南信州地域 CIDRE 販売店
販売店

地域
タケウチ酒店
多月堂

〒395-0041 飯田市中央通り４－１６

0265-22-0581

〒395-0044 飯田市本町１－１５

0265-22-1738

心 （有）中山酒店

〒395-0044 飯田市本町２－１１

0265-22-0522

市 （株）松屋

〒395-0054 飯田市箕瀬町２－２５１４－６

0265-22-0456

街 （有）丸徳⼩林商店

〒395-0062 飯田市砂払町１－６９４－２

0265-22-3278

地 キラヤ上飯田店

〒395-0076 飯田市白山３－東６６２８

0265-52-2330

〒395-0076 飯田市白山町３丁目南１１

0265-22-0916

〒395-0086 飯田市東和町３丁目 ５２６５－１

0265-56-0043

高岡亭酒店

〒395-0001 飯田市座光寺３３４４－１

0265-22-5777

イオン

〒395-0002 飯田市上郷飯沼１６１６

0265-52-9111

〒395-0002 飯田市上郷⿊田１５４９－１

0265-52-1811

〒395-0003 飯田市上郷別府３３６３－１４

0265-21-3250

正喜屋商店

〒395-0004 飯田市上郷⿊田６６８－４

0265-23-4335

キラヤ伊賀良店

〒395-0151 飯田市北⽅８８０

0265-25-3300

〒395-0151 飯田市北⽅８１３－１

0265-25-8865

〒395-0152 飯田市育良町１－２－１

0265-28-2770

〒395-0152 飯田市育良町１－２２－４

0265-25-1212

〒395-0153 飯田市上殿岡５８２－１

0265-56-0047

〒395-0155 飯田市三日市場３８９－１

0265-25-8822

にしぶや商店

〒395-0156 飯田市中村１７７８－３

0265-25-6111

緑屋酒店

〒395-0157 飯田市大瀬木３９４７－５－２

0265-25-7008

〒395-0244 飯田市山本３３２３

0265-28-1299

二ツ山酒店

〒395-0244 飯田市山本９

0265-25-2002

キラヤ鼎店

〒395-0801 飯田市鼎中平１９０７

0265-52-3800

（有）五十君商店

〒395-0801 飯田市鼎中平２２８１－１

0265-22-0777

アピタ

〒395-0804 飯田市鼎名古熊２４６１

0265-53-8111

〒395-0805 飯田市鼎一色３９５－１

0265-24-1493

〒395-0807 飯田市鼎下山８４５－１

0265-38-3031

〒395-0807 飯田市鼎切⽯５１２１－３７

0265-22-0508

大牧酒店

〒395-0811 飯田市松尾上溝３０１０－１

0265-22-6946

リカーショップ山庄

〒395-0812 飯田市松尾１８１５

0265-22-0417

ファミリーマート

北
側

飯田東和町店

飯田店

キラヤ⿊田店
酒のメガテン

ドライブイン

上郷店

酒蔵

ＪＡみなみ信州
酒のメガテン

田

電話番号

0265-22-0181

中 キラヤ本町店

（有）丸木屋商店

飯

住所

〒395-0031 飯田市銀座２－５

りんごの⾥
本店

⻄ ファミリーマート
側 水引の郷

市

飯田上殿岡店

山都飯田

ＪＡみなみ信州

パーク山本店

飯田店

リカーショップひやけ
東 イオン

アップルロード店

側 （有）ショパーズシオザワ

豆田屋醸造（株）
ＪＡみなみ信州
天⻯⾈下り㈱

ファーマーズマーケット
弁天港売店

塩屋商店
南 ココロファームビレッジ・ココロマルシェ
側 キラヤ⻯丘店

0265-22-0817
0265-56-2822

〒395-0821 飯田市松尾７１７０

0265-24-3345

〒395-2431 飯田市川路７５７１

0265-27-2029

〒399-2431 飯田市川路7620

0265-49-0831

〒399-2561 飯田市駄科５８５－２

0265-26-8000

〒399-2565 飯田市桐林１７８７－８

0265-26-1877

大⻄屋

〒399-2611 飯田市上久堅３３５３－イ－１

0265-29-7017

キラヤ大島店

〒399-3303 下伊那郡松川町元大島１４２１－５

0265-36-4433

酒のメガテン

⻯丘店

松川町 （有）塩沢屋酒店

高森町

〒395-0812 飯田市松尾代田１８１８
〒395-0817 飯田市鼎東鼎１７８

〒399-3303 下伊那郡松川町元大島３８２５－２

0265-36-2122

（有）松尾酒店

〒399-3304 下伊那郡松川町大島１６７７

0265-36-2030

アピタ

〒399-3101 下伊那郡高森町山吹４５１５

0265-35-9211

〒399-3103 下伊那郡高森町下市田１８１８

0265-34-2500

〒399-3502 下伊那郡大⿅村大字大河原３１１２－２

0265-39-2402

高森店

キラヤパース店

大⿅村 （有）倉田商店

ＪＡみなみ信州

伍和店

（資）殿村酒店
キラヤピア店

0265-43-2501

〒395-0303 下伊那郡阿智村駒場１１７５

0265-43-2002

〒395-0303 下伊那郡阿智村駒場４２６－１

0265-43-2028

〒395-0304 下伊那郡阿智村智⾥ ４３０－１

0265-45-0032

丸賀屋

〒395-0304 下伊那郡阿智村智⾥４３７１－１

0265-43-2430

⻑田屋商店

〒395-0401 下伊那郡阿智村清内路２４６０－３

0265-46-2255

清内路峠のおつけもの

〒395-0401 下伊那郡阿智村清内路１３５３イ

0265-46-2221

〒395-0601 下伊那郡平谷村３０８－１

0265-48-1131

（有）スーパーさかや

〒399-2101 下伊那郡下條村睦沢５２５

0260-27-2128

広茂登商店

〒399-2102 下伊那郡下條村陽皐２００６－１

0260-27-3494

阿智村 ファミリーマート

信州昼神店

平谷村 まつのや

下條村

〒395-0302 下伊那郡阿智村伍和４６４３－２

阿南ショッピングセンター
（有）にしざか
阿南町 ＪＡみなみ信州
道の駅
叶屋酒店
売木村 大橋商店

蔵

新野支所

ナピカ

〒399-1504 下伊那郡阿南町⻄条７１０

0260-31-1212

〒399-1505 下伊那郡阿南町富草４１６９－１

0260-22-3352

〒399-1612 下伊那郡阿南町新野１４８１

0260-24-2201

〒399-1612 下伊那郡阿南町新野２６８８－３

0260-24-2339

〒399-1612 下伊那郡阿南町新野１４３９

0260-24-2102

〒399-1601 下伊那郡売木村１００８

0260-28-2007

