
● 応援チケットは取扱店ポスターが掲示されている諏訪市内の店舗で利用できます。
● 有効期限 令和5年1月31日(火)を過ぎると無効となります。
　いかなる場合も有効期限の延長はいたしません。
● 額面に満たないご利用には、つり銭のお返しはありません。
● 小売店においては小売商品のみを応援チケットの利用対象とし、
　施術代・工賃・技術料・レッスン代等には利用できません。
● 中小規模の事業所支援という目的から、大型店では利用できません。

発 行 者 諏訪市　 　TEL：52-4141
運営事務局 諏訪商工会議所　TEL：52-2155

★注意事項や取扱店の詳細はホームページをご覧ください★
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取扱店舗一覧

諏訪交通  52-1190 忘年会・新年会・お出かけの必須アイテム「おでかけガードセット」をプレゼント！

アルピコタクシー  71-1181 忘年会・新年会・お出かけの必須アイテム「おでかけガードセット」をプレゼント！ 

第一交通  52-5151 忘年会・新年会・お出かけの必須アイテム「おでかけガードセット」をプレゼント！

植松ハイヤー  28-6555 忘年会・新年会・お出かけの必須アイテム「おでかけガードセット」をプレゼント！ 

ドライブアシスト運転代行 四賀1671 松文荘3号 84-0461 お会計時に応援チケットご利用の方にミネラルウォーター1本プレゼント。

和運転代行 上諏訪1770-1 75-2224 応援チケット1枚につき次回使える300円引き券進呈。
（会計時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください）

大社煎餅　諏訪店 中洲5320-9 52-5254 3,500円以上お買い上げのお客様へ、大社の職人が焼き上げる特製クッキーをプレゼント。

ダイフジ 四賀182 53-5515 1,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント。

㈲大和自動車工場 杉菜池1913-8 52-5157 次回のオイル交換料10%引き。

タケヤ味噌会館 湖岸通り2-3-17 52-4000 2,000円以上お買い上げの方へ、タケヤみそ「塩ひかえめ」500gプレゼント。

㈱蓼科商事 茶屋石油部 清水2-8-9 52-5044 20L以上給油された方へティッシュ1箱プレゼント。

たまごや工房 上諏訪駅店 諏訪1-821JR上諏訪駅構内 なし 2,000円以上お買い上げの方へ「くるたま」1個プレゼント。

知久酒店/ワインショップ・チキュウ 大和3-13-2 52-1280 

中国茶専門店 好茶工房 大手1-15-3 78-6535 

漬物や　松尾商店 高島3-1201－100 57-1023 1,100円以上の商品お買い上げで総額から10％値引きいたします（酒類は除く）。

天狗肉店 大手2-16-2 52-4541 店頭販売3,000円以上ご購入の方へ当店自慢の特製すきやきのタレ1本（180ml）プレゼント。

時計・宝石のヤマザキ 諏訪1-3-11 52-5200 5,000円以上の商品をお買い上げのお客様へハンドソープとウェットシートのセットプレゼント。

㈱豊島屋エナジープラザ諏訪インターSS 四賀1545 54-0808 2,000円以上のご利用で、ボックスティッシュ1箱プレゼント！

鳥幸 小和田16-18 58-3732 4,000円以上お買い上げの方へBOXティッシュ1箱プレゼント。

ドレス・ヤマザキ 諏訪1-2-13 52-2373 

ながせ 諏訪1-9-6 58-4300 すわともカードまたはながせのお楽しみカードスタンプ2倍サービス。

㈱中山タイヤ商会 四賀15-1 52-0044 次回新品タイヤをご購入時に入替代はサービスいたします。

なとりさんちのたまごや工房(ショップ) 四賀2939-1 53-1231 2,000円以上お買い上げの方へ「くるたま」1個プレゼント。

二光 末広5-5 52-2880 5,000円のお買い上げにつき二光券（額面500円）を1枚進呈。

ヌーベル梅林堂 城南1-2556-7 54-7971 2,000円以上お買い上げの方へ、くるみやまびこハーフ1個プレゼント！

猫蔵館 中洲4335-1（田毎庵隣接） 63-1206 

㈲白牡丹 小和田南13-5 58-0123 白牡丹のポイントカード（他店の6倍）現金同様、お買い上げより引けれます。

パン工房　かりんの木 大手2-1-2 55-4343 

ビューティーサークル　ふきや 湖岸通り4-3-1 58-2665 

美容館リュウ 四賀1634-1 53-3765 3,000円以上商品お買い上げの方に次回使えるヘッドスパまたはフェイシャルエステ割引券プレゼント。

ブティック　モンクーる 大手1-2-12 57-5351 10,000円以上ご利用の方へ次回使える10％OFFクーポン進呈。

プラネッツ　ミュージックワールド 諏訪1-2-3 52-1550 1,100円以上の商品お買い上げで、総額から5％OFF。

ブルードロップス 湖岸通り5-15-9 58-9770 

フローリスト　シェリ 諏訪1-2-6 54-5566 次回1,000円以上お買い上げの際に使える100円券プレゼント。

Hair's CREW城南店 小和田南22-11 53-9850 

平安堂　諏訪店 四賀2326-1 53-4545 ブルーカードポイント3倍！

㈱丸多田中屋 諏訪2-10-23 52-0122 1,100円以上の商品お買い上げで、総額から5％OFF。

丸安田中屋　上諏訪駅前店 諏訪1-2-5 53-1260 3,000円以上お買い上げの方にお好きなクッキー1袋プレゼント。

丸安田中屋　本店 高島3-1421-1 52-0126 3,000円以上お買い上げの方にお好きなクッキー1袋プレゼント。

㈲ミドリヤ呉服店 諏訪2-1-2 52-1385 1,000円以上の商品お買い上げで、総額から1割引きします。

みやび（惣菜） 末広2-3 58-5434 すわともカードのポイント2倍付与いたします。

メイク家電設備 豊田1832-15 52-6579 10,000円以上の商品お買い上げでオリジナルエコバッグプレゼント。

メガネ21諏訪赤沼店 四賀1676-1 54-5021 応援チケットご利用枚数につき10%分の割引券進呈（1年間有効）。

メガネのナガタ諏訪沖田店 四賀2323 58-6611 メガネお買い上げの方へ、メガネのナガタオリジナルボックスティッシュ1箱プレゼント。

メガネのナガタ諏訪本店 諏訪2-1-12 52-5262 メガネお買い上げの方へ、メガネのナガタオリジナルボックスティッシュ1箱プレゼント。

メガネのヤマザキ 諏訪1-3-11 52-5200 メガネ一式お作りの方へ使い捨てホットアイマスク1箱プレゼント。

モータースポーツスタジオTAKA 中洲5691-7 58-2320 応援チケットご利用のお客様にオリジナルキーホルダープレゼント。

森田屋紙店 清水1-9-12 52-0483 金額の20％アップでご利用いただけます。

ヤジマカメラ 高島1-21-25 52-2423 2,000円以上お買い上げの方へポイントカード2倍進呈。

㈲やまだい銘酒店 城南2-2523-3 52-1461 1回のお会計につき、お好きなグラスを2個進呈します。

㈲山田養蜂場 元町3-2 52-1540 

大和屋湖魚店 湖岸通り2-4-14 52-0902 ウナギ1人前2,700円を2,500円にいたします。

宵々酒店 末広8-1 78-6274 1,000円以上お買い上げの方へ次回使える割引券プレゼント。

YOSAPARKユーミン 清水2-7-18 58-7161 

ららくま薬局 上川3-2292-1 58-0090 アルクマおくすり手帳をプレゼント！

リサイクルショップ宝箱諏訪店 沖田町1-87 52-5225 粗品をプレゼント。

市外局番（0266）住　所店　名 TEL. 応援チケット利用特典

1月31日㈫まで令和５年利用期限

ご利用時の注意事項

詳しくはこちら

取扱店からの
特典付き！
地域で頑張るお店を
応援してください！

（諏訪地区タクシー事業協同組合）

（諏訪地区タクシー事業協同組合）

（諏訪地区タクシー事業協同組合）

（諏訪地区タクシー事業協同組合）
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かたくらシルクホテル 湖岸通り4-1-43 52-2151

寛ぎの諏訪の湯宿 萃sui-諏訪湖 湖岸通り2-5-27 58-3434

湖泉荘 湖岸通り1-13-8 53-6611 次回ご利用時、お土産コーナー10％オフにてご利用いただけます。

神秘なる諏訪湖に心癒される宿 上諏訪温泉 しんゆ 湖岸通り2-6-30 54-2020 チェックアウト時、次回親湯3店舗で使える割引ポイントカードへのスタンプを通常1つのところ2つ捺印致します。

双泉の宿　朱白 湖岸通り3-2-2 52-2660

浜の湯 湖岸通り3-3-10 58-8000 応援チケット1枚につき1名様にラウンジにてドリンク一杯サービスいたします。

ホテル鷺乃湯 湖岸通り3-2-14 52-0480 10名様以上のご利用で生酒（720ml）1本サービス。

ホテル紅や 湖岸通り2-7-21 57-1111 

民宿あひる 湖岸通り1-4-1 52-2284 宿泊のお客様に500mlペットボトルドリンク1本プレゼント。

RAKO華乃井ホテル 高島2-1200-3 54-0555 宿泊のお客様にはドリンク１杯サービス。

10,000円以上ご利用の方へ次回使える20％OFFご優待チケット進呈。
※基本料金より20％OFF　※ご予約時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください。

ご利用人数分の次回使える「ホテル本館展望浴場」の入浴割引券をプレゼント。
※有効期限2023年3月31日まで　※バスタオル・フェイスタオルはご持参ください。

応援チケットでご宿泊代金をお支払いのお客様へ、売店5％割引券プレゼント。
（チェックイン時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください）

ご宿泊1回につき、ご夕食時人数分ワンドリンクサービス。
（ご予約時にクーポン利用及び特典利用の旨を必ずお申し出下さい）

赤羽七宝舎　ものづくり広場 中洲1571 52-3013 

アベニュー諏訪ふれあい広場店 中洲5723-3 56-3202 応援チケットでお買い上げの方へ粗品プレゼント。

岩崎川魚本店 四賀1679-1 78-3310 すわともポイントを5ポイントお付けします。

ウインドウェーブ 湖岸通り1-4-1 52-2285 応援チケットでマリン用品をお買い上げの方へ500mlドリンクプレゼント。

ENEOS 諏訪SS / (株)古畑石油 四賀340 52-6122 

えびす屋 湖岸通り3-4-14 52-0720 2,000円以上お買い上げの方へ当店のポイント2倍サービス券進呈。

㈲園月堂本舗 中洲5398-1 58-1547 すわともポイント2倍進呈。

エンレース 中洲5709-23 53-4467 5,000円以上の写真商品ご購入の方へ、次回使える撮影料50％OFFクーポン進呈。

大坂屋薬局 清水2-7-22 52-0309 レオピンロイヤル（滋養強壮剤）の試飲。

太田屋　諏訪店 中洲5723-3 53-3235 応援チケットでお買い上げの方へ粗品プレゼント。

御菓子司　甲子堂 末広12-9 52-0920 3,000円以上お買い上げの方へ当店菓子1つプレゼント。

御菓子処　寿堂 諏訪2-1-17 52-2555 応援チケットご利用のお支払い1100円以上の総額から3%割引。

カクセン 諏訪2-9-17 58-0802 

㈱河西画廊 諏訪2-1-14 52-0187 応援チケット利用の方10％割引き。

カスタムプロド70 豊田496-1 090-1272-6879 応援チケット利用でワコーズ高性能オイル（プロステージシリーズ）を10％引きにてご提供します。

カット＆リラクゼーション　ナチュラル 末広6-11 57-4423 信州安曇野で作られたラ・カスタ シャンプー＆トリートメントのトラベルパウチ　2セットプレゼント。

金子電化 湖南6235-2 52-1867 応援チケット3枚（3,000円）以上ご利用のお客様へ粗品進呈。

㈱賀茂鶴今井商店 大手1-2-7 52-3111 1,100円以上の商品お買い上げで、すわともポイント2倍進呈。

ギフトショップ　パルク 中洲5723-3 アベニュー諏訪ふれあい広場店内 56-3204 応援チケットでお買い上げの方へ粗品プレゼント。

Candy Store 四賀1676-2 53-5152 オーダースーツお買い上げの方にSunny'sのクレープ無料券プレゼント。

金鵄園茶店 諏訪1-5-22 52-4040 

㈱クスリのサンロード豊田店 豊田1326-1 56-1720 応援チケット1枚使用につきクスリのサンロードポイントカードに1ポイントをプレゼント。

グッピー本店 豊田2576-1 53-4493 応援チケット2枚以上のご利用で、熱帯魚用フードをプレゼント（3タイプから選べます）。

くらすわ（ショップ） 湖岸通り3-1-30 52-9630 

GLOW SUWA 四賀571 78-8023 

clover 湖岸通り4-10-21 57-0374 5,000円以上お買い上げの方にメッセージクッキー1枚プレゼント♬

㈱こうしん 中洲5309-1 53-8889 応援チケット1枚以上のお支払いで、生活お役立ちグッズプレゼントまたは次回使える5％OFFクーポン進呈。

木花咲屋 高島4-2073-8 54-4411 2,000円以上お買い上げの方へポイントカード2倍。

小林川魚店 諏訪2-10-7 58-1751 応援チケットご利用ですわともポイント5倍。

地酒の信濃屋 中洲5709-33 52-4708 次回ご来店時に使える割引券（1,100円以上のお買い上げで総額から5％OFF）をプレゼント。

シフォンケーキストアKINO 城南1-2536-1 52-4439 カットシフォンケーキ10個以上お買い上げの方へ、次回使える「ミックスホールラッピング無料クーポン」進呈。

SHOP　ZOO 中洲5691-9　1F 78-0273 ティッシュ1箱プレゼント。

スタジオディライト 清水1-2-19 Rビル1F 090-9660-3008 スタジオ内物販物購入の方へ、次回使える5%OFFクーポンプレゼント。

誠林堂 高島4-1493 52-6026 次回文具を現金でお買い上げの場合に使える5％引き券進呈。

セブンイレブン諏訪高島店 高島4-1469-1 57-2005 応援チケット1枚につき1番大きいレジ袋1枚サービス。

大社煎餅　沖田店 沖田町3-1-2 54-1111 3,500円以上お買い上げのお客様へ、大社の職人が焼き上げる特製クッキーをプレゼント。

商品購入の方へ、次回使える七宝焼き教室及び各ワークショップ体験に付き１０％の料金割引＋天使
モチーフ七宝キーホルダーをプレゼントします！http://www.lcv.ne.jp/~shippo7/keitai8.html

ENEOSアプリのご登録で次回使える5円引き（1Lあたり）クーポンをプレゼント。
※ガソリン・軽油のみご利用いただけます。

1,000円以上お買い上げの方へすわともカードポイント2倍進呈、婦人衣料お買い上げ
の方へ次回使える10％OFFクーポン進呈。

お茶またはお菓子1,500円以上お買い上げの方へ、すわともカード2倍orお茶小袋、
干菓子小袋のどちらかを進呈いたします。

応援チケット1枚以上使用で合計額2,000円以上のお客様に、オリジナル商品「和養生
かりんとう」1袋プレゼント（商品券など除外品あり）。くらすわ本店内の店舗が対象。
物販商品購入（シャンプー、トリートメント、ドライヤー等）応援クーポン1枚につき
100円のトリートメントorスパorオプションメニュー施術料金から割引致します。

市外局番（0266）住　所店　名 TEL.

市外局番（0266）住　所店　名 TEL.
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（あいうえお順）
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※2022年10月17日現在　※取扱店舗一覧およびHP等に掲載している内容は、予告なく変更する場合がございます

大社煎餅　諏訪店 中洲5320-9 52-5254 3,500円以上お買い上げのお客様へ、大社の職人が焼き上げる特製クッキーをプレゼント。

ダイフジ 四賀182 53-5515 1,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント。

㈲大和自動車工場 杉菜池1913-8 52-5157 次回のオイル交換料10%引き。

タケヤ味噌会館 湖岸通り2-3-17 52-4000 2,000円以上お買い上げの方へ、タケヤみそ「塩ひかえめ」500gプレゼント。

㈱蓼科商事 茶屋石油部 清水2-8-9 52-5044 20L以上給油された方へティッシュ1箱プレゼント。

たまごや工房 上諏訪駅店 諏訪1-821JR上諏訪駅構内 なし 2,000円以上お買い上げの方へ「くるたま」1個プレゼント。

知久酒店/ワインショップ・チキュウ 大和3-13-2 52-1280 

中国茶専門店 好茶工房 大手1-15-3 78-6535 

漬物や　松尾商店 高島3-1201－100 57-1023 1,100円以上の商品お買い上げで総額から10％値引きいたします（酒類は除く）。

天狗肉店 大手2-16-2 52-4541 店頭販売3,000円以上ご購入の方へ当店自慢の特製すきやきのタレ1本（180ml）プレゼント。

時計・宝石のヤマザキ 諏訪1-3-11 52-5200 5,000円以上の商品をお買い上げのお客様へハンドソープとウェットシートのセットプレゼント。

㈱豊島屋エナジープラザ諏訪インターSS 四賀1545 54-0808 2,000円以上のご利用で、ボックスティッシュ1箱プレゼント！

鳥幸 小和田16-18 58-3732 4,000円以上お買い上げの方へBOXティッシュ1箱プレゼント。

ドレス・ヤマザキ 諏訪1-2-13 52-2373 

ながせ 諏訪1-9-6 58-4300 すわともカードまたはながせのお楽しみカードスタンプ2倍サービス。

㈱中山タイヤ商会 四賀15-1 52-0044 次回新品タイヤをご購入時に入替代はサービスいたします。

なとりさんちのたまごや工房(ショップ) 四賀2939-1 53-1231 2,000円以上お買い上げの方へ「くるたま」1個プレゼント。

二光 末広5-5 52-2880 5,000円のお買い上げにつき二光券（額面500円）を1枚進呈。

ヌーベル梅林堂 城南1-2556-7 54-7971 2,000円以上お買い上げの方へ、くるみやまびこハーフ1個プレゼント！

猫蔵館 中洲4335-1（田毎庵隣接） 63-1206 

㈲白牡丹 小和田南13-5 58-0123 白牡丹のポイントカード（他店の6倍）現金同様、お買い上げより引けれます。

パン工房　かりんの木 大手2-1-2 55-4343 

ビューティーサークル　ふきや 湖岸通り4-3-1 58-2665 

美容館リュウ 四賀1634-1 53-3765 3,000円以上商品お買い上げの方に次回使えるヘッドスパまたはフェイシャルエステ割引券プレゼント。

ブティック　モンクーる 大手1-2-12 57-5351 10,000円以上ご利用の方へ次回使える10％OFFクーポン進呈。

プラネッツ　ミュージックワールド 諏訪1-2-3 52-1550 1,100円以上の商品お買い上げで、総額から5％OFF。

ブルードロップス 湖岸通り5-15-9 58-9770 

フローリスト　シェリ 諏訪1-2-6 54-5566 次回1,000円以上お買い上げの際に使える100円券プレゼント。

Hair's CREW城南店 小和田南22-11 53-9850 

平安堂　諏訪店 四賀2326-1 53-4545 ブルーカードポイント3倍！

㈱丸多田中屋 諏訪2-10-23 52-0122 1,100円以上の商品お買い上げで、総額から5％OFF。

丸安田中屋　上諏訪駅前店 諏訪1-2-5 53-1260 3,000円以上お買い上げの方にお好きなクッキー1袋プレゼント。

丸安田中屋　本店 高島3-1421-1 52-0126 3,000円以上お買い上げの方にお好きなクッキー1袋プレゼント。

㈲ミドリヤ呉服店 諏訪2-1-2 52-1385 1,000円以上の商品お買い上げで、総額から1割引きします。

みやび（惣菜） 末広2-3 58-5434 すわともカードのポイント2倍付与いたします。

メイク家電設備 豊田1832-15 52-6579 10,000円以上の商品お買い上げでオリジナルエコバッグプレゼント。

メガネ21諏訪赤沼店 四賀1676-1 54-5021 応援チケットご利用枚数につき10%分の割引券進呈（1年間有効）。

メガネのナガタ諏訪沖田店 四賀2323 58-6611 メガネお買い上げの方へ、メガネのナガタオリジナルボックスティッシュ1箱プレゼント。

メガネのナガタ諏訪本店 諏訪2-1-12 52-5262 メガネお買い上げの方へ、メガネのナガタオリジナルボックスティッシュ1箱プレゼント。

メガネのヤマザキ 諏訪1-3-11 52-5200 メガネ一式お作りの方へ使い捨てホットアイマスク1箱プレゼント。

モータースポーツスタジオTAKA 中洲5691-7 58-2320 応援チケットご利用のお客様にオリジナルキーホルダープレゼント。

森田屋紙店 清水1-9-12 52-0483 金額の20％アップでご利用いただけます。

ヤジマカメラ 高島1-21-25 52-2423 2,000円以上お買い上げの方へポイントカード2倍進呈。

㈲やまだい銘酒店 城南2-2523-3 52-1461 1回のお会計につき、お好きなグラスを2個進呈します。

㈲山田養蜂場 元町3-2 52-1540 

大和屋湖魚店 湖岸通り2-4-14 52-0902 ウナギ1人前2,700円を2,500円にいたします。

宵々酒店 末広8-1 78-6274 1,000円以上お買い上げの方へ次回使える割引券プレゼント。

YOSAPARKユーミン 清水2-7-18 58-7161 

ららくま薬局 上川3-2292-1 58-0090 アルクマおくすり手帳をプレゼント！

リサイクルショップ宝箱諏訪店 沖田町1-87 52-5225 粗品をプレゼント。

チケットご利用2枚（2,000円）につき18cm程度の大型栓抜き1個差し上げます。
たくさん用意してお待ちしております。
5,000円以上購入で10％割引、10,000円以上購入で20％割引します。
※他の割引サービスとの併用は出来ません。

チケットご利用のお客様には、店内のお好きな商品（秋物・冬物）を満足できる特別価格で
割引いたします。自分へのご褒美におしゃれを！心よりご来店をお待ち申しております。

3,000円以上の商品ご購入の方に次回使える20歳若返るNMN入りのもちもちツルツル
になるパックorナノ乳酸菌が2兆5,000億入ったナノモアをプレゼントします！

当店のスタンプカードに来店1回ごと来店感謝スタンプ1つ（千円相当）進呈。更に通常のスタンプを千円
ごとに1つ。スタンプ10個で田毎庵飲食300円または猫蔵館100円券となります（カードは2店共通）。

1,000円以上ご利用の方へ当店特製クッキーまたはスコーンプレゼント。かりんの木では安心安全を目指しパン生地、
クッキー等北海道産小麦使用、保存料や着色料無添加です。またコロナ対応でなるべく個包装して販売しています。

物販商品購入（シャンプー、トリートメント、ドライヤー等）応援クーポン1枚につき
100円のトリートメントorスパorオプションメニュー施術料金から割引致します。

1会計5,000円以上ご利用でダブルポイント付加いたします。
サービス品（福袋）にはポイント付加できませんので予めご了承ください。

応援チケットご利用で当店の商品を1つプレゼント！プレゼント商品は、はちみつキャンディー、
花別はちみつ、特別はちみつなどをご用意！お買い上げ金額によってプレゼント商品が異なります。

3,000円以上ご利用の方へ、次回使える10％OFFクーポン進呈。
商品ご購入の方へ、お試し化粧品サンプルもプレゼント。

市外局番（0266）住　所店　名 TEL.
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応援チケット利用特典



飲
食
店

あいまち 大手1-11-1大手一番街１階102号 78-7135 次回ご来店に使用できる10％割引券お渡しします。

秋月そば分店 豊田2083 58-6755 会計時に5％値引きいたします（宴会は特典の付与はいたしません）。

秋月そば本店 湖岸通り4-12-1 52-2278 3,000円以上ご利用の方へ次回使える10％OFFクーポン進呈。

あら磯諏訪店 大手1-14-5成田屋1F 55-3812 5,000円以上ご利用の方へ、次回使える500円OFFクーポン進呈。

イール亭おおいし 諏訪1-9-8 52-0467 

イコイ 大手2-8-9 52-6130 

居酒屋ごんべえ 大手2-11-4 58-6796 5,000円以上ご利用の方へ次回使えるテイクアウト10％OFFクーポン進呈。

居酒屋　集 中洲3561-1横山コーポ1F 57-0187 応援チケット3枚（3,000円）以上ご利用の方へ、次回使えるサービスチケットを進呈。

居酒屋とんちん 諏訪1-2-15 52-6296 やきとり

居酒屋バガボンド 沖田町4-21-2THビル 78-7720 3,000円以上ご利用の方へ次回使える店舗優待券1,000円分プレゼント。

居酒屋ラッキー103 諏訪1-2-20ラッキーシティハウス103 55-7364 チヂミ

居食酒屋　朱珠 大手2-4-12 53-5833 応援チケット1枚につき、次回使える100円値引き券1枚進呈。

板前キッチン兎 湖岸通り5-14-2 78-8939 次回ご来店の際に使える生ビールかソフトドリンク1杯無料券配布。

イタリアンキッチンVANSAN諏訪店 沖田町3-58-1 54-1230 次回のご来店時に使える「プチドルチェサービス券」を人数分プレゼント。

市場食堂　燦 湖南3873 57-2801 野菜ジュースまたは缶コーヒーをプレゼント。

うなぎ　ねばし 高島2-1282 53-3264 

うなぎのねどこ　おび川 湖岸通り5-15-2 52-3211 

うまいもん処　和華松 豊田1735-1 52-5055 クーポン券1枚利用ごとにスタンプ1個。スタンプ10個で次回使える300円割引券となります。

宴屋とんぼ 大手2-9-5 53-4800 

王滝ケータリングサービス諏訪支店 中洲5723-8諏訪ふれあい広場 57-1900 次回ご注文の際にご利用いただける5％OFFクーポン進呈。

お休み処　六三 諏訪2-10-23 52-0122 次回ご利用時には、小鉢1品お付けします。

海鮮問屋　東京つきぢや諏訪インター店 四賀3575-1 56-1515 

COCKTAIL BAR EDEN 諏訪1-2-11 58-1248 

かこみ 南町13-2 75-5514 かこみ＆きよ兵衛で次回使える5％OFF券進呈。

がってん 沖田町2-74-2 75-1359 がってん刺身盛りを一人前100円値引きします。

角平寿司 湖南5892 58-7246 テイクアウトまたは出前で税込1万円以上ご利用の方に、当店で次回使える1,000円利用券を進呈。

カフェアンドバー ラ・フェスタ 諏訪1-2-6タイガービル 52-2772 アルコールご注文のお客様へ、〆のコーヒーをサービスさせていただきます。

Caffe'Val Bagni 諏訪2-1-2 55-7275 

上諏訪駅前バル　わびさび 大手1-14-5成田屋1F 58-7111 次回以降ご利用出来る500円チケットプレゼント（1回のお会計につき1枚）。

カラオケスタジオ時遊館 四賀3049-1 57-2231 次回以降使える1,000円割引クーポン進呈。

ガラスの里レストラン スリエ 豊田2400-7 75-0516 応援チケット1枚につき市田柿１つプレゼント。

カルビ屋三夢　諏訪店 沖田町5-28 82-1136 税込3,000円以上ご利用の方へ、次回のご来店で使える10％割引券プレゼント。

紀の国家 小和田南1-7 52-5523 3,000円以上のお買い上げで、5％値引きします。

きよ兵衛 四賀2343-3 78-3213 かこみ＆きよ兵衛で次回使える5％OFF券進呈。

串せん 中洲3591-6 78-6806 5,000円以上ご飲食の方へ次回使える10%OFF券進呈（1グループ1枚とさせていただきます）。

串処　竜じん。 四賀102-1 55-2231 5,000円以上ご利用で次回使える500円券を1枚進呈します（1グループ1会計1枚です）。

クラブ　コラク 大手2-1-8K'sビル2F 58-2820 お会計から500円引き。

くらすわ 湖岸通り3-1-30 52-9630 

クルーズ 大手2-1-8KMビル2F 57-8222 応援チケット使用時にこだわりお菓子をプレゼント。

クレープショップサニーズ諏訪店 四賀1676-2 55-6388 50円トッピングの中からお好きなトッピングを追加していただけます。

五ヱ門 大手2-16-13 090-4060-2727 テイクアウトのキャベツ付サービス。

珈琲焙煎　るぴなす 湖南3865-2 050-8883-8510 珈琲豆購入の方にメニュー内のコーヒー1杯をどれでも200円、ジュース類100円でお飲みいただけます。

極上フライの店　つむぎ亭。 湖南6442-20 78-7380 

こころ屋 湖南3948-1 57-2656 応援チケットを１枚以上ご利用された１会計につき、こころ屋シュガーラスクプレゼント。

ごちそう処きむら 大手1-14-5成田屋1F 57-5840 

小料理こうた 諏訪1-12-15 75-0673 

サンタローザ　ピザ専門店 中洲4484-3 58-7050 

山麓 諏訪1-12-16 53-2052 懐石料理

シスターズ　セカンド 大手1-11-1クレモトビル104 55-9378 

香港ダイニング SHANGRI-LA 湖岸通り4-9-9 102 88-9025 1会計1万円ごとに、次回「ゴマ団子」をひとつサービスします。

応援チケットご利用のお客様に次回使えるお一人様一枚限りでご利用できる
ソフトドリンク・アルコール類（一部除外品あり）の100円引券を差し上げます。
応援チケット1枚につき1名様にソフトドリンク1杯サービスいたします。
（注文時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください）

次回3,000円以上のご利用で200円の割引きクーポン進呈。ただし一会計につき、
1枚のみの使用となります。また他のサービスとは併用できません。
店内飲食された方またはテイクアウトされた方、人数分の除菌ウェットティッシュ
（ライオン・キレイキレイ）プレゼント！

当店のメルマガ登録で生ビール560円が380円になります。更に会計5,000円以上で
次回ご利用時に使える特典付きのスクラッチカードをもれなくプレゼントいたします。

鳥梅やきとりコーナー、並木はちコー、つきぢや諏訪インター店の3店舗で使える
共通飲食券（2,000円分を10名、1,000円分を20名）を抽選でプレゼント！
応援チケット1枚につきお一人様最初の１杯目400円割引サービス
(ご注文時に応援チケットのご利用の旨を必ずお申し出下さい)。  

①お会計時3,000円以上の皆様に次回使える10％引きクーポン進呈。　
②10名様以上の宴会時使用の場合、幹事様分の利用料サービス。

応援チケット1枚以上使用で合計額2,000円以上のお客様に、オリジナル商品
｢和養生かりんとう」1袋プレゼント(商品券など除外品あり)。くらすわ本店内の店舗が対象。

応援チケット1,000円分のご利用ごとに、次回使えるコーヒーorソフトドリンク
（コーラ・ジンジャーエール除く）の1杯無料券を1枚プレゼント！

応援チケット利用分は、すわともポイント2倍進呈いたします(現金払いは通常ポイント、
クレジットやPayPayなどの電子マネーはポイント対象外です）。
コース(3品以上)ご注文のお客様、お一人様につき1杯ソフトドリンクサービス又は
アルコール(一部除く)半額（ご注文時に応援チケットご利用の旨お伝え下さい）。
次回のご来店で使えるチケット進呈（2,000円以上のテイクアウトご利用で、
こどもビールorソフトドリンク1本プレゼント）。

1会計5,000円以上ご利用で次回使えるカラオケ5曲分をプレゼント！
（使用期間は令和5年1月末まで、飲み放題歌い放題プランにはご利用できません）

市外局番（0266）住　所店　名 TEL. （あいうえお順）応援チケット利用特典
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あいまち 大手1-11-1大手一番街１階102号 78-7135 次回ご来店に使用できる10％割引券お渡しします。

秋月そば分店 豊田2083 58-6755 会計時に5％値引きいたします（宴会は特典の付与はいたしません）。

秋月そば本店 湖岸通り4-12-1 52-2278 3,000円以上ご利用の方へ次回使える10％OFFクーポン進呈。

あら磯諏訪店 大手1-14-5成田屋1F 55-3812 5,000円以上ご利用の方へ、次回使える500円OFFクーポン進呈。

イール亭おおいし 諏訪1-9-8 52-0467 

イコイ 大手2-8-9 52-6130 

居酒屋ごんべえ 大手2-11-4 58-6796 5,000円以上ご利用の方へ次回使えるテイクアウト10％OFFクーポン進呈。

居酒屋　集 中洲3561-1横山コーポ1F 57-0187 応援チケット3枚（3,000円）以上ご利用の方へ、次回使えるサービスチケットを進呈。

居酒屋とんちん 諏訪1-2-15 52-6296 やきとり

居酒屋バガボンド 沖田町4-21-2THビル 78-7720 3,000円以上ご利用の方へ次回使える店舗優待券1,000円分プレゼント。

居酒屋ラッキー103 諏訪1-2-20ラッキーシティハウス103 55-7364 チヂミ

居食酒屋　朱珠 大手2-4-12 53-5833 応援チケット1枚につき、次回使える100円値引き券1枚進呈。

板前キッチン兎 湖岸通り5-14-2 78-8939 次回ご来店の際に使える生ビールかソフトドリンク1杯無料券配布。

イタリアンキッチンVANSAN諏訪店 沖田町3-58-1 54-1230 次回のご来店時に使える「プチドルチェサービス券」を人数分プレゼント。

市場食堂　燦 湖南3873 57-2801 野菜ジュースまたは缶コーヒーをプレゼント。

うなぎ　ねばし 高島2-1282 53-3264 

うなぎのねどこ　おび川 湖岸通り5-15-2 52-3211 

うまいもん処　和華松 豊田1735-1 52-5055 クーポン券1枚利用ごとにスタンプ1個。スタンプ10個で次回使える300円割引券となります。

宴屋とんぼ 大手2-9-5 53-4800 

王滝ケータリングサービス諏訪支店 中洲5723-8諏訪ふれあい広場 57-1900 次回ご注文の際にご利用いただける5％OFFクーポン進呈。

お休み処　六三 諏訪2-10-23 52-0122 次回ご利用時には、小鉢1品お付けします。

海鮮問屋　東京つきぢや諏訪インター店 四賀3575-1 56-1515 

COCKTAIL BAR EDEN 諏訪1-2-11 58-1248 

かこみ 南町13-2 75-5514 かこみ＆きよ兵衛で次回使える5％OFF券進呈。

がってん 沖田町2-74-2 75-1359 がってん刺身盛りを一人前100円値引きします。

角平寿司 湖南5892 58-7246 テイクアウトまたは出前で税込1万円以上ご利用の方に、当店で次回使える1,000円利用券を進呈。

カフェアンドバー ラ・フェスタ 諏訪1-2-6タイガービル 52-2772 アルコールご注文のお客様へ、〆のコーヒーをサービスさせていただきます。

Caffe'Val Bagni 諏訪2-1-2 55-7275 

上諏訪駅前バル　わびさび 大手1-14-5成田屋1F 58-7111 次回以降ご利用出来る500円チケットプレゼント（1回のお会計につき1枚）。

カラオケスタジオ時遊館 四賀3049-1 57-2231 次回以降使える1,000円割引クーポン進呈。

ガラスの里レストラン スリエ 豊田2400-7 75-0516 応援チケット1枚につき市田柿１つプレゼント。

カルビ屋三夢　諏訪店 沖田町5-28 82-1136 税込3,000円以上ご利用の方へ、次回のご来店で使える10％割引券プレゼント。

紀の国家 小和田南1-7 52-5523 3,000円以上のお買い上げで、5％値引きします。

きよ兵衛 四賀2343-3 78-3213 かこみ＆きよ兵衛で次回使える5％OFF券進呈。

串せん 中洲3591-6 78-6806 5,000円以上ご飲食の方へ次回使える10%OFF券進呈（1グループ1枚とさせていただきます）。

串処　竜じん。 四賀102-1 55-2231 5,000円以上ご利用で次回使える500円券を1枚進呈します（1グループ1会計1枚です）。

クラブ　コラク 大手2-1-8K'sビル2F 58-2820 お会計から500円引き。

くらすわ 湖岸通り3-1-30 52-9630 

クルーズ 大手2-1-8KMビル2F 57-8222 応援チケット使用時にこだわりお菓子をプレゼント。

クレープショップサニーズ諏訪店 四賀1676-2 55-6388 50円トッピングの中からお好きなトッピングを追加していただけます。

五ヱ門 大手2-16-13 090-4060-2727 テイクアウトのキャベツ付サービス。

珈琲焙煎　るぴなす 湖南3865-2 050-8883-8510 珈琲豆購入の方にメニュー内のコーヒー1杯をどれでも200円、ジュース類100円でお飲みいただけます。

極上フライの店　つむぎ亭。 湖南6442-20 78-7380 

こころ屋 湖南3948-1 57-2656 応援チケットを１枚以上ご利用された１会計につき、こころ屋シュガーラスクプレゼント。

ごちそう処きむら 大手1-14-5成田屋1F 57-5840 

小料理こうた 諏訪1-12-15 75-0673 

サンタローザ　ピザ専門店 中洲4484-3 58-7050 

山麓 諏訪1-12-16 53-2052 懐石料理

シスターズ　セカンド 大手1-11-1クレモトビル104 55-9378 

香港ダイニング SHANGRI-LA 湖岸通り4-9-9 102 88-9025 1会計1万円ごとに、次回「ゴマ団子」をひとつサービスします。

じゅうじゅうカルビ上諏訪店 城南2-2294-1 52-2988 

酒坊　台北101 大手2-13-2 75-1148 応援チケット3,000円以上利用者に台湾料理1品サービスします。

聚来（JuLy） 大手1-14-5成田屋1F 58-5687 

旬香旬鮮　響 大手1-5-4 78-7717 スタッフとじゃんけんで勝ったら何か嬉しくなる物サービスします！（１グループ1回）

旬呑蔵　蛍 諏訪1-8-10 52-7465 お会計3,000円以上で300円引き。

旬味旬覚ふじもり 高島3-1346-4 54-1137 次回使える500円のお食事券。

食堂　岩亀 大手2-1-8 53-2543 

信州そば　結 湖岸通り1-5-11 78-9171 

寿司金分店 大手1-14-2 52-0839 3,300円以上のご利用で、総額から5％お値引きいたします。

スナック亜紀子 諏訪1-16-4 58-7581 応援チケット1枚につきドリンク1杯サービスします。

スナックSeN 大手2-17-6 1F B号 78-3224 応援チケットご利用の方におつまみサービスします（乾き物、チョコレートetc…）。

スナックるびい 大手2-15-3 53-6917 

すみかまど諏訪店 諏訪1-4-8 78-8678 応援チケット1枚につき1名様にドリンクサービス。

炭火焼肉ホルモン職人 諏訪1-2-17 58-8929 次回使える乾杯ドリンク100円券プレゼント。

諏訪湖カントリークラブ 四賀霧ケ峰7718-1 52-1780 応援チケット1枚につき1名様にソフトドリンク1杯サービス。

仙岳　諏訪本店 湖岸通り5-17-3 58-3515 サービス券配布。

草げん食堂 末広1-13 52-1834 小品を1品サービスします。

そば割烹やしま 四賀1551-2 52-3339 

そば処 小木曽製粉所 諏訪インター店 四賀1829-1 75-2645 1,000円以上ご利用の方へポイントカードにプラス1ポイントプレゼント。

Diningハレの日 大手2-15-5カナイビル1F 090-9354-0254 粗品プレゼント。

多国籍バル　Gadogado 高島2-1201-44諏訪湖ホワイトモール1F 75-5324 3,000円以上ご利用につき、冷凍真空パックのパネンキーマダールカレーを1パック進呈！

たぬきの店 末広3-1鳥梅末広ビル1F 78-6899 

談話酒席　遊 大手2-1-8 52-0842 3,000円以上ご利用の方へ次回使える500円割引券進呈。

茶  々 大手2-13-2 58-7076 

中華そば　てんほう城南店 城南1-2365-7 53-5432 応援チケット3,000円以上ご利用のお客様、次回より使えるぎょうざ1人前無料券プレゼント！

中華そば　ようりん 大手2-6-4 58-1998 全ての料理（トッピングを除く）50円引きいたします。

中華飯店　満珍亭 四賀7856 58-8923 応援チケット1枚につき手作りギョーザ1人前プレゼントします。

中華料理　仁楽 四賀1643 58-2808 次回使えるソフトドリンクのサービス券をプレゼント。

中華料理　満味楼 大手1-16-5 52-3349

中華料理　満味楼中洲店 中洲222-2 78-3328

中国食堂　城満 沖田町1-132-2 53-2101 お一人様1,000円以上ご利用で杏仁豆腐サービス（応援チケットを最初に提示してください）。

中国料理　紅蘭 湖岸通り5-17-7 58-1443 3,000円以上ご利用のお客様にBOXティッシュを1個プレゼントします。

中国レストラン華林 高島2-1200-3　RAKO華乃井ホテル内 54-0555 お一人様3,000円以上ご利用のお客様へ、次回利用できるドリンク券進呈。

つくりたて生アイスの店 Het's 中洲220-5 55-8784 

都路本 大手1-18-11 53-0012 お会計の際、粗品をプレゼントいたします。

てっぱ俺たちの旅 四賀2418-1 57-8190 　

鉄板焼・お好み焼 わけしめ亭 高島1-3-22-7 53-8355 

天狗肉店 大手2-16-2 52-4541 店内飲食お一人様4,000円以上のご利用で、ソフトドリンク1本サービス。

テンホウ城南店 城南1-2365-7 52-0840 チケット3,000円以上ご利用のお客様、次回より使えるぎょうざ1人前無料券プレゼント！

テンホウ福島店 中洲3642 58-4120 チケット3,000円以上ご利用のお客様、次回より使えるぎょうざ1人前無料券プレゼント！

トコロテラス 四賀1545-1 52-1056 次回ご利用時5％OFFクーポン進呈。

トミー 末広1-8 52-3828 追加オーダー1品につき100円サービス。2品につき200円サービス。

鳥梅やきとりコーナー 大手1-13-4 52-3288 

トロアヴァーグ 湖岸通り4-4-7 57-3737 お会計10％分の次回使える金券を進呈いたします（半年間有効）。

とんかつ世界 上諏訪1756-1 53-3146 

とんかつ丸一 上諏訪店 赤羽根3-22 54-7860 3,000円以上ご利用された方へティッシュ1箱プレゼント。

なとりさんちのたまごや工房 四賀2939-1 53-1231 2,000円以上お買い上げの方へ「くるたま」1個プレゼント。

並木ダイニング　コッコラ 大手1-14-9 58-0140 

並木はちコー 大手1-15-3 58-1500 

日本一ちっぽけなそば処 田毎庵 中洲4335-1 58-0106 

※使用期限R5年2月末まで　※1組1枚限りの使用とさせていただきます。

当店のスタンプカードに来店1回ごと来店感謝スタンプ1つ（千円相当）進呈。更に通
常のスタンプを千円ごとに1つ。スタンプ10個で店内飲食300円として使用できます。

鳥梅やきとりコーナー、並木はちコー、つきぢや諏訪インター店の3店舗で使える
共通飲食券（2,000円分を10名、1,000円分を20名）を抽選でプレゼント！

当店のメルマガ登録をしていただいた全ての方に、コッコラ特製ピザ(900円)を
なんと！200円になるチケットを差し上げます！

応援チケット１枚につき１名様に「小キャベツ（手打ちキャベツサラダ）」「小鉢」「ご飯大盛りサービス」
のいずれかをサービスいたします（注文時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください）。

鳥梅やきとりコーナー、並木はちコー、つきぢや諏訪インター店の3店舗で使える
共通飲食券（2,000円分を10名、1,000円分を20名）を抽選でプレゼント！

1回の会計で1枚以上の応援チケットをご利用で、グループ全員の方にドリンク全品5％引き。
(注文時に応援チケットご利用の旨をお申し出下さい)

応援チケット3枚（3,000円分）以上ご利用の方へ、ドリンク1杯サービス。
(注文時に応援チケットご利用の旨をお申し出下さい)

応援チケット1枚につき1名様にかりんジュース1杯サービス。
（注文時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください）

1,000円以上ご利用の方またはグループへ枝豆サービス。
（注文時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください）
1,000円以上ご利用の方またはグループへ枝豆サービス。
（注文時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください）

応援チケットご利用のグループには利用人数分のガチャポンのコインをプレゼント
します。大人も子どもも楽しんでください。

聚来＆はな里でしか使えないご利用券の抽選券を1会計につき1枚お配りします。
又は、のどあめプレゼント♫　詳しくはご来店の際にお尋ねください。

次回から使える10％OFFクーポンを人数分お配りします！

2,000円以上ご利用の方1名様にコーラまたはウーロン茶のソフトドリンク一杯
サービス（注文時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください）。

ウイスキーボトルキープの方へカラオケチケット3,000円分進呈（15曲）。焼酎ボトルキープ
の方へカラオケチケット1,400円分進呈（7曲）。3,000円以上ご利用の方へ粗品進呈。

応援チケットご利用の1グループにつき1名様にソフトドリンク一杯サービス。
（注文時に応援チケット利用の旨をお申し出ください）

応援チケット１枚につき１名様にソフトドリンク1杯サービスまたはアルコール1杯目
半額サービスいたします（注文時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください）。

応援チケット1枚につき1名様ドリンク100円引き
（注文時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください）。

市外局番（0266）住　所店　名 TEL. 応援チケット利用特典
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じゅうじゅうカルビ上諏訪店 城南2-2294-1 52-2988 

酒坊　台北101 大手2-13-2 75-1148 応援チケット3,000円以上利用者に台湾料理1品サービスします。

聚来（JuLy） 大手1-14-5成田屋1F 58-5687 

旬香旬鮮　響 大手1-5-4 78-7717 スタッフとじゃんけんで勝ったら何か嬉しくなる物サービスします！（１グループ1回）

旬呑蔵　蛍 諏訪1-8-10 52-7465 お会計3,000円以上で300円引き。

旬味旬覚ふじもり 高島3-1346-4 54-1137 次回使える500円のお食事券。

食堂　岩亀 大手2-1-8 53-2543 

信州そば　結 湖岸通り1-5-11 78-9171 

寿司金分店 大手1-14-2 52-0839 3,300円以上のご利用で、総額から5％お値引きいたします。

スナック亜紀子 諏訪1-16-4 58-7581 応援チケット1枚につきドリンク1杯サービスします。

スナックSeN 大手2-17-6 1F B号 78-3224 応援チケットご利用の方におつまみサービスします（乾き物、チョコレートetc…）。

スナックるびい 大手2-15-3 53-6917 

すみかまど諏訪店 諏訪1-4-8 78-8678 応援チケット1枚につき1名様にドリンクサービス。

炭火焼肉ホルモン職人 諏訪1-2-17 58-8929 次回使える乾杯ドリンク100円券プレゼント。

諏訪湖カントリークラブ 四賀霧ケ峰7718-1 52-1780 応援チケット1枚につき1名様にソフトドリンク1杯サービス。

仙岳　諏訪本店 湖岸通り5-17-3 58-3515 サービス券配布。

草げん食堂 末広1-13 52-1834 小品を1品サービスします。

そば割烹やしま 四賀1551-2 52-3339 

そば処 小木曽製粉所 諏訪インター店 四賀1829-1 75-2645 1,000円以上ご利用の方へポイントカードにプラス1ポイントプレゼント。

Diningハレの日 大手2-15-5カナイビル1F 090-9354-0254 粗品プレゼント。

多国籍バル　Gadogado 高島2-1201-44諏訪湖ホワイトモール1F 75-5324 3,000円以上ご利用につき、冷凍真空パックのパネンキーマダールカレーを1パック進呈！

たぬきの店 末広3-1鳥梅末広ビル1F 78-6899 

談話酒席　遊 大手2-1-8 52-0842 3,000円以上ご利用の方へ次回使える500円割引券進呈。

茶  々 大手2-13-2 58-7076 

中華そば　てんほう城南店 城南1-2365-7 53-5432 応援チケット3,000円以上ご利用のお客様、次回より使えるぎょうざ1人前無料券プレゼント！

中華そば　ようりん 大手2-6-4 58-1998 全ての料理（トッピングを除く）50円引きいたします。

中華飯店　満珍亭 四賀7856 58-8923 応援チケット1枚につき手作りギョーザ1人前プレゼントします。

中華料理　仁楽 四賀1643 58-2808 次回使えるソフトドリンクのサービス券をプレゼント。

中華料理　満味楼 大手1-16-5 52-3349

中華料理　満味楼中洲店 中洲222-2 78-3328

中国食堂　城満 沖田町1-132-2 53-2101 お一人様1,000円以上ご利用で杏仁豆腐サービス（応援チケットを最初に提示してください）。

中国料理　紅蘭 湖岸通り5-17-7 58-1443 3,000円以上ご利用のお客様にBOXティッシュを1個プレゼントします。

中国レストラン華林 高島2-1200-3　RAKO華乃井ホテル内 54-0555 お一人様3,000円以上ご利用のお客様へ、次回利用できるドリンク券進呈。

つくりたて生アイスの店 Het's 中洲220-5 55-8784 

都路本 大手1-18-11 53-0012 お会計の際、粗品をプレゼントいたします。

てっぱ俺たちの旅 四賀2418-1 57-8190 　

鉄板焼・お好み焼 わけしめ亭 高島1-3-22-7 53-8355 

天狗肉店 大手2-16-2 52-4541 店内飲食お一人様4,000円以上のご利用で、ソフトドリンク1本サービス。

テンホウ城南店 城南1-2365-7 52-0840 チケット3,000円以上ご利用のお客様、次回より使えるぎょうざ1人前無料券プレゼント！

テンホウ福島店 中洲3642 58-4120 チケット3,000円以上ご利用のお客様、次回より使えるぎょうざ1人前無料券プレゼント！

トコロテラス 四賀1545-1 52-1056 次回ご利用時5％OFFクーポン進呈。

トミー 末広1-8 52-3828 追加オーダー1品につき100円サービス。2品につき200円サービス。

鳥梅やきとりコーナー 大手1-13-4 52-3288 

トロアヴァーグ 湖岸通り4-4-7 57-3737 お会計10％分の次回使える金券を進呈いたします（半年間有効）。

とんかつ世界 上諏訪1756-1 53-3146 

とんかつ丸一 上諏訪店 赤羽根3-22 54-7860 3,000円以上ご利用された方へティッシュ1箱プレゼント。

なとりさんちのたまごや工房 四賀2939-1 53-1231 2,000円以上お買い上げの方へ「くるたま」1個プレゼント。

並木ダイニング　コッコラ 大手1-14-9 58-0140 

並木はちコー 大手1-15-3 58-1500 

日本一ちっぽけなそば処 田毎庵 中洲4335-1 58-0106 

飲食処ばんや 大手2-1-4 57-0713 

飲み食い処　ひなた 大手1-14-11 53-8977 次回の来店に利用出来る割引クーポンを差し上げます。

のみくい屋こまくさ 中洲3591-5 58-2863 

呑兵衛 宴会 龍Dragon☆Night 湖岸通り5-13-14 53-3553 

BAR ACE 沖田町4-21-2THビル 080-7150-0679 5,000円以上ご利用で次回チャージ料1,000円引き。

Bar Lounge Garden 大手2-3-11 75-2980 

ぱおず屋　陽太 豊田1521-4 78-3235 2,000円以上のご利用で次回のお食事に使える小籠包チケットプレゼント。

パリ★テキサス 大手2-16-2 58-5876 お一人様のご利用料金が3,000円以上のお客様には、支払総額の5％をお値引きいたします。

ピッツェリア　ポコポキーノ 豊田1332-1 75-2332 

ひまわり食堂 中洲4771第一精密工業共同組合事務所1F  かこみ＆きよ兵衛で次回使える5％OFF券進呈。

ふくじまや 中洲3590 52-6330 応援チケット1枚につき1名様にドリンク一杯目半額サービス。

ふるさと茶屋はな里 大手1-14-5成田屋1F 58-5687 

Bakery Café MOZART 沖田町1-153 57-2411 

ホルモン焼肉　黒船 中洲2945-1 57-5129 サービスアイスクリーム。

本格焼肉　黒船本店 四賀1744-2 78-6729 サービスアイスクリーム。

マイケルズ 大手2-13-1 57-2334 応援チケット1枚に付き100円OFF券(1,000円以上お使いの方に)。

まるなかそば 湖岸通り3-1-24　1F 75-0855 応援チケット1枚につき1名様に玉子・わかめ・きつねあげ1枚のどれか1品トッピングサービス。

Mulberry 湖岸通り3-1-28 57-5576 応援チケット3枚（3,000円分）以上ご利用の方へ、クジ引きでハズレなしのプレゼントが当たります！

まわり道 大手2-3-11 080-4617-6656

mandore 上諏訪1753-3 78-3166

ミートラウンジ　ラリーメイト 大手2-11-6 52-4401 3,000円以上ご利用の方へ次回おつまみ1品サービス。

ミサワヌードル 沖田町5-32 75-5790 

minamoto café諏訪店 高島4-2073-8 54-6910 次回、季節クレープどれでも500円 orグランドメニュークレープ＋コーヒー牛乳で500円。

みやび 末広2-3 58-5434 すわともカードのポイント2倍付与いたします。

麺場　田所商店　諏訪インター店 四賀1829-1 78-1061 1,000円以上ご利用の方へポイントカードにプラス1ポイントプレゼント。

麺屋しるし 沖田町4-16-3 78-8848 チケット2枚以上のご利用で、次回、味玉サービス券を1枚配布します。

麺屋宮坂商店　上諏訪駅前店 諏訪1-2-3 52-7577 

焼き鳥＆ブルーズ橙 大手2-7-5 52-5011 

焼とり酒房　鳥せん 大手1-12-5 56-2370 年末年始に使える5,000円分のオードブル券（6組様）が当たるガチャガチャをお引きいただけます。

焼鳥旬魚　二鳥目 末広2-2三立ビル1F 75-5141 5,000円のご飲食でサワー1杯サービス。

やきとり大吉上諏訪店 沖田町1-131-2 57-5502 会計3,000円以上のご利用で、次回使えるワンドリンクサービス券を差し上げます。

焼肉諏訪ビール園 大手2-1-8K'sビル3F 78-1958 カルビ1人前サービス。

やまさや 中洲261-1 58-3455 

山本や 大手2-2-16 52-0837 

らぁめん椰斗 清水2-1-9 080-4307-6224 次回来店時に使えるクーポン券1枚進呈。応援チケット1枚につきクーポン券1枚お渡しします。

ラウンジ　エミール 湖岸通り3-1-28cocoビル2F 52-8239 女性2名様1セット無料サービスまたはソフトドリンク1杯サービス。

ラウンジ　ルナ 大手2-13-1 57-5877 

La Truite（ラ・トリューイットゥ） 小和田南14-2宮澤ビル2F 55-5029 

RIDERE～リーデレ～ 大手2-16-12 63-1783 

るぱんの舘 上川3-2502-2 58-7545 

れすとらん割烹いずみ屋 諏訪1-2-4 52-3267 2,000円以上のご飲食で、次回使えるお食事券（500円）進呈。

レストラン　かわら亭 渋崎1792-413 57-1150 

レストラン　ドミンゴ諏訪店 四賀750-4 58-4271 応援チケットご利用の方1名様にソフトドリンク一杯サービスします。

restaurant L'as 中洲3591-9高木ビル1F 78-6699

ろばた焼　伊呂波 大手2-12-4 58-0365 

和のみせ湖洛 大手2-1-8K'sビル2F 58-2820 500円以下のドリンク一杯サービス。

和風居酒屋　山長 湖岸通り3-1-24 080-4298-4405

和風亭　吉祥 諏訪2-11-31 52-7713 応援チケットを利用し、5,000円以上ご利用の方へ、次回使える500円クーポン券を進呈。

次回使える「ドリンク１杯サービス券」を進呈！会計3,000円以上で2枚、6,000円以上
で4枚プレゼント（ご利用はお一人様1枚、1会計最大5枚まで。他券サービス併用不可）。

応援チケット2枚ご利用につき、おつまみ1品サービス。
（注文時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください）
応援チケットを利用会計の場合、ソフトドリンク又はグラス生ビールかハイボールをプレゼント。
※1グループ2杯まで。(ご来店時に必ず応援チケットご利用の旨をお申し出ください)

応援チケットご利用の方へ、1グループにおつまみ1品サービス。
(注文時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください)

【1200円→600円】大人も！子供も！みんな大好き！
トウモロコシのチーズピッツァ半額チケットプレゼント！（次回ご利用時に適用します）

自家製辛味噌プレゼント！又は、はな里＆聚来でしか使えない利用券の抽選券を1会計
につき1枚お配りします。詳しくはご来店の際にお尋ねください。
店内飲食とパンの会計金額3,000円以上お買い上げのお客様へMOZARTのスイーツ
（ケーキ・クッキー・ラスク）をひとつプレゼント！

応援チケットで5,000円以上ご飲食の方へおつまみ1品サービスします。
（ご来店時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください）

応援チケット枚数によって次回使えるサービス券をお渡しいたします。（1枚でトッピング無料　
2枚でからあげ2個or高菜ごはん、3枚でからあげ3個or肉生姜めし、4枚でからあげ4個or肉めし）

応援チケット1枚につき1名様に焼ぎょうざ半額サービス。
（注文時に応援チケット利用の旨をお申し出ください）
次回使用出来るドリンク1杯サービスチケットを差し上げます。
通常営業でもライブ営業でもお使い頂けます。

店内でうなぎ御膳、うな重(松)、うな重(竹)をお召し上がりいただくと、200円引き。
（テイクアウトは除きます）

・3,000円以上ご利用の方に次回使えるボトル500円OFFクーポン進呈(1枚につき1本)
・10,000円以上ご利用の方に次回使えるボトル1,000円OFFクーポン進呈(1枚につき1本)
応援チケットご利用の際、食後のコーヒーまたは紅茶1杯サービス。
（注文時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください）
年末年始特別企画！大抽選会！応援チケットのシリアルナンバーが抽選ナンバーになり
ます。使えば使う分だけ当たる確率もアップ。
1回の応援チケット1枚使用の場合は5%OFFに、2枚以上使用の場合は10%OFFに
なります。是非この機会にご利用ください！使わなきゃ損！

応援チケット1枚につき1名様にソフトドリンク1杯サービスまたはアルコール1杯目
半額サービス（注文時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください）。

応援チケット1枚につき1名様にソフトクリーム1個サービス。
（オーダー時にチケットご利用の旨をお申し出ください）
応援チケット3,000円以上ご利用頂ければ、次回ご来店時に10％サービスクーポンを
進呈。これからの季節は鍋料理がお勧め、数種類のメニューを揃えてお待ちしています！

応援チケット10,000円以上ご利用の方に1,000円分の飲み物をサービス。
（注文時に応援チケットご利用の旨をお申し出ください）

3,000円以上ご飲食して頂いたお客様に、次回ご来店いただいた時に利用出来る
10%OFFクーポン券をお渡し致します。

3,000円以上ご利用のお客様へ次回使える5％OFF券プレゼント。
10,000円以上ご利用のお客様へ次回使える10％OFF券プレゼント。

市外局番（0266）住　所店　名 TEL. 応援チケット利用特典


