
事業所名 主な取扱商品等

㈲アイ電機 家電製品・電気工事

明石仏壇店 仏壇・仏具

茜屋 婦人洋品

アクセス 自動車販売・整備

上松商会 電動アシスト自転車・ロードクロスバイク・E-バイク

足立商店・薬局 医薬品・酒類

阿藤ふとん店 寝具・繊維製品

阿部印章店 印鑑・ゴム印・印章

アメリカンドラッグ飯山駅前店 ドラッグストア

アメリカンドラッグ飯山静間店 ドラッグストア

アメリカンドラッグ飯山本町店 ドラッグストア

飯山駅前モリキ薬局 医薬品

飯山新町モリキ薬局 医薬品

飯山薬局(新町) 医薬品

木島モリキ薬局 医薬品

アルソア化粧品 ビーナス 化粧品

㈲飯山エコー 農業機械

㈲飯山花木センター 生花

飯山市伝統産業会館内 売店 伝統工芸品・土産品

いいやま ぶなの駅 青果・土産品

㈲飯山ホンダ 自転車・二輪車販売修理

石澤商事 自動車販売・整備

イチミチ 自動車 自転車 バイク 販売・整備

伊村屋 菓子

三梅の園茶舗 お茶・海苔

L＆Mタキザワ 婦人・紳士洋品

㈲大口電機 家電

太田自動車㈲ 自動車販売・整備

㈲大原時計店 時計・メガネ

㈲岡田薬局 医薬品

小 売 業



㈱オートアールズ飯山バイパス店 カー用品・自動車整備・車検

㈱オートパル飯山 自動車販売・整備

㈱小野澤商店 石油製品

加賀屋 味噌・醤油

㈱家具・インテリアMOTY 家具・寝具・クリーニング

影山農機具店 農業機械・林業機械・除雪機

㈲柏尾精米石油部 燃料全般

㈲春日モータース 自動車販売・整備

㈲角屋酒店 酒類

かなざき 青果・菓子・雑貨

㈱金森スポーツ飯山 スポーツ用品

カネキ文具 文具・事務用品

かのう時計店 時計・メガネ・宝石

かばんと化粧品　タケヤ かばん類・化粧品

河内屋 事務用機器・コピー用紙

㈲キシダオートガレージ 自動車販売・整備

㈲岸田仏壇店 仏壇・仏具

北信濃いいやまショコラの森Bunzoo 生チョコレート・焼き菓子

ギフトショップ うらごん 贈答品・クリーニング

㈲木村商店 酒・食品

㈱きもの処しみず きもの・和装品

業務スーパー みゆき野店 食品・スーパーマーケット

喜楽堂 和菓子・バナナボート

化粧品のナルタヤ 化粧品

㈲コイデ自動車 自動車用品・修理

㈲穀久商店 肥料・きのこ資材

㈱コクリキ 野菜・花の種苗・農業資材

コメリハードアンドグリーン飯山店 日用雑貨・農業用品

㈲斉藤商会 LPガス・灯油・燃料器具

サガイヤ 時計・メガネ・アクセサリー

坂上モータース 自動車販売・整備

㈲酒田屋 食料品

酒のスーパータカぎ　飯山店 酒類



笹ずしのぜにがめ堂 笹ずし・さばごはん

佐藤金物店 建設土木資材

サラダ館 飯山常盤店 贈答用ギフト商品全般

サンフラワー 生花

㈱サンライフ小野沢 肥料・灯油・LPガス

JAながの あぐりタウンセルフ給油所 石油類販売

JAながの 太田給油所 石油類販売

JAながの JAファームみゆき店 営農・生活関連資材販売

JAながの みゆき燃料・ガスセンター 石油類・LPガス機器販売修理

JAながの みゆき農業機械センター 農機具販売・修理

JAながの 柳原給油所 石油類販売

上塩崎農園 ぶどう・りんご・蜂蜜

品蔵「雪あかり」 土産品

㈲篠井商店 LPガス・灯油

島田商店 日用品・荒物雑貨・家庭燃料

㈲清水屋酒店 酒類・飲料・ギフト

ジュエリーワタナベ 時計・メガネ

手芸ハウスサン 飯山店 手芸用品・洋裁・生地

㈲春栄堂 仏壇・仏具

上海本店 仏壇・仏具

信越自然郷天然水(㈱ワールドエコ) 信越自然郷天然水

㈲信越電機 家電・パソコン・ドローン

信州うるし工房 いろどり 工芸品

㈲神仏の鷲森 仏壇・仏具

杉山石油㈲ニュー飯山給油所 石油製品・自動車関連用品

杉山石油㈲本町給油所 石油製品・自動車関連用品

スマイルムーン 移動スーパー

㈱スワロースキー　Sキューブ飯山バイパス店 スポーツ用品

青果マタノ 青果

関スタジオ スタジオ写真撮影・写真用品他

㈱セキツネ 燃料・燃料機器

関洋服店 衣料品・男女制服

セブンイレブン飯山秋津店 食品・日用雑貨類



セブンイレブン飯山木島店 食品・日用雑貨類

セブンイレブン飯山静間店 食品・日用雑貨類

セブンイレブン飯山常盤大橋店 食品・日用雑貨類

セブンイレブン飯山日赤前店 食品・日用雑貨類

セブンイレブン飯山本町店 食品・日用雑貨類

大栄開発㈱ SUN飯山給油所 燃料

大黒屋菓子店 和・洋菓子

大正鋸工具店 電動工具

高島輪店 自転車・バイク

滝澤仏壇店 仏壇・仏具

㈲たちばなや商店 酒類・食料品

たなかや薬局 医薬品

田端屋精肉店 豚肉・とり肉

千曲デンキ 家電一般

寺澤商店 酒類

展示試作館 奥信濃 伝統工芸品・土産品

東信堂茶店 お茶

㈱長野ダイハツモータース飯山店 自動車販売・整備

長野トヨタ自動車㈱飯山店 自動車販売・整備

長野日産自動車㈱飯山店 自動車販売・整備

㈲仲屋商店 食料品・酒

農産物直売所「千曲川」 生鮮品

㈱野田重商店 和・洋紙

㈱ノタヤ 事務用品・OA機器・楽器

梅月 飯山店 和菓子

梅月 木島店 和菓子

PC&ミュージックショップ イースト 家電・パソコン・楽器

㈲畑宗 ガソリンスタンド・燃料・合鍵

㈲坂東ホーム 大人用紙おむつ・介護用品販売

㈲ヒシヤ電化センター 家電製品

ファッション・クリーニングみずの 衣料品・クリーニング

㈲福田屋製菓舗 和・洋菓子

藤澤石材店 墓石・石製品・灯篭



㈲二葉屋酒店 酒類・食品・整体

ぷちショップ 北嶋屋 酒

仏壇・仏具の老舗 ㈲山﨑本店 仏壇・仏具

仏壇の養光堂 仏壇・仏具

米峰 米・味噌・醤油

ベーカリーキムラヤ パン

北竜湖の館 売店・食事

㈱ホンダカーズ長野東飯山店 自動車販売・整備

MAHIRO AUTOMOTIVE バイク・自動車カスタム

㈲マキノ書店 書籍

町の写真屋　ミスズ堂 写真・プリント販売・撮影

松本仏壇店 仏壇・仏具

㈲松山オート 自動車関連

㈲松山商店 酒類・食料品

㈱丸栄産業 スキー用品

㈲丸真モータース 自動車販売・整備

マルスケセンイ 衣類・寝具用品

丸田製パン パン

マルトミ洋品店 洋品

㈲丸山自動車工場 自動車販売・整備

ミスタータイヤマン飯山 タイヤ

㈲ミスハート 婦人服

ミセスショップ 婦人服・下着・バッグ

道の駅花の駅千曲川 土産品・雑貨・地酒

㈱宮本園 茶陶器販売

美芳屋製菓 ケーキ・焼き菓子

㈲村田商店 酒類

モービルランド カーフェスタ 自動車関連

森電器商会 電気製品

㈲柳原 酒類・食品

㈲山一屋商店(戸狩) 食肉・惣菜

㈱ヤマダデンキテックランド飯山店 家電量販店

㈲大和屋 青果・食品



㈲山室家具店 家具

山室青果店 青果

洋菓子パン サン,ローラン 菓子・パン

洋品の赤のれん 衣料品

㈲芳川商店 和、洋酒類

ワークマン飯山バイパス店 作業服・作業用品

鷲野精肉店 精肉各種


