
＜西部版　詳細＞

ぐーちょきシニアパスポート協賛店一覧　西部版詳細（令和2年6月25日現在）
協賛店舗名 住所 電話 特典 PR

高崎市

　買物
アーテリア 高崎市緑町4-11-10 027-362-7633 ギャッベ(ペルシャ製手織りじゅうたん)5%引き　※イベント開催時は

使用できません
座り心地抜群のソファや無垢の木で作られたテーブルなどを展示。
ギャッベ(手織りじゅうたん)は、常時様々なサイズを取り揃えており

AOKI　高崎江木町店 高崎市江木町1549 027-328-0388 お買い上げ総額から5%割引（AOKI発行のチラシ・DM・HPクーポン
いずれかの併用可、その他提携団体割引との併用不可。補正代・
宅配代は実費をいただきます）

AOKIではお客様のライフスタイルに合わせてスタイリストがコーディ
ネートのお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

AOKI　高崎本店 高崎市大八木町松ノ木
1905-1

027-363-2488 お買い上げ総額から5%割引（AOKI発行のチラシ・DM・HPクーポン
いずれかの併用可、その他提携団体割引との併用不可。補正代・
宅配代は実費をいただきます）

AOKIではお客様のライフスタイルに合わせてスタイリストがコーディ
ネートのお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

東煎餅なかの 高崎市あら町2-4 027-322-2282 １０００円以上お買い上げで５％値引します。 高崎駅と高崎市役所の真ん中あたりにある創業大正５年煎餅専門
店です。昔ながらのおせんべいをご賞味下さい。

ＡＶＥＮＩＲ（アベニー
ル）

高崎市棟高町1400イオ
ンモール高崎1F

027-310-9013 ポイント2倍進呈 ｢花のいやすパワーを生活にもたらし未来に続くこと」をコンセプトに
花と緑をライフスタイルに提案します。

AMO'S STYLE　高崎モ
ントレー店

高崎市八島町222高崎
駅ビルモントレー内

080-6863-2081 \5,250以上お買い上げで、ハンドタオルプレゼント 女性のカワイイを応援しているAMO'S STYLE。キュートなものから
ちょっぴりセクシーなものまで…　きっとお気に入りアイテム見つか

石の響 高崎市矢中町463-24 027-381-6281 ・墓所工事5%引～
・石材彫刻品5%引き

ぐんまちゃんを始めとする、石の彫刻品を多数扱っています。又、
本業の墓石工事（リフォーム）（リノベーション）納骨式サポート、戒
名彫・墓地の御案内。見積り無料にてお気軽にお電話下さい。

エステール 高崎市棟高町1400イオ
ンモール高崎2階

027-310-9074 全商品5%引き 誕生のお祝いから、ブライダル、ギフト等、数多く取り揃えておりま
す。宝石専門店で御安心してお選びいただけます。

岡村メガネ 高崎市あら町6-16 027-323-7043 メガネお買上のお客様15％割引き致します。（除外品は有りませ 遠近両用メガネのエキスパート
おしゃれ洋品　中川屋 高崎市大橋町30 027-322-3239 特典１．ご来店が困難な方向けに、3,000円以上お買い上げで無料

送迎・無料配達いたします。（当店より3km圏内の方が対象）　特典
２．パスポート提示の上、2,000円以上お買い上げの方に、選べるプ
レゼント！

「一度のぞいてみたかったの！」という新しいお客様が急増中!!　当
店は一点一点選びぬいたブティック向け商品をリーズナブルに提供
しております。場所は北高崎駅徒歩１分(14階建てマンションの隣)、
隣りに無料駐車場有り。お買い物に便利な立地です。ぜひ、お気軽

菓心たつや 高崎市筑縄町6-5 027-364-2278 １０００円以上お買物の方、お菓子１つプレゼント。 お誕生から法事まで季節の和菓子ご用意いたします。スロープもご
ざいますので、車イスやベビーカーも大丈夫です。

金沢工建　農園 高崎市吉井町上奥平 027-388-3808 10キロお買い上げごとに季節の農産品100円相当プレゼント こだわり農家直送の米
金沢米穀販売 高崎市元紺屋町8 027-326-7190 全商品５％off（お米券販売は除外）配達無料（エリアは要問合せ）

米びつ等にお入れ致します。
創業３２０年の米専門店です。全国有名銘柄米を取り扱っており、
白米だけでなく分つき米（５分づきや７分づきなど）や雑穀（黒米、赤
米、あわ、ひえ、きび等）も充実しています。

株式会社　プレジール 高崎市中尾町664-20 027-370-1588 初回特典１０％引き。（対象商品限定）＊他の割引との併用は出来
ません。

当店は全て送料無料となり、まずは安心して買い求め出来る３０日
間の返品保証がございます。また商品を永くお使い頂けるように、
まくら番頭システムをご用意しており、各パーツごとにお買い求め頂
けます。贈り物としてお届けする場合には、ラッピングやメッセージ
カードも無料￥０でおつけします。

(株)ビーアンドディー
高崎店

高崎市八島町70ﾗ･ﾒﾙｾ
2F

027-327-8363 カード提示でお会計金額より3%割引（他の割引券と併用できない場
合がございます)

関東圏内に店舗を構えるスポーツ用品店。軽い運動から競技に取
り組むアスリートまで、専門店の接客力と豊富な商品量でスポーツ
ライフを全力サポートいたします。

株式会社ロルム 高崎市飯塚町347 027-362-1084 全商品５％引き 高崎市のメンズブランド紳士服店ロルムです。皆様のご来店お待ち
しております。

煥乎堂　群馬町店 高崎市中泉町609-5 027-360-6330 文具スタンプラリーを配布。たまったら文具プレゼント。 老若男女に好かれるお店を目指しております。ぜひご来店下さいま
観音屋 高崎市中紺屋町22 027-325-2000 「観音最中」購入の方のみ消費税相当額サービス。 皆様に親しまれて９０余年「観音最中」の観音屋、「観音最中」は自

分の治したい所から食べ、観音様からご慈悲を頂くという言い伝え
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協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
ギフト創造館ヨシダ　本
店（高崎店）

高崎市問屋町西1-3-14 027-362-6255 （特典１）贈答品の「快気祝」｢各種御祝」「法事等の返礼品｣｢お中
元、お歳暮｣等ギフト創造館で取扱いの商品を店頭表示割引価格よ
りさらに５％引き。（特典２）「ギフト創造館会員」に無料でご登録させ
ていただきます。（通常入会金２０００円、年会費なし）（特典３）お買
い上げ金額３００００円以上でご自宅等へ無料配達（群馬県内の
み）但し、他の特典や割引券等の併用は出来ません。

北関東最大級の贈答品専門店チェーンです。県内に６店補（高崎
市、東吾妻町、沼田市、伊勢崎市、桐生市、玉村町）展開中です。
あらゆる贈答品に｢品質｣｢品揃え｣｢安さ」「サービス」でお応えいたし
ます。１００００アイテムの品揃えと最大５０％OFFの価格でご提
供！（カタログギフトも最大３０％OFF)是非、お気軽にご来店下さ
い。

靴のトリオ　高崎店 高崎市旭町37-8 027-395-7002 店舗にお問い合わせください。
携帯ステーション　モン
トレー高崎

高崎市八島町222高崎
駅ビルモントレー5階

027-320-6831 ドコモ携帯電話購入の方、ACアダプタプレゼント

合同会社　偲想葬祭 高崎市南新波町36-5-
101

027-340-3473 入会金20%引き、供花・返礼品･仏具10％引き、など 安心価格の葬儀社。お葬儀は勿論のこと供花･返礼品･仏具等格安
にてご提供しております。

コープぐんま　寺尾店 高崎市寺尾町552-1 027-310-7788 毎月15日、コープカードと一緒にぐーちょきシニアパスポートをご提
示いただいた方、お買い上げ総額から5%割引します。

「品質の確かさ」 「安全性の確保」 「低価格の実現」で消費者のくら
しを応援します。

サウンドエコー 高崎市連雀町75 027-322-6500 粗品プレゼント 電球1個から交換に伺います。パソコンサポート、アンテナ工事、エ
アコン設置、太陽光のご相談など電気のことならサウンドエコーに
お任せ下さい。

サウンドパレット株式
会社　アヅマ補聴器セ
ンター高崎支店

高崎市通町93-26 027-325-3322 補聴器乾燥機クイックエイドプラス2,970円（税込）を、2,500円（税
込）で販売（キャンペーン併用不可）

お耳の不自由なお客様の気持ちに寄り添って、丁寧な接客を心が
けています。

シバタ薬局　中居店 高崎市矢中町317-24 027-353-3100 お客様の健康と美容をサポートいたします。
しみずスーパー　小八
木店

高崎市小八木町1385 027-384-4311 毎週水曜日、ブルーチップポイント50ポイント進呈。税込2000円以
上お買い上げのお客様。

地域のお客様に愛されるスーパーを目指し、自社おすすめ品や毎
日のお買い得品をご用意してます。

シューマート　高崎飯
塚店

高崎市飯塚町422-1 027-370-3115 詳細は店舗へお問い合わせ下さい

シューマート　高崎上
中居店

高崎市上中居町178-1 027-320-8306 詳細は店舗へお問い合わせ下さい

寝具の金澤屋 高崎市本町65 027-322-3571 \10,000,以上お買物の場合、５％off.（ただし、セール品除く。現金払
い時のみ）

創業180年　寝具専門店。”快適な睡眠”を追求し、寝具・ベッドのコ
ンサルティング販売・ご提案をしております。また、ユニークなインテ
リア雑貨、群言堂の洋服を取り扱っております。

スーパートリオ　倉賀
野店

高崎市倉賀野町4691-1 027-384-6006 店舗にお問い合わせください。

清芳亭　高崎本町店 高崎市本町101 027-322-2505 ５％の値引き
タイヤ館高崎 高崎市飯塚町789-1 027-361-7622 店頭表示価格より、10％引き

(一部限定商品・特売品除く)
タイヤのプロが、素早く丁寧に、元気に対応させて頂きます。
お気軽にお寄りください。

タイヤ館　高崎中居店 高崎市上中居町501 027-345-7373 タイヤ10％引き（一部商品を除きます） 親切・丁寧な接客を致します。
高崎松風園 高崎市八幡原町455 027-347-2818 コーヒー　１００円ＯＦＦ 花の専門店です。御来店をスタッフ一同お待ちしております。
高崎高島屋 高崎市旭町45 027-327-1117 高島屋におけるお買物１口につき、その値札金額の５％を割引いた

します。ただし割引の対象は消費税を除く１口3,000円以上の現金
によるお買い物といたします。<除外>商品券、お好みギフトカード、
ギフト引換券、切手、印紙、はがき、金、銀、白金の地金類、たば
こ、生鮮食料品、特価品（催場および各売場）、修理代、住宅、荷
具、送料、食堂、喫茶、保険料、代金引換扱い、クレジット扱い、そ

高島屋では経営理念の中で、本業を通じた社会貢献を明記してお
り、これまでも地域社会の発展などへの取組を行っています。

高崎弁当 高崎市倉賀野町41 027-346-2571 ５％の値引き 駅弁から一般弁当までご用意しています。
田むら製菓 高崎市高砂町23 027-322-3908 お買い上げ商品の総代金の5％割引
TSUTAYA　江木店 高崎市江木町28 027-328-7771 レンタル：1回1点まで、旧作DVD50円
TSUTAYA　上中居店 高崎市上中居町718-5 027-328-0022 レンタル：1回1点まで、旧作DVD50円
２１２キッチンストア 高崎市棟高町1400イオ

ンモール高崎1F
027-310-9045 ポイントカード2倍 ”世界で一番素敵なレストラン、それは我が家”をコンセプトに世界

中のキッチングッズをそろえています！
ドコモショップ　高崎東 高崎市江木町1667 0120-701-291 機種購入時に充電器割引
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協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
ドコモショップ　高崎中
央店

高崎市飯塚町375-2 0120-193-222 商品購入で、ドコモオリジナルグッズをプレゼント。

戸田書店　高崎店 高崎市下小鳥町４３８ー
1

027-363-5110 1000円以上お買い上げで、当店グループポイントカードにてプラス
１００ポイント進呈します。
なお、当店グループポイントカードは無料にて発行します。

広い店内でごゆっくりお買い物をお楽しみ下さい。

TODOKORO 高崎市檜物町107 027-322-1766 店内商品\2,160以上お買上げの方に、横浜ナナ プチウォッシュタ
オルをプレゼントします。

タオルの名品「横浜ナナ」のハンカチ、バッグをはじめギフトに最適
な小物、日本製ウェア、アクセサリーなど他にはない、おしゃれな品
を集めたセレクトショップです。

とりせん　石原店 高崎市片岡町2丁目10-
1

027-325-6151 毎週木曜日、1,000円以上お買い上げで「ぐーちょきシニアパスポー
ト」を会計時に提示して頂いたお客様に、5%割引いたします。（一部
除外品がございます。他の割引企画・割引券との併用はできませ

群馬県・栃木県・茨城県・埼玉県に展開するスーパーマーケットで
す。「安全です！」「新鮮です！」をモットーに、地域のお客様の暮ら
しがより豊かになるよう奉仕する会社です。

とりせん　群馬町店 高崎市中泉町605-26 027-372-0123 毎週木曜日、1,000円以上お買い上げで「ぐーちょきシニアパスポー
ト」を会計時に提示して頂いたお客様に、5%割引いたします。（一部
除外品がございます。他の割引企画・割引券との併用はできませ

群馬県・栃木県・茨城県・埼玉県に展開するスーパーマーケットで
す。「安全です！」「新鮮です！」をモットーに、地域のお客様の暮ら
しがより豊かになるよう奉仕する会社です。

とりせん　小鳥店 高崎市下小鳥町70-2 027-363-2122 毎週木曜日、1,000円以上お買い上げで「ぐーちょきシニアパスポー
ト」を会計時に提示して頂いたお客様に、5%割引いたします。（一部
除外品がございます。他の割引企画・割引券との併用はできませ

群馬県・栃木県・茨城県・埼玉県に展開するスーパーマーケットで
す。「安全です！」「新鮮です！」をモットーに、地域のお客様の暮ら
しがより豊かになるよう奉仕する会社です。

とりせん　菅谷店 高崎市菅谷町20-991 027-360-6233 毎週木曜日、1,000円以上お買い上げで「ぐーちょきシニアパスポー
ト」を会計時に提示して頂いたお客様に、5%割引いたします。（一部
除外品がございます。他の割引企画・割引券との併用はできませ

群馬県・栃木県・茨城県・埼玉県に展開するスーパーマーケットで
す。「安全です！」「新鮮です！」をモットーに、地域のお客様の暮ら
しがより豊かになるよう奉仕する会社です。

とりせん　豊岡店 高崎市上豊岡町281 027-325-6141 毎週木曜日、1,000円以上お買い上げで「ぐーちょきシニアパスポー
ト」を会計時に提示して頂いたお客様に、5%割引いたします。（一部
除外品がございます。他の割引企画・割引券との併用はできませ

群馬県・栃木県・茨城県・埼玉県に展開するスーパーマーケットで
す。「安全です！」「新鮮です！」をモットーに、地域のお客様の暮ら
しがより豊かになるよう奉仕する会社です。

とりせん　箕郷店 高崎市箕郷町上芝240-
5

027-360-7600 毎週木曜日、1,000円以上お買い上げで「ぐーちょきシニアパスポー
ト」を会計時に提示して頂いたお客様に、5%割引いたします。（一部
除外品がございます。他の割引企画・割引券との併用はできませ

群馬県・栃木県・茨城県・埼玉県に展開するスーパーマーケットで
す。「安全です！」「新鮮です！」をモットーに、地域のお客様の暮ら
しがより豊かになるよう奉仕する会社です。

とりせん　高崎倉賀野
店

高崎市倉賀野町2681-4 027-387-0980 毎週木曜日、1,000円以上お買い上げで「ぐーちょきシニアパスポー
ト」を会計時に提示して頂いたお客様に、5%割引いたします。（一部
除外品がございます。他の割引企画・割引券との併用はできませ

群馬県・栃木県・茨城県・埼玉県に展開するスーパーマーケットで
す。「安全です！」「新鮮です！」をモットーに、地域のお客様の暮ら
しがより豊かになるよう奉仕する会社です。

中村寝具店 高崎市吉井町吉井101-
1

027-387-7156 中村寝具店から１０Km圏内のお客様のお買い上げ金額２００００円
以上で無料送迎します。オーダーカーテン・・・取り替えのお客様、
採寸付け替え、掃除、古いカーテンの処分・・・全てサービス・・・親

地球環境の悪化を防ぐ為温暖化を進行させない為にも熟睡出来る
良い寝具を皆様へ！！

鉢の木　七冨久 高崎市赤坂町73 027-322-6001 黒糖風味と抹茶風味の蒸しカステラで粒あんをサンドした、ソフトで
あっさりした味わいの、人気の「蓬莱」を１ヶプレゼント！！１０５０円
以上お買い上げで。

店内には所狭しと、見て楽しく味わっておいしいお菓子が沢山並び
ます。 日本の四季を和菓子で現し常に彩りが変わり、まるで宝石
箱のような空間です。何度でも行ってみたいと思うお店作りを致して

羽鳥屋　鳥羽商店 高崎市倉賀野町1598 027-346-2310 お買い上げ金額（灯油、プロパンガスは除く）の５％引き。 少量でも配達致します。豆類各種取りそろえています。
パワーセンターうおか
つ　吉井店

高崎市吉井町池52-1 027-386-0177 お買い上げ税別２０００円以上でうおかつポイント５ポイント追加。ま
た、うおかつカード入会金２００円お預かりのところ、無料で入会出

パワーセンターうおか
つ　榛名店

高崎市中里見町373 027-374-2112 お買い上げ税別２０００円以上でうおかつポイント５ポイント追加。ま
た、うおかつカード入会金２００円お預かりのところ、無料で入会出

パワーセンターうおか
つ　倉賀野店

高崎市倉賀野町4691-1 027-386-2200 お買い上げ税別２０００円以上でうおかつポイント５ポイント追加。ま
た、うおかつカード入会金２００円お預かりのところ、無料で入会出

パワーセンターうおか
つ　アカマル店

高崎市中尾町44-1アカ
マルショッピングセン

027-387-0100 お買い上げ税別２０００円以上でうおかつポイント５ポイント追加。ま
た、うおかつカード入会金２００円お預かりのところ、無料で入会出

はんこ屋本舗 高崎市飯塚町431-5 027-364-8517 レインボーの認印（１５７５円）をプレゼント。３０００円以上の実印、
銀行印をご購入の方（おしゃれはんこを除く。）ご注文時のみ有効で

実印、銀行印、ゴム印、スタンプ、名刺やはがきの印刷を早く、安く
作成します。

東日本宇佐美　１７号
前橋インター給油所

高崎市中尾町485 027-370-1009 ガソリン、灯油２円引き/１リットルあたり
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＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
ビジョンメガネ　セキ
チュー高崎店

高崎市飯塚町87-3 027-363-8715 ①メガネご購入時にメガネクリーニングセットプレゼント。②補聴器
ご購入時に空気電池１パック（６個入り）、空気電池用バッテリー
チェッカー１台プレゼントさせていただきます。

メガネ、補聴器点検クリーニング、いつでも無料で行っております。
メガネが直ぐにズレてしまう。ねじが直ぐに緩んでしまう。補聴器の
聞こえが悪い等何でもお気軽にご相談下さい。専門スタッフが対応
させていただきます。ご連絡頂ければご自宅、ご施設にお伺いメガ
ネ、補聴器の点検クリーニングさせていただきます。電池をご用命
の際もお届けに参りますので、お気軽にご連絡下さい。

ヒマラヤスポーツ　高
崎店

高崎市緑町1-29-4 027-365-4801 店内商品自店販売税込価格よりレジにて3％OFF
※単品商品割引企画、セット企画との併用可
※他の割引企画、割引券、割引カード、値引券との併用ができない
場合がございます。
※一部使用除外品がございます。
（各種修理加工費、チームオーダー、商品券、ゴルフクラブなど）

当店は人気ブランドが勢揃い！充実の品揃えで、お客様が満足頂
けるようにサポートさせていただきます。皆様のご来店をスタッフ一
同心よりお待ちしております。

ブランシェス　イオン
モール高崎店

高崎市棟高町1400イオ
ンモール高崎３Ｆ

027-310-9160 店内商品5％ＯＦＦ(セール品除く） ナチュラルを貴重に旬のトレンドを取り入れ、さりげないユーロテイ
ストの自己主張を演出できるキッズブランドです。

ブルーブルーエ 高崎市棟高町1400イオ
ンモール高崎１F

027-310-9084 毎月25日のみカードご提示で5％ｏｆｆ 毎日の生活の中で楽しくなるような雑貨を多数取り揃えておりま
す。

ホームバザー　高崎飯
塚店

高崎市飯塚町1150-5ウ
ニクス高崎SC内

027-386-2626 ホームバザーポイントカード　ポイント2倍 家族で過ごす日々の暮らしを、快適で楽しくする生活雑貨店。季節
のご挨拶、大切な方へのギフト選びにもお気軽に御利用ください。
味にこだわったお菓子が好評です。

ホームバザー　高崎中
央店

高崎市下之城町178-3 027-320-8118 ホームバザーポイントカード　ポイント2倍 家族で過ごす日々の暮らしを、快適で楽しくする生活雑貨店。季節
のご挨拶、大切な方へのギフト選びにもお気軽に御利用ください。
味にこだわったお菓子が好評です。

マルエドラッグ　飯塚 高崎市飯塚町401-2 027-364-6060 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍
マルエドラッグ　倉賀
野店

高崎市倉賀野町443-2 027-346-8977 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

マルエドラッグ　群馬
町店

高崎市金古町447-1 027-372-1772 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

マルエドラッグ　高崎
駅西口店

高崎市旭町34-5旭町ビ
ル１Ｆ

027-310-7272 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

マルエドラッグ　高崎
上小鳥店

高崎市上小鳥町422-1 027-365-3121 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

マルエドラッグ　高崎
小八木店

高崎市小八木町2035-2 027-363-7400 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

マルエドラッグ　高崎
新保店

高崎市新保町21-1 027-365-3911 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

マルエドラッグ　高崎
菅谷店

高崎市菅谷町20-991 027-350-3700 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

マルエドラッグ　高崎
寺尾店

高崎市寺尾町558-1 027-327-5330 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

マルエドラッグ　高崎
箕郷店

高崎市箕郷町上芝183 027-371-1388 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

マルエドラッグ　並榎 高崎市上並榎町70 027-365-3666 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍
マルエドラッグ　榛名 高崎市中里見町68 027-374-5283 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍
マルエドラッグ　吉井 高崎市吉井町池5 027-387-6964 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍
丸高海苔 高崎市問屋町西1-5-7 027-362-3488 パスポートのご提示でポイント２倍サービス 海苔を自社工場にて加工し、焼きたての状態でご提供しています。

一袋よりご購入いただけますのでお気軽に海苔専門店の味をお試
メイル＆コー 高崎市棟高町1400イオ

ンモール高崎3F
027-310-9090 全商品5％OFF(値下げ商品は除外） メンズ･レディースフォーマル取扱い店です。ご家族でご来店くださ

い。お待ちしております。

4



＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
眼鏡市場　高崎江木
店

高崎市江木町1520 027-328-0088 メガネ・コンタクトレンズ（目玉商品を除く）５％ＯＦＦ １．７４極薄型非球面レンズでも１．７４極薄型遠近両用レンズでも
追加料金０円です。

眼鏡市場　高崎緑町
店

高崎市緑町1-4-1 027-370-7008 メガネ・コンタクトレンズ（目玉商品を除く）５％ＯＦＦ １．７４極薄型非球面レンズでも１．７４極薄型遠近両用レンズでも
追加料金０円です。

メガネのイタガキ　高
崎石原店

高崎市石原町3213-1 027-322-5630 ①税抜3,800円以上お買い上げで、「メガネお手入れセット」プレゼ
ント。　②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。

群馬県下店舗数No.1のメガネと補聴器の専門店。豊富な品揃え、
確かな技術力、安心価格。メガネ・補聴器の板垣で「メガネ着替え
てみませんか」

メガネのイタガキ　高
崎福島店

高崎市福島町740-1 027-310-0066 ①税抜3,800円以上お買い上げで、「メガネお手入れセット」プレゼ
ント。　②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。

群馬県下店舗数No.1のメガネと補聴器の専門店。豊富な品揃え、
確かな技術力、安心価格。メガネ・補聴器の板垣で「メガネ着替え
てみませんか」

メガネのイタガキ　高
崎本店

高崎市上大類町778 027-350-1300 ①税抜3,800円以上お買い上げで、「メガネお手入れセット」プレゼ
ント。　②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。

群馬県下店舗数No.1のメガネと補聴器の専門店。豊富な品揃え、
確かな技術力、安心価格。メガネ・補聴器の板垣で「メガネ着替え
てみませんか」

メガネのイタガキ　榛
名店

高崎市中里見町89-4 027-340-5900 ①税抜3,800円以上お買い上げで、「メガネお手入れセット」プレゼ
ント。　②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。

群馬県下店舗数No.1のメガネと補聴器の専門店。豊富な品揃え、
確かな技術力、安心価格。メガネ・補聴器の板垣で「メガネ着替え
てみませんか」

メガネのイタガキ　吉
井店

高崎市吉井町池49 027-386-0100 ①税抜3,800円以上お買い上げで、「メガネお手入れセット」プレゼ
ント。　②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。

群馬県下店舗数No.1のメガネと補聴器の専門店。豊富な品揃え、
確かな技術力、安心価格。メガネ・補聴器の板垣で「メガネ着替え
てみませんか」

MONKY'S HIGH（モン
キーズハイ）

高崎市棟高町1400イオ
ンモール高崎3F

027-372-7372 店内商品5％ｏｆｆ(セール品は除外） 帽子・衣料・小物を扱うセレクトショップです。個性的なアイテムから
スタンダードなアイテムまで、幅広いジャンルでお楽しみ頂けます。

山田燃料 高崎市下横町10-3 027-322-4579 パスポート持参で、ガス器具、石油器具に関しては定価の35％
OFF。プロパンガスは新規取引の場合通常より5％OFF。リフォーム
に関しても10％安く対応させていただきます。

プロパンガス販売を中心に灯油の配達や住宅リフォーム、家電販
売等、広く商品を取り扱っています。最近では、オール電化や太陽
光発電の仕事が増えています。ただ、瓦一枚の交換から電球一つ
の交換まで高齢者の方に優しいメニューを取りそろえていますの
で、お気軽にご相談ください。

大和屋　高崎本店 高崎市筑縄町66-22 027-362-5911 レジにてお会計前に提示で毎週水、木曜日限定　お買上げ金額よ
り３％割引。
※他のサービス併用はできません。

木炭焙煎珈琲を中心に日本各地の陶器、和雑貨など取りそろえる
専門店。和みの時間をぜひお過ごしください。

大和屋　吉井店 高崎市吉井町池1479-1 027-320-3210 レジにてお会計前に提示で毎週水、木曜日限定　お買上げ金額よ
り３％割引。
※他のサービス併用はできません。

木炭焙煎珈琲と陶器の専門店。薫り高いコーヒーとぬくもりのあるう
つわで、和みの時間をお過ごしください。

ユニー　アピタ　高崎
店

高崎市矢中町字渕ノ内
668-1

027-346-1001 毎月１５日シニアパスポート提示で衣料品、寝具、インテリア品を１
０％引きさせていただきます。（一部除外品がございます。）

アピタは「お客様に信頼され、喜んでいただける小売業」であるため
に最良の商品、最善のサービスを心掛けてまいります。

吉田園　本店 高崎市飯塚町452-1 027-361-4147 特典1-全品10%引き(セール品除外)
特典２ｰ粗品プレゼント

銘茶専門店。お茶や急須、各種取り揃えております。ご自宅用･事
務所用・ご進物・ご返礼用に、ご相談承ります。お客様翌日お届け

ヨシダ陶光 高崎市問屋町1-5-14 027-361-1661 （特典１）趣味の「そば道具｣「お菓子道具」｢お料理道具」｢食器」等ヨ
シダ陶光の商品を店頭表示割引価格よりさらに５％引き。（特典２）
「ヨシダ陶光会員」に無料でご登録させていただきます。（通常入会
金２０００円、年会費なし）（特典３）お買い上げ金額３００００円以上
でご自宅へ無料配達（群馬県内のみ）但し、他の特典や割引券等
の併用は出来ませんのでご了承ください。

プロが使う料理道具の専門店です。北関東一の「品質」｢品揃え｣｢
安さ」でご提供させていただきます。「和洋食」「中華」「菓子」今話題
の「IH料理道具」等料理全般に渡っての道具類を５０００アイテム以
上取り揃えております。プロ、アマ問わず料理に関心のある方は必
見です。是非ご来店下さい。

Linge Noel　イオンモー
ル高崎店

高崎市棟高町1400イオ
ンモール高崎２階

027-310-9108 ご提示でスタンプカードポイント２倍 ワコール専門店、下着のセレクトショップです！みなさまのご来店を
心よりお待ちしております。

リオネットセンター　高
崎店

高崎市砂賀町94ハヤカ
ワビル１F

027-388-0723 10万円以上の補聴器をご購入の方に電池1年分相当(10ケース）プ
レゼント(キャンペーン、他サービスの併用は不可)。　さらに。補聴
器ご購入の方全員に乾燥ケースプレゼント。

リオネット補聴器専門店です。リオネット補聴器の歩みは1944年に
始まり、リオネットブランドとして70年余、600万台のご愛用をいただ
いております。お困りになっていることがあればお気軽にご相談くだ
さい。一生懸命みなさまの聞こえのお手伝いをさせて頂きます。ご
来店が困難な方には、出張訪問致します。
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＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
リメークルジャパン 高崎市箕郷町生原1075 027-388-1093 お買い上げレジにて３％引 リサイクルショップです。高価買取、激安販売を目指しています。楽

しいお店にしたいのでどんどんご来店下さい。
両水　並榎店 高崎市並榎町155-2 027-323-5536 毎月１５日に税込み1,500円以上お買い上げで、両水ポイント30ポイ

ントプレゼントいたします。
食卓に旬のおいしさと楽しさを提供します。

ルームスプラス 高崎市緑町1-11-8 027-386-5157 ３万円以上お買い上げのお客様にカフェカーテンをプレゼント。
ＬＥＡ　Ｈｏｕｓｅ 高崎市高関町７４－１２ 027-325-9468 製品を5,000円以上お買い上げで5％引き １点物のオリジナル小物・バック等の販売とアジアン服・雑貨の販売
レザーショップ　シモカ
ワ

高崎市高関町７４－１２ 027-325-9468 5,000円以上お買い上げで10％引き（革を除く） １９７５年創業レザークラフト材料の専門店です。クラフト教室も開催
しています。

SHOP Takasaki
Horumon

高崎市本郷町2246-1 027-395-0315 全品５％割引をさせていただきます。 高崎ほるもん、ラッヘンハンバーグ、ローストビーフ、バルビゾンの
ココットなど、株式会社オルビスのセレクトショップです。

サラダ館榛名店 高崎市本郷町70-5 027-344-5533 Tポイント２倍贈呈 贈答品販売のお店です。店売りはもちろん、当店専用サイトで便利
に楽しくネットショッピングもできます。

お元氣ですか 高崎市問屋町4-3-4 027-364-4700 「お元氣ですか」お買いものポイント２倍。
毎週水曜日・木曜日のポイント２倍デーには、ポイント４倍！

『お元氣ですか』は「自然・太陽・カルシウム」がコンセプトの健康
ショップです。
お客様の心身の健康向上のお役に立てるように「安心・安全」を意
識した品揃えをしています。たとえば、「無農薬栽培野菜」「天日干
し米」「無添加調味料」「無添加加工食品」「自然素材使用無添加雑
貨」「オーガニックコットン雑貨」などです。
ぜひご来店ください！　一緒に健康になりましょう。

寿物産株式会社 高崎市江木町185 027-324-1255 ①商品最大１０％OFF
②利用金額により粗品プレゼント

成長過程のお子様に大切な海草類などを取り扱っております。国
産ワカメなどのご試食もできますのでお気軽にご来店ください。

ソフトバンクイオンモー
ル高崎

高崎市棟高町1400　イ
オンモール高崎２階

027-310-0224 ご来店でノベルティプレゼント！ ちょっとした使い方から、買い替えのご相談まで、気軽にお声がけく
ださい！

ソフトバンク高崎中居 高崎市中居町4-22-1 027-350-7270 ・ご来店で、スマートフォン用タッチペンをプレゼント
・「携帯電話教室」参加優待券プレゼント！　他社ケータイでも参加
無料♪
・スマートフォンご成約で事務手数料還元！

地域ＮＯ１！　店舗の広さも地域最大！　コーヒー・ポップコーンも
無料♪
スマホ教室も無料開催。お気軽にお問い合わせください♪
スタッフ一同、笑顔でお待ちしております。

ヴィシーズ高崎店 高崎市上中居町487-1 027-310-6011 毎週火曜日、会員カード（カード又はアプリ）とシニアパスポートを両
方ご提示で、２，０００円以上お買い上げの方は１５％引き（一部割
引対象外あり）
※他の割引との併用はできません。

生地、手芸用品、画材、額縁、筆記具、紙、革、シルクフラワー（造
花）など、手作りの材料からカルチャー教室まで。趣味を見つけて
みませんか！
ヴィシーズ会員になると、お買い物金額から１０％割引の特典があ
ります。（一部割引対象外の商品がございます）

　飲食
イタリアンダイニング
アルコバレーノ

高崎市上小鳥町158-1 027-363-3770 セット御注文のお客様 おかわりドリンク １杯サービス

一汁五穀　イオンモー
ル高崎店

高崎市棟高町1400イオ
ンモール高崎１階

027-395-8332 ソフトドリンク１杯（ウーロン茶 、アイスorホットコーヒー、オレンジ
ジュース）サービスもしくは五穀米の素プレゼント。

釜で炊いたふっくらごはんと色々野菜のお味噌汁

田舎料理　しおん・とん
かつ専門店とん豚

高崎市八島町222高崎
駅ビルモントレー5階

027-321-2335 しおん・・・コーヒー・紅茶・オレンジジュースの中から１杯サービス。
とん豚・・・ドリンクバーの中から１杯無料。

心なごむ料理を提供。定食を中心とした料理で、上州もち豚を使用
した、しょうが焼き定食が人気。（しおん）

十八番 OHAKO 高崎市東町158-3 027-327-2989 ５００円以下のドリンク１杯サービス 群馬県産の食材を多用した。地元を愛する居酒屋です。もつ鍋や、
手羽先揚げ、馬刺しなどが自慢です。

海鮮茶屋　一鮮 高崎市栄町1-1LABI1高
崎5階

027-386-6164 パスポート１枚につきドリンク１杯無料サービス 新鮮な魚介を取りそろえ、御膳メニューも豊富に取りそろえていま
す。お酒類も豊富に取りそろえています。

cafe　２ＬＤＫ 高崎市上中居町295-1 027-377-5434 ランチメニュー100円引き フワフワのパンケーキや本格ハンバーグをご用意しております。
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＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
カレー＆カフェ　サプコ
タ

高崎市寺尾町570-4 027-395-0310 ICEorHOTコーヒー１杯サービス。 お子様からお年寄りまで、おいしく召し上がれるカレーとナンが自慢
です。（キッズルームあり）

カレーハウスCoCo壱
番屋　高崎倉賀野店

高崎市倉賀野町4676-4 027-347-4481 ソフトドリンク１杯サービス（マンゴーミルクラッシー、キリンフリーを
除く）

ご飯の量、辛さ、トッピングが自由自在。店舗限定、季節限定等、メ
ニューも豊富です。

カレーハウスCoCo壱
番屋　高崎田町店

高崎市田町75 027-328-3618 宅配手数料２００円を無料にする。

魏志倭人伝 高崎市南町4-4 027-327-8446 尊敬と長寿の願いを祈念して、お会計より50%OFF致します。(一部
除外品あり)

一流ホテル出身料理長(62)と、高級割烹出身板さん(61)が腕を振る
う。大衆店より安く（会員価格）、高級店並の味に定評ある大人の居
酒屋（ほぼ会員制）です。

黒毛和牛ハンバーグ
Happy Burg

高崎市中泉町631-7 027-372-7330 ポイントカード会員様にお会計金額の１０％をポイント付与。（ぐー
ちょきシニアパスポートの提示により入会金無料）
※イベント日、他のサービス券との併用不可。

オーダーカットステーキと手作りハンバーグの専門店。上州牛と上
州麦豚を使用したハンバーグが人気です。地産地消の商品を多数
とりそろえています。中国語・英語メニューもあります。

源氏家族　上小塙店 高崎市上小塙町1020-1 027-344-2088 ドリンクバー１杯99円 寿司、うどん・そば、天ぷら、とんかつなどおいしい和食が味わえる
お店です。

コリアンキッチン　シ
ジャン

高崎市棟高町1400イオ
ンモール高崎1F

027-310-9066 お食事をされた方、ソフトドリンク1杯サービス 薬食同源　健康の源は食にあり　内側から美しく・・・。そんなお店に
とスタッフ一同心がけております。

三代目 武平 高崎市新保町39-1 027-363-0790 ドリンク１杯サービス 全室個室、堀座卓
G.G.C　高崎本店 高崎市緑町1丁目28-2 027-362-8887 ポイントカード会員様にお会計金額の１０％をポイント付与。（ぐー

ちょきシニアパスポートの提示により入会金無料）
※イベント日、他のサービス券との併用不可。

オーダーカットステーキと手作りハンバーグの専門店。上州牛と上
州麦豚を使用したハンバーグが人気です。地産地消の商品を多数
とりそろえています。中国語・英語メニューもあります。

自家焙煎珈琲の店
きゃらばん

高崎市昭和町209 027-323-4670 珈琲豆全種類１割引

清水十割そばいち 高崎市島野町1036-1 027-350-9123 お食事をされた方へデザートサービス。 小麦を使用しない、本格十割の蕎麦と店仕込み、天然つゆに築地
直送の鮪（まぐろ）が大人気です。

しゃぶしゃぶ金光 高崎市栄町1-1LABI1高
崎5階

027-323-4129 パスポート確認時人数分アイスorソフトドリンクサービス（ご注文時
にお出し下さい）

上海華龍 高崎市栄町1-1LABI1高
崎5階

027-386-3388 自家製の杏仁豆腐１人前をサービス。

上州地鶏　軍鶏農場
高崎店

高崎市八島町110-
6TO-MOREﾋﾞﾙ2F

027-330-5233 上州しゃもくわ炭火焼き（1,200円相当）プレゼント ＪＲ高崎駅アパホテル前　最大座敷人数55名　上州地鶏、上州麦
豚、上州牛など地産地消のお店です。

食亭つかさ 高崎市足門町838 027-373-0295 お食事をご利用頂きましたお客様に（含お連れ様）コーヒーまたはソ
フトドリンク1杯無料提供。

榛名の麓の和食店です。榛名、伊香保方面へお出掛けの際は、是
非お立ち寄りくださいませ。

四六時中 高崎市棟高町1400イオ
ンモール高崎1F

027-310-9057 お食事のお客様10％引き(店内飲食に限る）（テイクアウト商品は対
象外）

創作洋食　覚瑛 高崎市三ツ寺町265-1 027-384-2647 ランチタイム→ジュース一杯（お一人様)
ディナータイム→ジュース又はグラスワイン一杯　サービスします。

ハンバーグ、クリームコロッケ等、昔懐かしい古典洋食料理コース
でお出しする店です。

SOBA DINING 遊天 高崎市栄町1-1LABI1高
崎５階

027-320-1083 ソフトドリンクorアイスクリームor一口クリーム大福、全員にサービ
ス。

本格ゆでたてそばと上州もちもちのうどんがお楽しみ頂けます。丼
とそばのセットや、珍しいうどんのつけめんはスープの種類も多数
ご用意。大変好評を頂いております。

ダイニング酒場　BO-Z 高崎市八島町14-16
1F

027-384-4919 お会計１０％off 創作洋風料理の楽しめるお店です。ワインも１８００円からととても
リーズナブル！毎日元気に営業中！

高崎百味物語 高崎市栄町1-1LABI1高
崎5階

027-330-1211 ９０分の方に限り５％引き 食の安全や環境（エコロジー）が重要視されている今、地域協調が
必要とされています。当店では地元産の食材を中心とし、安心して
おいしくゆっくり召し上がって頂けるようJA高崎と連携して毎日、地
元新鮮食材を贅沢な空間でリーナズブルにご提供しています。

茶香坊・デ・ジェラート 高崎市上中居町1540-1 027-393-6969 ポイント2倍　ポイントが貯まると一煎パックプレゼント ２００種類以上の中から常時２２種類を販売する。
天松 高崎市寄合町48 027-325-4972 一割引　他のサービスとの併用はできません。 創業八十年の天ぷら屋です。お昼は、お得なランチが沢山。天丼７

００円より。季節の味を衣も包んで味わって下さい。
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＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
豊丸水産　高崎駅西
口店

高崎市八島町223高崎
駅構内

027-320-7277 浜焼き盛り合わせ（1,100円相当）プレゼント ＪＲ高崎駅西口１F出てすぐ。　最大75席　卓上で貝や肉焼きが出来
る。海鮮料理が自慢。上州牛、上州麦豚、おきりこみなど地産地消
にも特化したお店です。

登利平　高崎モント
レー店

高崎市八島町222高崎
駅ビルモントレー内

027-330-5454 パスポート1枚で1名様に限り、ソフトドリンクサービス

とんかつ名人　かつ哲
総本店

高崎市下小鳥町68 027-363-4188 ティッシュボックスプレゼント

とんかつ名人　かつ哲
中居店

高崎市中居町1-6-1 027-352-3464 ティッシュボックスプレゼント

ナチュラルダイニング
アルコバレーノ

高崎市高関町317-4 027-327-6678 セット御注文のお客様 おかわりドリンク １杯サービス

Navajo White 高崎市鞘町24 027-322-6029 昔ながらの醤油ラーメン５０％off 創業昭和２３年老舗のらあめん店、平成１６年世代交代と共に店舗
改装、らあめんビストロとして営業２３時からはBarタイムとなる。
月々のらあめんの創作らあめんはマニアをとりこにしている。一風
変わったナバホらあめんも大変な人気メニューとなっている。

Happy Burg　高崎倉賀
野店

高崎市倉賀野町2675-1 027-387-0925 お会計金額（税抜き）合計からポイント10%還元。他のサービス券、
イベント日、クレジット・ポイント利用会計との併用はできません。

Happy Burg2号店が倉賀野に出店！リーズナブルな価格で本格的
なステーキとハンバーグが食べられます。セットにはサラダバー･
スープバー付き。ランチタイム営業は17時まで、土祝日も実施。毎
週木曜日はレディースデー。女性のお客様にはシングルアイスプレ
ゼント。毎月9日「肉の日」はポイント50%還元中！

パリジャン 高崎市吉井町矢田126- 027-387-6753 パン、クッキー一割引（但し、各種曜日別サービスは除く） 材料を厳選し、体にやさしいパンづくり！！
パルティーレ　中尾店 高崎市中尾町405-2 027-381-6066 200円割引。 バイキング形式のイタリアンレストランです。パスタ、ピッツアドリン

ク、サラダなど好きなだけお楽しみいただけます。
パルティーレ　高崎店 高崎市矢中町656-5 027-346-6399 200円割引。 バイキング形式のイタリアンレストランです。パスタ、ピッツアドリン

ク、サラダなど好きなだけお楽しみいただけます。
パルメナーラ 高崎市棟高町1400イオ

ンモール高崎3F
027-310-9270 全商品5%引き 群馬県初出店となる、もちもち生パスタのお店です。パルミジャー

ノ・レジャーノチーズとオリジナルパスタをお楽しみ下さい。
フォーク酒場『青春の
詩』

高崎市大橋町29-1ダイ
アパレス北高崎B1-A

027-333-2847 *昭和の玩具（紙風船、吹き戻し、おはじき他）プレゼント。（ぐーちょ
きと同内容です。）

フォークソングを楽しめるお店です。ギター、ピアノ弾き語り可。ま
た、ギター伴奏で歌うことも可。

フライングガーデン　高
崎上小塙店

高崎市上小塙町1007 027-340-7300 ドリンクバー無料サービス

フライングガーデン　群
馬町店

高崎市菅谷町1243-16 027-310-0100 ドリンクバー無料サービス

ぶるだっく食堂 高崎市栄町1-1LABI1高
崎5階

027-323-4455 ドリンク１杯無料サービス 韓国料理専門店。

ベイコック　高崎店 高崎市棟高町1868-144 027-373-3300 ・お弁当1ヶにつき30円引き（他得点との併用できません）　・お一人
3ヶまで

手作り弁当（持ち帰り）注文を受けてから作ります。人気No.1はから
揚げ!!　大きくてジューシィ、ボリューム満点。お米は契約栽培減農
薬米。手作りいっぱいのおふくろの味の店

ベッラベーラ高崎店 高崎市栄町1-1LABI1高
崎5階

027-328-7744 デザート券プレゼント。 茹で上げパスタ、全種類大盛サービス。モチモチカリっと窯焼き本
格ナポリピッツア。パーティーメニューも充実。

HOT PLATE DINING
ぼて茶屋

高崎市栄町1-1LABI1高
崎5階

027-310-1171 ・ソフトドリンク１杯サービス＊お１人様１フード以上ご注文に限り。 大阪で創業２１年本物のお好み焼きは、もちろんもんじゃ焼き、明石
焼きなど全国各地の粉もんが味わえる店です。

マクドナルド　イオン
モール高崎店

高崎市棟高町1400イオ
ンモール高崎3階

027-310-9176 ドリンク30％引き

味生庵 高崎市足門町824-10 027-373-1132 食事代から30円引きいたします。 全国各地のより良いうどん・そば粉を厳選し手打ちしており、茹でた
て出来たてを提供したいと考えております。

ミスタードーナツ　高崎
小鳥町ショップ

高崎市下小鳥町446-7 027-362-9414 お好きなドーナツ、パイ１０個まで１０％oｆf　※ぐーちょきパスポート
と同じ内容です。

群馬県内２１店舗全店参加予定です。よろしくお願いします。
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＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
ミスタードーナツ　高崎
東ショップ

高崎市高関町56-1 027-325-8636 お好きなドーナツ、パイ１０個まで１０％oｆf　※ぐーちょきパスポート
と同じ内容です。

群馬県内２１店舗全店参加予定です。よろしくお願いします。

ミスタードーナツ　高崎
駅ビルショップ

高崎市八島町222高崎
駅ビルモントレー内

027-322-3343 お好きなドーナツ、パイ１０個まで１０％oｆf　※ぐーちょきパスポート
と同じ内容です。

群馬県内２１店舗全店参加予定です。よろしくお願いします。

ミスタードーナツ　イオ
ンモール高崎ショップ

高崎市棟高町1400イオ
ンモール高崎3階

027-310-9166 お好きなドーナツ、パイ１０個まで１０％oｆf　※ぐーちょきパスポート
と同じ内容です。

群馬県内２１店舗全店参加予定です。よろしくお願いします。

焼肉　手打ちそば　利
伸

高崎市正観寺町320-3 027-364-4007 平日夜にご来店のお客様　お買い計時に5％off
売り出し期間・ポイントカード・サービスメニュー・他券との兼用は不

厚生労働大臣認可　標準営業約款　登録店　安全・清潔・安心のＳ
マーク取得店

洋食キッチンシャトー 高崎市栄町１－１LABI1
5Ｆ

027-345-8766 ソフトドリンクサービスまたはグラスワイン（赤or白） おしゃれな雰囲気でお気軽に楽しんで頂ける洋食屋さん、お食事メ
ニューは３０種類の新鮮サラダバーがセットになっています。

ラーメン　すわ 高崎市金古町1122-1 027-373-3785 餃子350円のところ200円で提供（来店でのお食事のみ、出前は対
象外）

基本理念「共存、共栄、共受」を持って営業しています。子供二人を
成人させました。これはお客様のお陰。これに答えるべく、５８６(御
苦労）さんセットを安く提供しておりますので、是非御来店ください。

レストラン　リボルノ 高崎市貝沢町1250-1 027-362-7700 食事をされた方にソフトドリンクをサービス 創業30年となります。子供から年配の方まで喜んでいただけるメ
ニューが揃っています！

和食レストランとんで
ん　高崎問屋町店

高崎市問屋町1-10-1 027-365-3431 ご利用金額に応じて、ポイントカードのスタンプをサービス。 旬の食材を取りそろえて、皆様のご来店をお待ちしております。

吉野家　高崎上大類
町店

高崎市上大類町1018-1 027-360-5005 パスポートを掲示いただいたら、商品購入価格より１０％割引。
（複数でご来店された場合でも、１名がパスポートを掲示すれば全
員１０％割引）

吉野家　高崎環状線
上豊岡店

高崎市上豊岡町833-1
他

027-340-7223 パスポートを掲示いただいたら、商品購入価格より１０％割引。
（複数でご来店された場合でも、１名がパスポートを掲示すれば全
員１０％割引）

吉野家　17号線下之
城店

高崎市下之城町178-3 027-310-7007 パスポートを掲示いただいたら、商品購入価格より１０％割引。
（複数でご来店された場合でも、１名がパスポートを掲示すれば全
員１０％割引）

吉野家　高崎飯塚町
店

高崎市飯塚町475-1 027-370-8066 パスポートを掲示いただいたら、商品購入価格より１０％割引。
（複数でご来店された場合でも、１名がパスポートを掲示すれば全
員１０％割引）

吉野家　イーサイト高
崎店

高崎市八島町222 027-910-1580 パスポートを掲示いただいたら、商品購入価格より１０％割引。
（複数でご来店された場合でも、１名がパスポートを掲示すれば全
員１０％割引）

炭火やきとりさくら高崎
駅東口店

高崎市栄町14-4　ラ・
シーム高崎ビル１F

027-310-5580 当店自慢の串焼き盛り合わせプレゼント
又は
地酒１合プレゼント

ビタミンＥたっぷり！　桜姫鶏を使用した焼き鳥屋です。
上州名物・地酒も取り揃え。各種宴会承ります。
高崎駅東口徒歩３分。

矢中食堂 群馬県高崎市矢中町2-
1

027-347-7781 全商品１０％引き
6歳以下　お子様おもちゃ、お子様アイスプレゼント

釜焚きごはん
契約農家直送のこだわりコシヒカリを使用。管理栄養士監修のこだ
わりおかずを選び、自分オリジナルの定食を味わえます。
人気の焼き魚や厚焼き玉子、肉じゃが、唐揚げなど、こだわりのお
かずは常時５０品目以上！！

カレーハウスCoCo壱
番屋　高崎筑縄店

高崎市筑縄町50-7 027-370-2578 店内ドリンク１杯無料 カレートッピング約１億通り！自分のおすすめトッピング探してみま
せんか？毎日笑顔で元気に営業中！
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＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
　遊び

カラオケ本舗　まねき
ねこ　高崎緑町エグゼ
クティブパーティーホー

高崎市問屋町西1-11-6 0120-72-0177 受付時提示で全会計１０％off 明るい接客とサービスで皆様のご来店おまちしております。

カラオケ本舗　まねき
ねこ　高崎緑町店

高崎市問屋町西1-11-6 027-370-4566 受付時提示で全会計１０％off 明るい接客とサービスで皆様のご来店おまちしております。

カラオケ本舗　まねき
ねこ　高崎緑町２号店

高崎市緑町2-1-12 027-370-0988 受付時提示で全会計１０％off 明るい接客とサービスで皆様のご来店おまちしております。

カラオケ本舗　まねき
ねこ　高崎高関店

高崎市高関町370 027-310-6377 受付時提示で全会計１０％off 明るい接客とサービスで皆様のご来店おまちしております。

カラオケ本舗　まねき
ねこ　みさと店

高崎市箕郷町下芝756-
4

027-371-8112 受付時提示で全会計１０％off 明るい接客とサービスで皆様のご来店おまちしております。

サードプラネット高崎 高崎市下和田町5-3-8 027-310-6611 メダル購入時、ご提示頂くと、購入枚数の２０％増量致します。 子供からお年寄りまで楽しめるお店です。
シダックス　高崎高関
クラブ

高崎市高関町字北沖
366

027-324-7711 ルーム料金20％OFF。フリータイム、各種パック料金10％OFF。

シダックス　高崎緑町
クラブ

高崎市緑町1-29-14 027-364-5311 ルーム料金20％OFF。フリータイム、各種パック料金10％OFF。

ナムコランド　アカマル
店

高崎市中尾町鳥羽前
44-1アカマル2階

027-363-0621 500円以上メダルをお求めのお客様に100円分のメダルを無料でプ
レゼント　※お一人様1日1回まで

お子様から大人の方まで楽しめるフレンドリーな遊び場です。

パークレーン高崎 高崎市歌川町8 027-322-4571 ・一般料金￥６２０→個人会員料金￥５００（１ゲーム料金）・マイ
ボール、マイシューズなど用品関連が会員価格にて提供。

毎朝８時開店。初めての方でもシニアパスポート提示で安心アドバ
イス。健康増進、体力維持にボウリング。

榛名スポーツセンター 高崎市中里見町173-1 027-374-5221 1日１本缶ドリンク差し上げます。 榛名の梨畑に囲まれた、のどかな場所にあります。癒やし系２４時
間営業アミューズメントスペースです。

ＴＲＣ乗馬クラブ高崎 高崎市南大類町124 027-352-5250 ・乗馬料5,500円　→　無料
※安全のため、装具代（1,500円＋消費税）及び保険料（200円＋消
費税）を別途お支払いいただきます。
・ドリンクサービス

屋根付き馬場で行いますので、雨が降っても安心！
停止、発進、誘導、速歩までできます。

　学び
ＮＨＫ文化センター　高
崎アーバンホテル教室

高崎市問合わせは前橋
教室へ

027-221-1211 入会金を割引いたします。(通常3,240円→2,160円)　70歳以上の方
は元々入会金無料のため、対象は65～69歳の方です。

「好奇心のその先へ」ＮＨＫ文化センターならではの、多彩な300講
座を開催しています。ほとんどの講座は無料見学や有料一回体験
ができますし、資料をご希望の方には無料で講座案内を郵送いた
します。まずはお気軽にお問い合わせください。

外国語会話学校　エス
パス

高崎市連雀町7-2エン
ザビル4階

027-326-5330 クラスレッスンの入会金１０５００円→５２５０円（5250円off) マンツー
マンレッスンの入会金３１５００円→２１０００円（10500円off)

英語を中心にフランス語、スペイン語、中国語、ドイツ語、韓国語な
どを教えています。全国外国語教育振興協会加盟校ですので安心
して学んで頂きます。

近代美術館 高崎市綿貫町992-1 027-346-5560 シニアパス持参者に限り平日のみ観覧料を２０％割引き
県央スイミングスクー 高崎市足門町659 027-372-0498 入会時セームプレゼント
セントラルウェルネスク
ラブ高崎

高崎市東町6 027-345-7611 ・入会金無料（通常５２５０～３１５０円）・カード発行料無料（通常５２
５０円）・初回入会時のみ半月無料利用（おひとり様１回限り）

高崎駅東口徒歩２分、駐車場200台完備、地域最大級、スポーツク
ラブ＆スパ。ジム、スタジオ2面、プール2面、６つのお風呂とTＶ付
の充実施設です。

ダストボウル楽器店
高崎店

高崎市新田町4-11 027-330-5353 ミュージックスクール入会金￥３１５０無料

土屋文明記念文学館 高崎市保渡田町2000 027-373-7721 シニアパス持参者に限り平日のみ観覧料を２０％割引き
日本絹の里 高崎市金古町888-1 027-360-6300 毎月２４日、オリジナルグッズのプレゼント
認定NPO法人　バレエ
ノア

高崎市上中居町563-2 027-321-5221 お月謝の消費税額相当分割引き 整ったダンススタヂオの中で行うフラダンス。適度な運動が心地よく
癒されます。
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＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
ピアノプラザ群馬　高
崎本店

高崎市問屋町西1-3-10 027-363-1262 （１）音楽教室、シニア限定ピアノレッスン
　1.入会金無料(通常5,250円）　2.平日午前中、月2回、グループレッ
スン 3.期間6ヶ月間、満了後、継続かコース変更可　4.月謝4,200円
(通常4,725円）6ヶ月前金制
（２）楽器、楽譜、小物、チケット、ピアノの調律は店内表示価格の
5％ＯＦＦ（特価品等の特殊品は除く）
（３）音楽、語学教室入会金50％ＯＦＦ

音楽に関する事なら何でも揃う専門店。

東日本料理学校協会
NoRiKoクッキングスタ
ジオ

高崎市新町360-5 0274-43-0101 入会金２０％割引します。

歴史博物館 高崎市綿貫町992-1 027-346-5522 シニアパス持参者に限り平日のみ観覧料を２０％割引き
ハクビ京都きもの学院
高崎教室

高崎市栄町14-11　きむ
らビル２Ｆ

0120-953-264 １レッスン無料体験
※事前に電話にて要予約
※シニアパスポート要掲示

日本で最も伝統のあるきもの教室です。
学生～80才までの幅広い年齢の方が、楽しく教室に通っています
♪
ぜひ、お子様の大切な日や記念日に自分で着物を着られるように
なりませんか？

　理美容
Abo hair 高崎市剣崎町224-11 027-343-2626 ヘアケア商品５％OFF（一部商品除く） みなさまにもっと気楽にもっと身近にオシャレを楽しんでもらいたい

というコンセプトのお店です。
ＱＢハウス 高崎市棟高町1400イオ

ンモール高崎1F
0120-585-919 ＱＢハウスをご利用の際、パスポートご提示いただくと粗品プレゼン

ト
1,000円のヘアカット。お子様から大人まで皆様御利用いただけま
す。

ＱＢハウス　高崎モント
レー店

高崎市八島町222高崎
駅ビルモントレー内

0120-585-919 粗品プレゼント 1,000円のヘアカット。お子様から大人まで、男性、女性、ご利用い
ただけるファミリーサロンです。

GOD高崎店 高崎市飯塚町476-5 027-363-7780 カット、カラー、パーマなど通常料金から４０％OFF
サロン・ド・ジュン美容
室　アールグレイ高崎

高崎市元島名町516-12 027-353-1861 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

サロン・ド・ジュン美容
室　貝沢店

高崎市貝沢町1282-5 027-363-4711 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

サロン・ド・ジュン美容
室　群馬町店

高崎市菅谷町20-175 027-373-0412 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

サロン・ド・ジュン美容
室　小鳥店

高崎市下小鳥町300-1 027-363-8864 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

サロン・ド・ジュン理容
室　ＲＧ高崎

高崎市元島名町516-12 027-353-1861 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

サロン・ド・ジュン理容
室　貝沢店

高崎市貝沢町1282-5 027-363-4711 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

サロン・ド・ジュン理容
室　群馬町店

高崎市菅谷町20-175 027-373-0412 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

サロン・ド・ジュン理容
室　小鳥店

高崎市下小鳥町300-1 027-363-8864 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

サロン・ド・ジュン理容
室　中居店

高崎市中居町4丁目22-
3

027-381-5877 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

サロン・ド・ジュン美容
室　中居店

高崎市中居町4丁目22-
3

027-381-5877 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

美容室 hair Love One.
高崎

高崎市八島町17-3 027-310-6311 メンバーズカードポイント２倍

美容室 ＧＬＡＭ 高崎市八島町222高崎
駅ビルモントレー3階

027-310-7100 1,000円以上（税抜）のメニューをご利用でメンバーズカードに３ポイ
ント進呈

美容室　アトリエ・クレ 高崎市箕郷町矢原376- 027-371-7700 美容施術１０％引き 完全予約制ですので、ゆったりした時間をお楽しみいただけます。
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協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
美容室カットサロン 高崎市江木町217-6 027-325-4254 御来店時、カット(1,575)、パーマ(3,990)、毛染め(2,000～3,000)各施

術後会計時に、次回の御利用分各１割分（10％引き）の割引券を進
呈。カット(150)、パーマ(380)、毛染め(200～300)

中高年のための昭和を感じられる空間でゆっくりした美容技術を提
供し、予約で送迎（無料、日曜のみ）致します。

ファミリーサロンイケダ 高崎市柴崎町1073-1 027-353-2722 シニアパスポート御提示で特別料金で
・通常コース\1,800（シャンプー・カット・シャンプー・肩もみ・顔そり・
セット）
・快早コース\1,200　※顔そり無し（シャンプー・カット・えりそり・シャ

シニアの方も気軽にご来店できるお店です。当店のイチオシ至福の
癒やしとして心地よいマッサージで頭皮スパを実施しております。

Brand-New Hair clover 高崎市東町158 027-323-8040 ・シニアパスポート持参の方、全メニュー５％off。（高崎市内の方
で、外出困難な方を対象に無料送迎致します。）

スタイリストは福祉理美容師資格・アシスタントは介護士の資格を
持っておりますので安心してご利用下さい。・高齢者や外出困難な
方を対象にご自宅、老人介護施設、病院などご希望の場所に美容
師が訪問する「訪問美容」を行っております。

Hair Place F.O.R 高崎市あら町２０７ 027-326-3897 化粧品、ヘアケア商品5%OFF(一部商品除く)　お着付け20%OFF ・バリアフリー
・染めることが出来ない人も安心して染めることが出来ます。

jill ～nail&eye～　ジル
～ネイル＆アイ～

高崎市井野町1122 027-386-9072 ・トリートメント施術サービス
・通常料金から２０％オフ

・無料託児所完備
・髪に優しい薬剤を使用
・カラーチケット有り
・シニアのパーマＯＫ

　健康
あきやま接骨院 高崎市新町1771-12 0274-42-0621 保険外の自由診療（慢性症状や肩こり、筋肉疲労に対する施術）10

分コース、15分コース、20分コースに限り、設定料金からそれぞれ
500円引き。

当院では高齢者の方が健康で明るく元気に日常生活がおくれるよ
うサポートしています。現在お悩みの症状に対する施術だけでなく、
転送やけがの予防につながる簡単なトレーニング、ストレッチ体操
等も指導します。

あくび整体院 高崎市藤塚町155-2 027-333-6467 肩、腰、ヒザ等の部分整体コース・リラックスもみぐしコース　いずれ
も926円（税抜)で施術いたします。(平日限定)

夫婦とも施術者であり、介護職の経験もあるので、その人に合っ
た、症状や体にぴったりの施術を提供します。

エムダブルエス日高
シニアトレーニングジ

高崎市日高町349 027-387-0556 ジム入会時の入会金5000円（税抜）が無料になります。 55歳以上のシニア層に特化した、シニア専門のスポーツジムです。

骨盤矯正センター　高
崎カイロプラクティック

高崎市大橋町29-1ダイ
ヤパレス北高崎1F･2

027-327-4157 初回料1000円無料 みなさまの健康のお手伝いをしたいと心がけております。

さろんどぽんど 高崎市箕郷町柏木沢
2261-7

027-386-6568 パスポートのご提示ですべての施術より５００円割引いたします。 より健康に！より美しく！をテーマにした美容整体とダイエットを目
的としたエクササイズのできる癒やしのサロンです。肩こり腰痛緩
和から姿勢矯正、栄養指導まで美と健康について」幅広く施術して

整体サロン ボディライ
ト

高崎市下和田町5-3-8
メディアメガ高崎　1F

027-386-2102 500円引き ゆがんだりバランスが崩れた骨盤や骨格を調整します。明るくオー
プンなお店なので、お気軽にお体の状態をご相談下さい。

施術とカウンセリング
専門　整体院　たてよ
こ

高崎市中居町2-4-5第2
桜ハイツ　102

027-395-0960 パスポート提示にて、施術料金より5%off(現金支払いのみ)その他
サービス併用不可

進雄神社近くの整体院。心と体の駆け込み寺として、サポートを
行っています。「たてよこ」の代表は医療機関で実践してきた知識と
技術があり、メンタルヘルスにも取り組んでいます。心や体の悩み
や不安に、なにかお役に立てると思います。

とまる整体吸玉療法院 高崎市高関町9-5 027-326-3293 施術料10%割引 ・中国整体療法（整体セラピー）　・吸い玉療法（カッピングセラピー）
・中国式足つぼ療法（フットセラピー）

ボディリノベーションス
ペック

高崎市並榎町351-3 027-387-0341 全コース10％引き（他サービス、キャンペーンと併用可） 健康長寿へのサポートをいたします。

Raxia(ラクシア) 高崎市棟高町1400イオ
ンモール高崎2階

027-310-9075 施術代全コース5%割り引き 鍼、整体、リラクゼーション、トータルボディケアサロンです。未病予
防と健康増進のお手伝いはお任せください!!

リラクゼーション・整体
あおぞら施療室

高崎市井野町1081-3 027-363-9000 月額￥６５００で１回３０分の施術が自分のペースに合わせて必要
なだけ受けられる。（当方の指定日限定）→祝日を除いた（月）（火）
（木）（金）のAM10時～PM1時まで＊二ヶ月目からは5枚づつりの回
数券にて対応（1枚サービスで6枚）

来る高齢化社会の本格化を前に｢自分の健康は自分で守るんだ。」
という考えのもと、さまざまな提案を計画実行しています。疲れやス
トレスを早くから解消して病を未然に防ぐ。そんな前向きな考えをも
つ多くの大人が利用されてます。
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＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
リラクゼーションサロン
ビレッジ

高崎市筑縄町57-15２F 027-381-8285 当日予約、予約無しでも200円OFF（他の割引との併用無し） 母体が整骨院なので、しっかりとした技術で対応させていただきま
す。安心して来てください。分からない事は気兼ねなくスタッフにお
声かけください。

ふなと川接骨院貝沢
院

高崎市貝沢町1194-1 027-395-0388 矯正料５％OFFにさせていただきます。 ソフトタッチな治療でご高齢の方でも安心して施術を受けていただ
けます。

　生活
買取りのきくや 高崎市下小鳥町463-1

アセンシア3号
027-393-6201 店内販売品全品5％OFF。金、プラチナを除くご売却に対し3％プラ

ス。
当店はお客様の利益を最優先に考えております。お客様より過剰
に利益を搾取することは一切ありません。安心の上ご来店くださ

家事(掃除・洗濯・炊
事・病院付き添い等）
代行のＶａｍｏｌａ(バモ
ラ)

高崎市乗附町2371-8 027-377-6285 ぐーちょきシニアパスポートをご覧になって申し込まれた方には、ま
ずはお試しいただきたいので、初回は無料とさせていただきます。
更にご利用２回目からは、通常1時間当たり3,000円のところ、2,500
円でサービス提供いたします。

地域密着型ですのでお客様の細かなご要望や緊急なご要望にも柔
軟・迅速に対応できます。

クリーニングワタナベ
コープ寺尾店

高崎市寺尾町552-1 027-326-6045 ・毎月１日と１５日にパスポート提示で全品２０％off！致します。＊
特殊品は除きます。

・お手軽価格と高品質、大切な衣類をお任せ下さい。

スタジオマリオ　高崎
緑町店

高崎市緑町1-2-3 027-370-2310 お買上げの画像の中から手札サイズプリント（1575円相当）1枚プレ
ゼント
※他の特典との併用はできません

写真専門店カメラのキタムラのこども写真館です。
最高の時間を過ごして頂けるよう、女性中心のスタッフでご家族の
思い出作りのお手伝いを致します。
還暦や金婚式など大人の方の記念撮影も行っております。

スマイルサポート高前 高崎市筑縄町73-3 0120-089-219 10%off 「関わるすべての人を笑顔にしたい」をモットーに日々営業しており
ます。お陰様でリピート率も高く礼状も多数頂いております。皆様か
ら可愛がられる「便利屋」を目指します。

ダスキン　貝沢支店 高崎市貝沢町496-1 027-362-3900 ダスキンレンタル商品を初回４週間特別使用体験価格にてご利用
頂けます。

ダスキン　スーパー高
松

高崎市八千代町1-8-15 027-327-4444 ダスキンレンタル商品を初回４週間特別使用体験価格にてご利用
頂けます。

ダスキン　寺尾町 高崎市寺尾町976-9 027-326-0845 ダスキンレンタル商品を初回４週間特別使用体験価格にてご利用
頂けます。

ニチイライフ　ニチイケ
アセンター高崎

高崎市下小鳥町735大
原ビル1F

0120-212-295 ・｢デビュープラン」3,980円税込み(スタッフ1名 1.5時間）　※1住所あ
たり1回限り
･｢スポットプラン｣5%割引　※各地通常料金からの割引
※お問い合わせはフリーダイヤル又はWebから、法人名「ぐーちょき
シニア」 法人ID「0118｣をお知らせ又は入力し、申込時にカードを提
示してください。

子どもからお年寄りまでご利用いただけるサービス内容で、家事･
育児･家族介護のお手伝いをさせていただきます。忙しい方にはゆ
とりを、、家事が苦手な方には快適を、サポートが必要な方には安
心をお届けするサービスです。

ポムライフサービス 高崎市箕郷町矢原
1814-13

027-371-2377 家事代行サービス　１時間￥３０００→￥１２００（相談応じます。）ハ
ウスクリーニングにおいては、通常の５０％OFF（目安）

日常のお部屋の掃除、買物、病院予約、その他、草むしりなど、代
わって代行しています。　お困りの際にはお気軽にお電話下さい。
お直しやリメイクは料金が高いと思い込んでいませんか！？
お客様のニーズに合わせてお手ごろな料金で、お気に入りの一枚
に加えてください。
※不在の時がありますので、メール又はLINEでご予約の上、お越し
ください。
　メール：k09054690687@softbank.ne.jp
　ＬＩＮＥ　ＩＤ：09054690687

★手づくりガーゼマスクをおつくります。詳しくはホームページをご
覧ください★（外部リンク）

　金融
群馬銀行　金古支店 高崎市足門町824-7 027-373-1511 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か

ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

洋服のお直し　釦-
BOTAN-

高崎市石原町3016-5 090-5469-0687 パスポート掲示でお直し料金５％OFF（1点のみ）
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＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
群馬銀行　高崎駅出
張所

高崎市矢島町222 027-322-3780 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

群馬銀行　高崎栄町
支店

高崎市栄町13-3 027-324-0123 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

群馬銀行　高崎支店 高崎市問屋町3-10-3 027-363-3711 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

群馬銀行　高崎田町
支店

高崎市田町46 027-322-3501 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

群馬銀行　高崎西支
店

高崎市片岡町2-15-8 027-322-0118 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

群馬銀行　高崎東支
店

高崎市江木町1676-2 027-324-0262 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

群馬銀行　豊岡支店 高崎市上豊岡町832-2 027-344-1511 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

群馬銀行　中居支店 高崎市中居町3-40-1 027-352-3941 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

群馬銀行　中泉支店 高崎市中泉町630-4 027-372-0022 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

群馬銀行　箕輪支店 高崎市箕郷町上芝1083 027-371-3546 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

群馬銀行　室田支店 高崎市下室田町888-1 027-374-1234 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

群馬銀行　吉井支店 高崎市吉井町吉井118 027-387-3311 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

東和銀行　高崎支店 高崎市岩押町20番12号 027-322-2351 　リフォームローンの金利を優遇いたします。お使い道がエコリ
フォーム資金の場合は店頭金利から0.1％、空家解体資金の場合
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
対象となるローン商品等の詳細は営業店窓口までお問合わせくだ
さい。

地域を取り巻く環境が大きく変化するなかで、地域社会を支える私
たち地方銀行の役割がますます重要になってきております。当行で
は、こうした役割をしっかり果たすために、「靴底を減らす活動」、
「雨でも傘をさし続ける銀行」、「謙虚さのＤＮＡを忘れない銀行」の
三つのモットーのもと『ＴＯＷＡお客様応援活動』による地域経済の
活性化などに力を入れています。

東和銀行　高崎南支
店

高崎市南町2番地12 027-324-0381 　リフォームローンの金利を優遇いたします。お使い道がエコリ
フォーム資金の場合は店頭金利から0.1％、空家解体資金の場合
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
対象となるローン商品等の詳細は営業店窓口までお問合わせくだ
さい。

地域を取り巻く環境が大きく変化するなかで、地域社会を支える私
たち地方銀行の役割がますます重要になってきております。当行で
は、こうした役割をしっかり果たすために、「靴底を減らす活動」、
「雨でも傘をさし続ける銀行」、「謙虚さのＤＮＡを忘れない銀行」の
三つのモットーのもと『ＴＯＷＡお客様応援活動』による地域経済の
活性化などに力を入れています。
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協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
東和銀行　高崎東支
店

高崎市江木町622番地
の4

027-326-2831 　リフォームローンの金利を優遇いたします。お使い道がエコリ
フォーム資金の場合は店頭金利から0.1％、空家解体資金の場合
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
対象となるローン商品等の詳細は営業店窓口までお問合わせくだ
さい。

地域を取り巻く環境が大きく変化するなかで、地域社会を支える私
たち地方銀行の役割がますます重要になってきております。当行で
は、こうした役割をしっかり果たすために、「靴底を減らす活動」、
「雨でも傘をさし続ける銀行」、「謙虚さのＤＮＡを忘れない銀行」の
三つのモットーのもと『ＴＯＷＡお客様応援活動』による地域経済の
活性化などに力を入れています。

東和銀行　高崎北支
店

高崎市飯塚町412番地
の2

027-362-2475 　リフォームローンの金利を優遇いたします。お使い道がエコリ
フォーム資金の場合は店頭金利から0.1％、空家解体資金の場合
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
対象となるローン商品等の詳細は営業店窓口までお問合わせくだ
さい。

地域を取り巻く環境が大きく変化するなかで、地域社会を支える私
たち地方銀行の役割がますます重要になってきております。当行で
は、こうした役割をしっかり果たすために、「靴底を減らす活動」、
「雨でも傘をさし続ける銀行」、「謙虚さのＤＮＡを忘れない銀行」の
三つのモットーのもと『ＴＯＷＡお客様応援活動』による地域経済の
活性化などに力を入れています。

東和銀行　群馬町支
店

高崎市中泉町44番地の
1

027-373-6225 　リフォームローンの金利を優遇いたします。お使い道がエコリ
フォーム資金の場合は店頭金利から0.1％、空家解体資金の場合
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
対象となるローン商品等の詳細は営業店窓口までお問合わせくだ
さい。

地域を取り巻く環境が大きく変化するなかで、地域社会を支える私
たち地方銀行の役割がますます重要になってきております。当行で
は、こうした役割をしっかり果たすために、「靴底を減らす活動」、
「雨でも傘をさし続ける銀行」、「謙虚さのＤＮＡを忘れない銀行」の
三つのモットーのもと『ＴＯＷＡお客様応援活動』による地域経済の
活性化などに力を入れています。

東和銀行　六郷支店 高崎市下小鳥町70番地
2

027-362-4811 　リフォームローンの金利を優遇いたします。お使い道がエコリ
フォーム資金の場合は店頭金利から0.1％、空家解体資金の場合
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
対象となるローン商品等の詳細は営業店窓口までお問合わせくだ
さい。

地域を取り巻く環境が大きく変化するなかで、地域社会を支える私
たち地方銀行の役割がますます重要になってきております。当行で
は、こうした役割をしっかり果たすために、「靴底を減らす活動」、
「雨でも傘をさし続ける銀行」、「謙虚さのＤＮＡを忘れない銀行」の
三つのモットーのもと『ＴＯＷＡお客様応援活動』による地域経済の
活性化などに力を入れています。

　車・交通
青空クリエート（桃太郎
車検）

高崎市棟高町711-1 027-372-6810 車検代より２，０００円割引いたします。 イオン買い物中に早仕上げＯＫ！
キズ・ヘコミも格安修理！
事故の保険会社対応もおまかせください。

オートアールズ　高前
バイパス店

高崎市緑町1丁目20-9 027-364-6665 エンジンオイル5％引き、チャイルドシート・ジュニアシート5％引き オートアールズでは安全無料点検を実施しております。お気軽にス
タッフにお申し付け下さい。

おーとてっく　ハヤシ 高崎市吉井町吉井川 027-387-2179 お出掛け前の簡易点検無料（タイヤの空気圧等）
カーピカチェーン・カレ
イドス

高崎市高関町268-3 027-321-3231 「汚れを防ぐコーティング洗車」を特別価格にて提供と、室内清掃
（除菌消臭付）を無料サービス。Sクラス：￥５６７０→2１00円　Mクラ
ス：￥６３００→３１５０円 L,LLクラス：￥８６１０→４２００円　LLLクラ
ス：￥１０２９０→５２５０円

カーピカ・カレイドスは、カーコーティングと車内クリーニングの専門
店。ガラス繊維コーティングW（￥９４５０～）は汚れが目立ちにくくな
り、洗車の回数が減ったと大人気です。

サンワレンタカー　カー
コンビニ倶楽部下之城
店

高崎市下之城町170-3 027-320-6600 ①仮予約特典！「3ヶ月前から、ガソリン、軽油が店頭価格より5円
引き！」②車検実施特典！「車検実施後3ヶ月間、ガソリン、軽油が
店頭価格より7円引」き！③シルバー特典！「他の割引と組み合わ
せれば通常価格より最大15000円引き！」

サンワ車検は、地域トップクラスの信頼と実績（年間３０００台）があ
りますので、安心しておまかせいただけます。弊社では、国土交通
省の代わりに車検の認定が行える「陸運局認証工場」の資格を
持っており、整備士も国家資格を持ったメンバーがお客様のお車を
丁寧に点検・整備させて頂いております。

ジェイ・クエスト　吉井
店

高崎市吉井町池字石田
43-1

027-386-0007 ガソリン・軽油をご利用の際に、パスポート提示で、ガソリン・軽油ス
タンプカードにスタンプ２個押印
※スタンプカードのルールを準用します。

タイヤ館　高崎北 高崎市棟高町1802-29 027-310-4848 店頭表示価格から１０％OFF（一部商品とセール期間中を除く） 愛車のタイヤ選びやカーメンテナンスなど、お気軽にご相談下さ
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＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
タイヤショップｂｕｂ　高
崎店

高崎市菅谷町20-240 027-372-6544 タイヤ4本ご購入に付き、\1,000割引いたします。 当店では、国内外のタイヤ情報のご提供をはじめ、オイル交換、タ
イヤペイントの他、お車の健康だけでなく、ドライバーの健康維持に
お役立ていただけるよう、高気圧酸素カプセルも導入しております。
(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください)

タキ・ペイントブース 高崎市福島町735-6 027-310-0960 工賃１０％引き。 板金、整備、車検と豊富な技術サポートが整っているので、外注＆
無駄な工賃を省くことが可能となり、お客様のご予算に合ったサー
ビスの提供賀できます。

中央自動車工業株式
会社

高崎市島野町1062-4 027-350-1155 アートスマイル車検(立会い車検)をご利用していただいたお客様
で、現金精算時にパスポート提示でティッシュ5箱プレゼント☆

高崎インターからすぐ!!明朗会計なアートスマイル車検・点検・新車
中古車販売・自動車保険等、車の事なら何でもご相談ください。社
員一同心よりお待ちしております。

テクニカルファクトリー
ムネヅカ

高崎市江木町149 027-326-6133 オリジナルグリーンタオルを進呈。代車サービス、洗車サービス。 お気軽バイク車検いつでもOK待たずにその場で自動車保険の見
直しなどお気軽にご相談下さい。

ナップス　前橋インター
店

高崎市中尾町44-1ｱｶﾏ
ﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2階

027-370-1234 商品5%OFF（各種保険、車検、ETC、お取り寄せの純正部品、一部
ヘルメット、ナビ、インカム、レーダー、カメラ、サスペンション、ホ
イール、マフラーなど一部の商品のお支払いには御使用できませ
ん。詳しくはスタッフまで）

ヘルメットはもちろん、ブーツやグローブといったライディングウェア
から、タイヤ、オイル、ブレーキパッドなどの必需品、サスペンション
やマフラーなどのスペシャルパーツや車両販売まで、より多くのお
客様に楽しんでいただけるようなラインナップを御用意しておりま

ネッツトヨタ高崎　高崎
とんやまち店

高崎市緑町4-1-1 027-364-1717 車検ご入庫で、「エンジンオイル交換無料」（対象：国産乗用車） 群馬県内全域をカバーするトヨタの自動車ディーラーです。当店で
は、ヴィッツ・ヴォクシー・ヴェルファイア・アクア・プリウスなどの人
気のラインナップが揃っております。また「短時間車検」や、エンジン
オイル交換＋おすすめ点検＋洗車がセットになった「プロケア10
プラス」などカーメンテナンスもお任せください！ご来店お待ちして

ネッツトヨタ高崎　高崎
かみなかい店

高崎市上中居町491-1 027-324-5151 車検ご入庫で、「エンジンオイル交換無料」（対象：国産乗用車） 群馬県内全域をカバーするトヨタの自動車ディーラーです。当店で
は、ヴィッツ・ヴォクシー・ヴェルファイア・アクア・プリウスなどの人
気のラインナップが揃っております。また「短時間車検」や、エンジン
オイル交換＋おすすめ点検＋洗車がセットになった「プロケア10
プラス」などカーメンテナンスもお任せください！ご来店お待ちして

パラーダ　下之城SS 高崎市下之城町170-5 027-320-6600 ①仮予約特典！「3ヶ月前から、ガソリン、経由が店頭価格より5円
引き！」②車検実施特典！「車検実施後3ヶ月間、ガソリン、軽油が
店頭価格より7円引」き！③シルバー特典！「他の割引と組み合わ
せれば通常価格より最大15000円引き！」

サンワ車検は、地域トップクラスの信頼と実績（年間３０００台）があ
りますので、安心しておまかせいただけます。弊社では、国土交通
省の代わりに車検の認定が行える「陸運局認証工場」の資格を
持っており、整備士も国家資格を持ったメンバーがお客様のお車を
丁寧に点検・整備させて頂いております。

マツダレンタカー群馬
高崎駅前店

高崎市あら町8-27 027-326-9050 一般貸出し料金より、全車種２０％割引きとさせていただきます。

マツダレンタカー群馬
北高崎店

高崎市飯塚町187 027-364-3711 一般貸出し料金より、全車種２０％割引きとさせていただきます。

ジェームス高崎問屋町
店

高崎市問屋町3-13-4 027-370-5164 店内全商品３％オフ（数量限定品等、一部対象外になる商品あり） タイヤ･バッテリー交換等、お車のメンテナンスはジェームスにお任
せください。ご来店お待ちしております。

　住宅
イチカワ物産 高崎市本町10-1イチカ

ワビル2階
027-310-8822 住宅の増改築等修理などのお見積もりを依頼された方に高級石け

ん（１０００円相当）を差し上げます。
高齢者の方の住宅リフォーム、修理など、小さな工事からご相談を
受け付けます。

上原インテリア 高崎市片岡町2-5-5 027-323-7419 飾りミニ畳プレゼント。（6畳以上の畳工事で） 創業１０２年、畳１級技能士、インテリアコーディネーターがいます。
エスホーム山里建設 高崎市下中居町381 027-330-5252 ご成約の場合、記念樹プレゼント。 ”住む人のための家づくり”をまごころを込めて価格以上に満足、感

動していただけるよう頑張ります。
オフィス ブレイン 高崎市矢島町201-10 027-353-8020 ご契約者様全員に魚沼産コシヒカリ（契約金額によりキロ数は変わ

ります。）プレゼント！！
高齢者向け、快適エコ住宅、リフォーム用省エネガラス、エクステリ
ア工事、住宅リフォーム等、全てお見積もり無料。お客様のご予定
にあわせ、ご訪問、お打合せ致します。
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＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
外構屋 高崎市南大類町878-1 027-352-7643 見積り依頼の方に商品券１０００円分プレゼント 文字通り外構のプロショップ「外構屋」は使い易いデザインでさらに

安心の自社施工。門まわりや駐車場、テラス、ウッドデッキ、庭工
事、植木剪定、エコウチマドなど、エクステリアの事なら何でもご相
談下さい。見積り、図面作成は無料です。

株式会社グローホーム 高崎市双葉町26-29 027-386-3847 見積時粗品進呈。本体工事費３％引き。 住宅の新築、増築、リフォーム、住まいの中でのちょっとしたお困り
事。ご相談下さい。

株式会社杜丸不動産 高崎市金古町1292-5 027-388-0961 当社指定物件ご契約の方に、～地元温泉へご招待～入浴回数券
プレゼント！

地域ナンバー1の情報量！旧群馬町・箕郷町・榛東村・周辺前橋高
崎なら杜丸不動産にお任せ！「売りたい」「貸したい」「買いたい」
「借りたい」お気軽にご相談ください。

クローバー畳装 高崎市矢中町463-12 027-352-1459 工事代金３％引きと畳グッズプレゼント。 「親切・丁寧・サービス」をモットーに、祖父の代より創業７４年！！
畳工事全般・襖や障子の貼替を承ります。心を込めて作ります。

ぐん・せい建商株式会
社

高崎市中泉町640-9 027-384-3781 ・新築ご契約のお客様－６畳用エアコン（機種は当社指定）プレゼン
ト!!
・リフォームご契約のお客様－素敵な粗品プレゼント!!

高齢者世代に優しい家造りを目指します。「冬」寒くない家、「夏」暑
くない家、新築の他バリアフリーなど各種リフォームも承っておりま
す。「真心」をお届け出来ますよう、全スタッフお待ちしております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

ケイアイスター不動産
ドムスデザインカーザ
高崎展示場

高崎市南大類町910上
毛新聞REALﾏｲﾎｰﾑﾌﾟﾗ
ｻﾞ内

027-386-2366 当社の新築分譲及び注文住宅をご成約いただいた方にお引越し費
用として現金5万円をプレゼント。（但し、他のサービスとの併用はで
きません）

お客様の満足する住宅を追求し、ワンランク上の品質を目指しま
す。更に付加価値としてデザイン性を取り入れています。

ケイアイスター不動産
はなまるハウス高崎

高崎市東貝沢町2-18-
23

027-370-0870 当社の新築分譲及び注文住宅をご成約いただいた方にお引越し費
用として現金5万円をプレゼント。（但し、他のサービスとの併用はで
きません）

お客様の満足する住宅を追求し、ワンランク上の品質を目指しま
す。更に付加価値としてデザイン性を取り入れています。

ケイアイスター不動産
はなまるハウス高前バ
イパス店

高崎市緑町3-1-17 027-370-0052 当社の新築分譲及び注文住宅をご成約いただいた方にお引越し費
用として現金5万円をプレゼント。（但し、他のサービスとの併用はで
きません）

お客様の満足する住宅を追求し、ワンランク上の品質を目指しま
す。更に付加価値としてデザイン性を取り入れています。

ケイアイスター不動産
SKIPハウス高崎店

高崎市上中居町175-1ｶ
ﾂﾐﾋﾞﾙ101

027-330-1522 当社の新築分譲及び注文住宅をご成約いただいた方にお引越し費
用として現金5万円をプレゼント。（但し、他のサービスとの併用はで
きません）

お客様の満足する住宅を追求し、ワンランク上の品質を目指しま
す。更に付加価値としてデザイン性を取り入れています。

ケイアイスター不動産
ガレージスタイル高崎
店

高崎市上中居町827-3 027-310-8088 当社の新築分譲及び注文住宅をご成約いただいた方にお引越し費
用として現金5万円をプレゼント。（但し、他のサービスとの併用はで
きません）

お客様の満足する住宅を追求し、ワンランク上の品質を目指しま
す。更に付加価値としてデザイン性を取り入れています。

ケイアイスター不動産
高崎ショールーム

高崎市上中居町175-1ｶ
ﾂﾐﾋﾞﾙ206

027-327-7066 当社の新築分譲及び注文住宅をご成約いただいた方にお引越し費
用として現金5万円をプレゼント。（但し、他のサービスとの併用はで
きません）

お客様の満足する住宅を追求し、ワンランク上の品質を目指しま
す。更に付加価値としてデザイン性を取り入れています。

建築工房　彩 高崎市江木町1612-1ｸﾞ
ﾝｹﾝ第2ﾋﾞﾙ 1階北

027-388-0174 工事金額に応じて魚沼さんコシヒカリ　プレゼント！ リフォーム、エクステリア、おうちのメンテナンスなど、お気軽にご相
談ください。ご相談、お見積もり無料です。女性建築士が、丁寧に対
応いたします。暮らしやすさ向上、お客様が納得のいくご提案を心

上毛新聞マイホームプ
ラザ　高崎会場

高崎市並榎町41-1 027-364-0409 ボールペン付ルーペまたはカラフル歩数計のいずれかお好きな1点
プレゼント

マイホームを夢見る全ての方へ。新築から増改築、リフォームまで
住まいづくりをサポートする優良住宅メーカーが勢揃い。ご家族お
そろいで是非お出掛け下さい。

上毛新聞マイホームプ
ラザ　高崎駅東会場

高崎市南大類町910 027-386-2611 ボールペン付ルーペまたはカラフル歩数計のいずれかお好きな1点
プレゼント

マイホームを夢見る全ての方へ。新築から増改築、リフォームまで
住まいづくりをサポートする優良住宅メーカーが勢揃い。ご家族お
そろいで是非お出掛け下さい。

Ｓｗｉｔｃｈ! Ｏｎ高崎西 高崎市並榎町41-1上毛
新聞マイホームプラザ

027-363-2639 美味しいコーヒー又はお茶をサービスいたします。ショールームで
ゆっくりおくつろぎください。また、IHクッキングヒーターのお鍋購入
の最初の１つを半額にて提供。

国道１７号沿いにある上毛新聞マイホームプラザ高崎会場内にあ
るショールームです。省エネリフォームを主にエコキュートなどのエ
コ住宅設備機器のご提案、設計施工まで承っております。高齢者リ
フォーム、介護リフォームもお任せ下さい。私たちは良い仕事をして
お客様に誠意と満足をお届けいたします。
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＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
畳工房 高崎市小八木町446-4 0120-028-338 ・大きいタンスなどある場合は２人で伺いますので、畳の工事の時

の家具等の移動は中に入ったままでもおまかせ下さい。（無料で
す。）・畳引き上げ時にカベやタンス裏のほこりや、畳下の床の掃除
まで、シニアサービスでお手伝いします。・３００００円以上のご注文
の方に限り、３００００円につき、１０００円分のサービス（値引き等）

創業明治１２年からの実績、畳はもちろん、ふすま、障子、網戸も
OKです。厳選した素材を確かな技術でまごころサービス。地域一番
の安心価格でお届けします。現物サンプル（見本）持参なので見
て、ふれて選べます。見積り無料です。安心してご相談ください。

ナイス住まいの情報館
住まいるＣａｆｅ群馬

高崎市井野町1130-1 027-364-2121 ■ご来場時、1,000円分の商品券プレゼント（１家族１枚までとさせ
て頂きます。アンケートにご記入頂いた方に限らせて頂きます。）
■ご成約時、オプション商品10万円分サービス

美味しいコーヒーを飲みながら、住まいに関する情報が得られる
オープンカフェスタイルの情報コミュニティスペースです。また、当社
では、「平家建ての家」や「中二階のある平家建て（メザニン）」等、
ご年配の方にも人気の建物のご提案を積極的に行っております。
是非、お気軽にお越し下さい。

中島建具店 高崎市石原町3358 027-322-6730 工事費より5%OFF 当社は高崎市にて昭和38年に創業し、現在3代目となっておりま
す。現在建具のデザインは日々進化しており、便利な金物も非常に
増えてきました。閉めづらいドア、重い引き戸、建て付けの悪い戸、
穴が空いた障子、底が抜けた引き出し。そのままにせず、ぜひ一度
ご相談されてはいかがでしょうか。快適なお住まいを提供致します。

(有)ニューレイモンド不
動産

高崎市浜尻町106 027-363-3560 １．ブルーベリープレゼント（夏から初秋建物内覧者）　２．建物購入
者、消費税額相当サービス

①貸農地付、野菜の栽培、父母と同居可能。コンパクト　②近くにデ
イサービスのある老人ホーム有り。

フィールド開発 高崎市下小塙町1356-5 027-344-4588 賃貸で弊社管理物件にご成約いただいた方へ仲介手数料１０％引
きいたします。（個人のお客様に限ります。）

当社は高崎経済大学の向かいにございます。高崎市内の賃貸物
件を多数ご紹介しております。当社は親切丁寧な接客をモットーに
しております。どうぞお気軽にご来店下さいませ。

ミサワホーム西関東
群馬店

高崎市中尾町17-1 027-255-2222 群馬県内ミサワホームの戸建住宅をお建ていただいた方に本体工
事価格の３％割引いたします。

住まいのご相談はお近くのミサワホーム展示場まで是非お越しくだ
さい。

ミサワホーム西関東
高崎北展示場

高崎市引間町1116 027-360-6350 群馬県内ミサワホームの戸建住宅をお建ていただいた方に本体工
事価格の３％割引いたします。

住まいのご相談はお近くのミサワホーム展示場まで是非お越しくだ
さい。

ミサワホーム西関東
高崎西展示場

高崎市並榎町41-1 027-362-7610 群馬県内ミサワホームの戸建住宅をお建ていただいた方に本体工
事価格の３％割引いたします。

住まいのご相談はお近くのミサワホーム展示場まで是非お越しくだ
さい。

ミサワホーム西関東
高崎南展示場

高崎市下之城町570 027-310-3300 群馬県内ミサワホームの戸建住宅をお建ていただいた方に本体工
事価格の３％割引いたします。

住まいのご相談はお近くのミサワホーム展示場まで是非お越しくだ
さい。

　宿泊・入浴
京ヶ島天然温泉　湯都
里

高崎市島野町890-3 027-350-8811 フロントにて提示していただくと、館内でのさまざまな得点が得られ
ます。

高崎インターから1分。北関東最大規模露天風呂はすべて源泉か
け流し。朝風呂毎朝6時から営業中。
日本一、笑顔と挨拶の良いお風呂を目指しております。

倉渕温泉　長寿の湯 高崎市倉渕町権田2236 027-378-2311 入湯￥５００→４００円　宿泊費はパスポート持参の６５歳以上の方
￥５００引き

ひのき造りの掛け流し風呂はやさしくいやされると好評、料理はヘ
ルシーで味が良く、好評

群馬温泉やすらぎの
湯

高崎市金古町1767 027-372-4126 ご本人のみ入館料１００円引き 豊富な湯量。飲める温泉です。健康に良いと評判です。是非お越し
ください。

箕郷温泉まねきの湯 高崎市箕郷町上芝853-
1

027-340-4126 入浴料１００円引き 天然温泉と自慢の露天風呂をはじめ、各種癒やしの施設で心ゆく
までおくつろぎください。

　その他
アドバンス通信 高崎市上大類町1357-1

ﾃﾗｽﾊｳｽ上大類102
027-393-6901 サポート料金、20%引き パソコンサポートを専門とする事務所です。人には聞けない些細な

質問からトラブル診断までパソコンに関することであれば、何なりと
お申し付けください。皆さまのパソコンアドバイザーとしてご活用い
ただければ幸いです。

イオンペット 高崎市棟高町1400イオ
ンモール高崎1F

027-310-9032 イオン動物病院：初診料、再診料を500円引き
イオンペットビューティーサロン：フットケア無料サービス(1回)

イオンペットはペットフード＆グッズ・美容・ホテル・病院のサービス
を全国に展開する総合ペットストアです。

18



＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
行政書士コヤマ事務
所

高崎市請地町6-8 027-322-5313 相談者ご本人又は家族の、いわゆる「終活」（後見制度活用、遺言・
相続対策、退職後の生きがい発見）のご相談無料。他も相談者ご
本人に関する相談を割り引き（1～3割）。　※他の相談者ご本人に
関する相談の例。・高齢者に対する悪徳商法対応に関する相談。・
退職後起業の事業計画策定に関する相談。・相談者ご本人が経営
する事業の継続に関する相談。　等

「おや？どうしよう！やるぞ！と思ったら」と、群馬で身近な相談所と
して営業。高崎市のオレンジボランティア、認知症サポーター講座
受講。(一社)ぐんま成年後見サポートセンター後見人候補に加え、
100件超の遺言相続受託の実績と、自らの家族介護の経験を活か
し対応します。

セレモおくばら 高崎市下里見町1394-4 027-343-4194 追悼ビデオ作製サービス（式場入り口に併設いたします） 高崎市・安中市公営斎場内の式場にてお葬式を専門と致しており
ます。
・市斎場や聖苑の式場を利用して『安心価格のお葬式』
・返礼品は、おいしいお茶をご提供致しております。

多胡石材産業　株式
会社

高崎市吉井町吉井川
752-1

0120-49-1481 全ての商品・工事につき　5%OFF 弊社は全国優良石材店の会認定店であります。想い入れのお墓づ
くりをお手伝いさせて頂いております。
デザイナーズ墓石をはじめ、伝統的な和型まで、石種は日本の石
から海外の銘石まで幅広くご提案させて頂いております。
どうぞお気軽にご相談下さいませ。

ダスキン豊岡支店 高崎市上豊岡町568-25 027-340-7211 キャンペーンを除くおそうじと害虫駆除の全メニュー、定価より１０％
OFF(ただし直接当店にお申し込みいただいたお客様に限ります）

ダスキンメリーメイド高
崎店

高崎市八千代町1-8-15 027-330-4444 キャンペーンを除くおそうじと害虫駆除の全メニュー、定価より１０％
OFF(ただし直接当店にお申し込みいただいたお客様に限ります）

ダスキンメリーメイド高崎店は、家事代行のプロフェッショナル！ご
家庭に合わせたさまざまな家事をダスキンがお手伝いします。

TrimmingSalon E-
basho

高崎市筑縄町1-4 027-388-1166 トリミング、グルーミングメニュー提示時２０％off！！（毛玉、その他
オプションは通常料金）

接客からトリミング、アフターケアまで全て一人で行っております。ワ
ンちゃんに対してもしっかり向き合ってます。終わった後はサロンの
中で遊ばせておけるのでワンちゃんの教育にもいいです。

ハートステーション幸
和

高崎市高崎市東町28 027-327-6666 ○シニア入会コース　入会金10%off　○初回お見合料　無料 群馬県内・近県の結婚を真剣にお考えの方限定の安心紹介！　地
元群馬で40年以上の信頼と実績の結婚相談所。

ペットシッターＳＯＳ高
崎店

高崎市日高町754-1 027-363-5365 見積・打合せ無料。
初回ご利用時５００円引き。
定期・長期利用割引あり。

旅行・入院・仕事・病気やケガなどでペットのお世話やお散歩ができ
ない時に、ご自宅まで伺い飼い主さんに代わりペットのお世話をし
ます。ホテルが苦手な子や、多頭飼いの方には特にお勧めです。
動物病院送迎、受診代行、高齢犬猫の介護もお任せください。お世
話回数18000件以上のベテランシッターですので安心です。

洋服工房　あ～る 高崎市本町38番地 027-322-3020 お直し代５％割引。ただし他の割引券や割引期間中等の併用はで
きません。

ジーパンの裾上げから、仕立て直し、ドレスの仕立てまで承ります。
通常の洋服を介護用等にリフォームも！

株式会社サカイ引越セ
ンター

高崎市菊地町536-1 0120-04-4491 0120-04-4491に電話してご依頼いただいた場合
・引越基本料金20%割引
・訪問見積時、お米プレゼント

「まごころこめておつきあい」をモットーに引越一筋。
自社保有のトラックと自社採用のサービススタッフにより、高品質な
サービスをお届けしております。

弁護士法人一新総合
法律事務所　高崎事
務所

高崎市上中居町175番
地1
カツミビル203号室

027-386-9130 初回法律相談無料（45分） 2020年4月1日から、高崎駅東口にて高崎事務所を開設いたしまし
た。弊所は、1978年に新潟市で開設後、新潟県内や東京都、群馬
県など、合計8つの拠点を構える法律事務所です。全体で20名以上
の弁護士が在籍しており、情報の共有や研修等を通してスキルアッ
プに励んでおります。
「こんなことを弁護士に聞いても良いのかな…」とお悩みにならず、
お気軽にご相談ください。

藤岡市

　買物
AOKI　藤岡店 藤岡市上大塚311-1 0274-40-8188 お買い上げ総額から5%割引（AOKI発行のチラシ・DM・HPクーポン

いずれかの併用可、その他提携団体割引との併用不可。補正代・
宅配代は実費をいただきます）

AOKIではお客様のライフスタイルに合わせてスタイリストがコーディ
ネートのお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

エバラ（ジュエリー･メガ
ネ･時計）

藤岡市藤岡371 0274-22-0446 メガネ一式20％OFF。　腕時計電池交換ポイント2倍。　ジュエリーク
リーニング無料。

ジュエリー･メガネ･時計のことなら、商品だけでなく、小さなお直しか
ら親切丁寧に承ります。シニア世代のかゆい所に手が届くサービス
をモットーに頑張ってます。
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＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
群馬県食肉卸売市場
「肉の駅」ららん藤岡店

藤岡市中1131-8 0274-25-8122 毎週月曜日、惣菜（揚げ物、コロッケ、メンチカツ等）を1割引致しま
す。

群馬県食肉卸売市場の直営店、肉の駅。群馬県産の上州牛、上州
麦豚の専門店です。県産肉を使用した手造り惣菜はご注文をいた
だいてからお揚げ致します。

コープぐんま　藤岡店 藤岡市藤岡2390-1 0274-24-5500 毎月15日、コープカードと一緒にぐーちょきシニアパスポートをご提
示いただいた方、お買い上げ総額から5%割引します。

「品質の確かさ」 「安全性の確保」 「低価格の実現」で消費者のくら
しを応援します。

たからや株式会社 藤岡市藤岡６６２－２ 0274-50-9143 レジ会計時、お買い上げ金額より5%off　※セール期間中は除く こだわりの手ごね＆やわらか仕上げの生地に、こだわり自家製あ
んこがたっぷり入ったおまんじゅうや、真心こめて手作りした「やきも
ち」などなど・・・

野田靴店 藤岡市鬼石107 0274-52-2139 全品５％割引。
フューネラルサービス
センターAＺ館藤岡店

藤岡市鬼石418-2 0274-50-3033 AZ商品５％割引。さらにAZ会員に無料でご登録させていただきま
す。（通常入会金２０００円、年会費なし）但し他の特典や割引券等
の併用は出来ませんのでご了承ください。

１つの窓口で全て分かったら助かると言う声に応えてAZ館では葬
儀窓口サービスを行っております。仏壇、仏具、墓石、線香小物、
仏事相談の他、手元供養やギフトなどお気軽にご相談下さい。

マチダ洋品店 藤岡市藤岡98 0274-22-0273 お買い上げ金額に応じて粗品をプレゼント。
マルエドラッグ　下栗
須店

藤岡市藤岡691-1 0274-24-8123 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

マルエドラッグ　藤岡
緑町店

藤岡市藤岡1240 0274-22-5560 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

メガネのイタガキ　藤
岡店

藤岡市藤岡1677-10 0274-22-1880 ①税抜3,800円以上お買い上げで、「メガネお手入れセット」プレゼ
ント。　②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。

群馬県下店舗数No.1のメガネと補聴器の専門店。豊富な品揃え、
確かな技術力、安心価格。メガネ・補聴器の板垣で「メガネ着替え
てみませんか」

モデル洋装店 藤岡市藤岡380-3 0274-22-0070 当店スタンプカード（500円でスタンプ1ヶ）に1000円以上お買い上げ
の方、パスポートの提示でプラススタンプ2ヶ押します。

各種生地、細かい洋裁用品やボタン、手芸品がそろっているお店で
す。

有限会社　梅原印房
藤岡店

藤岡市中栗須95-3 0274-23-1011 7,000円以上の手彫り印鑑を10%OFFします。　条件：ご来店時にパ
スをご提示いただいた方のみ適用。他サービスとの併用不可。

創業大正八年の信頼と実績。真心のこもった、縁起の良い本物の
印鑑を作るお店です。

ユニー　ピアゴ　藤岡
店

藤岡市藤岡416-4 0274-23-6161 毎月１５日シニアパスポート提示で衣料品、寝具、インテリア品を１
０％引きさせていただきます。（一部除外品がございます。）

ピアゴは「お客様に信頼され、喜んでいただける小売業」であるため
に最良の商品、最善のサービスを心掛けてまいります。

リサイクルショップ藤岡
美術

藤岡市藤岡2611-2 0274-22-0168 パスポート持参の方とその家族　アクセサリー10%引き アクセサリー、贈答品雑貨、衣料品、キャラクターグッズ、ブランド
品、文具、バッグ、日用品、食器類などまとめ買いで新品、未使用
品を多数販売しています。

(株)スーパー丸幸　宮
本店

藤岡市藤岡1143-1 0274-24-1845 毎週水曜日 全品5%引き(たばこ、ギフト券、商品券等、一部の商品
は除きます）

　飲食
イタリアンレストラン
サルサーレ

藤岡市藤岡2149-1 0274-24-2686 パスポート1枚につきドリンク１杯サービス、料理注文の方に限りま
す。

パスタ、オムライスの店です。

海鮮四季　北海亭　藤
岡店

藤岡市中栗須125-2 0274-23-9449 5,000円以上ご飲食の1グループにつき、お会計時に500円割引
※レディースデーや他のサービス券との併用又はセール期間中・ご
宴会コース料理をご注文の際はご利用できません

網元直送の新鮮でおいしい魚から、定食などの御飯物まで、豊富
なメニューで子供から大人までお食事をお楽しみ頂けます。

カレーハウスCoCo壱
番屋　藤岡北ノ原店

藤岡市藤岡892-1 0274-24-8040 ・１５０円以下のドリンク１杯無料。 ・ゆったり、広々テーブル席でおくつろぎ下さい！！

とんかつ名人　かつ哲
藤岡店

藤岡市中大塚201 0274-24-8110 ティッシュボックスプレゼント

ミスタードーナツ　藤岡
ショップ

藤岡市藤岡691-1 0274-40-2008 お好きなドーナツ、パイ１０個まで１０％oｆf　※ぐーちょきパスポート
と同じ内容です。

群馬県内２１店舗全店参加予定です。よろしくお願いします。

そば処昌良 藤岡市藤岡1769-2 0274-23-1966 天ざる、天ぷらそば・うどんを注文したお客様　１枚につき1品年齢
分引きます。

お子様からお年寄りまで来店いただくために、たくさんのメニューを
用意しています。うどん、そば、天ぷら、丼物いろいろあります。

　遊び
カラオケ本舗　まねき
ねこ　藤岡店

藤岡市上大塚303-3 0274-22-7474 受付時提示で全会計１０％off 明るい接客とサービスで皆様のご来店おまちしております。
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協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
土と火の里公園 藤岡市上日野2240 0274-28-0385 工芸体験料金の１０％割引き。 奥深い山里で芸術にひたる１日。創作の心をくすぐる本格手作り工

房です。いつもより時間がゆっくり流れます。
ハローズガーデン藤岡
店

藤岡市藤岡416-4ピア
ゴ藤岡店2F

0274-22-7350 一日一回　ご本人様に限り　対象ゲーム機を一回無料サービス 明るく楽しいファミリー向けのアミューズメントスペースです。お孫様
と楽しい時間をお過ごしください。

　理美容
サロン・ド・ジュン美容
室　藤岡本郷店

藤岡市本郷1148-2 0274-40-2112 メンバーズカードポイント２倍

サロン・ド・ジュン美容
室　藤岡緑町店

藤岡市藤岡1240-3 0274-40-2205 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

サロン・ド・ジュン理容
室　藤岡緑町店

藤岡市藤岡1240-3 0274-40-2205 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

白髪染め専門店ファン
ファンカラー

藤岡市藤岡90-1 0274-22-8122 すてきな粗品をプレゼント。 地域最安値２３００円で安心、安全、キレイに染まる！自然なオシャ
レ染めの方　男性の方も大歓迎！

　健康
カイロプラクティックセ
ンタークローバー

藤岡市藤岡1848-52 0274-37-0162 初回　初診料　通常６，４８０円が５５％OFFの２，９８０円。
二回目以降受診は消費税をいただきません。

・７０歳以上の方は通いやすい割引料金を設定させていただいてお
ります。
・院長は元介護士で、お年寄りの身体の状態や心の状態にしっかり
と寄り添うことが出来ます。
・院長は２０１６年の上級カイロプラクティックセミナーのマスターテ
ストにて全国男性第一位に輝いています。

　生活
スタジオマリオ　藤岡
店

藤岡市藤岡北ノ原916-
1

0274-40-8251 お買上げの画像の中から手札サイズプリント（1575円相当）1枚プレ
ゼント
※他の特典との併用はできません

写真専門店カメラのキタムラのこども写真館です。
最高の時間を過ごして頂けるよう、女性中心のスタッフでご家族の
思い出作りのお手伝いを致します。
還暦や金婚式など大人の方の記念撮影も行っております。

ダスキン　ウメザワ 藤岡市上大塚1402-1 0274-22-4441 ダスキンレンタル商品を初回４週間特別使用体験価格にてご利用
頂けます。

　金融
群馬銀行　藤岡北支
店

藤岡市中栗須118-6 0274-24-1223 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

群馬銀行　藤岡支店 藤岡市藤岡甲391 0274-22-1451 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

東和銀行　藤岡支店 藤岡市藤岡387番地の3 0274-22-1431 　リフォームローンの金利を優遇いたします。お使い道がエコリ
フォーム資金の場合は店頭金利から0.1％、空家解体資金の場合
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
対象となるローン商品等の詳細は営業店窓口までお問合わせくだ
さい。

地域を取り巻く環境が大きく変化するなかで、地域社会を支える私
たち地方銀行の役割がますます重要になってきております。当行で
は、こうした役割をしっかり果たすために、「靴底を減らす活動」、
「雨でも傘をさし続ける銀行」、「謙虚さのＤＮＡを忘れない銀行」の
三つのモットーのもと『ＴＯＷＡお客様応援活動』による地域経済の
活性化などに力を入れています。

　車・交通
オートアールズ　藤岡
インター店

藤岡市篠塚字権平67-1 0274-22-8855 エンジンオイル5％引き、チャイルドシート・ジュニアシート5％引き オートアールズでは安全無料点検を実施しております。お気軽にス
タッフにお申し付け下さい。

かぶら自動車教習所 藤岡市立石1563 0274-42-0462 高齢者講習を受講された方に粗品進呈。 親切、丁寧、優しい指導で一生無事故のドライバー育成を目指して
います。

21
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協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
ネッツトヨタ高崎　藤岡
おおづか店

藤岡市下大塚827-1 0274-24-1515 車検ご入庫で、「エンジンオイル交換無料」（対象：国産乗用車） 群馬県内全域をカバーするトヨタの自動車ディーラーです。当店で
は、ヴィッツ・ヴォクシー・ヴェルファイア・アクア・プリウスなどの人
気のラインナップが揃っております。また「短時間車検」や、エンジン
オイル交換＋おすすめ点検＋洗車がセットになった「プロケア10
プラス」などカーメンテナンスもお任せください！ご来店お待ちして

ネッツトヨタ高崎　カー
サイト藤岡

藤岡市藤岡772-1 0274-24-1856 車検ご入庫で、「エンジンオイル交換無料」（対象：国産乗用車） 群馬県内全域をカバーするトヨタの自動車ディーラーです。当店で
は、ヴィッツ・ヴォクシー・ヴェルファイア・アクア・プリウスなどの人
気のラインナップが揃っております。また「短時間車検」や、エンジン
オイル交換＋おすすめ点検＋洗車がセットになった「プロケア10
プラス」などカーメンテナンスもお任せください！ご来店お待ちして

　住宅
株式会社倭組 藤岡市浄法寺686-7 0274-52-3559 新築を御成約の方に２万円の商品券もしくは日用消耗品２万円分

プレゼント
住宅の建設は資金、手続き、プラン、施行、メンテナンスとますます
複雑化するばかりです。弊社はじっくりと時間をかけて丁寧にご説
明をいたします。専門に精通したプロスタッフでお応えします。何な
りとご要望をお聞かせください。

関口廣建設株式会社 藤岡市篠塚547-1 0274-23-5511 ご契約のお客様に「除菌・消臭できる電解水ボトル」プレゼント。 “お客様の悩み事”を“自分の悩み事”のように考え、思いやりと想
像力を持ってお客様の未来を一緒に考えます。

　その他
清水石油（株） 藤岡市上大塚280-1 0274-22-1319 ワックス洗車を注文された方に10％の割引をいたします。エアー

チェック無料。
洗車でお待ちの時間に無料にて安全点検をいたします。

富岡市

　買物
アクセサリーショップ
Artesano（アルテサー

富岡市黒川554雨ノ宮
ハイツ607

0274-63-2401 3,000円以上お買い上げの方、10％割引。(フルオーダー、修理、メ
ンテナンス商品、セール商品は割引対象外)

オーダー、修理もできるアクセサリーショップです。アクセサリーのこ
となら何でもお気軽にご相談ください。

岡重肉店 富岡市富岡1051-3 0274-62-0278 10％off 配達も致します。 あつあつの揚げ物が食べられる。雑誌などによくのる。揚げ物のメ
ニューが多い。

(株)スーパー丸幸　バ
イパス店

富岡市富岡2330-1 0274-64-5011 毎週水曜日 全品5%引き(たばこ、ギフト券、商品券等、一部の商品
は除きます）

靴のトミィー 富岡市富岡1361-1 0274-63-5203 ・全商品５％引き・ポイントは売り出しに合わせてサービス増加・お
買い上げのお客様に季節に合わせた飲物一杯、のどアメ等サービ
ス。

年配のお客様に喜んでいただけるような靴を健康で足に優しいお
役に立てる靴いろいろ。紳士、婦人、皮ケミカル・ヘップサンダル、カ
リプソ、スニーカー、ウオーキンシューズ、うわばき等。

ビジョンメガネ　セキ
チュー富岡店

富岡市富岡2321-1 0274-64-5615 ①メガネご購入時にメガネクリーニングセットプレゼント。②補聴器
ご購入時に空気電池１パック（６個入り）、空気電池用バッテリー
チェッカー１台プレゼントさせていただきます。

メガネ、補聴器点検クリーニング、いつでも無料で行っております。
メガネが直ぐにズレてしまう。ねじが直ぐに緩んでしまう。補聴器の
聞こえが悪い等何でもお気軽にご相談下さい。専門スタッフが対応
させていただきます。ご連絡頂ければご自宅、ご施設にお伺いメガ
ネ、補聴器の点検クリーニングさせていただきます。電池をご用命
の際もお届けに参りますので、お気軽にご連絡下さい。

マルエドラッグ　富岡
一宮店

富岡市一ノ宮1683 0274-63-1033 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

マルエドラッグ　フォリ
オ富岡店

富岡市富岡501 0274-64-5295 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

眼鏡市場　富岡バイパ
ス店

富岡市七日市251-1 0274-67-7750 メガネ・コンタクトレンズ（目玉商品を除く）５％ＯＦＦ １．７４極薄型非球面レンズでも１．７４極薄型遠近両用レンズでも
追加料金０円です。

メガネのイタガキ　富
岡バイパス店

富岡市黒川696-1 0274-89-2525 ①税抜3,800円以上お買い上げで、「メガネお手入れセット」プレゼ
ント。　②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。

群馬県下店舗数No.1のメガネと補聴器の専門店。豊富な品揃え、
確かな技術力、安心価格。メガネ・補聴器の板垣で「メガネ着替え
てみませんか」

メガネのイタガキ　富
岡本店

富岡市富岡1330-1 0274-60-1555 ①税抜3,800円以上お買い上げで、「メガネお手入れセット」プレゼ
ント。　②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。

群馬県下店舗数No.1のメガネと補聴器の専門店。豊富な品揃え、
確かな技術力、安心価格。メガネ・補聴器の板垣で「メガネ着替え
てみませんか」
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協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
もりへい 富岡市富岡1180-3 0274-63-2983 すべての商品5%off 「富岡シルクコロッケ」の店。のぼり旗が目印。この地で８５年、食肉

と惣菜を販売しております。電話で予約注文を待たずに「できたて」
の品を。配達もOK！
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＜西部版　詳細＞

協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
　飲食

うどん・和食　庄屋 富岡市田島2-1 0274-63-6331 パスポート持参された方で、お食事された方(メニュー)のみ、お1人
様1点粗品進呈（粗品は変則的に変わります。）

うどんは県内産の小麦100%使用。自家製麺しております。こしのあ
る安全な麺です。お子様メニューも充実しております。

海鮮四季　北海亭　富
岡店

富岡市富岡1035-1 0274-64-4774 5,000円以上ご飲食の1グループにつき、お会計時に500円割引
※レディースデーや他のサービス券との併用又はセール期間中・ご
宴会コース料理をご注文の際はご利用できません

網元直送の新鮮でおいしい魚から、定食などの御飯物まで、豊富
なメニューで子供から大人までお食事をお楽しみ頂けます。

すし・とんかつ膳　かつ
庄

富岡市富岡2394-1 0274-60-1280 パスポート持参された方で、お食事された方(メニュー)のみ、お1人
様1点粗品進呈（粗品は変則的に変わります。）

カツはサラダ油で揚げておりますので、さっぱりとして、やわらかく、
お年寄りの方々にもとても喜ばれております。

ミスタードーナツ　富岡
ショップ

富岡市富岡2364-5 0274-63-8531 お好きなドーナツ、パイ１０個まで１０％oｆf　※ぐーちょきパスポート
と同じ内容です。

群馬県内２１店舗全店参加予定です。よろしくお願いします。

料理処　きよ秀 富岡市妙義町上高田7- 0274-73-3900 ソフトドリンク１杯無料（ホットコーヒー、ウーロン茶、ジュース類） リーズナブルな定食屋です。（味に自信あり！）
なっぱ畑　富岡店 富岡市黒川737-2 0274-67-7382 お会計から１００円引き お野菜をふんだんに使用した洋食カフェレストラン

　遊び
カラオケ本舗　まねき
ねこ　富岡店

富岡市黒川729-2 0274-62-4200 受付時提示で全会計１０％off 明るい接客とサービスで皆様のご来店おまちしております。

　学び
自然史博物館 富岡市上黒岩1674-1 0274-60-1200 シニアパス持参者に限り平日のみ観覧料を２０％割引き

　理美容
GOD富岡店 富岡市黒川714-4 027-462-4242 カット、カラー、パーマなど通常料金から４０％OFF
サロン・ド・ジュン美容
室　富岡店

富岡市別保14-1 0274-60-1288 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

サロン・ド・ジュン理容
室　富岡店

富岡市別保14-1 0274-60-1288 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

　健康
東向カイロプラクティッ
ク院

富岡市上高瀬1311 0274-62-0151 初診料、キネシオテーピング、温熱療法サービス 肩こり、腰痛等原因を見つけて施術、おもに筋肉調整。平成元年開
院

　生活
おそうじ本舗　富岡店 富岡市上高瀬230-1 0274-67-7273 ハウスクリーニング メニューより10%割引いたします。 ｢お客様に感動と満足を夫婦で提供する」をモットーに日々頑張って

おりますので、お気軽にお電話して下さい。お待ちしております。
スタジオマリオ　富岡
店

富岡市富岡2363-1 0274-89-1176 お買上げの画像の中から手札サイズプリント（1575円相当）1枚プレ
ゼント
※他の特典との併用はできません

写真専門店カメラのキタムラのこども写真館です。
最高の時間を過ごして頂けるよう、女性中心のスタッフでご家族の
思い出作りのお手伝いを致します。
還暦や金婚式など大人の方の記念撮影も行っております。

　金融
群馬銀行　富岡支店 富岡市富岡1136 0274-62-4311 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か

ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

東和銀行　富岡支店 富岡市富岡1118番地 0274-62-3121 　リフォームローンの金利を優遇いたします。お使い道がエコリ
フォーム資金の場合は店頭金利から0.1％、空家解体資金の場合
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
対象となるローン商品等の詳細は営業店窓口までお問合わせくだ
さい。

地域を取り巻く環境が大きく変化するなかで、地域社会を支える私
たち地方銀行の役割がますます重要になってきております。当行で
は、こうした役割をしっかり果たすために、「靴底を減らす活動」、
「雨でも傘をさし続ける銀行」、「謙虚さのＤＮＡを忘れない銀行」の
三つのモットーのもと『ＴＯＷＡお客様応援活動』による地域経済の
活性化などに力を入れています。

　車・交通
ジェイ・クエスト　富岡
店

富岡市黒川676-3 0274-89-1080 ガソリン・軽油をご利用の際に、パスポート提示で、ガソリン・軽油ス
タンプカードにスタンプ２個押印
※スタンプカードのルールを準用します。
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協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
ネッツトヨタ高崎　富岡
バイパス店

富岡市黒川704 0274-64-5151 車検ご入庫で、「エンジンオイル交換無料」（対象：国産乗用車） 群馬県内全域をカバーするトヨタの自動車ディーラーです。当店で
は、ヴィッツ・ヴォクシー・ヴェルファイア・アクア・プリウスなどの人
気のラインナップが揃っております。また「短時間車検」や、エンジン
オイル交換＋おすすめ点検＋洗車がセットになった「プロケア10
プラス」などカーメンテナンスもお任せください！ご来店お待ちして

福祉タクシーえがお 富岡市七日市739-5 080-9550-7375 買物や通院の付き添いを、30分まで無料でサービスします。（タク
シー料金は割引対象外です。)

シニアの方の外出支援をしています。外出が楽しくなるよう、支援さ
せていただきます。

　住宅
(有)内田工業 富岡市一宮265-20 0274-63-2168 ・工事代金に応じて粗品プレゼント

・見積無料
住まいまるごと増改築、困ったときにはすぐご相談下さい。どんな修
理･修繕もOKです。まずお電話下さい。お待ちしております。

　宿泊・入浴
妙義グリーンホテル 富岡市妙義町菅原2678 0274-73-4111 日帰り温泉入浴料７００円→４００円 妙義山を正面に眺める高台に位置するホテルです。美人の湯とし

て好評の温泉と心のこもったサービスで、お迎えいたしております。
　その他

有限会社ダスキン山
富

富岡市妙義町下高田
772-2

0274-73-3750 キャンペーンを除くおそうじと害虫駆除の全メニュー、定価より１０％
OFF(ただし直接当店にお申し込みいただいたお客様に限ります）

親切でていねいなサービスを心がけています。

安中市

　買物
チエ　石の館 安中市松井田町横川

282
027-380-4120 2,000円以上お買い上げで5％引き。 健康によいパワーストーンや健康食品、パワーストーン粉末入りの

石けん、化粧品などなど自然志向です。元気で美しく。美容健康、
環境のお店。

TSUTAYA　安中店 安中市原市409 027-380-5770 レンタル：1回1点まで、旧作DVD50円
パワーセンターうおか
つ　安中新鮮市場かっ
ちゃん

安中市安中2-14-34 027-388-1600 お買い上げ税別２０００円以上でうおかつポイント５ポイント追加。ま
た、うおかつカード入会金２００円お預かりのところ、無料で入会出
来ます。

松井田商店連盟　トー
タル寝具おおのや

安中市松井田町松井田
389

027-393-0201 全商品5%引き。（セール商品は除く） 東京西川チェーン店。西川のムアツふとん、整圧敷ふとん、AIR、ド
クターセラ･スリーエスなど、人気･話題の健康寝具がズラリ勢揃
い。自分に合った寝具をお選びください。ご使用キャンペーン中で
す。一流メーカー羽毛ふとんも自信の品揃えと価格でいつもお買い
得です。寝具のクリニック開設中。寝具の健康診断しませんか？ご

松井田商店連盟　古
久屋商店

安中市松井田町松井田
571

027-393-0189 松井田町商店連盟のハッピー券を倍額 くらしの器　箸一膳、お茶わん、１個からご利用ください。

松井田商店連盟
シューワールドヨシダ

安中市松井田町松井田
400-6

027-393-0039 ハッピー券２倍進呈　（値下げ品等を除く。） はきやすい靴をとりそろえています。

松井田商店連盟　伊
勢屋　辻中薬局

安中市松井田町松井田
乙437

027-393-0012 松井田商店連盟発行のハッピー券を倍額進呈。

松井田商店連盟　肉
のてんじん

安中市松井田町松井田
499-2

027-393-4744 松井田町商店連盟のハッピー券を倍額 「上州和牛」「上州銘柄豚」の専門店！！

松井田商店連盟　松
井田薬局

安中市松井田町新堀10 027-393-0151 １、消費税相当額サービス。　２、「ちょい得」サービス。（お客様のご
希望により）。

マルエドラッグ　安中 安中市安中1-2368-3 027-382-8560 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍
マルエドラッグ　安中
郷原店

安中市郷原239-4 027-380-2252 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

マルエドラッグ　安中
杉並木店

安中市原市587-6 027-381-1717 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

丸田屋総本店 安中市安中2-5-6 027-381-3355 1０００円以上お買い上げでお菓子１つプレゼント。 宝暦六年創業、素材にこだわったお菓子を作ってます。
眼鏡市場　安中店 安中市安中1-50-1 027-380-5778 メガネ・コンタクトレンズ（目玉商品を除く）５％ＯＦＦ １．７４極薄型非球面レンズでも１．７４極薄型遠近両用レンズでも

追加料金０円です。
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協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
メガネのイタガキ　安
中店

安中市原市333-3 027-380-5225 ①税抜3,800円以上お買い上げで、「メガネお手入れセット」プレゼ
ント。　②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。

群馬県下店舗数No.1のメガネと補聴器の専門店。豊富な品揃え、
確かな技術力、安心価格。メガネ・補聴器の板垣で「メガネ着替え
てみませんか」

(名)山七麻屋呉服店 安中市原市1-14-29 027-385-6008 ポイント2倍進呈
　飲食

海鮮四季　北海亭　安
中店

安中市高別当344-1 027-381-2171 5,000円以上ご飲食の1グループにつき、お会計時に500円割引
※レディースデーや他のサービス券との併用又はセール期間中・ご
宴会コース料理をご注文の際はご利用できません

網元直送の新鮮でおいしい魚から、定食などの御飯物まで、豊富
なメニューで子供から大人までお食事をお楽しみ頂けます。

　遊び
カラオケ本舗　まねき
ねこ　安中店

安中市安中2460-1 027-381-2777 受付時提示で全会計１０％off 明るい接客とサービスで皆様のご来店おまちしております。

　学び
安中市学習の森ふるさ
と学習館

安中市上間仁田951 027-382-7622 入館料１００円を８０円にする。（ぐーちょきパスポートと同額）

碓氷峠鉄道文化むら 安中市松井田町横川
407-16

027-380-4163 入園料10％引き(500円→450円) お子様から鉄道ファンまで楽しめる、見て、触れて、体験できる峠と
鉄道の歴史を伝えるテーマパークです。展示車両の多くに乗り込む
ことができ、トロッコ列車シェルパくん、あぷとくん、ミニＳＬなど乗り
物も多数あります。旧信越線の歴史を伝えるＨＯゲージの鉄道ジオ
ラマ、鉄道グッズ満載の鉄コレショップも大好評です。

旧安中藩郡奉行役宅・
旧安中藩武家長屋

安中市安中3-6-9 027-381-3855 入館料大人２１０円を１２０円に減額。

五料茶屋本陣 安中市松井田町五料
564-1

027-393-4790 入館料大人２１０円のところを１５０円に減額。

　理美容
サロン・ド・ジュン美容
室　安中店

安中市高別当130-1 027-382-3655 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

サロン・ド・ジュン理容
室　安中店

安中市高別当130-1 027-382-3655 メンバーズカードポイント２倍 理容室、美容室がありますので男女問わずご利用頂けます。

　生活
ダスキン　ごかん 安中市後閑186-1 027-385-7456 ダスキンレンタル商品を初回４週間特別使用体験価格にてご利用

頂けます。
武者フォトスタジオ 安中市松井田町八城甲

188
027-393-4267 消費税５％相当分の割引

　金融
群馬銀行　安中支店 安中市安中3-19-25 027-381-0808 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か

ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

東和銀行　安中支店 安中市安中三丁目12番
16号

027-381-0221 　リフォームローンの金利を優遇いたします。お使い道がエコリ
フォーム資金の場合は店頭金利から0.1％、空家解体資金の場合
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
対象となるローン商品等の詳細は営業店窓口までお問合わせくだ
さい。

地域を取り巻く環境が大きく変化するなかで、地域社会を支える私
たち地方銀行の役割がますます重要になってきております。当行で
は、こうした役割をしっかり果たすために、「靴底を減らす活動」、
「雨でも傘をさし続ける銀行」、「謙虚さのＤＮＡを忘れない銀行」の
三つのモットーのもと『ＴＯＷＡお客様応援活動』による地域経済の
活性化などに力を入れています。

　車・交通
オートアールズ　安中
バイパス店

安中市岩井2451-1 027-381-4711 エンジンオイル5％引き、チャイルドシート・ジュニアシート5％引き、
法定諸費用を除く車検料金5％引き

オートアールズでは安全無料点検を実施しております。お気軽にス
タッフにお申し付け下さい。
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協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
パラーダ　安中中央SS 安中市安中5311-1 027-382-5622 ①仮予約特典！「3ヶ月前から、ガソリン、軽油が店頭価格より5円

引き！」②車検実施特典！「車検実施後3ヶ月間、ガソリン、軽油が
店頭価格より7円引」き！③シルバー特典！「他の割引と組み合わ
せれば通常価格より最大15000円引き！」

サンワ車検は、地域トップクラスの信頼と実績（年間３０００台）があ
りますので、安心しておまかせいただけます。弊社では、国土交通
省の代わりに車検の認定が行える「陸運局認証工場」の資格を
持っており、整備士も国家資格を持ったメンバーがお客様のお車を
丁寧に点検・整備させて頂いております。

介護タクシー　ひかり 安中市安中1-10-17
（株式会社いずみや内）

予約：090-
5344-0117
いずみや：027-
381-0148

乗降介助料金１，０００円より５００円の割引、もしくは機材料金より
１，０００円の割引をいたします。
※運賃からの割引はありません。

　車いすのままで楽々ご乗車いただけます。公共交通機関の利用
が困難な方や、骨折や体調不良で一時的でも身体が不自由な方の
ご利用は可能です。
　医療機関・福祉施設への送迎や冠婚葬祭（結婚・法事）、お買い
物、お食事、役所、銀行、旅行の同行、駅や空港への送迎などな
ど、利用用途は自由です。また、病院からの転院等、寝台（ストレッ
チャー）を使用した移動も可能です。
　関東運輸局の事業許可及び認可運賃をもとに運営を行っており
ますので、安心してご利用ください。

　住宅
山田畳店 安中市板鼻2-6-11 0120-028-338 ・大きいタンスなどある場合は２人で伺いますので、畳の工事の時

の家具等の移動は中に入ったままでもおまかせ下さい。（無料で
す。）・畳引き上げ時にカベやタンス裏のほこりや、畳下の床の掃除
まで、シニアサービスでお手伝いします。・３００００円以上のご注文
の方に限り、３００００円につき、１０００円分のサービス（値引き等）

創業明治１２年からの実績、畳はもちろん、ふすま、障子、網戸も
OKです。厳選した素材を確かな技術でまごころサービスとともに。
地域一番の安心価格でお届けします。現物サンプル（見本）持参な
ので、見て、ふれて選べます。（見積り無料）安心してご利用下さ
い。

横山建設 安中市板鼻249-1 027-382-1380 「リフォームをご成約のお客様」・耐震診断及び補強提案を無料でさ
せていただきます。「新築をご成約のお客様」・当社指定の無垢の
座卓もしくはテーブルをプレゼントします。

細かい仕事から大きいリフォーム、新築までお客様のニーズにお応
えできる技で、どの世代でも住みやすいお宅を設計から施工まで対
応させていただきます。

　宿泊・入浴
国民宿舎　裏妙義 安中市松井田町五料字

中木
027-395-2631 ソフトドリンク１人１本サービス。（ジュース、コーラ、ウーロン茶）

上野村

　遊び
天空回廊　川和自然
公園　不二洞

上野村川和665 0274-59-2146 入洞料100円引き。（他の割引との併用不可。） 関東一の規模を誇る鍾乳洞、不二洞、大石柱のそそり立つ大殿堂
がある一方、やっとくぐりぬけるような場所や小さな支洞が無数にあ
り、光に照らし出される奇観には、思わず息をのむほどです。

　宿泊・入浴
ヴィラせせらぎ 上野村勝山684-1 0274-59-2585 チェックアウトの際、上野村の特産品プレゼント。 目の前を流れる、関東一綺麗な清流、神流川と、古き良き田舎の風

景を味わえる宿です。イタリア、ミラノの日本領事館で腕をふるった
シェフが作る料理もオススメです。

やまびこ荘 上野村楢原888 0274-59-2027 チェックアウトの際、上野村の特産品プレゼント。 四方を山々に囲まれた、自然豊かな場所にたたづむ一件宿です。
自然の景色と音を四季ごとに感じられる、露天風呂や、和食を極め
た料理長が作る、季節の会席膳がオススメです。

浜平温泉しおじの湯 上野村楢原3487-2 0274-59-3955 パスポート１枚掲示につき、１００円割引 しおじの湯でむかし話をするべえ
神流町

　金融
群馬銀行　万場支店 神流町万場81-2 0274-57-2331 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か

ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

下仁田町

　買物
御菓子處　総本家紙
屋

下仁田町下仁田361 0274-82-3228 お買い上げ金額から５％割引。さらに１０００円以上お買い上げの
方に御菓子をプレゼント。

「皆様に喜ばれるお菓子を作り続けていく」総本家紙屋です。新下
仁田みやげ、ゆず最中「万葉の峰」ジオパークどら焼き「G・O・D焼
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協賛店舗名 住所 電話 特典 PR
松風堂菓子店 下仁田町下仁田乙83 0274-82-3186 だんご8本購入で１本サービス。さらに504円のところ500円に値引

き。（9本567円なので67円お得）
だんごが一日でかたくなるだんごです。上新粉だけで作っただんご
です。

寝具の大島 下仁田町下仁田565-7 0274-82-2432 全商品５％割引。（但し、他のサービスとの併用は出来ません。） 手造り布団を中心に、寝具全般、オーダーカーテン、カーペットも
承っております。お客様に使い心地良い品をお届け出来るようにお
客様のお話をよくお伺いしてオーダーメードにてお作り致します。

森川酒店 下仁田町下仁田209 0274-82-3112 1,000円以上お買い上げの方に、お茶ペットボトル500ml 1本サービ 群馬の地酒・地ビール・地焼酎・ギフト他取り揃えてあります
　飲食

食堂　鍋屋 下仁田町下仁田358 0274-82-2028 下仁田こんにゃくのミニ味噌オデンをサービスします。 １１月より３月、下仁田ネギ、下仁田こんにゃく使用のすきやき御膳
１０００円（牛肉）　通年メニューで、下仁田カツ丼７５０円　揚げたて
かつを割り下にくぐらしただけ、昔なつかしい味です。

福田屋 下仁田町下仁田300 0274-82-3237 ビール１本又はお酒２本＋５５０円以下のお食事のセットを￥１０００
で提供、飲まないお客様には一人１品５０円引

うどん、そば、ラーメンの麺のお店です。小さい店ですが衛生には
注意をはらい優良施設として厚生労働大臣表彰をいただいており
ます。皆様に喜ばれる食品を提供したいと思っています。

　理美容
ヘアーサロン　はやし 下仁田町大字青倉107- 0274-82-4538 マッサージ、サービス ゆったりできるお店です。

　金融
群馬銀行　下仁田支
店

下仁田町下仁田210-1 0274-82-2221 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

甘楽町

　金融
群馬銀行　甘楽町支
店

甘楽町福島1621-1 0274-74-5911 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

当行では、「地域社会の発展を常に考え行動すること」、「お客様と
の創造的な関係を深めること」を企業理念に掲げ、地域密着型金
融に積極的に取り組んでおります。

　車・交通
ジェイ・クエスト　甘楽
店

甘楽町福島字遠藤816-
1

0274-70-4110 ガソリン・軽油をご利用の際に、パスポート提示で、ガソリン・軽油ス
タンプカードにスタンプ２個押印
※スタンプカードのルールを準用します。
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