
【飲食店・喫茶店】

屋号名 店舗名 所在地

HARADA HARADA 相生町２丁目２番１号

NAO's kitchen 甲1639-12

RISTORANTE AZUMAYA 南町１－４－９

TEPPAN kitchen PORKY 山浦939-5

あげカフェ銀の匠 御影新田1850-1

イタリアンキッチン　ローリエ イタリアンレストラン　ローリエ 本町２丁目１－１

うなぎの藤舟 本町１丁目１番２号

お食事処　まこと 市町5-4-35

お食事処　まこと めしと酒　まこと 相生町1-3-1

かつの店　ながたや 甲１６４１－７

きのこの森 ふわり家 菱平533-1

キャンディライト 相生町2-2-7

くーみんキッチン 大字菱平８８番地２８

クレッセント 市677-3

こもろ食堂 相生町3-4-5

ステーキレストラン Hishiya海賊船 御影新田2476-1

そばや七良右ヱ門 本町3-1-2

そば蔵　丁子庵 そば蔵　丁子庵 本町２－１－３

だんとコーヒー だんとコーヒー 加増719-4

ティーサロン 寿徳 相生町１丁目３番１号

ベルコーヒー ベルコーヒー 大手2-1-30

レストラン八億 大字滋野甲１１９７番地３

遠州家 相生町１丁目２番４号

凱 大字滋野甲５９１－１

甘味処　みつばち 相生町2丁目1-10

牛角 小諸店 御影新田2218

蕎麦倶楽部　井泉庵 新町1－3－31

金寿し 鶴巻２丁目２番２３号

古久清食堂 与良町6-1-8

手打ちそば・うどん 郷ごころ 森山66-3

小諸駅のまど 小諸駅のまど 相生町1-1-1

中華杏亭 御影新田2746-1

中華坊胡同 八満1073

中吉 与良町4-1-6

中国飯店　夜来香 本店 大手1丁目3-2

天麩羅割烹懐 相生町1-2-7

農カフェ　わのん 八満140-1

麺賊 夢我夢中 本店 御影新田2595-5

有限会社車留夢 レストラン車留夢 六供 2-8-3

有限会社車留夢 兎月 六供 2-8-3

笊蕎麦　刻 大手1-3-14

餃子の店　龍苑 小諸店 乙639-18

ガスト 小諸店 大字諸１丁目５番２１号

ケンタッキーフライドチキン 小諸店 三和1-3044-1

すき家 18号小諸店 諸1-5-11

バーミヤン 小諸東店 甲字西唐松１５１２－１

焼きたて屋 カインズ小諸店 滋野甲１４４２－２

ほっともっと ほっともっと 小諸東店 ２－３－７

ほっともっと ほっともっと 小諸坂の上店 １丁目８－５



【居酒屋・バー】

屋号名 店舗名 所在地

BAR FOR YOU 大手2－1－5

ＢＩＳＴＲＯ　ＡＯＫＵＢＩ ＢＩＳＴＲＯ　ＡＯＫＵＢＩ 本町３丁目２－１８

ＨＵＧ　ＨＵＧ　８２２ ＨＵＧ　ＨＵＧ　８２２ 御影新田２４１２－８

ＨＵＧ　ＴＡＰ　ＲＯＯＭ ＨＵＧ　ＴＡＰ　ＲＯＯＭ 御影新田２４１２－８

Lac Blanc 相生町1-2-2

Lure 相生町2-2-1

うまいもんやちゃんちき 相生町１－３－４

カラオケラウンジ恋街 鶴巻1-3-11

カルカノ 鶴巻1-4-3

モダン割烹ほとなり モダン割烹ほとなり 本町3-1-6

モンテローザ 千年の宴　小諸駅前店 相生町2-1-11

モンテローザ 魚民　小諸駅前店 相生町2-1-11

レストラン一服亭 レストラン一服亭 南町２－６－３

雲雀亭 雲雀亭 和田８６５－１

居酒屋 ぶらいかん 相生町1-2-3

居酒屋酔心 大手2-1-17

喰い処末廣 喰い処末廣 南町１－９－１２

山野草 山野草 大手2-1-15

中吉 中吉 与良町４－１－５

【ガソリンスタンド】

屋号名 店舗名 所在地

木内石油 小諸南給油所 市７９７番地１５

【コンビニ】

屋号名 店舗名 所在地

セブン-イレブン 小諸新家 大字滋野甲字中壱騎場３９２０－１

セブン-イレブン 小諸八満 八満２６番地１

セブン-イレブン 小諸御影新田 大字御影新田２６０３－１

セブン-イレブン 小諸御影 大字御影新田２５９５－１

セブン-イレブン 小諸水押 丙字青木４０７－１

セブン-イレブン 小諸 荒町１－４－８

セブン-イレブン 小諸三和１丁目 三和１丁目３０２５番１４

セブン-イレブン 小諸耳取 大字耳取字牛原３７３－７

セブン-イレブン 小諸柏木 大字柏木１９５番１

セブン-イレブン 小諸南町 南町２丁目２４３６番４

セブン-イレブン 小諸三岡 大字御影新田字向原１５８１－２

セブン-イレブン 小諸小原 甲字原田１６７３－１

セブン-イレブン 小諸芦原 新町１丁目５番１３号

デイリーヤマザキ こもろ医療センター 相生町3-3-21

ローソン 小諸南町 南町２‐２７１２‐１

ローソン 小諸御影 大字御影新田２４０４‐２

ローソン 小諸インター 大字滝原１６９３‐１

ローソン 小諸森山西 大字森山６０７‐１

ローソン 小諸御影東 大字御影新田９５４‐１８

ローソン 小諸乙女 乙女９‐１２



【各種小売】

屋号名 店舗名 所在地

Plantago 柏木230-3

Rebouquet 相生町3丁目1-9

こばやし 相生町３丁目２番２号

コモド 相生町３丁目２番３号

ジュネス 南町2-5-16

ナオミ小諸店 相生町2丁目1番地6

ハウスウェアー チノ 相生町３丁目１番５号

ル・プレ 小諸店 御影新田１８５０

佐藤デザインルーム 佐藤デザインルーム 相生町二丁目２－１

不動ベストパートナー荻原 与良町3-9-8

揚羽屋 相生町１丁目３番７号

エルコンパスセンター 相生町１丁目３番６号

オヌマ家具店 与良町4-2-1

サクラ家具センター サクラ家具センター 御影新田１５３２ー４

ソフトバンク 小諸 丙水押４０４‐１

パナメイトタケハナ 相生町2丁目２－７

マルチメディアほっとステーションHAL 荒町１-7-8

ドッグサロンヴァイス 大字市６９１－３２

フラワーショップ花季 小諸東店 御幸町 2-2-26

花キューピット 花よし小諸 与良町3-3-1

花キューピット ＨＡＭＡＥＮＧＥＩ みかげ店 御影新田2580-2

有限会社日光堂 日光堂 大手１丁目４番８号

エースカメラ エースカメラ 相生町1-1-6

オプティカルワークスコミヤマ オプティカルワークスコミヤマ 御影新田２５８５－１

カメラハウス小諸 相生町3-1-4

サトウ メガネ時計宝石 サトウ 相生町3-1-9

ひろせ ひろせ 相生町2-2-2

メガネ・宝石・トケイ  つじ 相生町１丁目２番１４号

メガネトケイ　サトウ 相生町３－１－９

メガネと補聴器のコミヤマ 相生町３丁目２番１号

メガネのミモト 小諸店 南町 2-5-16

ヤジマ時計店 市町1-1-13

ヨシザワカメラ 荒町2-3-7

三ツ星眼鏡時計店 与良町１－２－２

スマイルサンタ 小諸店 市町5-4-12

ネクストデザインオート 丙４４２番地１５

モータースクラブ　ブルドッグ 大字滋野甲１１７１番地３

有限会社中込自動車部品商会 小諸営業所 加増 3丁目2-5

(有)山崎屋玩具店 相生町3-4-4

abox 滋野甲556－3

tochka 耳取546-4

ブルーマリンスポーツクラブ 小諸売店 大字御影新田２７０５番地１

掛川スポーツ 本町２丁目３番８号

株式会社ながのサービス Max Golf Studio 丙510-1

株式会社ながのサービス くるま工房 FACE COMPANY 丙 510-1

株式会社ながのサービス まるはち 和田 838-6

丸二紙店 荒町２丁目１番１６号

古本市場トップブックス 佐久小諸店 御影新田2291-1

合資会社大和屋紙店 本町３丁目１番４号

蔦屋書店 佐久小諸店 御影新田 2291-1



日光堂 大手1-4-8

万年堂 株式会社　万年堂 相生町３丁目４番６号

有限会社　章文堂 章文堂 相生町二丁目２番４号

黎明堂書店 荒町1-6-10

テイツーグループ 古本市場　トップブックス 佐久小諸店 御影新田2291-1

HondaCarsしなの HondaCarsしなの 小諸東店 平原972-1

HondaCars長野中央 HondaCars長野中央 小諸インター店 西原270-1

アルペン ゴルフ5 佐久北インター 御影新田字香久保２６１６－１

アルペン スポーツデポ 佐久北インター 御影新田字香久保２６１６－１

オートアールズ 小諸店 滋野甲６５－３

ARTES FLOR ARTES FLOR 大字加増640-24

Libraro 森山140-10

SatoDesignRoom 相生町２丁目２番１号

おみやげのみやさか おみやげのみやさか 相生町１丁目３番１号

カネマン田村屋有限会社 大字森山739

ギャラリーまきの ギャラリーまきの 相生町１丁目２番９号

もとや釣具店 南町２丁目１番１号

近藤サイクル 本町2-3-6

佐藤油脂 佐藤油脂株式会社 甲１３番地１

小諸ガス 相生町３丁目１番２号

判光堂印舗 相生町3-1-6

シルク 小諸ユー・パレット店 大字御影新田字大塚原1850

ダイソー 小諸東店 御幸町２丁目１２－５

ダイソー 小諸インター店 大字諸字宮司３０３

【各種食料品】

屋号名 店舗名 所在地

シフォンケーキ専門店MeMe 相生町３丁目１番地４

ドレッシング キッチン アイズ ドレッシング キッチン 相生町3-2-3

family farm 柏の葉 御影新田1464-2

あぐりの湯　こもろ 大久保1145-1

こうじや商店 こうじや商店 大字御影新田１７７６－１

こもろ布引いちご園 こもろ布引いちご園 大字大久保１１７３－１

ヒトキトベーカリー ヒトキトベーカリー 滋野甲４１６２－ロ号－７１

ワイエムサービス 御影新田２７３５－１３

玉屋 小諸店 三和1-7-36

虎屋菓子店 相生町1-2-6

小林農園浅間サンライン直売店 大字柏木１４０７－１１

蔵の粉屋　大西製粉 蔵の粉屋　大西製粉 東小諸１５８１－３

足柄食糧 古城1-2-1

大池農園 りんご園 甲4353

田中鯉店 古城3-3-11

富士屋醸造 富士屋醸造 本町１丁目３番１０号

風味堂 荒町2-5-7

芳光 本社売店 大字平原６２４番地５

Terre　de　ciel Terre　de　ciel 滋野甲天池４０６３－５

岸田酒店 南町1-1-8

山一屋酒店 与良町１丁目１番１号

小諸なる小宮山酒店 小諸なる小宮山酒店 鶴巻１－４－１４

デリシア デリシア小諸インター店 諸303

ユーパレット ユーパレット小諸店 御影新田字大塚原１８５０番地

西友 西友 小諸小原店 大字甲字東原田1649-6



【薬局・ドラッグストア】

屋号名 店舗名 所在地

カワチ薬品 カワチ薬品小諸店 丙384-3

クスリのサンロード 小諸店 八幡町 2丁目5番2号

くすりのほしまん 小諸八満店 八満188-1

小諸コスモス薬局 甲1648-7

相馬薬局 相生町２丁目１番９号

くすりのジョヴィチェーン こもろ相生薬局 相生町３－１－６

くすりのジョヴィチェーン 小諸コスモス薬局 甲東原田１６４８－７

クオール薬局 クオール小諸薬局 甲4598-23

ウエルシアグループ ウエルシア小諸みかげ店 御影新田２５７８－１

ウエルシアグループ ウエルシア小諸御幸町店 御幸町一丁目２番２６号

ツルハドラッグ 小諸御影店 大字御影新田1850

ツルハドラッグ 小諸インター店 大字諸303

くすり亀正堂 相生町３丁目１番８号

さかもと薬局 さかもと薬局 南町２－４－７

ほんまち薬局 本町2-2-8

勉強堂薬局 相生町２丁目２番５号

【ホテル・旅館・レジャー・浴場】

屋号名 店舗名 所在地

Jabros Art Design 開魂楼　時の門 荒町2-4-3

グレイスランドホテル 南町１丁目４番５号

ゲストハウスciel etoilte 大久保2426-867

伊東園ホテルズ 小諸グランドキャッスルホテル 古城1-1-5

㈱小諸ロイヤルホテル 相生町１丁目３番１号

粂屋 粂屋 市町一丁目２番２４号

青雲館 青雲館　SEIUNKAN 大字滋野甲　３３８０

天狗温泉浅間山荘 甲又4766-2

菱野温泉　薬師館 菱野温泉　薬師館 菱平７４０

菱野温泉　常盤館 菱野温泉　常盤館 菱平７６２－２

布引温泉　こもろ 大久保６２０－３

【自動車整備・各種修理】

屋号名 店舗名 所在地

（株）ホンダカーズ長野中央 小諸インター店 西原270-1

(有)ボディーオート桜井 大字菱平３０９番地２

Cloud９ Pit 御影新田1539

Honda Cars しなの 小諸東店 平原972-1

T.R.G 加増500-1

エフ・サービス エフ・サービス 大字柏木７８１番地１

オートライフ塩沢 小諸店 大字平原1137-1

タイヤ館小諸 平原1003-1

タグチ鈑金 大字耳取1485番地3

ヒトツヤオート 御影新田1568-4

㈱名城工業 御幸町１丁目３番１号

金子塗装 大字滋野甲１１１７－１

古久清自動車 与良町2丁目8-13

寺嶋自動車修理工場 大字塩野１８９７ー１

長野ダイハツモータース 小諸インター店 丙字青木433-4

長野三菱自動車販売 小諸店 大字柏木203-8

有限会社タマオートスクエア 大字御影新田１５７０番地１

浅間自動車株式会社 大字柏木１９７番地１



【 理容・美容】

屋号名 店舗名 所在地

BBM hair 諸1-62-5

ＢＢＭ　ｈａｉｒ ＢＢＭ　ｈａｉｒ 諸１丁目６２－５

hair seak 荒町1-3-8

ｈａｉｒ　ｓｅａｋ 荒町１ー３ー８

i-samu美容室 i-samu美容室 南町 ２丁目６－３

ＬＵＣＩＤＳＴＹＬＥ　Ｏｒｇａ ＬＵＣＩＤＳＴＹＬＥ　Ｏｒｇａ 御影新田２５１９－６

salon'de PATCH サロンドパッチ 御影新田1570-5

Silksun 加増1-1-8

アプリコット美容室 アプリコット美容室 大字諸７４６－１

サザン美容室 甲1531-11

ビューティスペース　RIBON ビューティスペース　RIBON 御幸町1丁目10-6

フィオーレ フィオーレ 塩野２１２５－１

ヘアーサロン　HAFURI 大字御影新田2320-5

橋詰理容館 橋詰理容館 田町1丁目2-2

美容室 ふわふわ 大字市４８６－３

美容室ちゃちゃ 御影新田2575-4

理容ふじわら 相生町1-4-6

【エステ・施術所】

屋号名 店舗名 所在地

Nail Salon Vi-Cute 市797-20

Nailsalon Gane-sha 相生町3丁目1-8

ブリビアン 御影新田1442-3

メナードフェイシャルエステサロン　ウィローチェ小諸第三施術室 御影新田2437-10

ほぐしラボ 小諸店 和田160-2

まほろば 赤坂１丁目４番１７号

美容温活サロン　コパスティック 加増1-1-6

【クリーニング・各種清掃】

屋号名 店舗名 所在地

ＨＩＮＯＤＥ クリーニング専科　小諸東店 御幸町2丁目３－９

きもの工房　やまざき 東雲3-6-13

クリーニングよねくら 西友小諸店 甲 1649-6

クリーニング旭屋 クリーニング旭屋 荒町１丁目３番７号

クリーニング古城 本店 古城1-2-12

クリーニング古城 小諸インター店 諸 303

クリーンライフ 東信営業所 諸339-3

ダスキン　エヌシーエス サービスマスター 大字西原３３９番地１４

京屋クリーニング ユーパレット小諸店 大字御影新田1850-1

京屋クリーニング 本店 与良町１丁目２番７号

株式会社ダスキンサーヴ北関東 御影支店 御影新田447-13

La･rimar 南町3-10-2

ウィスラー・スカイベース・小諸 ウィスラー・スカイベース・小諸 甲４４４４－１

桜井写真商会 大手1-5-17

浅間高原農場 小諸ファーム ブルーベリー狩り 甲4450

夢ハーベスト農場 夢ハーベスト農場 八満２１５７－２

小諸観光交流館 大手1-6-16

株式会社ベストペイント 長野支店 丙831-9

株式会社チンタイバンク ミニミニFC 小諸店 柏木 202-1



【交通・タクシー】

屋号名 店舗名 所在地

こもろ愛のりくんコールセンター 相生町1-2-7

ニュー交通(有)小諸営業所 与良町1-4-10

松葉タクシー 小諸営業所 赤坂1-4-4

第一交通　佐久 小諸営業所 和田217-8

【公共サービス】

屋号名 店舗名 所在地

小諸市観光案内所 小諸市観光案内所 相生町1-1-1


