19 いろは亭   105 ¥105,000 ¥36,956   

20 和創酒遊 うたげ ＊ 19 ¥19,000 ¥36,956   

21   第五宝船丸 ＊ 0 ¥0 ¥36,956   

22   すし処 ⿂⿂魯 ＊ 328 ¥328,000 ¥36,956   

23   個室酒房 ながぐつ ＊ 175 ¥175,000 ¥36,956   

24   炭火居酒屋のんべえ ＊ 70 ¥70,000 ¥36,956   

25 海鮮酒場 裏萬房 ○ 66 ¥66,000 ¥36,956   

26   月うさぎ ○ 44 ¥44,000 ¥36,956   

27   丸中商會 ○ 115 ¥115,000 ¥36,956   

28   slow food 萬房 ○ 136 ¥136,000 ¥36,956   

29   TESSHIN ○ 202 ¥202,000 ¥36,956   

30 エース食産   180 ¥180,000 ¥36,956   

31 鉄板 笑門 天龍峡店   113 ¥113,000 ¥36,956   

32 酒場かかしや   0 ¥0 ¥36,956   

33 片桐商店   33 ¥33,000 ¥36,956   

34 居酒屋かっぽれ   16 ¥16,000 ¥36,956   

35 カフェヴェレゾン   145 ¥145,000 ¥36,956   

36 cafe dining e   114 ¥114,000 ¥36,956   

37 鉄板居酒屋⻲じぃ   0 ¥0 ¥36,956   

38 からあげビリー ＊ 418 ¥418,000 ¥36,956 2 店合計 

39   ラーメン ふたつ矢 ＊ 0 ¥0 ¥36,956 №38.39 

40 カレーの⼤原屋   99 ¥99,000 ¥36,956   

41 喫茶 en   12 ¥12,000 ¥36,956   

42 キッチンかのん   149 ¥149,000 ¥36,956   

43 キッチン こいけ   199 ¥199,000 ¥36,956   

44 ｶﾝﾄﾘｰｷｯﾁﾝ KYABETSU   118 ¥118,000 ¥36,956   

45 カジュアルステーキぎゅう ○ 405 ¥405,000 ¥36,956   

46   まいてい ○ 62 ¥62,000 ¥36,956   

47 九如亭   11 ¥11,000 ¥36,956   
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48 京鮨   237 ¥237,000 ¥36,956   

49 喜代志   114 ¥114,000 ¥36,956   

50 点心厨房 希林   70 ¥70,000 ¥36,956   

51 鉄板焼 Dining 銀座ハンバーグ ＊ 528 ¥528,000 ¥36,956   

52   HILLS CAFE ＊ 136 ¥136,000 ¥36,956   

53   焼⾁おおくら ＊ 258 ¥258,000 ¥36,956   

54 ⾦太郎   34 ¥34,000 ¥36,956   

55 天ぷら⾦万   271 ¥271,000 ¥36,956   

56 串カツ⼀丸 ○ 0 ¥0 ¥36,956 2 店合計 

57   来来亭飯田店 ○ 255 ¥255,000 ¥36,956 №56.57 

58 串屋 ⻑右衛門 飯田中央店 ＊ 83 ¥83,000 ¥36,956   

59   串屋 ⻑右衛門 鼎⼀色店 ＊ 126 ¥126,000 ¥36,956   

60 KitchenCafe ぐり~ん   24 ¥24,000 ¥36,956   

61 gul gul ○ 110 ¥110,000 ¥36,956   

62   ⼀茶酒場 SALSA ○ 127 ¥127,000 ¥36,956   

63   遊夜ダイニング ○ 115 ¥115,000 ¥36,956   

64 ⿊⾦屋   83 ¥83,000 ¥36,956   

65 京城園   735 ¥735,000 ¥36,956   

66 原価 Bar SOL   39 ¥39,000 ¥36,956   

67 食楽⼯房 元家（げんや）   7 ¥7,000 ¥36,956   

68 四川系中国料理 菜彩   289 ¥289,000 ¥36,956   

69 THE BARREL  (ザ・バレル)   23 ¥23,000 ¥36,956   

70 中国広東料理 山水楼   276 ¥276,000 ¥36,956   

71 地酒処 三の蔵   57 ¥57,000 ¥36,956   

72 カフェ三連蔵 ＊ 90 ¥90,000 ¥36,956   

73   旨⾁酒場やきまる ＊ 179 ¥179,000 ¥36,956   

74 BAR 時代屋 ○ 148 ¥148,000 ¥36,956 3 店合計 

75   BAR フィフティーズ 1950 ○ 0 ¥0 ¥36,956 №74.75.76 

76   BAR 古時計 ○ 0 ¥0 ¥36,956   

77 七⾥屋茶房   1 ¥1,000 ¥36,956   

78 信濃屋中央通り店   237 ¥237,000 ¥36,956   

79 そば処 しみず   11 ¥11,000 ￥27,864 9 月閉店 

80 手打ちとんかつ志瑞   689 ¥689,000 ¥36,956   

81 上海楼   279 ¥279,000 ¥36,956   

82 GOLF&BAR JUKE   0 ¥0 ¥36,956   

83 呑道楽  じん兵衛   58 ¥58,000 ¥36,956   
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84 砂払温泉   49 ¥49,000 ¥36,956   

85 スペインバル マージ   204 ¥204,000 ¥36,956   

86 カフェレストセンジュ   43 ¥43,000 ¥36,956   

87 ソットオーリオ   700 ¥700,000 ¥36,956   

88 kitchen そらら   47 ¥47,000 ¥36,956   

89 焼⾁だいこく家飯田店   249 ¥249,000 ¥36,956   

90 たこやきハウスデコちゃん 飯田駅前店   17 ¥17,000 ¥36,956   

91 俺流ワヰン酒場 TATSU 屋製麺所   131 ¥131,000 ¥36,956   

92 チキン亭   138 ¥138,000 ¥36,956   

93 割烹 千登勢   29 ¥29,000 ¥36,956   

94 カフェ・ダイニング・チャーリー・シー   10 ¥10,000 ¥36,956   

95 もんじゃ焼 ⼟筆   59 ¥59,000 ¥36,956   

96 つぼ八飯田店   53 ¥53,000 ¥36,956   

97 得得 羽場坂店   211 ¥211,000 ¥36,956   

98 鶏⾁研究所   0 ¥0 ¥36,956   

99 どんでん ＊ 208 ¥208,000 ¥36,956   

100   村さ来座光寺店 ＊ 61 ¥61,000 ¥36,956   

101   村さ来知久町店 ＊ 130 ¥130,000 ¥27,864 9 月閉店 

102 丼々恋グルメ館   317 ¥317,000 ¥36,956   

103 居酒屋どんべい   20 ¥20,000 ¥36,956   

104 名古乃   0 ¥0 ¥36,956   

105 南国飯店   83 ¥83,000 ¥36,956   

106 Cafe &Bar 好日子 hao ri zi   0 ¥0 ¥36,956   

107 北の味 はこだて   578 ¥578,000 ¥36,956   

108 バズロックラーメン   0 ¥0 ¥36,956   

109 Buger Café PAL'S   133 ¥133,000 ¥36,956   

110 カフェレストランビーバー   15 ¥15,000 ¥36,956   

111 PIZZA hikonoKi ヒコノキ   308 ¥308,000 ¥36,956   

112 和牛⼀頭買いふえ門   346 ¥346,000 ¥36,956   

113 Fukuume   65 ¥65,000 ¥36,956   

114 北海道ジンギスカン専門店 すすきの ○ 69 ¥69,000 ¥36,956 2 店合計 

115   ラムしゃぶ あずまし屋 ○ 0 ¥0 ¥36,956 №114.115 

116 ボンマンジェ天龍峡   72 ¥72,000 ¥36,956   

117 鮨ごちそうや 松乃本店   203 ¥203,000 ¥36,956   

118 丸井亭   935 ¥935,000 ¥36,956   

119 炭火焼⾁丸三   180 ¥180,000 ¥36,956   
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120 三河家食堂   157 ¥157,000 ¥36,956   

121 地野菜 実のり   13 ¥13,000 ¥36,956   

122 メランジェ   14 ¥14,000 ¥36,956   

123 紋次郎   41 ¥41,000 ¥36,956   

124 味処 八起   63 ¥63,000 ¥36,956   

125 食遊酒房やお道   69 ¥69,000 ¥36,956   

126 やきとりとよ   53 ¥53,000 ¥36,956   

127 焼⾁の吉田家   46 ¥46,000 ¥36,956   

128 山羊印カフェ   12 ¥12,000 ¥36,956   

129 山のや   30 ¥30,000 ¥36,956   

130 やまもと   146 ¥146,000 ¥36,956   

131 遊牧⺠   1 ¥1,000 ¥36,956   

132 お食事処・夢   0 ¥0 ¥36,956   

133 粋な居酒屋よかよか   30 ¥30,000 ¥36,956   

134 米っ子寿司 龍⺒   115 ¥115,000 ¥36,956   

135 FOOD&BAR REAZY   0 ¥0 ¥36,956   

136 Liber&Liber   47 ¥47,000 ¥36,956   

137 龍峡亭   0 ¥0 ¥36,956   

138 BAR リユニオン   0 ¥0 ¥36,956   

139 BAR レミニス   0 ¥0 ¥36,956   

140 Dining&Bar LOCO DELI   6 ¥6,000 ¥36,956   

141 和酒酔処 進〜sin〜   0 ¥0 ¥36,956   

142 わらび家   0 ¥0 ¥36,956   

143 BAR ワンエイティー   0 ¥0 ¥36,956   

  サンコーポレーション   4 ¥4,000  参加店外 

   18,196 ¥18,196,000 ¥5,266,524  

 




