
こもポン加盟店リスト 2022/5/17

業種 店舗名（表示名称） 店舗住所 店舗電話番号 デジタル協力店

理・美容業 橋詰理容館 田町1-2-2 0267-22-1161 〇

理・美容業 理容ふじわら 相生町１−４−６ 0267-22-3853 ×

薬局・ドラッグストア さかもと薬局 南町2-4-7 0267-23-8228 〇

日用品・衣料品小売業 靴のアゲハヤ 相生町1-3-7 0267-23-2525 〇

日用品・衣料品小売業 万年堂 相生町３−４−６ 0267-22-3335 〇

食品小売業 蔵の粉屋 大西製粉 東小諸甲1581-3 0267-22-0585 〇

食品小売業 田中鯉店 古城3-3-11 0267-22-0031 ×

食品小売業 ベーカリーカフェ ハグリコ 市町5-3-7 0267-46-8035 〇

食品小売業 やまへい工場（売店） 甲1199 0267-23-4147 〇

食品小売業 風味堂 荒町２−５−７ 0267-23-1815 〇

娯楽・レジャー・スポーツ 夢ハーベスト農場 大字八満2157-2 0267-25-9255 〇

飲食業 揚羽屋 大手1-3-17 0267-31-5593 〇

飲食業 杏亭 御影新田2746-1 0267-22-2407 〇

飲食業 うな藤 赤坂1-8-3 0267-23-8065 〇

飲食業 ガーディアン 御影新田 1949-2 0267-31-0358 〇

飲食業 金寿し 鶴巻２−２−２３ 0267-22-0475 ×

飲食業 焼肉七福神 大手１−４−８ 0267-26-2133 〇

飲食業 うまいもんや ちゃんちき 相生町１−３−４ 0267-22-2524 〇

飲食業 そば蔵 丁子庵 本町２−１−３ 0267-23-0820 〇

飲食業 停車場ガーデンカフェ 相生町１−１−９ 停車場ガーデン 0267-24-2525 〇

飲食業 アイズ ドレッシング キッチン    ( Ai's dressing kitchen ） 相生町三丁目2番地3号 1階 080-7942-1002 ×

飲食業 ナパキッチンカー 八幡町１−２−８ 080-6939-3633 〇

飲食業 HARADA 相生町2-2-1 0267-22-0253 〇

飲食業 ハグリコ ファクトリー 古城2-2-28 キャッスルスクエア１F 0267-31-5370 〇

飲食業 中華料理 萬祥酒楼 相生町1-2-2 天竺ビル３階 0267-25-4622 〇

飲食業 御食事処 やまへい 平原1172-1 0267-23-4147 〇

飲食業 レストラン八億 滋野甲１１９７−３ 0267-23-5878 〇

飲食業 Roast Joker 相生町３−１−６ 080-7507-0210 〇

タクシー・代行業 ニュー交通有限会社 赤坂１−４−４ 0267-22-0015 〇

その他小売業 エースカメラ 相生町１−１−６ 0267-22-4525 〇

その他小売業 オヌマ家具店 与良町４−２−１ 0267-22-0763 ×

その他小売業 カメラハウス小諸 相生町３−１−４ 0267-23-2925 ×

その他小売業 岸田酒店 南町１−１−８ 0267-22-0593 〇

その他小売業 佐藤燃料店 加増６４６−５ 0267-22-4356 〇

その他小売業 タイヤ館小諸 平原1003-1 0267-22-1777 〇

その他小売業 停車場ガーデンショップ 相生町１−１−９ 停車場ガーデン 0267-24-2525 〇

その他小売業 コスモ石油 中沢商事(株) 与良町３−９−１１ 0267-22-0818 ×

その他小売業 判光堂印舗 相生町３−１−６ 0267-22-0739 〇

その他小売業 パルやまいち 相生町1-3-5 0267-25-2423 〇

その他小売業 ひろせ 相生町２−２−２ 0267-22-4039 〇

その他小売業 株式会社丸二紙店 荒町２−１−１６ 0267-22-0004 ×

その他小売業 おみやげのみやさか 相生町1-3-1 0267-22-0690 〇

その他小売業 山一屋酒店 与良町1丁目1-1 0267-22-0137 ×

その他小売業 山屋物産株式会社 紺屋町2-3-6 0267-22-0091 〇

その他小売業 ヨシザワカメラ 荒町2-3-7 0267-22-1192 〇

その他小売業 エルコンパスセンター 相生町1−3−6 0267-22-0996 〇

その他サービス業 京屋クリーニング店 ユーパレット店 大字御影新田字大塚1850 0267-25-7110 〇

その他サービス業 京屋クリーニング店 本店 与良町1-2-7 0267-22-0631 〇

その他サービス業 こもろ情報ひろば 相生町2丁目2-1 0267-26-2077 〇

その他サービス業 Sato Design Room 相生町2丁目2-1 0267-22-2220 〇

その他サービス業 千曲観光(株)小諸営業所 大手２−１−１４ 0267-22-2300 〇

その他サービス業 マルチメディアほっとステーション HAL 荒町1-7-8 0267-26-6363 〇

その他サービス業 若林自動車工業有限会社 市町３−１３−３５ 0267-22-1174 ×

その他サービス業 ダスキンエヌシーエス 西原339-14 0267-25-2134 〇

その他サービス業 有限会社ボディーオート桜井 菱平309-2 0267-23-1331 〇

その他（自動車整備・販売業） (株)名城工業 御幸町1-3-1 0267-22-3344 ×

その他（建設業） 竹花工業株式会社 南町二丁目６−１０ 0267-22-1750 〇

その他（建設業） 谷建設株式会社 諸272-1 0267-22-2052 〇

その他（フォトスタジオ） One's Photo Design 相生町1-1-6こやまビル3F 0267-27-0613 〇


