本町商工親交会

ecosymphony

本町祭は地元企業の皆様に
支えられております。
ご協賛感謝申し上げます。

第13回
信州上田

● 一 心 ● ロフト ● タクエー ● 富士産業
● 竹 内 ● 天理教 ● 中部電力 ● 上田映劇
● 果 梨 ● どん底 ● こはまや ● 上田病院
● 鳥 正 ● エグゼ ● エミール ● エメロード
● 岡本時計店 ● 小料理ほりの
● 心の花美術館
● ぼたん美容院
● 中沢歯科医院
● 上田モータープール
● ハナオカ時計店
● 上田補聴器センター ● 長野医療衛生専門学校

本町成年会一同

田沢倉庫株式会社

ふとんを丸ごと水洗いして
中わたの汚れを
すっきり落とします

(有)ハウススタイリング

上田市中野201-78
TEL 38-7667

上田市上田1953－8
ＴＥＬ 22－7787
ＦＡＸ 26－5139

神興協議

上田市天神一丁目９-14

歴史は古いですが、
斬新なアイデアと
老舗ならではの
技術を組み合わせた
楽しいお菓子が
いっぱいです。
是非一度おこし下さい。

上田神輿協議会

HOUSE STYLING

本町自治会
上田市中央3－8－19
TEL 22－3751

司株式会社
上田市常田一丁目10－3

森・遊・馬

喜びがこだまする
企業と地球をともに創ろう

上田乗馬倶楽部

地域づくり株式会社
中小企業診断士

電話 0268-26-7060

アパート、駐車場のご相談承ります

至真田・菅平

上田市 市民の森内
営業時間 AM9:00 〜 PM9:00
定 休 日 木曜日

滝澤恵一

上田市中央2－14－5
ＴＥＬ 22－0082 ＦＡＸ 22－0345

noside@janis.or.jp

市民の森
上田乗馬倶楽部
下原

上信越自動車道

上田菅平 IC

乗馬倶楽部看板

住吉

TEL : 28-5020
FAX: 28-5022

芳田
浅間サンライン

住吉南
国分西

上田駅

大屋

しなの鉄道

至軽井沢

上田市中央2-10-3-2F TEL.21-0329
E-mail: area@ezweb.ne.jp

至小諸

大屋駅

と

き

歴史の町で快適な時間を…
Thinking better
for children
上田市中央 3-2-18
TEL.22-1302 定休日：水曜日
営業時間 9：30 ～ 18：00

本町

ペンギンズバー

やきとり

上田市中央 3-10-10 武蔵野ビル1Ｆ
TEL 24-9836

横綱

TEL 23－3396

今年もビアガーデン始めます
ホ テル

祥園

マ ツ オ 歯 科
TEL

Ⓒ馬場雄二

市内400カ所以上総配布数10000部！

上田市中央2-7-4
TEL (23)4868
不定休

うえだＮａｖｉ
コラボレーションｓｈｏｐ

北国街道柳町通りに
４月 日オープン！
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上田の最新情報満載！

住 所：上田市中央二丁目12-24
TEL/FAX：23-5887 定休日：月曜日

上田市中央東1-19（ＧＵのそば ）
℡：24-8908 携帯：090-2755-1383
e-mail:kurague@po13.ueda.ne.jp

28-8777

おかげ様で
10周年！

六文銭
らーめん
営業時間

真田幸村
sanada

yukimura

お昼 11時半～３時
夜 ６ 時～明け方まで

http://www.atelier-kura.com/

tel:23-9969

住まいのことは低価格・高品質で安心な当社へ！
創業100余年

新築、小さなリフォーム、なんでもご相談ください。専門の技術者が誠心誠意、
お力になります。お部屋をもっと広く使いたい、照明やカーテンを取り替えてイン
テリアで気分一新したい…など素敵な毎日の応援を喜んでさせていただきます。

より良い音をより多くの皆様によりリーズナブルに

音響機器・通信機器の研究開発型メーカー

中村駐車場
上田市中央2-7-18
TEL/FAX 27-6650

上田市中央 1-7-11 TEL・FAX 22-0071

橙

ガラス工房 橙（だいだい）
〒389-0518
東御市本海野 1071-3
TEL/FAX 64-9847

TEL:23-4839 http://www.234839.com

上田市中央１-６-13

魚料理と信州の地酒

長野県上田市常入1-1-58

TEL:22-0612

FAX:22-2176

上田市中央 2－13－4

TEL 23－4774

オフィスプランニング＆OA・ITサポート

今のラーメンブームの元祖!!

㈱ 丸 陽

やっぱり最後はこれでしょ!!

T E L ：24－4821

営業時間：ＡＭ11時～ＰＭ23時まで

スロット
ハウス

Cutie

tel 71-7890
上田市中央1-6-14 常盤ビル1F

〒389-0111
軽井沢町長倉586－4
TEL 0267－48－0938

TEL 22-1641

木戸番所

居酒屋

アルバイト募集中

上田市中央2-7-2

上田市中央2－7 －22
TEL 23－7656

TEL

セーフティ代行

080-1233-2950

0268-71-6866

上田市中央2-7-4
営業時間 20：00～

り
月極あ

上田市中央2－7－10
ＴＥＬ 22－0160 ＦＡＸ 22－8766

2-13-7
上田市中央（本町通り）

0120－320－160

白湯拉麺

こうや

上田市中央2－6－12

チゲ鍋・石焼ピビンバ・韓国料理

club

上田市中央3-10-10
武蔵野テナントビル1F 102号
phone 0268（23）7110

間毎
後１時
算
100円加

Traum Reise
Blau Blut pro.

上田市中央 2−12−7

お昼の
ランチあります
11時～２時まで

時間
最初１
200円

上田市中央2－13－5
TEL 22-2018

TEL （22）5625

E-mail: info@show-rosengarten.com

上田市中央2－13－10

大小宴会30名様迄／8名様以上3,000円～ 営業時間
ご予約のお客様 眞露1本サービス

PM5：00～PM 11：00
TEL 22－4129
FAX 23－5312

俺ジナル居酒屋

我むしゃら

上田市中央1－6－14 常盤ビル１F
定休日 不定休 TEL 090－7411－5344
営業時間 18：00～26：00（予約優先）

堀内義広税理士事務所

上田市中央1－7－16
TEL（22）0443

e-mail:kura@atelier-kura.com

上田市中央2-13-5 TEL (27)4507
E-mail tazuru.0720@aqua.plala.or.jp

〒386-0012
上田市中央 2－20－３
TEL（0268）
24－9867

上田市中央2-12-2
電話 23－2606

海鮮処

本町侍小路

T E L 22-0534

上田市中央 2-12-25
電 話 25-1248
営業時間 17：30 〜 22：30
定休日 日曜・祭日

上田市中央1 3
―
―
ＴＥＬ 22 0
― 079
ＦＡＸ 22 0
― 668

ＧＬＡＳＳ
ＳＴＵＤＩＯ
ＤＡＩＤＡＩ

李白

上 田 市 中 央2-5-5

らーめん
定
食
お
酒

上田市下丸子453-5 TEL : 42-6000 FAX : 42-7106
24時間フリーダイヤル 0120-42-0024

鮨
上田市中央2－5－15 TEL 23－2256
12：00～13：30／18：00～22：30

上田市中央1-6-13

柳屋建設株式会社

自動車総合
サービス会社

海からのおくりものを
確かな匠の技で…

六

上 田 市 中 央 2-13-17 Tel 24－3220 Fax 25－5332
http://www.yanagiyakk.co.jp info@yanagiyakk.co.jp

上田市中央4-8-2

上田市下丸子453-5
TEL:43-8200(代） FAX:42-7106
フリーダイヤル 0120-42-0024
ＵＲＬ http:/
/www.maruko-sougo.co.jp

菱

大小宴会承ります

上田市常田 2 丁目19-11

上田市大手1-2-2
TEL. 22-2353 FAX. 23-4333
http ://www.ueda.ne.j p/ ~ sh oen /
営業時間
ラ ン チ 11 : 30～14 : 00
ディナー 18 : 00～22 : 00

株式会社

yanagimachiya.u-brand.jp

上田温泉
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上田市中央3-10-11

司法書士清水敏彦事務所

株式会社西入不動産鑑定事務所

〒386-0012 長野県上田市中央二丁目７番23号

〒386-0012長野県上田市中央１－３－１３
TEL 0268-25-3597/FAX 0268-25-3539

Tel 0268-28-0777 Fax 0268-28-0111

伸和印刷
上田市国分

