
コロナに負けずに日々がんばっている佐久穂町内の事業者と佐久穂町商工会の緊急合同企画！

チラシに掲載の事業所で
「がんばろう佐久穂応援チケット」を使うと

お得な商品券がさらにオトクに !!

商品券有効期間 令和4年2月28日㈪

ウラ面にもお得な情報がいっぱい！ぜひご覧ください。ウラ面にもお得な情報がいっぱい！ぜひご覧ください。

※事業所により、予定数終了など予告なく企画を終了
　する場合がございます。あらかじめご容赦ください。

を

チケットの購入に関するお問い合わせは【佐久穂町 産業振興課  ☎ 86-1553】まで

あ
り
〼使える情報

お得にお得に

がんばる事業者ががんばる事業者が

がんばる皆さんを応援します
！

がんばる皆さんを応援します
！

も
っ
と

佐久穂町商工会 ☎ 0267-86-2275

☎050-1203-3009GURURITO
チケットを 1 枚（500円）以上使っていただくと、
オプション料金を
1,000円分プレゼント！

どんな人でも自分の手を動かしてものづくりの楽しさに出会える体
験型ジュエリー工房です。大きな囲炉裏をぐるりと囲んでジュエリー
作りを体験できます。

●営業時間／ 10:00～16:00　　●定休日／月、火、水、日

割引割引

☎88-2306山本屋糀店
ご来店でチケットを 4 枚（2,000 円）以上
使って頂いた方に

粗品をプレゼントします！
和食の基、味噌・しょうゆ・糀を使った発酵食品で免
疫力を高め、健康と活力を維持しましょう！

●営業時間／ 9:00～17:00（製造の都合で 15:00 迄の日有り）　●定休日／不定休（基本的に日曜祝日）

プレゼントプレゼント

☎88-2103㈲出浦ふとん店
チケットを 1 枚（500 円）以上使って
お買上げの方に

粗品を進呈します！
安心できる専門店にお任せください！

気軽に使えてオススメ！！寝具レンタル／安心の高温殺菌処理！ふとん丸洗い

●営業時間／ 9:00～17:00　　●定休日／水曜日

プレゼントプレゼント

☎86-2454大橋ふとん店
チケット 2,000 円以上利用の方、
カケ・シキふとんカバー・こたつカバー・各種

500円引で販売致します
打直し・仕立・リフォーム超専門店

ちゃんとしたふとん・寝具→店内いっぱい！！

●営業時間／ 9:30～18:00　　●定休日／なし

割引割引

☎86-5573ファッションハウスあさかわ
チケット４枚（2,000 円以上）使って頂いた方に

「今治タオルハンカチ」を
プレゼントします！

※数に限りがございます。ご利用はお早めに！
子供服から寝具まで幅広い品揃えのお店です。日用品からオシャレ着
まで衣料品の事ならあさかわへ！☆☆☆お買い物が困難なお客様に送
迎、お届け等のサービスをしております！！まずはお電話下さい☆☆☆

●営業時間／ 9:30～19:30　　●定休日／ツルヤ店休に準ずる

プレゼントプレゼント

シューズ バック シノハラ
チケットご利用の方に

粗品進呈
おしゃれで実用的な靴・鞄のご紹介
足にトラブルのある方、いらっしゃい！

●営業時間／ 10:00～18:00　　●定休日／ナシ

プレゼントプレゼント

☎86-2076㈱でんきランド・オカムラ
チケットを使ってお買物をされたお客様に

“でんきランド・オカムラ 
　　オリジナルボールペン„

をプレゼント!
目指すは「地域の頼れる電気屋さん」

おうちのお困り事、お気軽にご相談下さい！！

●営業時間／ 9:00～18:00　　●定休日／毎週月曜日 , 第 1 第 3 日曜日

プレゼントプレゼント

☎86-2233時計・メガネ・宝飾 こすだ
閉店セール開催中。
チケットご利用の方最大 50％引き！！

（令和 3 年 12 月末迄実施）
おかげさまで創業107年　ご愛顧ありがとうございました。
この度（旧）小須田時計店を閉店させていただく事となりました。

今後共みなさまのご繁栄、ご多幸を祈念いたします。

●営業時間／ 8:00～17:00　　●定休日／不定休

割引割引

☎86-2312森 田 屋
応援チケット２枚以上のご利用で、
豪華景品の当たる福引に挑戦

していただきます。
今年の冬は、しらかばちゃんワンポイント入りのフリースをご用
意しました。お客様のご要望にお応えできるよう、日々励んで
います。

●営業時間／ AM9:00~18:00　　●定休日／日曜日、祝日

イベントイベント

☎88-4177
82-8025 ☎ 86-3578

岡部墓石仏具コンサルタント
（岡部行政書士事務所）

チケットを利用した方には、

10％割引致します。

ご先祖供養のお手伝い
位牌、墓誌彫り、仏壇、お墓など

割引割引

●営業時間／随時（年中無休）
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《一般店（一般店専用券、大型店・一般店共通券のどちらも使えます）》　【製造・小売り・サービス】 ⃝アップル草間 ⃝油屋製菓店 ⃝阿部商店 ⃝うちだや ⃝きたやつハム㈱ ⃝黒澤酒造㈱蔵元 SHOP& ギャラリーくろさわ ⃝幸盛堂菓子店 ⃝㈾菜か家 ⃝佐久穂町農産物直売所 ⃝笹崎商店 
⃝嶋崎商店 ⃝須田商店 ⃝須田農園 ⃝相馬醤油㈾ ⃝タミーベーカリー ⃝友野商店 ⃝橋本屋商店 ⃝パン工房エピローグ ⃝㈲福嶋屋 ⃝㈱マルヒデ ⃝ミート＆デリカ やまぐち ⃝八郡 中屋商店 ⃝山口養蜂場 ⃝山本屋糀店 ⃝㈲四ツ目屋 ⃝ドッグ スタイル ⃝ペットサロン おはな ⃝㈱石井
商事 ⃝市川市 ⃝㈲出浦ふとん店 ⃝大橋ふとん店 ⃝ GURURITO（ジュエリー工房） ⃝ JA 佐久浅間 アグリファームさくほ ⃝シューズ バッグ シノハラ ⃝新駒書店 ⃝㈲せき薬局 ⃝㈱でんきランド・オカムラ ⃝東京堂（ラーチ店） ⃝時計メガネ宝飾こすだ ⃝伴野漆工藝製作所 ⃝ファッショ
ンハウスあさかわ（ラーチ店） ⃝フローリスト井出（ラーチ店） ⃝星野電器 ⃝㈲ますたか南佐久店 ⃝㈱マルヤ金物店 ⃝森田屋 ⃝㈾柳田四郎商店 ⃝岡部行政書士事務所 ⃝佐久シルバー人材センター佐久穂町支所 ⃝佐久穂学習倶楽部 ⃝ JA 佐久浅間 アモール花の郷 ⃝大丸屋 ⃝竹内達
朗行政書士事務所 ⃝プティ・スタジオ･ミストラル（フォトスタジオ） ⃝ライト写真館 ⃝げんでる号 ⃝㈲羽黒下タクシー ⃝八千穂タクシー㈲ ⃝セブンイレブン佐久穂町店 ⃝ローソン佐久穂高野店 ⃝㈱小須田電機 ⃝ちょこちょこ（リラクゼーション） ⃝アイ ビューティー サロン ⃝飯塚美容室 
⃝おしゃれハウスクレヨン ⃝佐藤理容店 ⃝新津理容館 ⃝ひまわり美容室 ⃝ビューティーサロン レイ ⃝美容室 Ei- 英 ⃝美容室ケイコ ⃝美容室はるみ ⃝美容室プチ ⃝美容室りんべる ⃝ヘアーショップ ジュンスタイル ⃝ヘアーサロン駒村 ⃝ヘアーサロン ヤング軒 ⃝理容 井沢 ⃝理容タカ
ミサワ ⃝リリー美容院 ⃝㈲クリーニングかとう南佐久店 ⃝こばやしクリーニング（ラーチ店） ⃝中田クリーニング☆　　【飲食・宿泊】 ⃝㈲市川屋 ⃝田舎料理 くまへい ⃝エンドレス カフェ（エンドレス 130 コレクション） ⃝お食事処 しらかば ⃝ガスト南佐久店 ⃝カフェ そら ⃝カレー屋ヒ
ゲめがね ⃝君の家 ⃝串かつ 真 ⃝甲乃池 ⃝千成鮨 ⃝そら音 ⃝長栄軒 ⃝仲好食堂 ⃝ピザ ポスト ⃝ひすいそば専門店かわせみ ⃝まちのごはん屋さん キッチンえみゅー ⃝ mikko（ドーナツ） ⃝茂来館「カフェもらい」  ⃝モスバーガー佐久穂町 ⃝やきとり あきえ ⃝焼鳥いこい ⃝焼肉竜 
⃝吉乃寿司 ⃝レストラン アルペンローズ ⃝レストラン＆バル田舎道 ⃝レストラン ジョイナス ⃝レストラン たかとんぼ ⃝レストラン ハーモナイズ ⃝レストラン モンブラン ⃝ロッヂ八ヶ嶺 ⃝和食いろは ⃝海瀬館 ⃝篠屋旅館 ⃝府中市市民保養所やちほ ⃝ペンション ぷちはーぶ ⃝八千穂山
荘 ⃝山村テラス ⃝ロッジ エル・ケーナ　　【建築・設備関係】 ⃝青木住設 ⃝㈲池田建鉄 ⃝井出建設興業㈱ ⃝井出繁建設 ⃝小椋板金 ⃝㈲小沢電業社 ⃝菊池電気商会 ⃝小池瓦工業㈱ ⃝小金澤電気 ⃝小須田造園㈱ ⃝小平建設 ⃝㈱小林組 ⃝小林電気商会  ⃝小林畳製作所 ⃝㈲佐久
設備 ⃝サクラ工務店 ⃝佐藤建設⃝大栄建設㈱⃝㈱大工原電工防災センター ⃝高見沢畳装 ⃝髙見澤建築㈱ ⃝巴工務店 ⃝㈱トモノ ⃝内藤電機工業㈱ ⃝㈲新津技建 ⃝新津建設 ⃝西沢内装 ⃝萩板金工業所 ⃝ PRF シンカイ ⃝㈲丸五鉄平 ⃝丸五 ⃝八ヶ岳鉄工 ⃝畑八開発㈱ ⃝㈲ヤマグ
チパイピング ⃝渡辺建築　　　【自動車・燃料関係】 ⃝市川輪業 ⃝カーハウス和光 ⃝カーレスト佐久 ⃝㈲ガレージアイテム ⃝北沢自動車鈑金塗装 ⃝北村自動車板金塗装 ⃝倉澤自動車 ⃝サツカ自動車板金塗装工場 ⃝サンタクラブプレゼンテーション ⃝新海モータース ⃝高野町モーター
ス ⃝布施ホンダモータース ⃝ミニモンスター ⃝山口自動車板金塗装工場 ⃝㈾吉野輪業商会 ⃝ロイヤルガレージ ⃝㈱井出商店 ⃝今井商店 ⃝オートライフ塩沢 佐久穂店 ⃝共和商会 ⃝小林商事㈲  ⃝こまや 掛川石油 八千穂営業所 ⃝ JA 佐久浅間スマイルポート佐久町給油所 ⃝嶋屋住
設㈱ ⃝㈲大豊商店（配達灯油等） ⃝内藤商事㈱　　【医療】⃝たなべ診療所 ⃝みやび針灸院⃝八千穂クリニック　　【その他】 ⃝大岳キャビネット工業㈲ ⃝㈱佐久リゾートゴルフ倶楽部 ⃝南佐久北部森林組合 ⃝八千穂高原スキー場・駒出池キャンプ場 アドバンス㈱ ⃝㈱吉本

《大型店（一般店専用券はご利用できません）》　⃝㈱カインズホーム佐久町店 ⃝ファミリードラッグ佐久穂店（相馬商事㈱） ⃝㈱ツルヤ佐久穂店 ⃝㈱デリシア ユーパレット南佐久店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不動）
チケットの購入に関するお問い合わせは【佐久穂町 産業振興課  ☎ 86-1553】まで　　　※事業所により、予定数終了など予告なく企画を終了する場合がございます。あらかじめご容赦ください。

☎86-5151そら音（ゲストハウス）

チケットを 1 枚（500 円）以上使って
ご宿泊された方に

手打ちそばサービスいたします。
千曲川のせせらぎを聞きながら、のんびりとハンモックに揺られ、

夜はキレイな星空をながめ過ごせるゲストハウスです。
（レンタルスペースとしてもご利用頂けます）

●営業時間／ 10:00～19:00　　●定休日／不定休

サービスサービス

☎080-3506-3186ちょこちょこ
チケットを使用して
6,000 円以上ご利用の方に

500円引きいたします。
千代里の小さなリラクゼーションサロンです。
ひとりひとりにわ合わせた施術を行っております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

●完全予約制

割引割引

☎86-3123
FAX 86-3123ビューティーサロン レイ

チケット 4 枚（2,000 円）以上使って頂くと
料金 500 円を値引サービス致します！！
当店のポイントカードにも、料金分捺印します。

新型コロナ対策推進宣言の店
当店は美容業団体が作成したガイドラインに基づき、感染防止対策に取り組んでいます。

①３蜜の回避　②マスク着用　③手指の消毒　④換気等
ゆったりと良い時間をお過ごし下さい。お待ちしております。

●営業時間／9:00～15:00　●定休日／毎週 月曜日・金曜日、第 3 日曜日
（予約時、お客様のご都合に合わせます。）

レストランたかとんぼ
チケットを 2 枚（1,000 円）以上お使いいただいた方に
コーヒーチケットを

1 枚プレゼントします！！

ゆったり空間でゆっくりとお食事をお楽しみください

●営業時間／火～土 11:00～15:00  18:00～20:00、日曜日 11:00～15:00
●定休日／月曜日（月曜日が祭日の場合は翌火曜日）

キッチン えみゅー
●店内ご利用のお客様→チケット 2 枚（1,000 円）以上ご利用で
ドリンク券（次回使える）を 1 枚プレゼント

●テイクアウトご利用のお客様→チケット 2 枚（1,000 円）以上ご利用で
おそうざい 100ｇ プレゼント

佐久穂町産の食材を可能な限り使用したメニューを
たくさんご用意しております。

●営業時間／ランチ 11:30～14:30（LO14:00）ディナー 17:30～21:00（LO20:00）
●定休日／火曜日と月１回の水曜日（1 月、2 月は水曜日も休み）

焼肉  竜
お一人様 2,500 円ご利用ごとに　

アイスクリームサービス！
上質なお肉をなるべくリーズナブルに提供しています。

皆様のご来店を心よりお待ちしております！

●営業時間／ 11:30～14:00（L.O13:30）　
17:00～21:30（L.O21:00）

アルペンローズ
チケットを 2 枚（1,000 円）以上使っていただいた方に、
次回以降使える
ドリンク券を1名様分プレゼントします。

メニューが豊富で年齢問わずに気軽に御来店頂けるレストラン
です。季節に合わせた食材や、地元の食材を使ったメニューも
好評。自家製パンも人気です。

●営業時間／ 11:00～15:30（L.O15:00）　17:30～21:00（L.O20:30）
●定休日／月曜日と第 2 火曜日（祝日の場合は営業）

☎88-2223カーハウス和光
チケットを利用した方に

粗品をプレゼント！！
車のことならおまかせ下さい！

整備などでお待ちいただく間に薪ストーブの前で
温かいお飲みものをお楽しみ下さい。

●営業時間／ 8:30～19:00　　●定休日／日曜・祝日

プレゼントプレゼント

☎88-4039レストランハーモナイズ
チケットをお使い頂いた方に
テイクアウトメニューに使える
割引券をプレゼントします！！

テイクアウトメニューを増やしました。これからも新型コロナ対
策を徹底し、皆様に安心してくつろいでいただけるよう日々努
めて参ります。

●営業時間／ 11:00～14:30（LO14:00）17:00～21:00（LO20:00）　●定休日／火曜日

プレゼントプレゼント

☎88-3155ペンションぷちはーぶ
チケットを利用した方に
オーナー手作りジャムを

プレゼント致します。
おかえりなさい　心暖かいペンション

お客様をおまちいたします。

●営業時間／チェックイン～チェックアウト 10:00　●定休日／不定休

プレゼントプレゼント

☎88-8119㈲新津技建
チケットをご利用いただいた方に、

新津技建オリジナル檜のまな板
+ まな板のメンテナンス券3枚

をプレゼント致します！！
おうち時間をもっと快適に過ごしたい！等おうちのお悩み
ございませんか？どんな事でもかまいません！
お気軽にお声かけ下さい！

●営業時間／ 9:00～17:00　　●定休日／日曜・祝日

プレゼントプレゼント

㈲ガレージアイテム

オイル交換無料（　　 　　）
全国のオークションから、ご希望のお車をお安くお探し
します。修理や、中古車の高価買取もおまかせ下さい。

●営業時間／ 8:30～18:00　　●定休日／土曜日

サービスサービス

サツカ自動車板金塗装工場
チケットをお使い頂いた方に

粗品をプレゼント致します！！

お客様のご都合に合わせ、
車検やタイヤ交換等も承ります！！

●営業時間／ 8:30～17:00　　●定休日／日・祝・第 2 第 4 月曜日

プレゼントプレゼント

みやび針灸院
チケットを 1 枚（500 円）以上ご利用いただいた方に、
お灸、薬草入浴剤を

プレゼントいたします。
東洋医学をベースにやさしい針灸施術の針灸院

はり、きゅう、小児針、スポーツ針灸、美容針灸のことなら
なんでもご相談ください

●営業時間／ 10:00～13:00 15:00～19:00　　●定休日／水・祝

プレゼントプレゼント

☎86-3637

☎ 86-4150

☎ 88-2225☎ 88-2933

☎ 86-2465

☎ 88-7569

☎ 86-5810

☎ 86-3717竹内達朗行政書士事務所
チケットを６枚（3,000 円）以上お使い頂いた方に

絵本（もしくは図書カード）をプレゼントします！
 ※絵本はリストの中からお選び頂けます

相続をめぐったトラブルが増加傾向にあります。トラブルを避け
るため、自分（たち）の状況をよく把握しておきましょう。
遺言書作成の支援も行なっています。

●営業時間／ 8:00～18:00　時間外でも受付可能　　●定休日／なし

プレゼントプレゼント

●定休日／月曜日

割引割引

プレゼントプレゼント

サービスサービス

プレゼントプレゼント

プレゼントプレゼント

篠屋旅館
チケット利用で
粗品プレゼント！

料理 ¥3,300 以上の方が対象です。

旬の食材でお待ちしております

☎88-2035

プレゼントプレゼント
3ℓまでとさせて

いただきます

当店への初めての車検のご用命で
チケットご利用の場合


