
買う
アートタナカヤ 共通券＆専用券 家電製品 菓子 雑貨
AOKI箕輪店 共通券＆専用券 メンズ・レディス衣料品専門店
油屋商店 共通券＆専用券&みのちゃんカード 酒類 乳類 食品
アベイル箕輪FM店 共通券＆専用券 衣料品 シューズ ファッショングッズ
アメリカンドラッグ箕輪店 共通券＆専用券 医薬品 化粧品 生活用品
（株）イクセス 共通券＆専用券 稲作支援機器
（有）井桁屋新聞店 共通券＆専用券 日刊新聞 新聞社発行書籍
伊勢良 おごち給油所 共通券＆専用券&みのちゃんカード 石油製品 タイヤ
（有）伊藤屋精肉店 共通券＆専用券&みのちゃんカード 食肉販売
ウエルシア箕輪店 共通券＆専用券 医薬品 化粧品 食品等
駅前きょうや 共通券＆専用券 婦人洋品
エルコンパス イセリョウ 共通券＆専用券&みのちゃんカード 家電商品 雑貨
菓子庵 金星 共通券＆専用券&みのちゃんカード 和菓子 洋菓子
雅秋園 共通券＆専用券 ぶどう 梨
ガスショップ カネカ 共通券＆専用券&みのちゃんカード LPガス 灯油配達 水回り工事
かどや時計店 共通券＆専用券&みのちゃんカード 時計 メガネ 宝石 補聴器
カニサワ薬局 共通券＆専用券 一般用医薬品 衛生用品 化粧品
（有）木下農機具店 共通券＆専用券 トラクター 管理機 防除機
きものと帯 寿屋 共通券＆専用券 呉服 ジュエリー バック・サイフ
けやき薬局 共通券＆専用券&みのちゃんカード 医療品等
（有）こうじや酒店 共通券＆専用券 酒（夜明け前・高天・真澄） ビール（大・中・小） 各種焼酎
KOJIMAYA 共通券＆専用券 家具 インテリア 木製品
（株）コトブキ石油 共通券＆専用券 ガソリン 軽油 灯油
サイクルテラス BM-FUJI 共通券＆専用券&みのちゃんカード 各種自転車、自転車部品、自転車修理
サエラ 共通券＆専用券&みのちゃんカード 服 雑貨 ネイル
サザンポートみのわ給油所 共通券＆専用券 燃料 油脂類 カーメンテナンス用品
サワシン（株） 共通券＆専用券 日用雑貨 食品
（有）サンキュウ 共通券＆専用券 デジタル複合機（コピー機） パソコン プリンターなど
（有）サンワ電化イグチ 共通券＆専用券&みのちゃんカード 家電製品
JAミニファーム北部店 共通券＆専用券 肥料 農薬 種苗
シューマート箕輪店 共通券＆専用券 靴
セブンイレブン箕輪バイパス店 共通券＆専用券 食品 タバコ 雑貨
セブンイレブン箕輪松島店 共通券＆専用券 食品 雑貨 酒
セブンイレブン箕輪三日町店 共通券＆専用券 食品 雑貨 酒
（有）征矢酒店・征矢写真部 共通券＆専用券&みのちゃんカード 酒類 証明写真 スタジオ撮影
ソレイユ薬局 共通券＆専用券&みのちゃんカード 医療品等
ダイソーベルシャイン箕輪店 共通券＆専用券 食品 雑貨
（有）立石 共通券＆専用券&みのちゃんカード ケーキ＆ギフト
ちとせや薬局 共通券＆専用券&みのちゃんカード 一般用医薬品 感染症対策用品 処方せん調剤
なかむら新聞店 共通券＆専用券 新聞・書籍
（株）南信家具センター 共通券＆専用券 木製家具 カーテン ジュータン
（株）根橋商店 伊北インターチェンジ営業所 共通券＆専用券 ガソリン 軽油 灯油（配達含む）
のあばいん 共通券＆専用券 ブドウ
林屋 共通券＆専用券 灯油 LPガス 米
パン工房 たきざわ 共通券＆専用券 パン・菓子
パン茶房窯屋 共通券＆専用券 パン 焼菓子
（有）平林商会 共通券＆専用券 事務機 事務用品他 腸内細菌加工食品他
ファームテラス みのわ 共通券＆専用券 食品 花 雑貨
ファッションセンターしまむら箕輪店 共通券＆専用券 衣料品 服飾雑貨 寝具類
ファミリーマートJA伊北インター店 共通券＆専用券 ファミリーマート商品 JA商品
ファミリーマート箕輪木下原町店 共通券＆専用券 弁当 カウンターフーズ各種 ファミマオリジナル商品 など
ふくじや・ハリカ箕輪店 共通券＆専用券&みのちゃんカード 衣料品 贈答品
福多屋 共通券＆専用券&みのちゃんカード 食料品 日用品
フクトミ 共通券＆専用券 衣料品
（有）フクロヤ家具総合センター 共通券＆専用券 家具全般 オーダー家具
藤乃園 共通券＆専用券&みのちゃんカード 茶・茶器
藤乃園 イオン店 共通券＆専用券&みのちゃんカード 菓子・ギフト・お茶
マツモトキヨシ 伊北インター店 共通券＆専用券 医薬品 化粧品 日用品
マツモトキヨシ箕輪店 共通券＆専用券 医薬品 化粧品 日用品
まるかんのお店２５７（にごな） 共通券＆専用券&みのちゃんカード 健康食品 化粧品 雑貨
ミシン・デンキショップ マツモト 共通券＆専用券&みのちゃんカード ミシン 電化製品 取付工事
三日町山田店 共通券＆専用券 折詰 焼肉セット 仕出し
みのわ花園 共通券＆専用券&みのちゃんカード 生花等
ミノワスポーツ 共通券＆専用券 運動用品 娯楽用品 バッチカップ他
村上石油（株） ウエストヒル箕輪SS 共通券＆専用券&みのちゃんカード ガソリン 灯油 カーメンテナンス
明治の宅配マルエー 共通券＆専用券&みのちゃんカード 乳製品
メガネのナガタ 箕輪店 共通券＆専用券 眼鏡、補聴器、時計
めがね補聴器 くまや 共通券＆専用券&みのちゃんカード めがね 補聴器
八百屋よっちゃん 共通券＆専用券 ⻘果販売 焼いも
山岸酒店 共通券＆専用券 清酒・ビール・焼酎
（有）ヤマコ中村商店 共通券＆専用券&みのちゃんカード 食料品販売 仕出し
ヤマダデンキ テックランド箕輪店 共通券＆専用券 家庭用電化製品 情報機器製品
ゆあ〜こまくさ 共通券＆専用券 化粧品
洋服の池田 共通券＆専用券 洋服紳士服婦人服オーダー 修理 リホーム
ラウム・プペ 共通券＆専用券 婦人服 靴 バッグ
ローソン箕輪中央 共通券＆専用券 食品 雑貨 飲料
ローソン箕輪中箕輪店 共通券＆専用券 おにぎり 弁当 スイーツ
ローソン箕輪町松島店 共通券＆専用券 食品 雑貨 飲料他



飲食
あいびー酒楽堂 共通券＆専用券&みのちゃんカード 飲食
浅草家 共通券＆専用券&みのちゃんカード 天ぷら 海鮮 プレミアム信州牛
味房 桔梗屋 共通券＆専用券&みのちゃんカード 食事 宴会 テイクアウト
あつみ寿司 共通券＆専用券&みのちゃんカード 寿司 刺身 天ぷら
アルピ 共通券＆専用券 鮮魚のカルパッチョ カラスミと緑野菜のアーリオオーリオ 牛ホホ肉の赤ワイン煮
居酒屋 あぶ 共通券＆専用券&みのちゃんカード やきとり
石碾そば水車家 共通券＆専用券&みのちゃんカード 手打ちそば（日本そば）
大石家 共通券＆専用券 中華ソバ
お好みダイニングあすく 共通券＆専用券 ご飲食代
軽〜ろ楽ちょ 共通券＆専用券 手打ち蕎⻨ 珈琲 スイーツ
海鮮食堂さかなや 箕輪店 共通券＆専用券 海鮮料理 自家製そば
カレーハウスCoCo壱番屋⻑野箕輪店 共通券＆専用券 カレー サラダ ドリンク
韓国料理サランバン 共通券＆専用券&みのちゃんカード 韓国料理 焼肉
牛角箕輪店 共通券＆専用券 焼肉
CURiO 共通券＆専用券 飲食店
餃子食堂 共通券＆専用券&みのちゃんカード 餃子、ラーメン、チャーハン
クアトロフォリオ 共通券＆専用券&みのちゃんカード ピザ ステーキ テイクアウト
胡蝶蘭 共通券＆専用券 韓国居酒屋
5884 共通券＆専用券&みのちゃんカード ブリトー ケーキ ピザ
ザ・マニラ 共通券＆専用券&みのちゃんカード 酒類
ジェラテリア宮本屋 共通券＆専用券 ジェラート
スナック明日香 共通券＆専用券 酒類 食事 カラオケ
スナック向日葵 共通券＆専用券 焼酎 ウィスキー ビール
スナック ダイアナ 共通券＆専用券&みのちゃんカード 酒類 ソフトドリンク 軽食
スナックビリーヴ 共通券＆専用券&みのちゃんカード ボトル カラオケ
宅配すし 坂本 共通券＆専用券 寿司 会席料理 弁当 等
たまや食堂 共通券＆専用券 定食 丼物 アルコール類
中華飯店そんごくう 共通券＆専用券&みのちゃんカード ラーメン 中華定食 中華一品料理
中国料理  昊鑫（コウシン） 共通券＆専用券 食品
Terrace Stand（てらす すたんど） 共通券＆専用券 ソフトクリーム ドーナツ コロッケ
燈花 共通券＆専用券&みのちゃんカード ランチ 各種ご宴会 お弁当仕出し
とざ和 共通券＆専用券&みのちゃんカード 店内飲食 テイクアウト
とんかつ 魚料理 おきな 共通券＆専用券&みのちゃんカード 各種御宴会 法事、御祝等折詰 フライ盛り合わせ
ナイトスポットカサブランカ 共通券＆専用券&みのちゃんカード 酒類
花菱 共通券＆専用券&みのちゃんカード 鮮魚中心の料理 うなぎ ご宴会
Bistroなゆた 共通券＆専用券&みのちゃんカード ランチコースメニュー、テイクアウトフード
Farmer's Kitchen 雪・月・花 共通券＆専用券&みのちゃんカード 飲食店
葡萄舎 共通券＆専用券&みのちゃんカード 飲食店
暖（ほっと）ハウス 共通券＆専用券 定食 カレー類 めん類
みのわ〜れ 共通券＆専用券 ヒレカツバーガー ブリトー
みのわ竹輪邸 共通券＆専用券&みのちゃんカード 日本料理
麺屋かなた 共通券＆専用券&みのちゃんカード ラーメン
焼そばの⾠⺒屋 共通券＆専用券&みのちゃんカード もつ焼 焼そば
焼肉新味園 共通券＆専用券&みのちゃんカード 焼肉料理
やまびこテラス 共通券＆専用券&みのちゃんカード ハンバーグ やき肉プレート ローメン
やる樹家 共通券＆専用券&みのちゃんカード 定食 丼物各種 ローメン 弁当各種
養老乃瀧箕輪店 共通券＆専用券&みのちゃんカード 串 とりもも唐揚
吉野屋 共通券＆専用券&みのちゃんカード ざるそば並盛 ざるそば大盛 吉野屋セット
ラーメンショップじゅげむ 共通券＆専用券 ラーメン ギョーザ チャーハン
らーめん⻯雅 共通券＆専用券&みのちゃんカード ラーメン 餃子
楽腹 共通券＆専用券 海鮮物 肉類
料亭あづまや 共通券＆専用券&みのちゃんカード しゃぶしゃぶ おさしみ そば

旅行・観光
トラビスジャパン 共通券＆専用券&みのちゃんカード ツアー 旅行 宿泊
ビジネス旅館 ふきはら 共通券＆専用券 宿泊業
みのわ温泉 ながた荘 共通券＆専用券&みのちゃんカード 宿泊 入浴 売店
みのわ温泉 ながたの湯 共通券＆専用券 宿泊 入浴 売店

サービス
伊那・みのわタクシー 共通券＆専用券 タクシー業
伊那バス（株） 箕輪営業所 共通券＆専用券 高速バス乗車券等
伊北代行 共通券＆専用券 運転代行
お買い物基地 自由時間 共通券＆専用券&みのちゃんカード お買い物支援 介護事業
氣エナジーヒーリングサロンくくる 共通券＆専用券 オイルセラピー（マッサージ） デトックスサウナ サプリメントの販売
キタハラ美容室 共通券＆専用券 カット パーマ カラー
クリーニングミツワ 本店工場 伊那松島駅前店 共通券＆専用券&みのちゃんカード クリーニング
クリーニングYANO ベルシャイン伊北店 共通券＆専用券 クリーニング
クリーニングYANO ベルシャイン箕輪店 共通券＆専用券 クリーニング
ケアセンター ふれあいの里 共通券＆専用券&みのちゃんカード 利用料
コモリ美容室 共通券＆専用券&みのちゃんカード カット カラー 増毛エクステ他
コモリ理容室 共通券＆専用券&みのちゃんカード カット カラー パーマ
さかもとセレモニー・みのわ斎場さかもと 共通券＆専用券 ご葬儀 仏壇 仏具
さんぱつ屋箕輪店 共通券＆専用券 理美容業
chou chou（シュシュ） 共通券＆専用券 カット カラー パーマ
（有）笑栄システム 共通券＆専用券 パソコン・周辺機器の修理・販売・サポート
（有）笑栄情報電子機器販売 共通券＆専用券 パソコン・周辺機器の販売・修理・サポート
（株）信州ウェイスト 共通券＆専用券 不用品処理
mieux（セ・ミュウ） 共通券＆専用券 美容業
SOYA creative hair 共通券＆専用券&みのちゃんカード カット カラー 脱毛 ヘッドスパ
宅老所・移送サービス しばみや 共通券＆専用券 デイサービス 病院、施設送迎
Room CHICORA 共通券＆専用券



中村理容室 共通券＆専用券 理容業
虹のホール楓館 共通券＆専用券 通夜安置施設
ネイルサロン Petit 共通券＆専用券 ネイル フェイシャルエステ 化粧品の購入
BARBER STYLIST 吉川 共通券＆専用券 理容サービス 店販品
美容室AURORAアウローラ 共通券＆専用券 美容施術全般 美容室専売商品
美容室shiba 共通券＆専用券&みのちゃんカード 美容品
ファーストPC 共通券＆専用券&みのちゃんカード 中古パソコン販売 パソコン修理 パソコン高速化等アップグレード
福沢理容室 共通券＆専用券&みのちゃんカード 理容全般
藤森理容店 共通券＆専用券&みのちゃんカード 理容
ヘアーサロン カラサワ 共通券＆専用券 理美容業
ヘアーサロンおりぃぶ 共通券＆専用券&みのちゃんカード 美容業
ヘアースタジオ・アミ 共通券＆専用券 美容一般 化粧品
ヘアードロップス 共通券＆専用券 ヘアカット ヘアカラー パーマ
ヘアーメイク プリズム 共通券＆専用券 美容院
hair works PEACE 共通券＆専用券&みのちゃんカード 美容業
（有）北条印刷 共通券＆専用券&みのちゃんカード 自分史 季節 印刷
松島美容室 共通券＆専用券 ヘアカット ヘアカラー パーマ
マルカワクリーニング 共通券＆専用券 一般衣料 布団類 和服
ミドリ美容室 共通券＆専用券 カット パーマ カラー
みのわパレス（JA箕輪町支所内） 共通券＆専用券 各種宴会 慶事 法事等
メナードフェイシャルサロン箕輪町 共通券＆専用券&みのちゃんカード フェイシャルエステ 化粧品・メイク品・サプリメント等の販売
YOU遊BOAT 共通券＆専用券&みのちゃんカード カラオケBOX 食事 ドリンク
夢まちLabo 共通券＆専用券&みのちゃんカード カフェメニュー コワーキング利用料
ラズリネイル 共通券＆専用券&みのちゃんカード ネイル商品 美容化粧品
Reborn 共通券＆専用券 美容施術 ヘアケア用品 ハンドメイドアクセサリー等
理容ツチド 共通券＆専用券&みのちゃんカード ヘアカット ヘアカラー シェービング

自動車・整備
アイ・ビイ自動車工業（株） 箕輪店 ホリデー車検みのわ共通券＆専用券 車検（一部費用をのぞく） 点検 一般整備
（有）アトムモータース 共通券＆専用券&みのちゃんカード 自動車 部品 タイヤ
（有）井口モータース 本店 共通券＆専用券&みのちゃんカード 車両 整備 部品
（有）井口モータース 増田屋店 共通券＆専用券&みのちゃんカード 自動車 タイヤ メンテナンス
（有）伊那コニー 共通券＆専用券&みのちゃんカード 自動車販売 修理 鈑金
漆⼾自動車整備工場 共通券＆専用券&みのちゃんカード 車検整備料 点検修理 用品代
エコカーショップ ノーツ 共通券＆専用券&みのちゃんカード 電気自動車 ハイブリッド車 タイヤ（夏冬）
（有）春日自動車工業所 箕輪店 共通券＆専用券 自動車修理  部品 用品販売
CUORE FACTORY 共通券＆専用券 中古車 オーディオ タイヤホイール販売
軽未使用車専門店KOWA箕輪 共通券＆専用券 車両整備 車検 点検
（有）サンオートモービル 共通券＆専用券 自動車整備 車検 販売
（株）信濃屋本店 共通券＆専用券&みのちゃんカード 車両販売 整備
（有）信州オートサービス 共通券＆専用券&みのちゃんカード 自動車関連
（株）信州輸入タイヤ 共通券＆専用券 タイヤ・ホイール販売
スズキアリーナ箕輪 共通券＆専用券 車販売（新車・中古車） 整備
(株)第一ホンダ伊那 共通券＆専用券&みのちゃんカード 自動車販売
ダイハツ伊北 共通券＆専用券 自動車販売 エンジンオイル交換 車検
タイヤガーデンピットイン箕輪店 共通券＆専用券 タイヤ ホイール カー用品
タイヤ館箕輪 共通券＆専用券 乗用車用タイヤ ホイール オイル等
（有）宝屋輪業 共通券＆専用券&みのちゃんカード 小型自動車 軽自動車 車検整備料 各種タイヤー
（有）トザワ自動車工業 共通券＆専用券 自動車修理 販売 車検
南信自動車 共通券＆専用券 自動車 鈑金塗装 点検整備
（有）ミノルモーターサービス 共通券＆専用券&みのちゃんカード 自動車整備 自動車用品 自動車（新車、中古車、未使用車）
みのわモビリティ（株） 共通券＆専用券&みのちゃんカード 自動車の販売 整備 鈑金塗装
（株）ユモトガレージモータース 共通券＆専用券 車検 修理 車両販売

住宅・設備
赤羽設備（株） 共通券＆専用券 ボイラー トイレ 上下水道設備工事
赤羽鉄工（株） 共通券＆専用券 倉庫 カーポート リフォーム
(株）カスガ 共通券＆専用券&みのちゃんカード 設備工事 土木工事
唐沢建設（株） 共通券＆専用券 住宅の外構工事 上下水道工事 宅内のリフォーム
（株）唐澤工務店 共通券＆専用券 新築 リフォーム 外構
（株）北沢建築 共通券＆専用券 一般住宅・店舗の新築リフォーム
（株）コマツ 共通券＆専用券 住宅関連
（有）清水建業 共通券＆専用券 屋根・壁塗装 エクステリア リフォーム
信州ワークス 共通券＆専用券 塗装工事 リフォーム工事
（有）スワ内装 共通券＆専用券&みのちゃんカード 住宅の改修・修繕 材料・インテリア商品の販売
大東畳店 共通券＆専用券 新床 表替 裏返し
（有）ヒライ 共通券＆専用券 外構工事 フェンス・ブロック工事 防草シート等
（有）伯耆原工務店 共通券＆専用券 住宅の修繕、改築等
（株）マツシマ 共通券＆専用券 農業機械販売修理 住宅設備リフォーム工事
（株）三澤塗装 共通券＆専用券 塗装工事 左官工事 大工 板金等
（有）八幡屋設備 共通券＆専用券 水道工事 下水道工事 リフォーム工事

その他
上島司法書士事務所 共通券＆専用券 相続 遺言 不動産登記
さくら＊みらい塾 共通券＆専用券 入塾費用 特別講座料 等
マーチ 共通券＆専用券 学習指導



大規模小売店舗 ※共通券のみ使用できます。
イオン箕輪店 共通券 食料品 衣料品 暮らしの品
コメリ ハード＆グリーン箕輪店 共通券 園芸用品 資材・建材 日用品
⻄友箕輪店 共通券 生鮮食品 加工食品 惣菜
TSUTAYA箕輪店 共通券 書籍 CD ビデオ レンタル
ベルシャイン伊北店 共通券 食料品 日用品 衣料品
ベルシャイン箕輪店 共通券 食料品 衣料品
綿半スーパーセンター箕輪店 共通券 生鮮食品 日用雑貨 日曜大工

プレミアム付きみのちゃんポイントのみ使える店舗  ※応援券（紙券）は使えません。＜6/8現在＞
竹澤自動車（株） みのちゃんカード


