
店舗名 業種 住所 電話番号 HP 特典 対象者 PR 定休日

株式会社　伊藤金物商会
建築土木資材・エクス

テリア
大町市大町1285-1 0261-22-0239 なし

店舗商品表示価格の3～5%割引
※一部商品を除きます。現金でのお買い上げ場合のみ

提示者のみ
地域に根差す企業として皆様と共に歩んでまいります。お気軽にご来
店ください。

日曜、1月～3月の祝日

有限会社　北福島 文具小売 大町市大町2537 0261-22-0123 なし
ピコカポイント通常ポイント+同額分ポイント付与
※他の特典との併用はできません

提示者のみ 文具・事務用品販売の専門店
日曜、祝日、月2回の
土曜

株式会社　公認大町自動車教習所 自動車教習所 大町市平1193 0261-22-1510 あり 大型特殊取得ー普通免許あり94,500円を90,000円 提示者のみ 免許取得のお手伝いをさせていただきます。

山里 そば・おやき 大町市大町2959-3 080-5827-4817 なし お買い上げのお客様にプチおやき１コプレゼント 提示者のみ 手作り品のみのお店です 不定休

日特工業株式会社 管工事・設備修理 大町市大町1861-1 0261-22-5266 あり リフォーム工事全般の2％割引 提示者のみ 空調・給湯・上下水道等施工と保守管理 日曜、祝日

有限会社ライスファーム野口 直売所 大町市平180-2 0261-23-3038 あり
自社栽培のお米（玄米・白米）金額の２％割引　※他のサービス券等は併
用不可

提示者のみ 年末年始

株式会社相模組 建築 大町市大町3052 0261-22-1800 あり
工事金額の1%割引　※50万円以上の製品・工事が対象です。　他の
サービス等の併用不可

提示者と家族全員 土曜、日曜、祝日

株式会社 GCI 建築・設備 大町市平8040-92 0261-22-3145 あり 年2回やっている感謝祭価格で商品のご提供をいたします。 提示者のみ 困ったと思ったらどんな小さなことでもご相談ください。
日曜、祝日、第2・4土
曜

株式会社小林組 建築 大町市大町4387-1 0261-22-1180 あり 工事金額の最大１％割引
提示者と同伴の家
族

新築工事・リフォーム工事・庭園工事・（水廻りの工事等）何でもご相
談ください。

日曜、祝日

株式会社横澤建築 建築 大町市常盤6895-135 0261-22-8035 あり 工事金額の最大5％off 提示者のみ 新築・リフォーム・介護用品他

有限会社松田乳業 食品小売 大町市大町1545 0261-22-0224 あり 会社にてご購入いただいた方、5％割引いたします。 提示者のみ 富より健康 土曜、日曜

割烹だるま 飲食店 大町市大町1125 0261-22-0067 なし ご利用金額の3%割引
提示者と同伴者全
員

地域の皆様のおかげでもうすぐ創業100年を迎えます。
これからもお客様に安心してご利用頂くために努めて参ります。

不定休

株式会社俵屋 飲食店 大町市大町3312 0261-22-0218 あり
お食事のみ10%off　※飲み物・宴会・テイクアウトは対象外。他の割引と
の併用は除きます

提示者と同伴者全
員

お肉屋さんがやっている中華屋さんです。 日曜

井戸青果 食品小売 大町市大町4115-17 0261-22-1145 なし 1,000円以上お買い上げの方50円引き 提示者のみ 新鮮な果物・野菜・地物野菜 日曜

株式会社　傳刀組 建築 大町市平7840 0261-22-0312 あり 工事金額の1%割引 提示者のみ 建築工事・リフォーム工事・舗装工事などを受け賜わります。 土曜、日曜、祝日

こだま理容店 理美容 大町市大町3216 0261-22-2087 なし カード提示で100円引き カード提示者 予約受け付けています。 月曜、第3日曜

養老乃瀧大町駅前店 飲食店 大町市大町3173 0261-22-4848 あり ファーストドリンク一杯サービス（当店指定品のみ） 提示者と家族全員 不定休
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https://syakou.co.jp/
http://www.nittokunet.com/
https://yoikome.com/
https://www.sagamigumi.co.jp/
http://www.gciworld.net/
http://www.kobayashigumi.co.jp/
http://www.yokosawa.co.jp/
https://www.matsudanyugyo.co.jp/
https://www.instagram.com/tawarayahanten/
http://www.dendo.jp/
https://www.yoronotaki.co.jp/search/detail.html?CN=3026
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スナックニューチカ 飲食店 大町市大町3173 0261-22-1500 なし セット料金から500円割引 提示者と家族全員 不定休

株式会社　大八木建設 建築 大町市大町5395-1 0261-22-1809 あり 工事金額の1%割引 提示者と家族全員
土日は休みですが事前に連絡頂ければ、定休日営業時間外でも対
応させて頂きます。

土、日、祝日

LIXILリフォームショップ　大八木建設　安曇野店 建築 安曇野市穂高有明478-1 0263-81-5210 あり
工事金額の1%割引　システムキッチン・ユニットバス等の製品はさらに2
～5％割引いたします。

提示者と家族全員 （株）大八木建設のリフォームのお店「LIXILリフォームショップ」です。 不定休

有限会社　藤長菓子舗 和洋菓子 大町市大町2227-1 0261-22-0186 なし 1,000円以上お買上げの方にお菓子１コプレゼント 提示者のみ 和菓子と洋菓子のお店です。 不定休

大町市コミュニティセンター　上原の湯 温泉 大町市平1955-446 0261-22-2759 あり
高校生～64歳までの方の一般入浴料金500円を100円引きの400円
に

提示者を含む同伴
者5名まで

源泉掛け流し
第2・4火（祝日の場合
翌日）

Lien(リアン） 飲食店 大町市大町1472-2 0261-22-6674 なし デザート1品サービス（お食事した方のみ） 提示者と家族全員 コーヒーがおいしい！！笑いの絶えない居心地のいいお店です 日、月曜日

有限会社　北辰印刷 印刷 大町市大町3871-1 0261-22-3030 なし 名刺印刷代5%割引 提示者 自分史・写真集・印刷物　何でもお気軽にご相談下さい 土、日、祝日

マルナカ 衣料品小売 大町市大町3206-2 0261-22-0964 なし 1,000円以上お買い上げの方に当店オリジナルスタンプ2倍進呈 提示者 婦人衣料・紳士衣料・学生衣料・その他 毎週火曜日

信州金熊温泉　明日香荘 宿泊・飲食店 大町市八坂1160 0261-26-2301 あり 入浴料50円割引
提示者と同伴者4
名様まで

お湯は単純硫黄泉で多効能の優れた泉質です。 不定休

有限会社　かぼちゃやま農場
食品菓子小売・観光農

園
松川村3363-80 0261-62-0187 あり 1,000円以上お買い上げで100円引き

提示者家族及び同
伴者

おいしい果物・ケーキでお待ちしてま～す!! 第2・4水曜

良い子の店 文具小売 松川村7019-17 0261-62-2335 なし 文具・事務用品5%OFF、お洗濯代行サービス総額より200円割引 提示者のみ
事務所への配達も可能です。お洗濯代行サービス始めました。詳しく
はお問合せください。

不定休　※元旦のみ定
休

そば処　こうや 飲食店 松川村板取295 0261-62-3398 あり ご利用額の5%割引 提示者と家族全員 農家のそば処 水曜、木曜

ナカヤマ製菓舗 和菓子 松川村5721-771 0261-62-3484 なし ピコカポイント３倍サービス又は購入金額の2％割引 提示者と家族全員 昔から親しまれた和生菓子を手作りしています。 不定休

ドール中島菓子店 和洋菓子 松川村7025 0261-62-2055 なし お買い上げのお客様に菓子１コサービス 提示者と家族全員 和洋菓子　種類多く取りそろえています。 不定休

イチモトメガネ補聴器店
時計・眼鏡・補聴器・貴

金属
松川村5728-408 0261-62-7343 あり 当店のポイントカード進呈 提示者のみ 補聴器専門店　認定眼鏡士のメガネ店　時計・貴金属取扱店 不定休

オートショップモモセ 二輪車販売・修理 松川村7032-52 0261-62-2288 なし 新車・中古車購入後、初回オイル交換サービス 提示者のみ 原付、自動二輪、販売修理及び車検 水曜

おしゃれはうすほった
生活雑貨・衣料品・化

粧品
松川村緑町7025-168 0261-62-7212 なし

購入金額の3%割引　※一部商品は除きます。他のサービス券等は併用
不可

提示者と家族全員 資生堂化粧品・衣料品・おしゃれ小物等を扱っております。 不定休

http://www.oyagi-kensetsu.co.jp/
https://oyagi3.jp/
https://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/wappara/index.html
https://asukasou.net/
https://www.kabochayama-sweets-cafe.com/
https://soba-kouya.com/
https://goo.gl/maps/rh1MUpfFZJ6jubu6A
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ビオレ美容室 理美容店 松川村緑町1482-2 0261-62-7269 なし パーマ、ヘアダイの方はトリートメントを行います。 提示者のみ お持ちの着物を着る時を考えてみませんか？
月曜、第1火曜、第3日
曜

ケーキ屋　くまさん家 洋菓子 松川村5721-115 0261-62-6521 なし お買い上げのお客様にクッキー1枚プレゼント 提示者のみ
くまさん家は全て手作りの商品です。季節ごとに変わる商品をお楽し
みください。

水曜（不定休）

安曇野そば処　青崎 飲食店 松川村3395-3 0261-62-3385 なし 100円引き 提示者のみ
安曇野のこだわりそば粉と松川村の名水が織りなす風味をお届けし
ます。

水曜

おしゃれの店　椿 化粧品小売 松川村7029 0261-62-3096 なし 購入金額の5%割引 提示者のみ お肌の気になる事お気軽にご相談ください。 不定休

リサイクルショップ　サンクス リサイクルショップ 松川村7022-70 0261-62-4191 なし 購入金額の10％引き 提示者のみ 不用品の買取り、おうちの片付け承ります！ 第2・4水曜

焼肉しゃぶしゃぶ　ぶう 飲食店 松川村5744-4 0261-85-0651 なし 杏仁豆腐またはプリン＆ドリンク１杯サービス 提示者のみ とにかく安価でボリューム満点、満腹感たっぷりです！ 水曜、火曜の夜

小山建材金物店 金物建材小売 松川村緑町7031-76 0261-62-2316 なし 購入金額の2%割引 提示者のみ 土木建築資材・物置・フェンス・電動工具の修理・刃物研ぎ・家庭金物 日曜

高橋林業株式会社 建築 松川村5728 0261-62-2140 あり 建物の新築・増築・リフォームのご相談（無料）の方にタオルを進呈
提示者および家族
全員

桧・赤松・杉・欅・無垢材を楽しむ「木づくりの家」 日曜

(有)平林表具店 建築・内装業 松川村5137 0261-62-3711 あり 工事金額の3～5％割引 提示者のみ
襖・障子貼替・クロス貼替から部室水廻のリフォーム
工事　ショールームには常時1500点のカーテンのサンプル展示中

木曜

いろは亭 飲食店 松川村7022-32 0261-62-2223 なし ご利用金額の3％割引　※テイクアウトは対象外です 提示者のみ 季節ごとに変わる御料理をお楽しみ下さい。 不定休

割烹福助 飲食店 松川村5-31 0261-62-2303 なし ５人で１本ビールサービス
提示者および同伴
者

気軽に御希望予約受け承ります。 不定休

きいろいポケット 和洋菓子小売 松川村5725-147 0261-88-0017 あり 購入金額の１０％割引
提示者と家族、同
伴者全員

長野県産の小麦粉・卵・国産の蜂蜜(アカシヤ・レンゲ・クローバー）３
種類でカステラを手焼きで丹精込めて焼いています。シンプルな食材
で焼き上げ「しっとり」「優しい」「柔らかな」食感の仕上がりとなって
おります。

月曜日～木曜日

喫茶・スナック凛 飲食店 松川村緑町7031-58 0261-62-2537 なし おつまみ１品サービス 提示者 昼間はカラオケ喫茶、夜はスナックで気軽に楽しんで下さい
昼　10:00　~　16:00
夜　18:30　~　24:00

美容室 ヘアーステーション 理美容店 松川村5689-20 0261-62-9553 なし カード提示で100円引き カード提示者のみ ほっとできる時間を提供しています。 月曜日・第３日曜日

ＡＯＫＩ　穂高店 衣料品小売 安曇野市穂高1770 0263-82-9888 あり お買上総額より10％割引（補正代・宅配代は対象外）
提示者および家族
全員

・他総額割引との併用不可
・他クーポン、下取り、セットセールとの併用可

年中無休

ドメーヌヒロキ ワイン小売 池田町会染24455-2 0261-25-0024 なし
ワイン１本ご購入の方に、グラスワイン(30cc）一杯またはぶどうジュース
1杯プレゼント

提示者のみ
池田町に新しくオープンしたワイナリーです。
（土・日・祝日のみ営業、4月より営業再開）

平日

有限会社マツダヤ 文具小売 池田町池田4338 0261-62-2036 あり 購入金額の5%割引（切手等一部商品は除きます） 提示者のみ 文具・事務用品の販売。ゴム印等も承ります。 日曜

http://www.kizukurinoie.jp/
http://www.h-interiorshop.com/
https://kiroi-pocket.jimdofree.com/
https://www.aoki-style.com/
http://www.matsudaya.com/
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株式会社山風舎 建築 池田町会染9004-9 0261-85-2483 あり 工事請負のご成約時ストーブ工事特典あり 提示者のみ 新築・リフォーム、店舗にて薪ストーブの展示販売 火曜

七りん亭 飲食店 池田町池田2097-11 0261-85-6077 なし ご飲食金額の2.5%程度のお食事券プレゼント
提示者および同伴
者

お食事券は次回ご利用の際にお使いください。 火曜

中華料理　萬客 飲食店 池田町池田4131-2 0261-25-0080 なし 全品50円引き　ソフトドリンク1杯サービス
提示者および同伴
者

お待ちしてます 不定休

手打ちそば　かたせ 飲食店 池田町会染3439 0261-62-5505 なし
3月まで限定のとうじそばを注文された方に締めのおじや（300円相当）
サービス

提示者および同伴
者

そばはもちろん天ぷらも最高です。 火曜

有限会社松沢ガラスアルミサッシ販売 建築 池田町池田1312 0261-62-4007 あり 購入代金5万円以上の時3％割引
提示者および同居
ご家族

あらゆるガラス・アルミサッシからエクステリア工事までお気軽にご相
談ください。

日曜、祝日、第2・4・5
土曜

大雪渓酒造株式会社 酒造・小売 池田町会染9642-2 0261-62-3125 あり
3,000円以上お買い上げの方に直営店花紋大雪渓ポイントカード３倍
サービス

提示者のみ お酒はもちろん、甘酒やオリジナルグッズもございます。
なし（年末年始はお問
い合わせください）

福源酒造株式会社 酒造・小売 池田町池田2100 0261-62-2210 あり 酒類に限り3,000円以上の購入の場合、商品代金の5％割引 提示者のみ 他のサービスとの併用は不可 水曜、土曜、曜、祝日

株式会社矢口工務店 建築 池田町大字会染6320-1 0261-62-4040 あり
10万円以上（税込）契約の方、コスモハーブの里ＳＳ洗車券3,000円プ
レゼント

提示者と同居の家
族

新築・リフォーム・土地ご相談ください。
日曜、祭日、第2・4土
曜日

藤屋菓子舗 和洋菓子小売 池田町池田4291 0261-62-2018 なし お買い上げの方当店製造のお菓子1コサービス 提示者 お菓子作り一筋、季節感がわかる和洋菓子店です。 不定休

時計・メガネ・宝飾品・ツカダ その他小売 池田町池田4203 0261-62-2364 なし お買上げ時に御相談下さい。 提示者 時計・メガネ・宝飾等販売　時計の修理受け賜ります 水曜日

農かふぇ　白馬そだち 食品小売・飲食店 白馬村神城23603 0261-75-3202 あり 1,000円以上お買い上げの方　5%サービス 提示者のみ 自社の農産物の販売とレストランを営業しています。 水曜

有限会社明寿堂 文具小売 白馬村北城6369-2 0261-72-2261 なし 当店のポイントカードお持ちの方、ポイントスタンプ2倍 提示者のみ お声掛け下さい！お役に立つよう頑張ります。 土曜

AOKI 理美容店 白馬村北城6018 0261-72-3828 なし シャンプー・トリートメントのパウチをプレゼント 提示者のみ コロナ対策実施中　ゆったりと素敵なヘアに
月曜、第1火曜、第3日
曜

ヘアーサロンあらさわ 理美容店 白馬村北城6354 0261-72-4131 なし 10％割引
提示者と家族、同
伴者全員

18時以降も予約受付けています。 月曜日

絵夢 飲食店 白馬村北城6375 0261-72-4305 なし 御飲食代1,000円以上の方10％OFFです。
提示者と同伴の家
族

ボリュームを重視し満足して頂けるよう努力しています。 火曜日

白馬スポーツ スポーツ用品店 白馬村北城6029 0261-72-2329 あり スポーツ用品10％OFF（セール品は除く） カード提示 スポーツする皆様を応援します!! 不定休

有限会社　白馬ヤマトヤ スポーツ用品店 白馬村北城6350 0261-72-2200 あり 購入金額の２％割引（他のサービス券等は併用不可）
提示者と家族、同
伴者全員

スキー、アウトドア用品のお買い得品が沢山ございます!! なし

http://www.sanpuusya.com/
https://www.matsuzawaglass.com/
https://www.jizake.co.jp/
http://www.sake-fukugen.com/
http://www.ygch.jp/
http://tm-hakuba.com/
https://www.hakuba-sports.jp/
http://hakubayamatoya.com/
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まるしち　Gallery　＆　Shop 文具小売 白馬村北城10160 0261-72-2227 なし 次回購入割引券（2,000円以上お買上の場合５％割引）
提示者と家族、同
伴者全員

カラフルで愛らしいグッズや手仕事作品 など 温もりあふれる作品を
展示販売

火曜、土曜　※季節に
より変動あり

神レーシングサービス 自動車販売・修理 小谷村千国乙7736-88 0261-83-2161 なし 利用者の方に記念品進呈 提示者のみ 小谷で一店のみの自動車専門認証工場です。 日曜

白馬アルプスホテル 観光・土産小売・温泉 小谷村千国乙12851 0261-82-2811 あり
①宿泊15％割引（1泊2食付）②館内売店利用 10%割引（一部対象外
有）
③日帰り入浴200円引き

提示者および家族
全員

天然温泉の有るリゾートホテル、キャンプ場、フィールドアスレチック、パ
ターゴルフ場、屋外プール等充実の施設

なし

若栗温泉　乗鞍荘 温泉 小谷村千国乙5506-1 0261-82-3073 なし ２名以上でお越しいただいた方、合計金額より100円引き
提示者および同伴
者

疲れた体を天然温泉でリフレッシュ!! 不定休

株式会社鷲澤建設 建築
小谷村中小谷川原丙521-
1

0261-82-2365 あり 土木・建築・舗装・設備工事のお見積金額の1%割引
提示者および家族
全員

高品質な工事で、安心安全な生活をお届けします。
日曜、祝日、第2・4土
曜

株式会社　トータルタタミサービス 建築 小谷村千国乙1586 0261-83-2011 なし
・畳替えの時の重い家具の移動が無料　・税抜8,800円以上のイグサで
表替２部屋以上の方2､000円引き（国産畳表）

提示者のみ 畳・ふすま・障子の事ならお任せ下さい。すぐ伺います。 日用、祝日

パン香房　一輪の華 食品小売 小谷村千国乙6756 0261-82-3885 なし 1,500円以上の購入で30円引き（現金決済のみ) 提示者 真心込めて手造りしています。 日曜

みなとや 古民具小売 小谷村千国乙6736 0261-82-2030 なし 5,000円以上お買上げの方10％割引（学校用品は対象外） 提示者のみ 昔懐かしい商品を取り揃えてご来店をお待ちしております。 不定休

雨飾高原キャンプ場 宿泊 小谷村大字中土18926-1 0261-85-1045 あり キャンプサイト使用料（2,750円～6,600円）を半額に 提示者 深緑の木々、爽やかな風と満天の星たちがｷｬﾝﾊﾟｰを出迎えます。 水曜日（冬期間休業）

一級建築士事務所 有限会社 アトリ企画事務所 建築
小谷村大字千国乙12856-
ｲ-1

0261-82-2130 なし
建物の新築・リフォーム・耐震等の相談料金が、
初回60分無料

提示者および家族
全員

小谷村、唯一専業の一級建築士設計事務所です。 不定休

ペンション　神戸っ子 飲食店 小谷村千国乙807-16 0261-83-2270 あり TAKE OUT ⇒ 5％割引、お食事 ⇒ 5％割引
提示者および同伴
者

地元食材を生かした「本格中華」を、是非お召し上がりください。 不定休

国営アルプスあづみの公園　大町・松川地区 公園 大町市常盤7791-4 0261-21-1212 あり
入園料金1人450円→290円　体験プログラム50円引
他のサービス券との併用不可　一部の体験プログラムを除きます。

提示者を含む
同伴者5名まで

国営アルプスあづみの公園　穂高・堀金地区 公園 安曇野市堀金33-4 0263-71-5511 あり
入園料金1人450円→290円　体験プログラム50円引
他のサービス券との併用不可　一部の体験プログラムを除きます。

提示者を含む
同伴者5名まで

Aコープファーマーズおおまち店 食品等小売 大町市常盤4844-1 0261-85-4710 あり
毎週日曜日1,000円以上お買上げのお客様に
Aコープ友の会ポイント30ポイントサービス（1日1回）

提示者および
Aコープ友の会
会員様限定

Aコープ白馬店　ハピア 食品等小売 白馬村北城6398-1 0261-72-6000 あり
毎週日曜日1,000円以上お買上げのお客様に
Aコープ友の会ポイント30ポイントサービス（1日1回）

提示者および
Aコープ友の会
会員様限定

JA大北オートパル南部センター 自動車販売・小売 大町市常盤3788 0261-23-7205 あり
車検時のオイル交換無料
ただし、当社指定オイルに限る

提示者のみ 車の購入、車検・定期点検・板金、車の事ならお任せください。

JA大北オートパル北部センター 自動車販売・小売 白馬村北城1375 0261-72-3920 あり
車検時のオイル交換無料
ただし、当社指定オイルに限る

提示者のみ 車の購入、車検・定期点検・板金、車の事ならお任せください。

http://www.hakuba-alps.co.jp/
http://www.washiken.co.jp/
http://www.amakazari.com/
https://kobekko.main.jp/
http://www.azumino-koen.jp/oomachi_matsukawa/index.php
http://www.azumino-koen.jp/horigane_hotaka/index.php
https://www.nagano-acoop.co.jp/store/center/oomachi/oomachi.php
https://www.nagano-acoop.co.jp/store/center/hakuba/hakuba.php
https://www.autopal-nagano.co.jp/shop/ja_8.php
https://www.autopal-nagano.co.jp/shop/ja_7.php
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北アルプス医療センターあづみ病院 総合病院 池田町池田3207-1 0261-62-3166 あり 人間ドック受診料割引　※さらにJAより2,500円の助成あり 当JA組合員

ファミリーマートJA大北会染店 食品等小売 池田町大字会染5098-1 0261-61-1345 あり
毎週金曜に700円以上お買い上げのお客様にブレンドコーヒーS・アイス
コーヒーSのいずれかを進呈いたします。

提示者のみ

ファミリーマートJA大北あづみ病院店 食品等小売
池田町大字池田3207番地
1

0261-61-4493 あり
毎週金曜に700円以上お買い上げのお客様にブレンドコーヒーS・アイス
コーヒーSのいずれかを進呈いたします。

提示者のみ

ファミリーマートJA大北ええっこの里店 食品等小売 大町市常盤6367-26 0261-21-3013 あり
毎週金曜に700円以上お買い上げのお客様にブレンドコーヒーS・アイス
コーヒーSのいずれかを進呈いたします。

提示者のみ

ファミリーマートJA大北大町運動公園店 食品等小売 大町市常盤5625-18 0261-21-1005 あり
毎週金曜に700円以上お買い上げのお客様にブレンドコーヒーS・アイス
コーヒーSのいずれかを進呈いたします。

提示者のみ

ローンセンター 金融 大町市大町3091-1 0261-29-7121 あり 各種ローン金利軽減 提示者のみ

ときわ支所 金融 大町市常盤3570-5 0261-22-0209 あり 各種ローン金利軽減 提示者のみ

会染支所 金融 池田町会染5098-1 0261-62-3114 あり 各種ローン金利軽減 提示者のみ

松川支所 金融 松川村7027 0261-62-4108 あり 各種ローン金利軽減 提示者のみ

白馬支所 金融 白馬村北城6379 0261-72-2010 あり 各種ローン金利軽減 提示者のみ

おたり支所 金融 小谷村中小谷丙50-1 0261-82-2003 あり 各種ローン金利軽減 提示者のみ

大町支所 金融 大町市大町3091-1 0261-22-0204 あり 各種ローン金利軽減 提示者のみ

平支所 金融 大町市平8940 0261-22-1920 あり 各種ローン金利軽減 提示者のみ

ＪＡファーム大北南部店 農業資材小売 松川村1942-1 0261-23-6143 あり
毎週木曜に限りお買い上げ金額より1％割引いたします。
※現金以外でのお買上げの場合は1万円以上に限ります。
※一部対象外となる商品がございます。（シロアリ駆除作業等）

提示者のみ

池田センター 農業資材小売 池田町大字会染5098-1 0261-62-6430 あり
毎週木曜に限りお買い上げ金額より1％割引いたします。
※現金以外でのお買上げの場合は1万円以上に限ります。
※一部対象外となる商品がございます。（シロアリ駆除作業等）

提示者のみ

中部センター 農業資材小売 大町市平7791-6 0261-22-0347 あり
毎週木曜に限りお買い上げ金額より1％割引いたします。
※現金以外でのお買上げの場合は1万円以上に限ります。
※一部対象外となる商品がございます。（シロアリ駆除作業等）

提示者のみ

北部営農センター 農業資材小売 白馬村大字神城21494 0261-75-2180 あり
毎週木曜に限りお買い上げ金額より1％割引いたします。
※現金以外でのお買上げの場合は1万円以上に限ります。
※一部対象外となる商品がございます。（シロアリ駆除作業等）

提示者のみ

https://www.azumi-ghp.jp/
https://as.chizumaru.com/famima/detailMap?kkw001=%e4%bc%9a%e6%9f%93&account=famima&accmd=0&c2=1&bitemtype=0&bid=22299&pgret=2
https://as.chizumaru.com/famima/detailMap?kkw001=%e3%81%82%e3%81%a5%e3%81%bf&account=famima&accmd=0&c2=1&bitemtype=0&bid=23684&pgret=2
http://as.chizumaru.com/famima/detailMap?account=famima&bid=24196
http://as.chizumaru.com/famima/detailMap?account=famima&accmd=0&bid=24453&adr=20212&x=496185.178&y=131343.457&lscl=20000&lrot=0&pgret=1&c2=1
https://www.nn.zennoh.or.jp/nijinohall/guide/daihoku/2017/02/matsukawamura.php
https://www.nn.zennoh.or.jp/nijinohall/guide/daihoku/2017/02/omachi.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post-2.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post-8.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post-9.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post-11.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post-12.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post-5.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post-6.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/ja-1.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2020/06/post-51.php
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小谷営農センター 農業資材小売 小谷村大字中小谷丙50-1 0261-82-2042 あり
毎週木曜に限りお買い上げ金額より1％割引いたします。
※現金以外でのお買上げの場合は1万円以上に限ります。
※一部対象外となる商品がございます。（シロアリ駆除作業等）

提示者のみ

池田給油所 ガソリンスタンド 池田町大字池田2537-4 0261-62-4049 あり
スタッフへのカード提示により、ガソリン・軽油の割引クーポン配布
※現金・クレジット支払いのみが対象となります。

提示者のみ

パノラマロードときわ給油所 ガソリンスタンド 大町市常盤5868 0261-21-3110 あり
スタッフへのカード提示により、ガソリン・軽油の割引クーポン配布
※現金・クレジット支払いのみが対象となります。

提示者のみ

アルペンロード神城給油所 ガソリンスタンド 白馬村大字神城20215 0261-75-2785 あり
スタッフへのカード提示により、ガソリン・軽油の割引クーポン配布
※現金・クレジット支払いのみが対象となります。

提示者のみ

白馬アルプス給油所 ガソリンスタンド 白馬村大字北城10648-1 0261-72-4784 あり
スタッフへのカード提示により、ガソリン・軽油の割引クーポン配布
※現金・クレジット支払いのみが対象となります。

提示者のみ

小谷給油所 ガソリンスタンド
小谷村大字中小谷丙
2151-1

0261-82-2833 あり
スタッフへのカード提示により、ガソリン・軽油の割引クーポン配布
※現金・クレジット支払いのみが対象となります。

提示者のみ

JAホールまつかわ 葬祭 松川村7051-12 0261-62-1700 あり
祭壇費用と会場費用を合わせた金額から50,000円割引
当館以外での利用は20,000円割引

当JA組合員

JAホールおおまち 葬祭 大町市平7791-6 0261-26-3300 あり
祭壇費用と会場費用を合わせた金額から50,000円割引
当館以外での利用は20,000円割引

当JA組合員

JA大北農産物直売所「ええっこの里」 直売所 大町市常盤6367-26 0261-85-2289 あり
毎週水曜に限り、500円以上お買上げのお客様に
お米（1.5合）をプレゼントいたします。

提示者のみ

アルプス一番松川農産物直売所 直売所 松川村7051-12 0261-62-9681 あり
毎週水曜に限り、500円以上お買上げのお客様に
お米（1.5合）をプレゼントいたします。

提示者のみ

山菜加工場 食品小売
小谷村大字中小谷丙
6467-1

0261-82-2205 あり 1,000円以上お買い上げの方5%割引 提示者のみ

ＪＡ大北大町農機センター 農機具販売・修理 大町市平7791-6 0261-23-3611 あり 指定の２サイクルオイル１００円引き（税込み） 提示者のみ

ＪＡ大北南部工機燃料センター（農機具） 農機具販売・修理 大町市常盤3788 0261-22-2518 あり 指定の２サイクルオイル１００円引き（税込み） 提示者のみ

ＪＡ大北池田農機センター 農機具販売・修理 池田町大字池田2519-12 0261-62-2155 あり 指定の２サイクルオイル１００円引き（税込み） 提示者のみ

ＪＡ大北北部工機燃料センター 農機具販売・修理 白馬村大字北城1376 0261-72-3100 あり 指定の２サイクルオイル１００円引き（税込み） 提示者のみ

ＪＡ大北小谷農機センター 農機具販売・修理 小谷村大字中小谷丙50-1 0261-82-2325 あり 指定の２サイクルオイル１００円引き（税込み） 提示者のみ

https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/ja.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/ja-2.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post-32.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/ss-2.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/ss.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/ss-4.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/ss-5.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/ss-6.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2016/03/ja-6.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post-45.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post-33.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post-35.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post-34.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post-36.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post-37.php
https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/facility/2015/05/post-38.php

