
2021.7.1現在

エリア 店名 業種 住所 TEL

1 東信 オートライフ塩沢 小諸店 GS 小諸市大字平原字久保田1137-1 0267-41-6320

2 東信 オートライフ塩沢 中込店 GS 佐久市中込2965-1 0267-63-0150

3 東信 オートライフ塩沢 東御店 GS 東御市加沢277-2 0268-64-5055

4 東信 オートライフ塩沢 かのう店 GS 東御市和3628-6 0268-75-5013

5 東信 オートライフ塩沢 小海店 GS 南佐久郡小海町大字千代里3654 0267-88-7338

6 東信 オートライフ塩沢 北牧店 GS 南佐久郡小海町大字豊里48-2 0267-77-7420

7 東信 オートライフ塩沢 佐久穂店 GS 南佐久郡佐久穂町大字岩宿390-4 0267-86-4330

8 北信 赤のれん洋品店 衣料 飯山市飯山2342-1 0269-62-2336

9 北信 時空堂 衣料 須坂市中町230 026-214-5139

10 北信 長野事業所 カーライフ 長野市稲里町田牧1300-1 026-284-6661

11 北信 西山輪業 中野南宮給油所(出光) GS 中野市大字中野354-2 0269-22-6915

12 北信 ニシウチ青果 食料品 長野市稲里町中央4-21-1 026-284-8118

13 北信 美よしや 衣料 長野市篠ノ井御幣川1270-6 026-292-1684

14 北信 クリアー25  南長野店 カーライフ 長野市稲里町田牧1300-1 026-284-6661

15 中信 クリアー25 松本店 カーライフ 松本市平田東2丁目1番2号 0263-58-3271

16 南信 クリアー25 諏訪店 カーライフ 諏訪市赤羽根1番14号 0266-56-4634

17 中信 DELI+DELI(デリ+デリ) 総菜・食料品 安曇野市穂高北穂高2991-1 0263-82-3009

18 中信 ヤマチキリストア 化粧品 大町市大町2511-イ 0261-22-0334

19 中信 大三 衣料 大町市大町4090 0261-22-0003

20 中信 ファミリーショップ　イグチ 衣料 大町市大町2185 0261-22-0828

21 中信 沢屋精肉店 食料品 北安曇郡松川村5770-42 0261-62-2391

22 中信 ナシダ薬局 ドラッグストア・薬局 北安曇郡松川村5788-3 0261-62-6370

23 中信 良い子の店 文房具 北安曇郡松川村7019-17 0261-62-2335

24 中信 浅野電器 電器店 北安曇郡松川村7019-2 0261-62-2234

25 中信 おしゃれの店　椿 化粧品 北安曇郡松川村7029 0261-62-3096

26 中信 有限会社まるしん　穂高本店 衣料 安曇野市穂高柏原2810 0263-82-2705

27 中信 有限会社まるしん　松本店 衣料・スポーツ用品 松本市城東2-1-19 0263-31-9652

28 中信 美容室　ぽるか 理美容 松本市梓川倭2283-1 0263-78-5513

29 中信 ヤマサあづみ野産業団地SS(INPEX) GS 安曇野市豊科高家2278-7 0263-71-3315

30 中信 ヤマサ学園通り給油所(INPEX) GS 塩尻市広丘郷原1764-194 0263-52-5544

31 中信 スポーツネットワーク　ＳＡＭ松本 スポーツ・レジャー 松本市島内5304 0263-47-0370

32 中信 由比ヶ浜薬局 薬局 松本市大字岡田松岡180-1 0263-46-0215

33 中信 理容　ませ 理美容 松本市浅間温泉2-2-14 0263-46-1808

34 中信 マイショップ松本浅間店 ベーカリー・食料品 松本市浅間温泉1-10-27 0263-46-1882

35 中信 武重商会　ENEOS Dr.Driveセルフ松本南SS GS 松本市髙宮東1-30 0263-25-5535

36 中信 武重商会　ENEOS Dr.Driveセルフ松本村井SS GS 松本市村井町南1-21-10 0263-58-3886

37 中信 ビューティープラザ山田　つかま店 理美容 松本市筑摩1-13-17 0263-27-3739

38 中信 ビューティープラザ山田　本店 理美容 塩尻市広丘高出1861 0263-52-2158

39 中信 野口石油　ENEOS石芝SS GS 松本市石芝3-8-2 0263-26-8716

40 中信 ワールド カーライフ 塩尻市広丘高出86 0263-53-5700

41 中信 中野石油　ENEOS本山ＳＳ　 GS 塩尻市宗賀5155-5 0263-52-3090

42 中信 中島美容室 理美容 松本市寿小赤1083-4 0263-58-5028

43 中信 魅惑美人　十字屋 衣料 塩尻市大門1-7-1 0263-52-7664

44 中信 手打ち蕎麦　水舎 つつみ庵 飲食 東筑摩郡山形村7249 0263-98-3002

45 中信 木曽ミスズ ホームセンター 木曽郡木曽町福島2288 0264-22-3771

46 南信 丸三ふじや　本店 衣料 諏訪市湖南4046 0266-54-1200

47 南信 丸三ふじや　中州店 衣料 諏訪市中洲3252平林ハイツ1F 0261-22-0828

48 南信 総合衣料　マルエー 衣料 茅野市宮川4449-1 0266-72-9021

　　　　ピコカカードが作れる加盟店　　


