
平成27年6月30日現在
№ 事業所名 主な取扱品
1 (有)大坂屋家具店 軽井沢彫家具、小物　和雑貨
2 (有)フランスベーカリー パン・パイ・クッキー類
3 ｃｏｒｉｓｓ 生活雑貨・洋服
4 ＧＡＲＢＡ軽井沢店 バームクーヘン・ショコラ
5 Ｍａｉ　Ｍａｉ 婦人衣料品
6 ＳＡＳＨ！軽井沢 靴、雑貨、アパレル
7 あづまや 飲食
8 アンジェリカ軽井沢 インポートファッションなどなど。一度お出掛け下さい。
9 一彫堂ＩＣＣHＯＤＯ軽井沢彫 軽井沢彫家具・小物
10 うつわの店　醉器 酒器など食器類
11 オリオン美容室・ブライダルサロンオリオン 美容・着付け、貸衣装(婚礼・成人式・七五三等)
12 柏屋製菓 パン
13 カフェレストラン　ぱおむ
14 軽井沢紅茶館サンビーム 紅茶・関連雑貨・焼き菓子
15 軽井沢デリカテッセン 自家製のハム・ソーセージ
16 軽井沢物産館 乳製品、ソフトクリーム、ぶたまん、県内産銘菓
17 軽井沢ふとん店 寝具一式・貸ふとん
18 軽井沢彫シバザキ 軽井沢彫の家具、工芸品
19 旧軽井沢ホテル音羽ノ森「レストラン桂姫」 ランチ・ディナー
20 厨 居酒屋
21 幸楽 焼肉、ラーメン
22 小林酒店 酒類・食品
23 ザ・ショップ　ダブル・オー 洋品(メンズ・レディス)・雑貨
24 酒井化学 文房具・画材・印カン・合鍵・ハカリ
25 肴膳 居酒屋
26 サトーシューズスタジオ 靴、雑貨、アパレル
27 第一交通タクシー タクシー
28 ジャムこばやし ジャム・ジュース・コンポートなど
29 竹風堂軽井沢ロータリー店 栗おこわ、栗菓子
30 ちもと 和菓子、甘味処
31 土屋理髪店 ヘアーカット・シェービング
32 デリカテッセン　キッツビュール 本場ドイツの国家資格を持つ職人手作りハム・ソーセージ
33 トラットリア　プリモ ピッツァ・パスタ
34 びすとろ　パナッシェ レストラン
35 ビストロ　ポモドーロ ピッツァ・パスタ等
36 ファーアンドレザー・ペレ軽井沢店 毛皮・皮革製品(ジャケット・コート・スカート・バック類）
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37 プリモ　旧軽井沢店 ピッツァ・パスタ
38 松葉タクシー有限会社 タクシー　
39 万平ホテル 宿泊、レストラン、カフェ、売店
40 リカーショップ　つちや 酒類、食品、菓子、雑貨
41 レストラン・カフェ　キッツビュール ヨーロッパのリゾートレストランがコンセプトのドイツ料理専門店
42 レストラン菊水 ハンバーグやビーフシチュー等の洋食
43 (株)シンビ堂医薬 処方箋調剤料は除　医薬品、雑貨等
44 (有)重野工務店 建設・設備工事
45 (有)中里 土産品　ホームウェア
46 (有)山屋商店 パン・酒類
47 Ｃａｆｅ　Ｄｉｎｉｎｇやまと 喫茶、軽食、アルコール、お食事(定食・ウナギ・丼物・ハンバーグなど)
48 ＫＡＲＵＩＺＡＷＡ　ＲａｉｄｅＴｏｗｎ ルイガノ　レンタサイクル
49 魚吉 飲食店(魚料理）
50 株式会社　井上 精米、白灯油他
51 株式会社　林百貨店 酒類販売、カギ、クリーニング他
52 株式会社安東商店軽井沢ＳＳ ガソリン、タイヤ、洗車
53 軽井沢地産株式会社 不動産売買及び賃貸、別荘管理
54 軽井沢プリンスボウル ボウリングプレー代(貸靴含む)
55 軽井沢プリンスホテルイースト 宿泊・レストラン・売店※フォレストホットスプリング/スパザフォレストは除外
56 軽井沢プリンスホテルウエスト 宿泊・レストラン・売店
57 軽井沢プリンスホテルスキー場 ジッププライン、カルスキサマーパーク、リフト
58 キッチン　ハイツ カレー・ハンバーグ・ひれかつ等
59 草軽交通株式会社 貸切バス、自動車整備、一般旅行
60 ザ・プリンスヴィラ軽井沢 宿泊・レストラン・売店
61 ザ・プリンス軽井沢 宿泊・レストラン・売店
62 白樺堂駅前通り店 軽井沢タルト、生どら焼、ジャム類
63 しらやま商店 文具・事務用品
64 スーパーヤオトク 食品、酒類、野菜、魚肉類
65 スポーツ＆シューズ　カトリ スポーツ用品全般、軽井沢中、東部小(指定)運動着
66 晴山ゴルフ場 ゴルフプレー、売店※付帯施設のピザーラ・光州苑は除く
67 そば処高美亭本店 信州そば
68 竹風堂軽井沢駅前店 栗おこわ、栗菓子
69 パブ　たかくら
70 はやしや 米、弁当、食料品
71 ますや 化粧品、衣料品、ソニックエステサロン
72 まるほん 飲食・土産品
73 都タイレストラン タイ料理、飲食
74 野菜がおいしいレストラン 料理、雑貨、食品
75 やまと薬局 医薬品・化粧品



76 有限会社市村機械工具店
77 ラ・テイエ ケーキ、焼菓子販売
78 和食ダイニング 和食
79 和助 定食、丼物、うどん、ビール、酒
80 セブンイレブン軽井沢プリンス通り店
81 レストラン　ウイング ステーキ・ハンバーグ・ジャガイモピザ・パスタ・ドリア等
82 軽井沢72ゴルフ ゴルフプレー料金
83 軽井沢浅間ゴルフコース ゴルフプレー代、ゴルフ売店
84 軽井沢浅間プリンスホテル ホテル売店・ホテルレストラン
85 花の妖精 洋品　バッグ
86 (株)軽井沢ＩＴ経営センター パソコン・タブレットPC
87 (株)軽井沢テレビサービス 家電製品
88 (株)タカトーアグリス 肥料、米
89 (有)軽井沢ドライ クリーニング品全般
90 （有）清水鈑金 屋根・板金・樋工事
91 (有)マルサ商会 家電品
92 ｉＣａｆｅ ＩＴ講座受講券
93 ＳＵＢＷＡＹツルヤ軽井沢店 サンドイッチ各種
94 安楽屋 食料品
95 飯田マッサージ マッサージ・はり・お灸
96 いこい山荘・華 レストラン食事
97 イタリアンカフェ・フェルマータ 喫茶、軽食
98 おらが製菓 和菓子
99 カバサワ・トケイ・メガネ店 トケイ・メガネ・腕時計電池交換
100 株式会社　アドエイド
101 株式会社　しげた 住宅機器、建築資材、一般土木用品
102 株式会社　松屋 ガソリン・灯油・プロパンガス・お米
103 株式会社佐藤肉店 食肉全般、野菜
104 軽井沢ガス株式会社 灯油・住宅設備機器他
105 軽井沢フローリスト花企画 生花　ウェディング一式　鉢物　仏事一式
106 川島鋸店 電動工具、建築金物、建築資材
107 季節料理　橅の樹 宴会、酒類
108 キリマン酒店 酒類、食料品
109 桐万薬局 医薬品・化粧品・雑貨
110 くるみ菓子花岡 和・洋菓子　くるみ菓子
111 小池印房 印鑑(会社印・角印・実印・銀行印・認印)ゴム印
112 コインランドリーウォッシュマン 洗濯乾燥機、乾燥機のご利用時にお使い頂けます
113 合資会社山下自動車整備工場 自動車の修理一式、販売等
114 サトー衣料品店 総合衣料　学校用品　洋服直し



115 山水 天ぷら、そば、うなぎ
116 旬彩　伍合 飲食
117 白ほたる豆腐店 豆腐、がんも、厚揚、油揚、豆乳、おから等
118 正　柳沢金物店
119 セブンイレブン軽井沢鳥井原店 コンビニエンス、一般食料品・雑貨
120 セブンイレブン中軽井沢店 コンビニ(食品・タバコ・酒他)
121 高橋薬局 医薬品・漢方薬・化粧品
122 玉川食堂 一般食堂　定食、丼物
123 田村屋総本店 和菓子　贈答品　土産品
124 トラットリア　リポーソ パスタ　ピッツァ　イタリアワイン　アンティパスタ　カルネ
125 ノリフラワー フラワーギフト、アレンジ、花束、開店花,仏花
126 パティスリー・シェ・カジワラ ケーキ・焼菓子など
127 ビストロ・プロヴァンス 食事、喫茶
128 牧場 焼肉・すき焼き・しゃぶしゃぶ
129 みのる写真 デジタルプリント・撮影・カメラ
130 メガネのコミヤマ・ビジョン＆ヒアリングステーション
 メガネ・サングラス・補聴器、ノルディックポール，ＣＨＵＭＳ
131 奴寿司 寿司・刺身・焼物
132 ヤマト商店 たばこ・クリーニング取次店
133 有限会社　四川亭 飲食
134 有限会社軽井沢観光 タクシー　貸切りバス
135 有限会社関モータース 自動車販売・整備他
136 有限会社セントラル自動車 自動車整備(車検)、販売
137 有限会社ユキ電化 電化製品販売・修理・工事
138 りんどう玩具店 一般玩具
139 レストハウスたむら ドリンク(コーヒー、紅茶、ミルクほか)食事定食、ポークかつ、ポーク焼肉、ハンバーグ、コロッケ他

140 レストラン　シャレ― カニコロッケ、ハンバーグ、ビーフシチュー、ハヤシライス
141 ろぐ亭 お食事代（焼き肉・しゃぶしゃぶランチ・ディナー）
142 和菓子　和 おだんご、和菓子、どらやき、おせんべい、お茶
143 和食亭　きよみず 鰻・刺身・天婦羅・信州アルプス牛・焼魚
144 (有)あらき 酒類、食品
145 大日方商店 たばこ、飲料水
146 クリエイティブ・コンプレックス・ストゥディオ スタジオ使用等
147 立ち寄りの湯軽井沢千ヶ滝温泉 入浴料
148 ホテルそよかぜ 食事、喫茶、宿泊
149 軽井沢絵本の森美術館・エルツおもちゃ博物館 美術館・博物館/ショップ/カフェ
150 沢屋 ジャム
151 馳走亭 居酒屋
152 弥栄　やさか とんかつ・揚げ物ならおまかせを！！
153 軽井沢そば　ひょうろく 飲食店(そば屋)



154 (株)武重商会軽井沢追分給油所 ガソリン・軽油・灯油・オイル・タイヤ・洗車ｅｔｃ
155 (有)土屋組 住宅リフォーム・住宅新築・別荘草刈等
156 アスプラス　パソコン・スマホサポート パソコン販売修理回収、スマホ講習、ホームページ制作
157 音楽ロッジゆうげん荘 御宴会・レンタルスタジオ
158 株式会社　松井 土木・上下水道設備工事
159 株式会社軽井沢オートサービス 自動車整備代・車両代
160 合資会社武田モータース 自動車販売及び整備
161 サンベスト 酒類・業務用雑貨
162 すみや 生活雑貨
163 蕎麦匠　きこり そば粉、生そば、そばまんじゅう、そば焼酎
164 焼肉　炎-ｅｎ- 焼肉　ステーキ　すき焼き　しゃぶしゃぶ
165 和食なが蔵 鰻料理、とんかつ、シャモ鍋
166 セブンイレブン軽井沢借宿店 一般食料品、雑貨
167 ゆうすげ温泉 入泉、食事、宿泊、宴会
168 株式会社　巴組
169 (株)柳沢土木 土木工事一式
170 株式会社インテック 浄化槽管理・工事、上下水道工事
171 塩壺温泉ホテル 宿泊・入浴
172 十二屋商店 文房具、事務用品、ゴム印、印鑑
173 くすりのほしまん軽井沢店 医薬品、化粧品、生活雑貨
174 軽井沢72ゴルフ給油所 ガソリン・軽油・灯油・オイル
175 セブンイレブン軽井沢長倉店 食品　雑貨
176 しむら薬房
177 株式会社萬屋商店 お米、お酒、ガス、灯油
178 川魚料理ゆうすげ 飲食

大型店
179 軽井沢・プリンスショッピングプラザ
180 株式会社マツヤ軽井沢店
181 ツルヤ軽井沢店 食料品
182 佐久浅間農協軽井沢支所
183 カインズホーム軽井沢店 日用品
184 株式会社ヤマダ電機テックランド軽井沢店 家電製品


