
小諸市消費喚起促進事業 こもろデジタルクーポン『こもポン』 加盟店リスト

No. 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※

1 旅館・ホテル業 小諸ロイヤルホテル 相生町1-3-1 小諸ロイヤルホテル 0267-22-6633 〇

2 旅館・ホテル業 Hotelひしや 御影新田2746-1 0267-22-0049 〇

3 旅館・ホテル業 ランプの宿 高峰温泉 菱平７０４−１ 0267-25-2000 〇

4 旅館・ホテル業 高峰マウンテンホテル 高峰高原 0267-23-1712 〇

5 旅館・ホテル業 高峰高原ホテル 高峰高原704 0267-25-3000 〇

6 旅館・ホテル業 天狗温泉浅間山荘 甲又4766-2 0267-22-0959 〇

7 理・美容業 橋詰理容館 田町1-2-2 0267-22-1161

8 理・美容業 理容ふじわら 相生町１−４−６ 0267-22-3853

9 理・美容業 BoB 大手 1-5-21 1階 0267-23-5350 〇

10 理・美容業 メナードフェイシャルサロン ウィローチェ 御影新田2437-10 0267-27-0919 〇

11 理・美容業 ヘアーアマリ M＆Ｋ 与良町３−２−３４ 0267-22-1159 〇

12 理・美容業 サザン美容室 甲１５３１−１１ 0267-23-9118 〇

13 理・美容業 ビューティスペースＲＩＢＯＮ 御幸町1-10-6 0267-25-1765 〇

14 理・美容業 hus理美容室 与良町3-7-9 0267-22-2396 〇

15 理・美容業 ヘアーサロン マツイ 大手２−１−３２ 0267-22-2107 〇

16 理・美容業 美容室ふわふわ 市４８６−３ 0267-31-0808

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

18 薬局・ドラッグストア (有)金沢薬局 荒町2-2-6 0267-22-0038

19 薬局・ドラッグストア くすりのほしまん小諸八満店 八満188-1 0267-26-0881 〇

20 薬局・ドラッグストア 小諸コスモス薬局 甲東原田１６４８−７ 0267-26-2282 〇

21 薬局・ドラッグストア 美里薬局 耳取９８８−９ 0267-24-0032 〇

22 薬局・ドラッグストア (有)くすり亀正堂 相生町３−１−８ 0267-22-0407

23 薬局・ドラッグストア 相馬薬局 相生町２−１−９ 0267-22-0411 〇

24 薬局・ドラッグストア 勉強堂薬局 相生町2-2-6 0267-22-0508

25 薬局・ドラッグストア こもろ相生薬局 相生町３−２−３ 0267-31-6334 〇

26 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

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

28 日用品・衣料品小売業 こばやし商店 相生町３−２−２ 0267-22-0248 〇

29 日用品・衣料品小売業 章文堂 相生町2-2-4 0267-22-0651 〇

30 日用品・衣料品小売業 ナオミ小諸店 相生町２−１−６ 0267-22-5454 〇

31 日用品・衣料品小売業 プチコム 相生町2-1-1 0267-25-6405 〇

32 日用品・衣料品小売業 ヤマティ 本町3-1-11 0267-22-0656 〇

33 日用品・衣料品小売業 メンズショップタカノ 与良町6-1-11 0267-28-2488

34 日用品・衣料品小売業 千野商店 相生町３−１−５ 0267-22-0421

35 日用品・衣料品小売業 洋裁屋atorie 荒町１−２−３ 090-1258-1031 〇

36 日用品・衣料品小売業 ジュネス 南町2-5-16 0267-28-9002 〇

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

38 食品小売業 田中鯉店 古城3-3-11 0267-22-0031

39 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

40 食品小売業 やまへい工場（売店） 甲1199 0267-23-2255 〇

41 食品小売業 風味堂 荒町２−５−７ 0267-23-1815 〇

42 食品小売業 足柄食糧 古城 1-2-1 0267-22-0401 〇

43 食品小売業 和泉屋菓子店 みかげ店 御影新田2590-1 0267-31-5300

44 食品小売業 茶和園 相生町２−２−４ 0267-22-0131 〇

45 食品小売業 芳光本店 平原６２４−５ 0267-23-9068 〇

46 食品小売業 グランドール洋菓子店 相生町1-2-4 0267-22-9045

47 食品小売業 古久庄 村松商店 南町１−２−３ 0267-22-3400

48 食品小売業 高峰マウンテンパーク内プロショップ 高峰高原 0267-23-1714 〇

49 食品小売業 マンズワイン小諸ワイナリー 諸375 0267-22-6341

50 食品小売業 シフォンケーキ専門店MéMé 相生町３−１−４ 0267-23-7724 〇

51 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

52 娯楽・レジャー・スポーツ 小諸高原ゴルフクラブ 滝原1101 0267-23-9583

53 娯楽・レジャー・スポーツ もとや釣具店 南町２−１−１ 0267-22-0344 〇

54 娯楽・レジャー・スポーツ ブルーマリンスポーツクラブ小諸※店頭物販商品のみ適用 御影新田2705-1 0267-23-3535 〇

55 飲食業 揚羽屋 大手1-3-17 0267-31-5593 〇

56 飲食業 杏亭 御影新田2746-1 0267-22-2407 〇

57 飲食業 うな藤 赤坂1-8-3 0267-23-8065 〇

58 飲食業 ガーディアン 御影新田 1949-2 0267-31-0358 〇

59 飲食業 金寿し 鶴巻２−２−２３ 0267-22-0475

60 飲食業 焼肉七福神 大手１−４−８ 0267-26-2133 〇

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

62 飲食業 そば蔵 丁子庵 本町２−１−３ 0267-23-0820 〇

63 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

こもポン加盟店リスト 2022/6/7 更新

『デジタル協力店』とは、初めての方や高齢者の方にも安心してデジタルクーポンを利用して頂く為、

実際 に店舗でのご利用時に、お客様の操作等を丁寧にサポートして頂ける事業者です。お気軽にお声がけ下さい。
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64 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

65 飲食業 ナパキッチンカー 八幡町１−２−８ 080-6939-3633 〇

66 飲食業 HARADA 相生町2-2-1 0267-22-0253 〇

67 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

68 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

69 飲食業 御食事処 やまへい 平原1172-1 0267-23-4147 〇

70 飲食業 レストラン八億 滋野甲１１９７−３ 0267-23-5878 〇

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

72 飲食業 得得小諸店 甲１６−１３ 0267-26-5955

73 飲食業 牛角 小諸店 御影新田2218 0267-25-0029

74 飲食業 クレッセント 市677-3 0267-26-5678 〇

75 飲食業 小諸なる小宮山酒店 鶴巻1-4-14 0267-22-0796 〇

76 飲食業 てうちそば うどん 郷ごころ 森山66-3 0267-22-1789 〇

77 飲食業 レストラン車留夢・兎月 六供2-8-3 0267-23-3310 〇

78 飲食業 ジャムジャムクレープ 森山521 090-2767-3165

79 飲食業 喰い処 末廣 南町１−９−１２ 0267-23-9358 〇

80 飲食業 そば七 本町3-1-2 0267-22-7688 〇

81 飲食業 だんとコーヒー 加増719-4 0267-22-5888 〇

82 飲食業 チッタスロー 与良町1-1-2 0267-27-0599 〇

83 飲食業 TEPPAN kitchen PORKY 大字山浦939-5 0267-23-0639 〇

84 飲食業 Nao'ｓ kitchen 甲1639-12 0267-28-9076 〇

85 飲食業 Hishiya海賊船 御影新田2746-1 0267-22-2793 〇

86 飲食業 中華坊 胡同 八満1073 0267-25-7111 〇

87 飲食業 蓬莱閣 南町２丁目２−1 0267-46-8850

88 飲食業 焼肉の家 マルコポーロ 小諸店 諸111-5 0267-26-3929 〇

89 飲食業 ルミナス 大手1-2-2 080-6994-2994

90 飲食業 日本料理 音羽 鶴巻2-2-27 0267-22-2225 〇

91 飲食業 Bar Zizz 大手1-5-19 0267-46-8115 〇

92 飲食業 高峰マウンテンパーク内レストランラクーン 高峰高原 0267-23-1714 〇

93 飲食業 高峰高原ビジターセンター 高峰高原 0267-23-3124 〇

94 飲食業 デリカテッセン山吹 荒町1-6-4 0267-41-0818 〇

95 飲食業 かつの店ながたや 甲１６４１−７ 0267-23-3101

96 飲食業 食べ呑み屋雲雀亭 和田８６５−１ 0267-41-0829

97 飲食業 まこと食堂 市町５−４−３５ 0267-22-1088 〇

98 飲食業 麺賊夢我夢中 御影新田２５９５−５ 0267-26-5120 〇

99 飲食業 中華そばやまさだ 本町2‐3‐7 0267-22-0266 〇

100 飲食業 みつばち 相生町2-1-10 0267-22-4048 〇

101 飲食業 酒・酒家 大手1-4-9 090-8582-1180

102 飲食業 小諸駅のまど 相生町１−１−１ 0267-46-8536 〇

103 飲食業 Lac Blanc 相生町１−２ー２ ユーニックビル2F 0267-31-5573 〇

104 飲食業 寺田屋 大手1-4-8 0267-25-0001

105 飲食業 ベルコーヒー 大手２−１−３０ 0267-22-0698 〇

106 飲食業 餃子の店 龍苑 乙639-18 0267-23-8860 〇

107 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

108 タクシー・代行業 第一交通株式会社 小諸営業所 和田217-8 0267-26-5055

109 その他小売業 エースカメラ 相生町１−１−６ 0267-22-4525 〇

110 その他小売業 オヌマ家具店 与良町４−２−１ 0267-22-0763

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

112 その他小売業 岸田酒店 南町１−１−８ 0267-22-0593 〇

113 その他小売業 佐藤燃料店 加増６４６−５ 0267-22-4356 〇

114 その他小売業 タイヤ館小諸 平原1003-1 0267-22-1777 〇

115 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

116 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

117 その他小売業 判光堂印舗 相生町３−１−６ 0267-22-0739 〇

118 その他小売業 パルやまいち 相生町1-3-5 0267-25-2423 〇

119 その他小売業 ひろせ 相生町２−２−２ 0267-22-4039 〇

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

121 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

122 その他小売業 山一屋酒店 与良町1丁目1-1 0267-22-0137

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

124 その他小売業 ヨシザワカメラ 荒町2-3-7 0267-22-1192 〇

125 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

126 その他小売業 エルコンパスヤマザキ 御幸町1-7-5 0267-22-5515 〇
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127 その他小売業 カネマン田村屋有限会社 大字森山739 0267-22-0918 〇

128 その他小売業 メガネ・補聴器のコミヤマ小諸店 相生町3-2-1 0267-22-0570 〇

129 その他小売業 (有)小諸パーツセンター 和田639-1 0267-23-7588

130 その他小売業 株式会社小山商会 赤坂給油所 赤坂1-4-7 0267-22-0505

131 その他小売業 桜井写真商会 大手1丁目5-17 0267-22-0301 〇

132 その他小売業 メガネ・宝石・トケイ つじ 相生町1-2-14 0267-23-1833 〇

133 その他小売業 蔦屋書店 佐久小諸店 御影新田２２９１−１ 0267-24-1500 〇

134 その他小売業 トップブックス 佐久小諸店 御影新田２２９１−１ 0267-25-1300 〇

135 その他小売業 フラワーショップ花季 小諸東店 御幸町2-2-26 ツルヤ小諸東店内 0267-23-6321 〇

136 その他小売業 カインズ小諸店 滋野甲1442-2 0267-25-1110

137 その他小売業 掛川スポーツ 本町２−３−８ 0267-22-5858 〇

138 その他小売業 メガネのミモト 小諸店 南町２−5ー16 0267-26-3610 〇

139 その他小売業 オートライフ塩沢小諸店 大字平原字久保田1137-1 0267-41-6320 〇

140 その他小売業 近藤サイクル 本町２−３−６ 0267-22-1094 〇

141 その他小売業 サクラ家具センター 御影新田１５３２−４ 0267-22-0363

142 その他小売業 オートアールズ 小諸店 大字滋野甲65-3 0267-31-6616 〇

143 その他小売業 ⾧野日石ガス株式会社 市町5-1-4 0267-22-1300

144 その他小売業 日光堂 大手1-4-8 0267-22-1210 〇

145 その他小売業 メガネのナガタ 小諸店 丙394-1 026-8220-0288 〇

146 その他小売業 オプティカルワークスコミヤマ 御影新田2585-1 0267-23-0570 〇

147 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

148 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

149 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

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

151 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

152 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

153 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

154 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

155 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

156 その他サービス業 きもの工房やまざき 東雲3-6-13 0267-22-2357 〇

157 その他サービス業 古久清自動車 与良町2-8-13 0267-22-4834 〇

158 その他サービス業 株式会社 小諸ガス 相生町3-1-2 0267-22-0661 〇

159 その他サービス業 ボディケア ハンズ整体院 六供2-8-3 レストラン車留夢 3階 080-5141-3260 〇

160 その他サービス業 癒しの空間まほろば 赤坂1-4-17 080-5144-7741 〇

161 その他サービス業 杏秋書院 和田897−2 0267-24-8688 〇

162 その他サービス業 Ｓｉｎｃｅｒｅｌｙ Ｈｅａｌｉｎｇ 塩野３９３３−８ 090-4067-9670

163 その他サービス業 土屋芳美ジャズダンス教室 加増1290 0267-22-9650

164 その他サービス業 寺嶋自動車修理工場 塩野1897-1 0267-22-4028 〇

165 その他サービス業 人力車のきらく屋 丁311 小諸城址懐古園内 080-3522-9694 〇

166 その他（製造業） 種兵 小諸市古城２−１−９ 0267-22-0566 〇

167 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

168 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

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

170 その他（建設業） 有限会社竹之内建設 平原７３６ 0267-22-2163 〇

171 その他（運輸業） ジェイアールバス関東（株）小諸支店 与良町3-1-3 0267-22-0588 〇

172 その他（リラクゼーション業） ほぐしラボ小諸店 和田１６０−２ 0267-25-8070 〇

173 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

174 その他（コンビニエンスストア） セブンイレブン小諸店 荒町１−４−８ 0267-24-0711 〇

175 その他（コンビニエンスストア） セブンイレブン小諸柏木店 柏木195-1 0267-26-3001

176 その他（コンビニエンスストア） セブンイレブン小諸耳取店 耳取373-7 0267-24-9153 〇

177 その他（コンビニエンスストア） セブンイレブン小諸南町店 南町2-4-3 0267-25-6153

178 その他（コンビニエンスストア） セブンイレブン小諸水押店 丙字青木４０７ 0267-22-2020

179 その他（コンビニエンスストア） セブンイレブン小諸芦原店 新町１−５−１３ 0267-25-0500

180 その他（コンビニエンスストア） セブンイレブン小諸三岡店 御影新田字向原1581-2 0267-24-6333

181 その他（コンビニエンスストア） セブンイレブン小諸八満店 八満２６−１ 0267-26-1628

182 その他（コンビニエンスストア） セブンイレブン小諸御影店 御影新田２５９５−１ 0267-25-7030

183 その他（コンビニエンスストア） セブンイレブン小諸御影新田店 御影新田香久保２６０３‐１ 0267-24-2217

184 その他（コンビニエンスストア） ローソン小諸乙女店 乙女９−１２ 0267-22-6065 〇

185 その他（コンビニエンスストア） ローソン小諸インター店 滝原１６９３−１ 0267-24-1808 〇

186 その他（コンビニエンスストア） ローソン小諸南町店 南町2-2712-1 0267-25-9176 〇

187 その他（コンビニエンスストア） ローソン小諸森山西店 森山607-1 0267-26-6236 〇

188 その他（コンビニエンスストア） ローソン小諸御影店 御影新田2404-2 0267-26-5173 〇

189 その他（クリーニング業） (有)クリーニング古城 インター店 諸303番地 0267-22-3566 〇
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小諸市消費喚起促進事業 こもろデジタルクーポン『こもポン』 加盟店リスト

No. 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※

こもポン加盟店リスト 2022/6/7 更新

『デジタル協力店』とは、初めての方や高齢者の方にも安心してデジタルクーポンを利用して頂く為、

実際 に店舗でのご利用時に、お客様の操作等を丁寧にサポートして頂ける事業者です。お気軽にお声がけ下さい。

190 その他（クリーニング業） (有)クリーニング古城 本店 古城1-2-12 0267-22-1737 〇

191 その他（ギフト商品） シャディサラダ館・佐久平店 和田159 0267-22-4188 〇
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