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！
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商品券有効期間 令和５年３月５日㈰
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チラシに掲載の事業所で
「プレミアム付き経済対策チケット」を使うと
お得な商品券がさらに
オトクに !!
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※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。

チケット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

佐久穂町商工会

ウラ面には

お得な情報が
いっぱい！

5 ぜひご覧ください。
86-2275

経済対策チケット
2022

お得情報
※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。

㈲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！
営業時間／9:00～17:00
定休日／水曜日

℡88-2103

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

カイロサロン Moca

（モカ）

チケットご利用の方

カイロ施術1,000円 OFF
美容カイロエステ 5,000円 OFF
営業時間／10:00～18:00（ご相談ください）
℡090-8495-8857
定休日／不定休
《大人女子のみなさま》 オールハンド施術に
よるカイロプラクティック、フェイシャルエス
テ、美脚ケア〜みなさま おひとりおひとりに
寄り添った施術をしてまいります

キッチンえみゅー
1000 円以上のご使用で

店内 １ドリンク券
テイクアウト デリ100ｇ券
営業時間／11:30～14:30〈LO14:00〉
17:30～21:00〈LO20:00〉
定休日／火曜日、月に１〜２回の水曜日 ℡86-2465

阿部商店
お米 30㎏ご購入につき

５００円引き

致します。

営業時間／9:00～18:30
定休日／日曜日

℡86-2051

山本屋糀店

大橋ふとん店

粗品をプレゼントします！

ふとん類
大幅値引き!!

ご来店でチケットを４枚
（2,000 円）以上使って頂いた方に

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） ℡88-2306

育ち盛りのお子様に佐久穂町産
100％のおいしいお米あります！

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！

㈱でんきランド・オカムラ

ファッションハウス あさかわ

チケットを使って 1000 円以上
お買い上げ頂きましたお客様に

粗品をプレゼント
営業時間／9:30～18:00
定休日／月曜日及び第１・３日曜日

します！
℡86-2076

先着 100 名様に

ハンカチ
プレゼント♪

営業時間／9:30～19:30
定休日／ツルヤ店休日に準ずる ℡86-5573

岡部仏具墓石
チケットのご利用で

10％以上の
値引特価

営業時間／常時
定休日／なし

℡86-3578

ちょこちょこ

ビューティーサロン レイ

yamania

チケットを3,000円以上ご利用の方に

ご自身の強みや資質が分かる

「数秘 & カラーR」
お試し体験いただけます

完全予約制

℡080-3506-3186

パーマ・ヘアーカラー
500 円引き
ポイント割引します

七五三撮影ご依頼いただいた方に

営業時間／9:00～13:00
定休日／毎週 月曜日、第３日曜日 ℡86-3123

営業時間／8:00～17:00
℡090-4170-0722
定休日／なし

お子様用
しらかばちゃんマスク
プレゼント !!

オールハンドのアロマテラピー
リラクゼーションサロン

新型コロナ対策推進の店
美容組合加盟店

麺屋 天神

焼肉 竜

じゃこ天（１枚）or チキンナゲット（３個）

お 1 人様 2,500 円ごとに

チケット 2,000円以上御利用の
お客様に次回使用可能な

営業時間／11:30～14:00〈LO13:30〉
17:00～21:30〈LO21:00〉
℡88-7569
定休日／月曜日

営業時間／11:00～15:30〈LO15:00〉
17:30～21:00〈LO20:30〉
定休日／月曜日、毎月第２火曜日 ℡86-5810

３枚以上（1,500円）お使いのお客様限定 !!!
どちらかお１つサービス♥♥

営業時間／昼 11:00～14:30〈平日〉
〃 11:00～15:30〈土・日・祝〉
夜 17:00～20:30
℡050-8883-4378
定休日／火曜日

アイス１ヶサービス

カーハウス和光

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

粗品をプレゼント

チケットをご利用いただいた方に、

をプレゼント致します！
！

営業時間／9:00～17:00
定休日／日曜・祝日

℡88-8119

おうち時間・家事時間をもっと快適にして、子供との
時間を大切に過ごしたい！弊社でお手伝いできる事が
ありましたら、お気軽にお声かけ下さい！

良質なお肉を提供しております。
お待ちしております！

営業時間／9:00～19:00
定休日／日曜・祝祭日

茂来山、八ヶ岳、浅間山など、佐久穂からの
景色を絵付けた器を制作・販売しています。

アルペンローズ

㈲新津技建

静かな八千穂駅前通りで、ゆっくりと
お食事、カフェをお楽しみ下さい。

打直し・仕立・純正丸洗・大展示場
創業 76 周年

墓誌彫り・位牌等仏事関連
農地転用申請、相続等行政書士業務

レストランたかとんぼ

営業時間／11:00～14:00〈火 - 日〉
18:00～20:00〈火 - 土〉
℡88-2933
定休日／月曜日

℡86-2454

こども服、学生衣料全般〜身の回りの
衣料品を幅広く取り揃えております。

〜魚介香るあっさりらぁ麺〜 らぁ麺、お酒、つまみ
幅広いメニューをご用意してお待ちしております♪
小上がり席あり。お子様大歓迎♡♡

手づくりクッキーを
プレゼントします

営業時間／9:30～18:00
定休日／なし

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！
！

地元の食材をふんだんに使ってこころと身体
にやさしい料理を提供しています。

チケット 2 枚以上お使いの方に

チケットご利用の方

℡88-2223

車のことでしたら
なんでもご相談ください

ドリンクチケットを
1 名様分プレゼント

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。

㈲ガレージアイテム
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

オイル交換無料

（3ℓまでとさせていただきます）
営業時間／8:30～18:00
定休日／土曜日

℡86-3637

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。

取扱店一覧

《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＆ギャラリーくろさわ⃝㈾菜か家⃝佐久穂町農産物直売所⃝笹崎商店⃝嶋崎商店⃝須田商店⃝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店⃝薬菜の里⃝八千穂漁業⃝㈲四ツ目屋⃝ドッグスタイル⃝ペットサロンおはな⃝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）⃝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 ⃝㈾柳田四郎商店⃝
yamania ⃝岡部仏具墓石⃝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郷⃝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店⃝カイロサロン Ｍｏｃａ
（モカ）⃝㈱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）⃝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 真⃝甲の池⃝ＫＯＫＹＵ⃝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み⃝しらかば⃝まちの
ごはん屋さん キッチン・えみゅー⃝ｍｉｋｋｏ（ドーナツ）⃝麺屋 天神⃝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 竜⃝洋菓子Ｈｉ
ｒａｋｕ⃝吉乃寿
司 ⃝レストラン アルペンローズ⃝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々木建設⃝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ス⃝ボディワー
ク髙見澤⃝ボデーショップ マシマ⃝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）》⃝㈱カインズ佐久町店⃝㈱ツルヤ佐久穂店⃝ドラッグストアマツモトキヨシ佐久穂店（相馬商事㈱）⃝㈱デリシア ユーパレット南佐久店

（順不動）

