＜東部版 詳細＞

ぐーちょきシニアパスポート協賛店一覧 東部版詳細（平成31年1月11日現在）
協賛店舗名
桐生市
買物
大澤呉服店

住所

電話

特典

PR

桐生市本町4-340-2

0277-22-4948 全品２割引（但し、セール期間中、特価品を除く）

かねこや（藤岡商店）
ギフト創造館 にった
みどり店

桐生市広沢町3-3554 0277-54-0440 お買い上げ価格の５％以上の商品をプレゼント。
桐生市新里町小林108- 0277-74-3600 （特典１）贈答品の「快気祝」｢各種御祝」「法事等の返礼品｣｢お中
1
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。
きもの処 きんでん呉 桐生市本町4-80
0277-43-5291 ①呉服全般１０％割引きさせていただきます。②ミセスの洋品全般
服店
５％割引きさせていただきます
コープぐんま 東久方 桐生市東久方町2-2-20 0277-47-2980 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
店
示いただいた方、お買い上げ総額から5%割引します。
サラダ館 さくら通り店 桐生市広沢町1-2930 0277-55-5575 お買い上げ金額に応じてプレゼントを差し上げます。（クオカード、
ギフトカードの購入は対象外です。）
シバタ薬局 境野店
桐生市境野町2丁目
0277-47-0443 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈
1290
たなべ化粧品店
桐生市本町6-371
0277-22-2850 ご来店時にパスポートを提示して頂き、1品以上お買い上げの方に
眉アレンジ（300円）を無料でいたします。さらに、その場でメンバー
登録（無料）いただくと、無料でエステサービスも体感できます。
なかじま商店
桐生市本町3-6-39
0277-44-7340 弁当・惣菜5％割引。精米5㎏ 250円割引、10㎏ 500円割引。
ヒマラヤスポーツ
桐生市相生町1-124-1 0277-70-6300
マーケットシティ 桐生
店

宝飾・眼鏡・時計
SATO
マルエドラッグ 相生
マルエドラッグ 新里
店
MEGA ドン・キホーテ
桐生店

眼鏡市場 桐生相生
店

桐生市仲町3-7-4

0277-43-1880

お宮参り祝着、七五三、振り袖訪問着、江戸袴、喪服から、ゆか
た、作務衣、おまねき、はんてん等季節のお召し物まで和装の事な
ら何でも揃います。
当店の自慢はよもぎまんじゅう。味のきめては天然よもぎ１００％。
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。
創業１７１７年（亨保の年）お陰様にて本年２９５年をむかえました。
特選呉服のすべてと和装小物及び祭り洋品にも力を入れており、ミ
セスの洋品も着やすさを重視して扱っており老舗ならではの信用と
実績で｢ふれあい」を大切に努めております。
「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。
贈り物、お返し品などのギフトのことは、おまかせ下さい。
お客様の健康と美容をサポートいたします。
当店では皆様の”きれい実現”の為のお手伝いをいたします。☆キ
レイで元気で若々しく。☆ぜひ、一度遊びに来て下さい。

おにぎりセット(おにぎり2ヶ、おかず4品入り）380円、弁当・惣菜は手
作り。
店内商品自店販売税込価格よりレジにて3％OFF
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
※単品商品割引企画、セット企画との併用可
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
※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 同心よりお待ちしております。
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）
お買い上げ金額より５％割引
国産の丈夫なフレームとより良い見え方をご提案させて頂いており
ます。メガネについてお気軽にご相談下さいませ。
毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍
毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

桐生市相生町5-473-1 0277-53-1117
桐生市新里町小林233- 0277-74-1009
2
桐生市永楽町5-10
0277-47-3810 パスポートの提示のお客様には当店限定「ごきげんよう日」スタンプ
カードをお渡しします。「ごきげんよう日スタンプカード特典」毎月１
日・２日・３日・１５日・１６日・１７日は６０歳以上のお客様限定「ごき
げんよう日」！当店直営売場でお買上合計１０００円（税込）毎に１
スタンプ捺印致します。・スタンプ１０個で景品と交換いたします。・
このカードで円満会計サービスが受けられます。（現金でのお会計
が１０００円以上なら１円分の端数はいただきません。）特典は変更
になる場合がございます。
桐生市相生町1丁目
0277-70-6188 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
300-19
追加料金０円です。
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協賛店舗名
メガネのイタガキ 桐
生新宿店

住所
電話
特典
桐生市新宿2丁目3-11 0277-20-7355 ①3,800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。

メガネのヒルマ

桐生市二丁目836

0277-52-2328 メガネ・サングラス・補聴器購入時 5％割引いたします。（但し、他
の割引券との併用不可）

国産肉の夷

桐生市堤町2丁目4-9

0277-22-8571 全品５％割引をさせていただきます。

Brand Market あなは 桐生市新里町新川596- 0277-74-2222 腕時計 電池交換100円引
ら本店
2
飲食
回転寿司うらしま 新
里店
喫茶 ガス灯
新鮮焼肉きたづめ

ステーキ・ハンバーグ
どんさん亭 新宿店
フライングガーデン 新
桐生店
ミスタードーナツ 桐生
ショップ
ミスタードーナツ 桐生
相生ショップ
腑(もつ)煮屋 ワイン
ディングロード
かっぱ寿司 桐生店

「あなはら」は桐生市、太田市、前橋市、伊勢崎市と群馬県下に５
店舗。
時計、メガネ、補聴器、貴金属、ブランドバッグにアクセサリーなど、
良い品豊富でより安く！ 良い品買取り、より高く！

桐生市新里町新川517- 0277-74-0225 スタンプカード２倍
10
桐生市本町5-365-1
0277-20-8141 喫茶ガス灯商品、１０００円以上で１０％off・ドイツ玩具１０００円に
つき１ポイント、２０ポイントで１０００円ぶんサービス。
桐生市宮前町1-3-15 0277-22-2182 当店でお食事をお食事をされた方に”おすすめ上州豚ホルモン1皿
プレゼント”他クーポンとの併用不可。
桐生市新宿2-5-7

0277-22-4129 バニラアイスクリーム無料サービス

桐生市広沢町2-2982

0277-54-3210 ドリンクバー無料サービス

PR
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」
桐生市・みどり市地区唯一のSSS級認定眼鏡士・認定補聴器技能
者が在籍しております。「遠近両用の方」、「難しいメガネの方」、「今
のメガネがしっくりこない」という方、ぜひ一度ご相談ください。安心
価格で、掛け具合の調整・アフターフォローも万全です。
赤城和牛、上州和牛、氷温熟成豚 氷室を中心に販売しています。
国産肉専門店。３０種類以上の揚げ物やローストｰビーフの切り売
りもあります。

桐生市新宿2-3-8

桐生の街中で、おいしいコーヒーや甘味を楽しみながらごゆっくりお
過ごし下さい。
テレビ、ラジオに多数出演！上州牛・上州豚を七輪と秘伝のタレで
どうぞ！！昭和レトロ調で50年以上の歴史！！ホルモン、焼き肉一
筋。県認定の地産地消推進店です。”元気シニアにはお肉は必須
アイテム”ですよ～！コラーゲンたっぷりお肌ツヤツヤです。
安さとおいしさとボリュームで35年。熱々のやわらか本格ステーキ
と、ジューシーハンバーグが低価格で堪能できます。

0277-20-8805 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 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。
と同じ内容です。
桐生市相生町5-47-7 0277-40-2178 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 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。
と同じ内容です。
桐生市新里町新川3211 090-3244-2443 いつでも、ポイント2倍
あまりにも、うますぎる「腑(もつ)煮」のため、内緒にしたいくらいです
が、ここに発表させていただくこととなりました
桐生市広沢町4-2060-1 0277-70-6351 １組様につき、お会計金額から５％OFF
お寿司を手軽に食べたい。家族で食事を楽しみたい。
※他の割引・クーポン券は併用できません（カッパ・クリエイト発行 お寿司一皿100円（税抜）～気軽に訪れることの出来るファミリー回
の御食事券は併用可）
転寿司レストランです！
※食べ放題は適用外
毎月変わる期間限定フェア商品や、地域限定の特別ネタ。その他、
定番のお寿司も皆様をお待ちしております。
豊丸水産 桐生北口 桐生市宮前町2-10-2 0277-20-7003 会計１０％OFF（他割引とは併用不可）
ボックス席には個別テレビがあり、卓上コンロで海鮮を焼きながら
店
楽しんでいただけます。
ベーカリー ボンマタン 桐生市錦町1-5-26
0277-47-5236 １，０００円以上お買い上げ時、お会計より５％お値引きいたしま
桐生市にある「ボンマタン」のパンは、店主がほぼ一人で、昔ながら
す。
の製法にこだわり、余計な添加物は加えず、一つ一つ丁寧に手作
りしています。
シンプルで懐かしさのあるメニューや名物パンなどが並びます！！
素材にこだわり、お客様に安全で美味しいパンを低価格で提供い
たします！！ 店内にはイートインスペースもございます。
電話やFAXでのご注文も承っています。
遊び
カラオケ本舗 まねき 桐生市相生町2-270-1 0277-54-2800 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。
ねこ 桐生店
シダックス 桐生駅南 桐生市元宿町20-1
0277-46-0100 ルーム料金20％OFF。フリータイム、各種パック料金10％OFF。
口クラブ
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協賛店舗名
桐生スターレーン
上毛ゴールドレーン

住所
電話
特典
桐生市巴町2-1821-36 0277-44-8155 1ゲーム１００円割引。

PR
桐生駅より徒歩２分にある桐生スターレーン。ノーガターレーン完備
していますので小さいお子様からご年配の方までどなたでも楽しめ
ます！手軽に楽しめるスポーツで健康ボーリング！！
桐生市広沢町6-185-1 0277-55-0501 パスポート持参の本人とご一緒に来た皆様、全員１ゲーム毎に、通 ご家族連れ、ご年配の方々が安心してお楽しみ頂けるバンパー
常料金より５０円引きさせていただきます。
レーン、スロープ補助器具、エレベーター等、充実しておりますので
是非お立ち寄りください。

学び
ぐんま昆虫の森

桐生市新里町鶴ヶ谷
0277-74-6441 シニアパス持参者に限り毎月第３水曜日オリジナルグッズのプレゼ
460-1
ント
ゆっくりゆったりパソコ 桐生市錦町3-6-15生方 0277-30-3399 入会金1,000円引き。
ゆっくりゆったりパソコン教室では、同じコトを１００回聞かれても笑
ン教室
ビル２F
顔でお答えいたします。携帯電話やデジカメの使い方も質問してく
ださいね！
理美容
Grooming&Spa Siesta 桐生市相生町2-504-29 0277-46-7120 平日ご来店で通常価格より１０％off！
Siestaは待ち時間０分の完全予約制です。飛び込み来店の場合、
お断りしてしまう事が多々ございますので、ご来店の際は２，３日前
のご予約をオススメ致しております。
hair make a.wish
桐生市広沢町2-3352-1 0277-54-9315 全メニュー１０％off
アットホームなお店です。
健康
ココロリハビリジム
桐生市広沢町6-909
0277-32-3404 初回からだ診断料無料。月会費5%引き
リハビリジムでは身体の筋肉を正しく使うためのお手伝いをします。
三丸歯科クリニック
桐生市相生町4-59-8 0277-52-1511 口腔ケアグッズ（歯ブラシ歯磨剤等）５％引き
歯医者さんで取扱いしている口腔ケアグッズは安全で安心できるも
のを提供しております。
生活
株式会社メンテック
桐生市琴平町9-48
0277-22-9497 エアコン清掃料金5%割引します。
桐生市を中心に活動しております。個人･法人問わずエアコン清掃
をメインに、清掃、ビルメンテナンス、設備メンテナンスを行っており
ます。シニアのご家庭ではエアコン清掃がなかなか大変かと思いま
す。きれいな空気で健康な暮らしをお送りください。
スタジオ ラヴィキッズ 桐生市錦町1-7-31
0277-22-7577 ・シルバー結婚式おじいちゃんおばあちゃんドレス、タキシードレン 赤ちゃん誕生のベビーフォト、七五三お子様の幸せを残す幸せファ
タル、チャペル使用料、挙式料通常￥４７２５０→￥４２０００ シル ミリー写真フォトスタジオです。
バー写真だけの結婚式、おじいちゃん、おばあちゃんドレスタキシ
－ドレンタル、ヘアメイク着付けキャビネ撮影￥８４００
タケカメラ
桐生市錦町2-8-1
0277-44-5484 お買物５％off
撮影やデジカメプリント、フィルム現像焼き付けを行ってます。
ダスキン サンキョー 桐生市小曾根町９２７ 0277-22-2448 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 新里
桐生市新里町新川1037 0277-74-3426 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 ラバーズ
桐生市梅田町1-424
0277-32-2362 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 桐生市巴町2-1893-11 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 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･
アセンター桐生
丹波ビル1F
たり1回限り
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
･｢スポットプラン｣5%割引 ※各地通常料金からの割引
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
※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 心をお届けするサービスです。
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。
ほしのドライ 本町３丁 桐生市本町3-5-43
0277-46-0330 クリーニング料金１０％引き（特殊品は除きます。他のサービスとの 私どもは人にやさしく衣類にやさしいクリーニングを心がけておりま
目店
併用は出来ません。）
す。真心を込めてふんわりと大切な衣類をクリーニングいたします。
ご自宅への集配も行っておりますのでお気軽にお声かけください。
ほしのドライ 錦町店 桐生市錦町1-5-2
0277-43-9233 クリーニング料金１０％引き（特殊品は除きます。他のサービスとの 私どもは人にやさしく衣類にやさしいクリーニングを心がけておりま
併用は出来ません。）
す。真心を込めてふんわりと大切な衣類をクリーニングいたします。
ご自宅への集配も行っておりますのでお気軽にお声かけください。
ほしのドライ 永楽店 桐生市永楽町2-11
0277-43-3747 クリーニング料金１０％引き（特殊品は除きます。他のサービスとの 私どもは人にやさしく衣類にやさしいクリーニングを心がけておりま
併用は出来ません。）
す。真心を込めてふんわりと大切な衣類をクリーニングいたします。
ご自宅への集配も行っておりますのでお気軽にお声かけください。
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協賛店舗名
住所
ほしのドライ COOP久 桐生市東久方町2-2
方店

電話
特典
PR
0277-46-1994 クリーニング料金１０％引き（特殊品は除きます。他のサービスとの 私どもは人にやさしく衣類にやさしいクリーニングを心がけておりま
併用は出来ません。）
す。真心を込めてふんわりと大切な衣類をクリーニングいたします。
ご自宅への集配も行っておりますのでお気軽にお声かけください。
ほしのドライ フジマー 桐生市広沢町4-1920-3 0277-54-8120 クリーニング料金１０％引き（特殊品は除きます。他のサービスとの 私どもは人にやさしく衣類にやさしいクリーニングを心がけておりま
ト広沢店
併用は出来ません。）
す。真心を込めてふんわりと大切な衣類をクリーニングいたします。
ご自宅への集配も行っておりますのでお気軽にお声かけください。
ほしのドライ 相生店 桐生市相生町5-30-5 0277-52-9275 クリーニング料金１０％引き（特殊品は除きます。他のサービスとの 私どもは人にやさしく衣類にやさしいクリーニングを心がけておりま
併用は出来ません。）
す。真心を込めてふんわりと大切な衣類をクリーニングいたします。
ご自宅への集配も行っておりますのでお気軽にお声かけください。
金融
桐生信用金庫 本店 桐生市錦町2-15-21
0277-44-8181 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
営業部
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
桐生信用金庫 本町 桐生市本町3-3-10
0277-22-8126 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
支店
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
桐生信用金庫 西支 桐生市宮前町2-3-12 0277-47-5151 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
店
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
桐生信用金庫 新桐 桐生市広沢町1-2789-6 0277-54-1911 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
生支店
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
桐生信用金庫 相生 桐生市相生町2-682-15 0277-53-8151 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
支店
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
桐生信用金庫 広沢 桐生市広沢町5-1454-5 0277-54-8181 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
支店
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
桐生信用金庫 川内 桐生市川内町2-255-10 0277-65-6511 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
支店
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
桐生信用金庫 東支 桐生市東4-5-28
0277-43-8151 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
店
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
桐生信用金庫 境野 桐生市境野町6-594-4 0277-43-8131 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
支店
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
桐生信用金庫 梅田 桐生市梅田町1-22-6 0277-32-1851 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
支店
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
群馬銀行 あいおい支 桐生市相生町2-885-5 0277-52-2000 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 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
店
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
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＜東部版 詳細＞
協賛店舗名
群馬銀行 桐生支店
群馬銀行 桐生南支
店
群馬銀行 新里支店
東和銀行 桐生支店

東和銀行 桐生西支
店

住所
桐生市本町5-354

電話
特典
PR
0277-22-3151 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
桐生市新宿2-1-16
0277-43-2211 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
桐生市新里町新川
0277-74-2333 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 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
2017-5
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
桐生市本町三丁目5番 0277-22-4195
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
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
11号
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 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
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
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」、
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 「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
さい。
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
桐生市相生町二丁目 0277-54-3161
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
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
612番地34
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 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
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
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」、
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 「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
さい。
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

車・交通
ネッツトヨタ高崎 桐生 桐生市広沢町3-3781-1 0277-53-1515 車検ご入庫で、「エンジンオイル交換無料」（対象：国産乗用車）
ひろさわ店

宿泊・入浴
水沼駅温泉センター
その他
ダスキン新宿支店

桐生市黒保根町水沼
120-1

0277-96-2500 ２０％off

桐生市新宿3-9-43

0277-43-8400 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）

炭酸水素塩冷鉱泉でお肌がツルツルになるため「すっぴん美人の
湯」と言われてます。

ブライダルクリエイショ 桐生市新宿1-8-1
0277-45-2548 江戸袴・モーニング およばれ衣裳レンタル１０％OFF 還暦セット
ン つるや
レンタル１０％OFF
太田市
買物
アイズギャラリー イ 太田市石原町81イオン 0276-47-8704 ①3,800円以上お買い上げで、『メガネお手入れセット』プレゼント。
オンモール太田店
モール太田2階
②補聴器お買い上げで、『空気電池 ５パック』プレゼント。
AOKI 太田店

太田市新井町514-5

0276-47-0788

AOKI パワーモールお 太田市飯塚町658-1
おた店

0276-30-0888

アサヒ薬局

太田市本町16-27

0276-22-3163

APPEAL(アピール)

太田市下浜田町503-8 0276-61-3820

イトイメガネ館 新田店 太田市新田市野井592- 0276-57-7023
13ニコモール1階

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
おります！

お宮参りから七五三、成人式、ブライタルとご家族の幸せシーンに
私共がお手伝いをさせていただきます。

群馬県下店舗数No.1の板垣グループです。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 着がえてみませんか」
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 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
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・ 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。
宅配代は実費をいただきます）
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 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
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・ 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。
宅配代は実費をいただきます）
全商品（現在の消費税相当額５％を割引） 但し医療保険法による お気軽に健康・介護等の相談に応じます。薬剤師（８１才）が対応し
処方箋調剤料金は除外。
ます。
毎週土日のみ雑貨店内全品5%引き(100円ショップ、セール、割引商 個性豊かな輸入商品・日用雑貨･アロマ･ベビー･ステーショナリーな
品は除外）
ど、幅広い雑貨を取り扱っています。また、店舗内に100円ショップ
もあります。
お客様の親身になった接客と豊富なフレームレンズでお待ちしてお
・メガネ購入時８％引 ・無料送迎できます（要予約）
ります。遠近両用レンズならメガネ専門店の当店へ！！
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＜東部版 詳細＞
協賛店舗名
イノセ宝石

住所
太田市本町43-15

電話
特典
PR
0276-22-4417 口頭鑑別無料、相続する時の評価 修理３０％引き 新品仕上げ３ 宝飾品加工、販売１１０年明治、大正、昭和、平成 猪瀬佐四郎～
０％引きリフォーム、加工等
猪瀬佐兵衛～猪瀬裕二 宝飾品のことなら、なんでも結構ですので
気軽に相談下さい。
くまいど
太田市高林南町818-3 0276-38-0216 提示していただいた方には、フラワースタンプ（地域独自のサービ １，食品添加物無しの全品手作り惣菜、お弁当を販売しています。
ス券）を何時でも３倍差し上げます。
植物油を１００％使用しておりますので、体の弱い方、年配の方でも
安心して召し上がれます。２，格安価格の自動販売機もご利用下さ
い。
小池食料品店
太田市南矢島町589
0276-38-0372 土曜日に持参で買物の方に、フラワースタンプ２倍。
新鮮で質の良い物をモットーとしております。
コープぐんま 新井店 太田市新井町533-2
0276-46-0570 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 「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
示いただいた方、お買い上げ総額から5%割引します。
しを応援します。
サウンドパレット株式 太田市東本町26-7
0276-25-3133 20万円以上の補聴器をご購入の場合、粗品をプレゼント（一部割引 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
会社 アヅマ補聴器セ
除外商品あり/キャンペーン併用不可）
けています。
ンター太田支店
沢田の味 太田店
太田市藤阿久町620-16 0276-32-0688 毎月10日、20日お買い上げ金額から5%割引（他のイベントと併合時 県内産原材料を使った安全で身体にやさしい漬け物、ジャム、
はイベントサービスとする）
ジュース類をはじめ、安全安心な各地のこだわり品もそろえてあり
ます。また抽選会も随時行っています。
ジャストドラッグ 太田 太田市南矢島町546-2 0276-40-6000 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈
お客様の健康と美容をサポートいたします。
南店
ジャストドラッグ 鳥山 太田市鳥山町593-1
0276-22-8171 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈
お客様の健康と美容をサポートいたします。
店
ジャストドラッグ 新田 太田市新田木崎町521 0276-56-3300 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈
お客様の健康と美容をサポートいたします。
店
タイヤ館太田
太田市飯塚町2038
0276-45-0716 店頭表示より10％off
タイヤ以外のメンテナンスもお任せ下さい。
一部限定品・特売品除く
ドコモショップ イオン 太田市石原町81イオン 0120-701-294 機種購入時に充電器割引
モール太田店
モール太田1階
ドコモショップ 太田中 太田市飯田町520-2
0120-697-415 機種購入時に充電器割引
央店
ドコモショップ 太田店 太田市藤阿久町779-1 0276-33-7262 機種購入時に充電器割引
ドラッグセイムス 太田 太田市新井町533-8
新井町店
ドラッグセイムス 藪塚 太田市大原町456-1
店
とりせん 太田新井店 太田市新井町377-6

0276-60-1500 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈

お客様の健康と美容をサポートいたします。

0277-20-4175 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈

お客様の健康と美容をサポートいたします。

0276-45-5511 毎月第3木曜日と最終木曜日、本体価格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ん）
とりせん 太田八幡町 太田市八幡町29-13
0276-55-6070 毎月第3木曜日と最終木曜日、本体価格1,000円以上お買い上げで
店
「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ん）
とりせん 大原店
太田市大原町1701-2 0277-79-0220 毎月第3木曜日と最終木曜日、本体価格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ん）
とりせん 下田島店
太田市下田島町１１２７ 0276-33-7678 毎月第3木曜日と最終木曜日、本体価格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ん）

6

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。
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。
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。
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。

＜東部版 詳細＞
協賛店舗名
住所
とりせん 城西の杜店 太田市城西町80-1

とりせん 東矢島店

太田市東矢島町194

ドン・キホーテ太田店

太田市飯田町1404-1

ドンドンダウンオンウェ 太田市西本町57-4
ンズデー 太田店
ベイシア電器（おおた 太田市飯塚町672-1
モール店）
マイピア
太田市西本町5-30

電話
特典
0276-33-7727 毎月第3木曜日と最終木曜日、本体価格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ん）
0276-47-2123 毎月第3木曜日と最終木曜日、本体価格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ん）
0276-30-1811 レジにて1,000円以上の会計の際ぐーちょきシニアパスポートを提
示していただくと、当店指定の入浴剤1個をプレゼント致します。（1
日1個限定※先着50名までとなります。）
0276-20-6730 全商品3％OFF
0276-55-2333 配送料無料、サポートサービス５％引き＊設置料は別途かかりま
す。サポートサービスは一部対象外有り。
0276-22-2200 ５ポイントプラス（通常は１００円お買い上げごとに１ポイント）

PR
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。
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。
ドン・キホーテ太田店は生鮮食品から軽自動車まで何でも揃う総合
ディスカウントストアです。
古着一着105円～ 水曜日にご来店ください！毎週値段が下がりま
す！
焼きたてのパンのお店でスイーツ系のパンからサンドイッチ、焼き
菓子、食事系のパンまで約１２０種のパンを取り揃えております。

マルエドラッグ 内ヶ島
店
マルエドラッグ 太田
新井店
マルエドラッグ 太田
大原店
マルエドラッグ 太田
南矢島店
マルエドラッグ 鳥山
眼鏡市場 太田新井
町店

太田市内ヶ島町2003

0276-45-0733 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

太田市新井町377-14

0276-30-1171 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

太田市大原町1661-4

0277-40-4800 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

太田市南矢島町713

0276-38-6607 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

眼鏡市場 太田小舞
木店

太田市小舞木町265

0276-60-1688 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 太
田内ヶ島店

太田市内ヶ島町835-1

0276-30-3877 ①3,800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。

メガネのイタガキ 太
田本店

太田市新井町565-3

0276-49-2977 ①3,800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」
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」
平成29年6月で創業50周年。心機一転頑張りたいと思っておりま
す。
お客様の親身になった接客と豊富なフレームレンズでお待ちしてお
ります。遠近両用レンズならメガネ専門店の当店へ！！
群馬県下に5店舗展開する地元のお店です。
お手頃価格のメガネ、補聴器の他、高級時計、ブランド品など、多
様な商品を取り扱っております。
携帯のプロがお客様にぴったりのご提案をさせていただきます！

太田市鳥山上町1530-3 0276-37-8182 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍
太田市新井町329-1
0276-30-2618 メガネ・コンタクトレンズ（目玉商品を除く）５％ＯＦＦ

有限会社 みねざき酒 太田市内ヶ島町1459-3 0276-48-0022 全商品5%引き（一部商品を除く。タバコ・ギフト券 その他）
店
rafin イトイメガネ館
太田市下浜田町1086- 0276-46-9008
・メガネ購入時８％引 ・無料送迎できます（要予約）
11
Brand Market あなは 太田市新田新田嘉祢町 0276-57-39939
腕時計 電池交換100円引
ら新田店
18
ソフトバンクイオンモー 太田市下小林町534-3 0276-60-5001 以下のとおりキャッシュバックします。
ル太田東
①他社からのお乗り換え ６，０００円
②ご新規・機種変更 ３，０００円
飲食
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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。

＜東部版 詳細＞
協賛店舗名
住所
電話
特典
あら！モード焼 きたづ 太田市新田市野井町 090-4065-2429 あら！モード焼き３本以上お買い上げ方に１本無料！であげます。
め
592-13ジョイフル本田ニ
他クーポン併用不可
コモール内 1F エレ
ベーター隣

PR
その昔、大阪で流行した焼き菓子です。焼き方に手間がかかるた
め今では幻に！そのお菓子を復活させたいと思いよりかわいく、よ
り食べやすく、よりいろんな味にアレンジしました。どこかなつかしい
味！おじいちゃん、おばあちゃん。お子様に最適！今までにみたこ
とない形で顔の表情で中身の味がわかります。ぜひ、食べてみて
ね！
海鮮四季 北海亭 太 太田市内ヶ島町838-1 0276-48-5549 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
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
田店
※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 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。
宴会コース料理をご注文の際はご利用できません
サザンメイド・カフェ
太田市東矢島町756-1 0276-55-8780 お買い上げ金額の５％引き
80年の歴史があるドーナツ（トランス脂肪酸９９．２％カット、卵不使
太田店
用）の他、食事メニューも豊富です。
JAPANESE CUISINE
漣

太田市西本町15-13

0276-52-8166 お会計1,200円以上で100円引

Ｊｅｗｅｌ Ｃｒｅａｐ(ジュエ 太田市岩瀬川町277-2 0276-55-2510 300円以上の商品（クレープ）トッピング無料(100円迄)
ル クレープ)
パルティーレ 太田店 太田市小舞木町363-1 0276-55-2009 200円割引。
フライングガーデン 太
田強戸店
フライングガーデン 太
田飯塚店
フライングガーデン 新
田町店
ミスタードーナツ イオ
ンモール太田ショップ
焼きそば専門店 もみ
の木
焼肉じゅうじゅう亭

太田市上強戸町1421

0276-37-7321 ドリンクバー無料サービス

太田市飯塚町618-2

0276-48-1003 ドリンクバー無料サービス

太田市新田市野井町 0276-60-9511 ドリンクバー無料サービス
1015
太田市石原町81イオン 0276-47-8771 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 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。
モール太田2階
と同じ内容です。
太田市浜町35-4
0276-45-2720 税別500円以上飲食の方 トッピング唐揚げ1個サービス
油を敷かないで焼き上げる太田市の焼きそば専門店です。
太田市東矢島町1128-1 0276-45-3303 ハイボール又は樽ハイどちらか一杯無料。

焼肉レストラン コサリ 太田市飯塚町186-1
0276-45-5014 ソフトドリンク１杯サービス
ウォン
和房どんぐり
太田市内ヶ島町1406-1 0276-45-7162 ソフトドリンク１杯サービスします。
かっぱ寿司 太田店

太田市新井町502-3

吉野家 50号線BP太
田店

太田市丸山町3730018 0276-20-5735 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）
太田市飯塚町1439-1 0276-60-1522 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 ４０７号線太
田店
遊び
太田パークレーン
カラオケ本舗 まねき
ねこ 太田店
カラオケ本舗 まねき
ねこ 尾島店

和食店ですので、高齢の方が比較的好まれる食事が揃っておりま
す。全席禁煙、掘りごたつの座敷、テーブル席で、足にも負担があ
りません。
メニューは全120種類。100円クレープ、生地もヤマト芋入りなど、3
種類から選べます。お食事クレープも充実。ケータリングカーでの
出張販売など。
バイキング形式のイタリアンレストランです。パスタ、ピザ、サラダな
ど好きなだけお楽しみいただけます。

0276-30-3850 １組様につき、お会計金額から５％OFF
※他の割引・クーポン券は併用できません（カッパ・クリエイト発行
の御食事券は併用可）
※食べ放題は適用外

焼肉なら、大衆焼肉店、じゅうじゅう亭。安くて、うまい!! 安心と信
頼、さらに美味しくなりました。
当店では、安心･安全で美味しくをテーマに、上州和牛・上州豚をは
じめとする県産材の食材を使い、地産地消に取り組んでおります。
石焼料理をはじめ１本から注文出来る、焼き鳥もございます。よろし
ければご来店下さい。
お寿司を手軽に食べたい。家族で食事を楽しみたい。
お寿司一皿100円（税抜）～気軽に訪れることの出来るファミリー回
転寿司レストランです！
毎月変わる期間限定フェア商品や、地域限定の特別ネタ。その他、
定番のお寿司も皆様をお待ちしております。

太田市浜町4-1
太田市新島町272-1

0276-45-3421 1ゲーム ５０円割引。一般５５０円→５００円
0276-49-0108 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。

太田市安養寺町27-3

0276-52-3450 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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＜東部版 詳細＞
協賛店舗名
シダックス 太田内ケ
島クラブ
シダックス 太田西矢
島クラブ
学び
ぐんまこどもの国児童
会館(プラネタリウム）
タカラパソコン教室

住所
太田市内ケ島町928-1

PR

太田市西矢島町712-1 0276-46-8181 ルーム料金20％OFF。フリータイム、各種パック料金10％OFF。
太田市長手町480
太田市本町20-19

呑龍書道会 本町道 太田市本町20-19
場、由良道場
ハクビ京都きもの学院 太田市飯田町1404-1
太田教室
ベル・タウン６Ｆ
理美容
サロン・ド・ジュンコア
美容室 新田
サロン・ド・ジュンコア
理容室 新田
サロン・ド・デラ

電話
特典
0276-46-7722 ルーム料金20％OFF。フリータイム、各種パック料金10％OFF。

0276-25-0055 シニアパス持参者に限り毎月第３水曜日オリジナルグッズのプレゼ
ント
0276-22-8354 初回プラン購入時5%割引
年配の方が多く通っています。「パソコンを習ってみたいけど不
安」、「どんな教室で学習するのか知りたい」などご興味のある方、
ぜひ無料体験にお越しください。
0276-22-8354 入会金半額！！・パソコン教室 通常4000円→2000円・書道教室 100回きいても大丈夫！！タカラパソコン教室 呑龍書道会 上手
通常4000円→2000円
な字は一生の財産です。
0120-953-264 １レッスン無料体験
日本で最も伝統のあるきもの教室です。
※事前に電話にて要予約
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
※シニアパスポート要掲示
♪
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

太田市新田上江田町 0276-56-6677 メンバーズカードポイント２倍
893-3
太田市新田上江田町 0276-56-6677 メンバーズカードポイント２倍
893-3
太田市新田木崎町542- 0276-56-7778 ・眉のお手入れ無料サービスします。・東武伊勢崎線「木崎駅」まで
5
無料送迎します。

SOL Hair's rest space 太田市藤阿久町479-5 0276-57-8820
DHC イオンモール太 太田市石原町81イオン 0276-47-8667
田直営店
モール太田1階
美容室 hair Love One. 太田市安良岡町434-1 0276-22-1234
太田
スーパーヤマグチ内
ヘアーサロンえんどう 太田市富若町680
0276-26-0928

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。
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。

NPO法人日本理美容福祉協会、群馬・東部センターも併設。在宅
の方、施設でお過ごしの方、入院中の方の元へ、出張美容致しま
す。福祉理美容師が伺います。詳しくはお問い合わせ下さい。
全メニュー１０％オフor￥１０００以上の商品１０％オフ
髪をいたわるメニューでうるおいのある髪へ。ヘナカラーなどの自
然派なカラーリングやトリートメントパーマで髪をいたわりながらキレ
イにします。お待ちの間、ハーブティでゆっくりといらして下さい。
肌のお悩みに合わせたスキンケアサンプルを２点プレゼント。
通信販売やテレビCMでおなじみのDHCの肌にやさしい化粧品をは
じめ、高品質、低価格の健康食品など人気の商品を｢見て、試し
て、買える」実感型のショップです。
メンバーズカードポイント２倍
小さいお子様からお母さんまで、ご家族でご利用いただける美容室
です。
・車での送迎無料（5km圏内）・女性のお顔そりをして頂いた方に
創業８０余年！初めから最後まで安心して任せられるお店です。若
「高濃度炭酸ジェルパック」をサービス！・炭酸泉シャンプーのみの く見られたい方、かっこ良く見られたい方、お待ちしております。当
ご来店大歓迎！男性500円 女性1000円・メガネの超音波洗浄
店の白髪ぼかしは最高技術です。初回1000円
サービス。・ケガや病気、障害等で身体が不自由な方、出張料金
1000円分サービス。（5km圏内）・赤ちゃん筆５％OFF！
『シニアパスポート』ご提示でカット（男性・女性）￥１０００
時間外・出張・送迎（無料）も予約で受け付けております。
耳つぼエステもはじめました！

HAIR GALLERY
INAMURA（ビューティ
いなむら）
ヘアリゾート ルピア太
田
Beauty Salon Clara
（ビューティーサロン
クララ）
ＺＡＰ

太田市東金井町2286

0276-25-1925

太田市宝町848-3

0276-32-5530 メンバーズカードポイント２倍

太田市西本町19-11

0276-20-2005 ドリンクバー無料サービスまたはプレゼント

ＺＡＰ藪塚店

太田市藪塚町2126-7

0277-78-6343 ドリンク１杯とミニプレゼントを進呈

太田市大原町71-1 ゼ 090-2784-2829 施術500円引き
クエンスＪ

本格フットケアがおすすめ！ 巻き爪、甘皮処理などの爪ケアや足
裏のタコ・魚の目を含めた角質ケア、ひざ下の筋肉や骨にアプロー
チしたマッサージ付き。

健康
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＜東部版 詳細＞
協賛店舗名
オハヨウはり灸

住所
太田市泉町1517-3

電話
特典
0276-31-3793 はり灸治療の料金･･･ \3,500を\3,000で施術（初診時から毎回)
5，000円以上の料金･･･平日4,000円 土祝日4,800円で施術

株式会社 太田第一
接骨院
フーレセラピー アン
ジェリカ

太田市浜町18-68

0276-45-6117

太田市藪塚町421-8

0277-78-4900

ゆず鍼灸指圧マッサー
ジ治療院
リラックス イオンモー
ル太田店
生活
クリーニング専科 太
田飯塚店
クリーニング専科 太
田西本町店
シャープドライしながわ
シャイン
スタジオマリオ 太田
店
ダスキン あいけい

太田市本町16-22-205 0276-56-9198
太田市石原町81イオン 0276-47-8720
モール太田2階

PR
疲労回復、健康管理、症状の軽減など、様々な状態に合わせて施
術致します。機能回復はり/マッサージなど、継続治療は料金サー
ビスもあるのでご相談ください。当方、自由診療なので保険診療と
の併用も可能です。ご利用ください。
高濃度酸素カプセル、ゲルマニウム温浴、デトックスフットバス、リフ 地域密着型の癒やしの接骨院
レクソロジー等10%オフ
コースメニュー2,500円OFF
笑顔の老後を目指すため『あんじぇりか』は誕生しました。元ナース
のセラピストが、皆さまの素敵な老後のお手伝いをさせていただき
ます。
初回１０００円引きになります。（太田市発行の医療券との併用可で 一人ずつの個別治療でプライバシー守られます。完全予約制で
す。）
す。温灸のみ、指圧のみも受け付けています。往診可。
30分以上のコース１０％引きサービス。（他のサービス、割引券との お客様の心と体を健康にしていきます☆
併用不可）

太田市飯塚町1026-2

0276-46-9297 8のつく日は8％割引。

太田市西本町58-6

0276-32-6929 8のつく日は8％割引。

朝10時までのお預かりで夕方16時のお渡しが出来ます。
お急ぎの方は便利です。
朝10時までのお預かりで夕方16時のお渡しが出来ます。
お急ぎの方は便利です。

太田市鶴生田町855-8 0276-22-7887 終日１０％引
太田市粕川町122-3
0276-52-5256 おそうじ代行、ハウスクリーニングがなんと！！全商品１０％引き
（キャンペーン商品との併用は除きます）
太田市飯塚町1439-1 0276-60-3434 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

0276-46-1459 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 下山
太田市新島町884
0276-45-5111 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 呑龍
太田市新井町82-25
0276-47-8482 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 太田市大島町351-8サ 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
アセンター太田
ンコー第2ビルD号室
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。
ほしのドライ ヤマグチ 太田市安良岡町433-4 0276-25-8850 クリーニング料金１０％引き（特殊品は除きます。他のサービスとの
スーパー韮川店
併用は出来ません。）

太田市下小林町267

ほしのドライ Ａコープ 太田市新田市野井町
ブレイス店
438-1
金融
アイオー信用金庫
田営業部
アイオー信用金庫
西支店
アイオー信用金庫
林支店
アイオー信用金庫
之郷支店

日頃忙しいお客様に代わってお手伝い。キッチンからお風呂場、エ
アコンカビ取り、何でもござれ！！
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。

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。

私どもは人にやさしく衣類にやさしいクリーニングを心がけておりま
す。真心を込めてふんわりと大切な衣類をクリーニングいたします。
ご自宅への集配も行っておりますのでお気軽にお声かけください。
0276-57-5144 クリーニング料金１０％引き（特殊品は除きます。他のサービスとの 私どもは人にやさしく衣類にやさしいクリーニングを心がけておりま
併用は出来ません。）
す。真心を込めてふんわりと大切な衣類をクリーニングいたします。
ご自宅への集配も行っておりますのでお気軽にお声かけください。

太 太田市新井町328-2

0276-45-7551 「シルバーカードローン」を新規でお申込頂く場合、当金庫所定の金
利より年０．２０％引き下げいたします。
城 太田市藤阿久町915-4 0276-32-8000 「シルバーカードローン」を新規でお申込頂く場合、当金庫所定の金
利より年０．２０％引き下げいたします。
高 太田市高林東町1790-2 0276-38-0300 「シルバーカードローン」を新規でお申込頂く場合、当金庫所定の金
利より年０．２０％引き下げいたします。
鳥 太田市鳥山下町876-7 0276-22-7311 「シルバーカードローン」を新規でお申込頂く場合、当金庫所定の金
利より年０．２０％引き下げいたします。
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当金庫は、中小企業や地域住民のための地域金融機関として地
域のみなさまのニーズに愛をもってお応えいたします。
当金庫は、中小企業や地域住民のための地域金融機関として地
域のみなさまのニーズに愛をもってお応えいたします。
当金庫は、中小企業や地域住民のための地域金融機関として地
域のみなさまのニーズに愛をもってお応えいたします。
当金庫は、中小企業や地域住民のための地域金融機関として地
域のみなさまのニーズに愛をもってお応えいたします。

＜東部版 詳細＞
協賛店舗名
アイオー信用金庫 新
田支店
アイオー信用金庫 韮
川支店
あかぎ信用組合 太田
支店

住所
太田市新田市野井町
42-1
太田市台之郷1043
太田市下小林町64-8

あかぎ信用組合 新田 太田市新田大根町107町支店
15
桐生信用金庫 太田
支店

太田市新井町534-12

桐生信用金庫 太田
西支店

太田市藤阿久町498-2

桐生信用金庫 高林
支店

太田市高林寿町1808-3

桐生信用金庫 薮塚
支店

太田市藪塚町1405-1

桐生信用金庫 新田
支店

太田市新田金井町1951

桐生信用金庫 内ヶ島 太田市内ヶ島町833-1
支店
桐生信用金庫 韮川
支店

太田市台之郷町1050-7

群馬銀行 太田支店

太田市飯田町584

群馬銀行 太田中央
支店

太田市東本町27-10

群馬銀行 大原支店

太田市大原町1675-5

群馬銀行 強戸支店

太田市石橋町1046-4

群馬銀行 高林支店

太田市高林東町1354

電話
特典
0276-57-3200 「シルバーカードローン」を新規でお申込頂く場合、当金庫所定の金
利より年０．２０％引き下げいたします。
0276-45-8211 「シルバーカードローン」を新規でお申込頂く場合、当金庫所定の金
利より年０．２０％引き下げいたします。
0276-45-0001 「しんくみローン(全国しんくみ保証(株)保証付)」をご利用いただく場
合、当組合所定の金利から軽減いたします。

PR
当金庫は、中小企業や地域住民のための地域金融機関として地
域のみなさまのニーズに愛をもってお応えいたします。
当金庫は、中小企業や地域住民のための地域金融機関として地
域のみなさまのニーズに愛をもってお応えいたします。
経営理念「信頼と成長」あかぎ信用金庫は、組合員皆様との相互
信頼を築き、組合員皆様の成長に寄与し、組合員皆様を通じ地域
社会の発展に貢献することを経営の理念としています。
0276-57-3950 「しんくみローン(全国しんくみ保証(株)保証付)」をご利用いただく場 経営理念「信頼と成長」あかぎ信用金庫は、組合員皆様との相互
合、当組合所定の金利から軽減いたします。
信頼を築き、組合員皆様の成長に寄与し、組合員皆様を通じ地域
社会の発展に貢献することを経営の理念としています。
0276-47-0111 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
0276-31-5151 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
0276-38-5311 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
0277-78-6781 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
0276-57-4111 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
0276-46-1177 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
0276-47-2111 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、 私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預 果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期 信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
0276-46-8121 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
0276-22-4121 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
0277-78-2814 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
0276-37-4121 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
0276-38-3933 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
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＜東部版 詳細＞
協賛店舗名
群馬銀行 新田支店
群馬銀行 韮川支店
群馬銀行 宝泉支店
群馬銀行 毛里田出
張所
群馬銀行 尾島支店
東和銀行 太田支店

東和銀行 韮川支店

東和銀行 高林支店

東和銀行 太田支店
太田駅前出張所

住所
電話
特典
PR
太田市新田木崎町593- 0276-56-8111 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 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
4
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
太田市石原町972-4
0276-46-6633 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
太田市宝町378
0276-31-4141 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
太田市清原町13-1
0276-37-8020 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
太田市尾島町463-1
0276-52-1331 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
太田市東本町22番25号 0276-22-6611
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
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
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 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
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
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」、
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 「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
さい。
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
太田市石原町574番地3 0276-46-5656
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
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
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 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
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
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」、
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 「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
さい。
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
太田市南矢島町596番 0276-38-2888
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
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
地の4
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 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
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
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」、
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 「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
さい。
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
太田市飯田町1547番地 0276-46-6191
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
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
OTAスクエアビル1階
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 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
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
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」、
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 「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
さい。
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

車・交通
オートアールズ おお 太田市飯塚町705-1
たモール店
スバルショップ太田中 太田市西本町13-4
央

0276-60-2552 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。
0276-31-7300 オイル交換をしていただいたシニアのお客様に、シニアパス安心点 地元生まれのスバル車を中心に新車販売！ 中古車は社長の見
検をサービスします（冷却水、ウインドウォッシャー、ワイパー、ライ 立てで選ぶ、はずれのない車をオークションより提供。メンテナンス
トまわり、タイヤ空気圧、エンジンまわり、バッテリ－、ブレーキまわ は民間車検を中心とした安心･安全、お客様満足度120%をめざしま
り）
す。
ネッツトヨタ高崎 太田 太田市西矢島町704-1 0276-46-4433 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
やじま店
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
おります！
マツダレンタカー群馬 太田市飯塚町1795
0276-48-8911 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。
太田店
住宅
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＜東部版 詳細＞
協賛店舗名
住所
ケイアイスター不動産 太田市浜町52-6
太田ショールーム

電話
特典
0276-60-3233 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）
※特典については、ご利用前にお店にご確認ください。
ケイアイスター不動産 太田市内ヶ島町2005-2 0276-30-3313 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
はなまるハウス太田
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）
※特典については、ご利用前にお店にご確認ください。
上毛新聞マイホームプ 太田市飯塚町191-1
0276-60-3722 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
ラザ 太田住宅公園
プレゼント
大東建託 太田支店

太田市飯塚町1706

竹澤畳店
不動産 くつろぎ

太田市由良町1688-8 0276-31-7787 （新畳及び表替えに限る）抗菌防カビ処理サービス
太田市高林西町382-73 0276-38-2473 低所得者であっても入居可能なアパートを提供します。

ミサワホーム西関東
上武店
ミサワホーム西関東
太田西展示場
ミサワホーム西関東
太田東展示場
リフォームあさひ

太田市藤阿久町374-1 0276-40-4000 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。
太田市新田市野井町3- 0276-57-9330 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
1
事価格の３％割引いたします。
太田市飯塚町191-1
0276-47-2477 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。
太田市東長岡町1461-5 0276-57-8338 ご成約いただいたお客様に本体工事価格の３％割引いたします。
更にバリアフリーリフォームをされたお客様には記念品（商品券）を
プレゼント。
太田市強戸町1987
0276-37-1908 塗装工事代金（税抜き）の３％分を太田市金券にてプレゼント！！
（千円単位分まで）
※リフォーム工事は対象外。

塗装佳伸工業

その他
アンフィドウ
（株）セレモあらい
県民結婚相談ぐんま

0276-47-0477 全物件仲介手数料20000円引き。

PR
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。
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。
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。
大東建託は更新手数料無料！太田、館林、桐生、みどり、伊勢崎、
板倉、邑楽町、大泉町、千代田町、明和町の賃貸アパート、マン
ションは大東建託太田支店まで！！様々なキャンペーンも実施
中！！ご来店、お問い合わせお待ちいたしております。
健康住宅アドバイザー 地域密着！国産縁付高級畳専門店
語り合える仲間がいるシェアハウス 礼金、敷金、連帯保証人不要
です。
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。
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。
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。
太田市介護保険住宅改修受領委任事業者店です。介護予防住宅
リフォームならなんでもおまかせ下さい。社員一同真心をこめてリ
フォームいたします。
塗り替え・リフォーム工事はもちろん、敷地や畑の草刈りが出来なく
て荒れ地になったり、不用品の処分先が分からずお困りの方いま
せんか？
子育て世代、シニア世代を応援。日々の生活を快適に過ごせるよ

太田市石原町81
太田市尾島町194
太田市牛沢町6-6

0276-47-8319 ポイント２倍
0276-52-0396 セレメイト会員と同じ割引サービスを適用。
0276-38-8605 活動費（お見合い、パーティー等）50%OFF

ダスキン藤阿久

太田市藤阿久491

0276-31-9099 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）

館林市
買物
カドスズ化粧品店

館林市本町1-3-27

0276-72-0135 婦人洋品（毛糸のパンツを除く）10%引き。フェイシャルエステ20%引 リサージ・カネボウ・資生堂・コーセー化粧品・ミセス向き婦人洋品
き。
取扱い。お子様連れでも安心してお買い物いただける、アットホー
ムなお店です。
0276-74-1963 １ヶより会員価格で販売、１万円以上お買い上げの場合更に５％の 年中無休で地域一番店を目指し多種、豊富に品揃えしお客様に満
値引き致します。また特別お買い上げ特別数量の場合相談可＊特 足頂ける知識と接客を心掛けてます。
別価格商品は除きます。
0276-75-3300 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈
お客様の健康と美容をサポートいたします。

ギフトちよだ

館林市富士見町8-21

ジャストドラッグ 館林 館林市緑町2-5-8
店
ジャストドラッグ 館林 館林市美園町13-3
美園薬局

0276-70-7228 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈
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葬儀２４時間受付 0120-333-396
県民結婚相談ぐんまでは「ぐんま元気シニア応援フェア」を実施して
おります。主に県内在住の６５歳以上の結婚のお相手（未入籍婚を
含む）を探したい方を対象としたプログラムです。：要予約 詳細は
お気軽にお問い合せください。

お客様の健康と美容をサポートいたします。

＜東部版 詳細＞
協賛店舗名
住所
ジャストドラッグ 成島 館林市大谷町861-2
店
せきいストア
館林市本町1-10-12

電話
特典
0276-70-7100 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈

せきぐちふとん店

館林市本町1-2-15

0276-72-3358 (税込）1,050円以上お買い上げの方５％割引。ご希望があれば配
達します。
0276-72-0314 定価全品10％引き。

竹森薬局 本町店

館林市本町2-11-1

0276-72-0202

とりせん 朝日町店

館林市朝日町20-50

0276-75-6281

とりせん 成島店

館林市北成島町2533-1 0276-75-2735

とりせん 富士見町店 館林市富士見町12-60 0276-76-2055

PR
お客様の健康と美容をサポートいたします。

暮らしをもっと楽しくをモットーにキッチン用品からテーブルウェアま
で日本製商品を中心に品揃え。
寝具を中心に、布団の注文お仕立て、パジャマ、エプロン、タオル、
雑貨などを扱っています。グンゼ快適工房の下着などもシニアの方
に好評です。
当店ポイントカード会員のお客様、ポイント２倍進呈いたします。
一般薬品、漢方薬、日用品の販売と院外処方箋をお受けしており
ます。
毎月第3木曜日と最終木曜日、本体価格1,000円以上お買い上げで 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
「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
す。「安全です！」「新鮮です！」をモットーに、地域のお客様の暮ら
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 しがより豊かになるよう奉仕する会社です。
画・割引券との併用はできません）
毎月第3木曜日と最終木曜日、本体価格1,000円以上お買い上げで 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
「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
す。「安全です！」「新鮮です！」をモットーに、地域のお客様の暮ら
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 しがより豊かになるよう奉仕する会社です。
画・割引券との併用はできません）
毎月第3木曜日と最終木曜日、本体価格1,000円以上お買い上げで 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
「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
す。「安全です！」「新鮮です！」をモットーに、地域のお客様の暮ら
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 しがより豊かになるよう奉仕する会社です。
画・割引券との併用はできません）
タバコと靴の制度品を除く品物をお買い上げの方に缶飲料と飴の 靴とタバコの小売店です。特に履きやすい靴を取りそろえていま
サービスをいたします。（制度品とは、学校上靴や特価品の事で
す。
す。）
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。

夢良多屋

館林市本町4-1-7

0276-72-1881

眼鏡市場 館林店

館林市松原1-2-7

0276-76-8070

メガネのイタガキ 館
林成島店

館林市赤土町800-1

0276-80-2210 ①3,800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。

メガネのイタガキ 館
林本店

館林市緑町2-15-2

0276-73-0888 ①3,800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。

館林市本町3-8-1

0276-74-0145 ・お買い上げ頂いた方に粗品進呈・お食事された方にソフトドリンク 創業昭和２２年。伝統の味を守りながら謹製しています。ゆであが
サービス
りの麺の艶、小麦の風味と強いコシは絶品です。ご贈答、お引出
物、お返しにどうぞ。お食事処うどんなまず天ぷら、地物の山菜な
ど館林ならではの季節毎の味覚を是非ご賞味下さい。
0276-76-8300 ドリンクバー無料サービス

飲食
館林うどん

フライングガーデン 館 館林市松原3-18-13
林店
ミスタードーナツ アピ 館林市楠町3648-1
タ館林
かっぱ寿司 館林店 館林市羽附町1653-1

0276-75-8200 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。
0276-76-8101 １組様につき、お会計金額から５％OFF
※他の割引・クーポン券は併用できません（カッパ・クリエイト発行
の御食事券は併用可）
※食べ放題は適用外

吉野家 354号線館林 館林市富士原町943-1 027-680-2804 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。
店
（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）
遊び
カラオケ本舗 まねき 館林市新栄町1843-1 0276-75-9613 受付時提示で全会計１０％off
ねこ 館林店
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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」
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」

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。
お寿司を手軽に食べたい。家族で食事を楽しみたい。
お寿司一皿100円（税抜）～気軽に訪れることの出来るファミリー回
転寿司レストランです！
毎月変わる期間限定フェア商品や、地域限定の特別ネタ。その他、
定番のお寿司も皆様をお待ちしております。

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。

＜東部版 詳細＞
協賛店舗名
カラオケ本舗 まねき
ねこ 館林２号店
シダックス 館林東美
園町クラブ
多々良フレッシュ
ファーム

住所
館林市東美園町17-3

電話
特典
0276-76-8867 受付時提示で全会計１０％off

館林市東美園町18-4

0276-72-8388 ルーム料金20％OFF。フリータイム、各種パック料金10％OFF。

館林市日向町1835

0276-47-3815 苺狩り１家族につき１ポイント進呈

館林スポーツレーン

館林市美園町15-7

0276-73-0040 持参いただいた家族全員１ゲーム５０円引き

学び
館林美術館
館林市日向町2003
フレンドスポーツクラブ 館林市若宮町2465

ハクビ京都きもの学院 館林市城町1-2 三の
館林教室
丸芸術ホール
理美容
美容室パルファン松原
店
理容室 東京銀座ＢＺ
館林店
健康
かわしま治療院
生活
クリーニング専科 館
林緑町店
スタジオマリオ 館林
店

0276-72-8188 シニアパス持参者に限り平日のみ観覧料を２０％割引き
0276-72-4173 1.スイムキャップ・スイムゴーグル8%引き
2.自由水泳の利用料無料（日曜祝日10:00～16:00)
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

当施設は高設栽培なので腰高の位置に苺が実り、車イスやベビー
カーでも安心して苺狩りをお楽しみいただけます。直売は１２月１０
日からでやよいひめ、とちおとめ、あきひめ、紅ほっぺを販売しま
す。全国発送も出来ます。
専属プロボウラーが３名います。初心者の方をはじめ、親切、てい
ねいにアドバイスいたします。
サルコペニア（筋肉減少症）の問題を大学・医者・食品会社とともに
65歳以上のシニアの方、約100人を対象に運動を行ってもらい研究
のお手伝いをした実績があります。是非、クラブを体験してみて下さ
い。
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

館林市松原1-9-1

0276-74-4369 お会計時ぐーちょきシニアパスポートの提示で、スタンプ１コサービ シニア世代の方もたくさん来店しています！和みやすい雰囲気の
ス（月1回）
お店です♡
館林市富士原町1057- 0276-60-5700 メンバーズカードポイント２倍
574
館林市北成島町1782-1 0276-74-6479 記入済みカード提示の方粗品贈呈
館林市緑町2-24-1
館林市朝日町21-33

ダスキン つつじ

館林市苗木町2642-3

ダスキン ドーン

館林市高根町876-3

金融
群馬銀行 館林支店

PR
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。

館林市本町2-10-8

群馬銀行 館林南支
店

館林市緑町1-32-1

館林信用金庫 本店

館林市本町1-6-32

館林信用金庫 南支
店
館林信用金庫 西支
店
館林信用金庫 館林
市役所出張所

館林市本町4-7-20
館林市富士見町8-1
館林市城町1-1

0276-57-6929 8のつく日は8％割引。

朝10時までのお預かりで夕方16時のお渡しが出来ます。
お急ぎの方は便利です。
0276-76-7348 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 写真専門店カメラのキタムラのこども写真館です。
ゼント
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
※他の特典との併用はできません
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。
0276-73-4564 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。
0276-72-2411 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。
0276-74-1120 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
0276-74-8311 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
0276-72-5511 カーライフプラン、教育プラン、リフォームプランの金利を、基準金
利から、年０．２％優遇します。
0276-72-4715 カーライフプラン、教育プラン、リフォームプランの金利を、基準金
利から、年０．２％優遇します。
0276-74-4100 カーライフプラン、教育プラン、リフォームプランの金利を、基準金
利から、年０．２％優遇します。
0276-74-9211 カーライフプラン、教育プラン、リフォームプランの金利を、基準金
利から、年０．２％優遇します。
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＜東部版 詳細＞
協賛店舗名
館林信用金庫 北出
張所
東和銀行 館林支店

東和銀行 館林駅前
支店

住所
電話
特典
館林市瀬戸谷町2286-3 0276-75-2552 カーライフプラン、教育プラン、リフォームプランの金利を、基準金
利から、年０．２％優遇します。
館林市緑町一丁目31番 0276-72-4411
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
21
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。
館林市本町二丁目5番 0276-72-7611
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
33号
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。

車・交通
オートアールズ 館林 館林市上赤生田町
0276-80-2211 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
インター店
4,077番地
ネッツトヨタ高崎 館林 館林市上赤生田町4398 0276-75-1919 車検ご入庫で、「エンジンオイル交換無料」（対象：国産乗用車）
あこうだ店

住宅
不動商会 不動産部
みどり市
買物
AOKI 笠懸店
サイクルショップワン
シバタ薬局 笠懸店
下山商店

館林市富士見町9-32

0276-74-0682 賃貸借物件、貸室の仲介手数料無料

PR
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
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
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。
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
おります！
不動産売買仲介、建築部での新築建物工事、リフォーム工事等営
業しております。

みどり市笠懸町阿左美 0277-77-1588 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
1281-1
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）
みどり市笠懸町久宮
0277-32-5505 1０００円以上の修理代を２００円引き
148-3
みどり市笠懸町鹿4800- 0277-76-9711 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈
1
みどり市笠懸町阿左美 0277-76-2131 お米5％引き。お車までの積み込みサービス。
1076

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。
当店より半径５kmは出張修理の出張代は無料です。他店ご購入の
自転車もokです。
お客様の健康と美容をサポートいたします。

創業明治五年、一般・業務用 米･酒・煙草・肥料を販売、お米は生
産から精米販売まで一貫してこだわった安心安全な低温保湿管理
米を自家精米工場より直販、お酒は自ら書き下ろした創作民話と
のコラボ酒「笠懸進馬」・笠懸の地酒と称した「荒神山」・尾瀬の地
酒「水芭蕉」特約店、地酒セラー・ワインセラー完備、厳選した本格
焼酎、煙草は約300種、限定ザ・ピース取扱店、葉巻、キセル、手巻
きなど豊富に品揃え。
とりせん 大間々店
みどり市大間々町大
0277-73-0107 毎月第3木曜日と最終木曜日、本体価格1,000円以上お買い上げで 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
間々401-3
「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
す。「安全です！」「新鮮です！」をモットーに、地域のお客様の暮ら
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 しがより豊かになるよう奉仕する会社です。
画・割引券との併用はできません）
東日本宇佐美 ５０号 みどり市笠懸町阿左美 0277-76-9150 ガソリン、灯油2円引き/１リットルあたり
桐生給油所
桜塚3361-1
ビジョンメガネ セキ
みどり市大間々町大
0277-73-3523 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 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。
チュー大間々店
間々401-1
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
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
チェッカー１台プレゼントさせていただきます。
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。
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＜東部版 詳細＞
協賛店舗名
マルエドラッグ さくら
もーる店
眼鏡市場 みどり大
間々店

住所
みどり市大間々町大
間々40さくらもーる内
みどり市大間々町大
間々401-4

電話
特典
0277-72-7028 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍

PR

0277-70-1055 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 笠
懸店

みどり市笠懸町久宮21- 0277-76-0850 ①3,800円以上お買い上げで、「メガネお手入れセット」プレゼント。
10
②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。

飲食
あかがね屋

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」

みどり市大間々町桐原 0277-72-0727 やきそばのトッピング１品サービス。
こだわりの自家製ソースご賞味あれ！！
362
創作らーめん専門店 みどり市笠懸町鹿3875- 0277-76-1153 餃子半額（ラーメンご注文のお客様に限る。他券との併用不可、パ 料理人としての経験が長い店主が日本全国の味噌蔵を訪ね歩い
れんげ屋
1
スポート１枚につき１皿）
て完成させた味噌ラーメンが味わえる。味噌だけでなく、厳選された
伊賀の正油、会津の正油、沖縄の塩などを使用したメニューもあり
ます。
ビストロ中華ちべん
みどり市笠懸町阿左美 0277-46-8700 グラス紹興酒、グラスワイン、またはソフトドリンク１杯無料
麺類、定食、１品と美味しい中華を提供しています。
3167-3
吉野家 みどり大間々 みどり市大間々町大
0277-46-7166 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。
店
間々382-1
（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）
遊び
カラオケ本舗 まねき みどり市大間々町大
0277-30-7866 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。
ねこ 大間々店
間々41-1
学び
ハクビ京都きもの学院 みどり市大間々町大
0120-953-264 １レッスン無料体験
日本で最も伝統のあるきもの教室です。
大間々教室
間々1955-2
※事前に電話にて要予約
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
※シニアパスポート要掲示
♪
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
理美容
Hair Trick 床竹
みどり市大間々町大
0277-46-7765 ・新規の方、30％OFF！ ・カットフルコース￥3,910→￥3,600
当店は、１人での接客の為、ゆっくりな空間でお客様の生活に合わ
間々1-19
に！！ ・白髪染め、200円割引！
せた髪型作りをしています。
また、シャンプー台も姿勢の楽なうしろ向きで、足腰の負担がありま
せん。
美容室 hair Love One みどり市大間々町大
0277-73-6333 ポイント2倍進呈
小さいお子様からお母さんまでご家族でご利用いただける美容室
大間々
間々9-1
です。
健康
松井内科医院
みどり市笠懸町鹿3322- 0277-70-7610 自費治療に対して（予防注射、公費負担のない健診、検診）約５％ 当院は、ハートビル法に適合した診療所です。車イス等での来院も
1
相当の減額をいたします。（ぐーちょきパスポートに準じます）
対応しております。
生活
ダスキン 渡良瀬
みどり市大間町高津戸 0277-72-1221 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
530
頂けます。
ほしのドライ とりせん みどり市大間々町大
0277-73-1610 クリーニング料金１０％引き（特殊品は除きます。他のサービスとの 私どもは人にやさしく衣類にやさしいクリーニングを心がけておりま
大間々店
間々397-1
併用は出来ません。）
す。真心を込めてふんわりと大切な衣類をクリーニングいたします。
ご自宅への集配も行っておりますのでお気軽にお声かけください。
ライトボックス さくら みどり市大間々町大
0277-72-7050 デジカメプリント５００円以上ご注文のお客様は５％引きになりま
デジカメの店頭受付機で注文していただきます。ご希望があればス
もーる店
間々40さくらもーる内
す。
タッフが横につきますので安心です。
金融
あかぎ信用組合 笠懸 みどり市笠懸町久宮68- 0277-76-4611 「しんくみローン(全国しんくみ保証(株)保証付)」をご利用いただく場 経営理念「信頼と成長」あかぎ信用金庫は、組合員皆様との相互
支店
34
合、当組合所定の金利から軽減いたします。
信頼を築き、組合員皆様の成長に寄与し、組合員皆様を通じ地域
社会の発展に貢献することを経営の理念としています。
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協賛店舗名
桐生信用金庫 大
間々支店

電話
特典
0277-73-2010 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
桐生信用金庫 笠懸 みどり市笠懸町鹿2941- 0277-76-7777 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、
支店
2
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
桐生信用金庫 久宮 みどり市笠懸町久宮42- 0277-76-1231 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、
支店
10
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
桐生信用金庫 みどり みどり市大間々町大
0277-72-2525 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、
支店
間々43-5
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
群馬銀行 大間々支 みどり市大間々町大
0277-73-2015 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
店
間々1455-2
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
群馬銀行 笠懸支店
車・交通
CAR-WIN
住宅
植木アパート
宿泊・入浴
サンレイク草木

その他
しもやま歯科医院

住所
みどり市大間々町大
間々889-1

私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。

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。
みどり市笠懸町鹿2929- 0277-76-8121 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 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
4
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
みどり市笠懸町阿左美 0277-47-6668 納車ガソリン満タン納車＋フライングガーデンお食事券１００００円
81-2
分プレゼント！！
みどり市大間々町桐原 0277-72-2456 月々の賃料1,000円off
507～510

一戸建ての貸家になります。周辺には、公園・商店街・駅があり、徒
歩圏内です。住みやすいエリアになります。

みどり市東町草木1654- 0277-95-6309 日帰り入浴：４００円で入浴 宿泊：ワンドリンクサービス、ドリンクは 料理についてですが、地元の食材にこだわり「地産地消」をテーマ
1
グラスビール、グラスワイン（赤、白） 日本酒１本、ソフトドリンク
に食事を提供しています。宿泊の食事に関してはAコース、Bコー
（ウーロン茶、コーラ、オレンジジュース）から選択
ス、Cコースの中から宿泊者が選んで頂く形になってます。日帰りの
食事についても和食、洋食、中華のコックが腕によりをかけてメ
ニューをつくっています。周辺のみどり市東町は自然豊かな渡良瀬
川流域の観光の町です。わたらせ渓谷鉄道や草木ダム周辺のわ
たらせ渓谷は見どころがいっぱいです。地元の画家である星野富
弘さんの作品を集めた富弘美術館などがあります。
みどり市笠懸町鹿4237- 0277-76-1182 入れ歯ケース半額・院内商品１００円引き。
2

板倉町
買物
ジャストドラッグ 板倉 板倉町岩田939-2
店
金融
群馬銀行 板倉ニュー 板倉町朝日野1-2-2
タウン出張所
館林信用金庫 板倉
支店
館林信用金庫 板倉
ニュータウン出張所

PR
私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。

板倉町岩田913
板倉町朝日野1-14-1

0276-82-0242 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈

往診も行っております、一度御相談をお願いします。
在宅療養支援歯科診療所、日本禁煙学会認定専門歯科医、
日本糖尿病協会歯科医師登録医

お客様の健康と美容をサポートいたします。

0276-82-5211 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
0276-82-2321 カーライフプラン、教育プラン、リフォームプランの金利を、基準金
利から、年０．２％優遇します。
0276-70-4321 カーライフプラン、教育プラン、リフォームプランの金利を、基準金
利から、年０．２％優遇します。
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協賛店舗名
明和町
買物
つみ木堂
金融
群馬銀行 明和出張
所
館林信用金庫 明和
支店
千代田町
買物
ジャストプラス 赤岩店
飲食
ミスタードーナツ ジョ
イフル本田千代田
ショップ
金融
東和銀行 千代田支
店

大泉町
買物
エレガンス モア
ジャストドラッグ 大泉
薬局
ジャストドラッグ 北小
泉店
TSUTAYA 大泉店
とりせん 大泉店

住所

電話

明和町須賀300

0276-84-2522 全商品10%off

明和町新里126

0276-84-5411 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
0276-84-4111 カーライフプラン、教育プラン、リフォームプランの金利を、基準金
利から、年０．２％優遇します。

明和町大佐貫182-5

特典

PR

東北ブナ材を使用した、つみ木の製造販売。乾燥から加工まで時
間と手間をかけ、自然を追求したつみ木は自然そのままの温もりと
やさしさを感じていただけます。

千代田町赤岩1733

0276-86-4320 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈

千代田町萱野813-1

0276-86-6883 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 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。
と同じ内容です。

邑楽郡千代田町大字赤 0276-86-4722
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
岩1744番地1
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。

大泉町西小泉3-18-11 0276-63-2234 全商品5%引き(イベント品・セール品は対象外)

女性の服飾小物から衣料品全般の店
年を重ねても、いつもオシャレ心を忘れない
大人のエレガンスをキャッチフレーズにしています。
お客様の健康と美容をサポートいたします。

大泉町富士3-12-16

0276-63-4087 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈

大泉町北小泉2-13-20 0276-20-1311 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈
大泉町住吉57-3
大泉町日の出53-1

0276-20-1325 詳細は店舗にお問い合わせください。
0276-61-2121 毎月第3木曜日と最終木曜日、本体価格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ん）
0276-62-2341 割引価格よりさらに５％値引き（対象外品もあります。）

宝石・メガネ・時計
大泉町西小泉4-9-17
ジュエリーサロンつつ
マルエドラッグ 大泉 大泉町中央1丁目1-31 0276-20-1661 毎月15,16日はシニアデー、Ｔポイント３倍
中央店
メガネのイタガキ フォ 大泉町吉田769-1
0276-20-0600 ①3,800円以上お買い上げで、「メガネお手入れセット」プレゼント。
リオ大泉店
②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。
飲食
天柳
吉野家 大泉中央店

お客様の健康と美容をサポートいたします。

大泉町富士2-16-14
大泉町中央2-1436

お客様の健康と美容をサポートいたします。
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。
足の不自由なお客様には車イスをご用意してあります。（バリアフ
リー）
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」

0276-63-3706 600円以上お買い上げのお客様に唐揚げ4個もしくはもつ煮惣菜プ 使用するお米は心を込めて自家精米
レゼント。
0276-20-4180 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）

遊び
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協賛店舗名
カラオケ本舗 まねき
ねこ 大泉店
理美容
美容室 hair Love One.
大泉
生活
スタジオマリオ 大泉
店

住所
大泉町古氷224

電話
特典
0276-62-9000 受付時提示で全会計１０％off

大泉町朝日1-8-15

0276-63-8822 メンバーズカードポイント２倍

PR
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。

0276-20-1022 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 写真専門店カメラのキタムラのこども写真館です。
ゼント
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
※他の特典との併用はできません
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。
介護サービスおむすび 大泉町北小泉4-22-19 080-2569-4479 基本介助料を200円割引いたします（ご利用者のご家族や同乗者 介護（福祉）タクシーをはじめ、自費での介護サービスをご提供いた
の持参でも可能）。
します。ご入居やご自宅問わず、通院や外出、買い物や小旅行な
ど自由にご利用できます。お気軽にお問い合わせください。

金融
桐生信用金庫 大泉
支店

大泉町坂田５丁目1915

大泉町住吉57-10

群馬銀行 大泉支店

大泉町いずみ2-2-1

館林信用金庫 大泉
支店
東和銀行 大泉支店

大泉町富士2-5-12

0276-62-5144 カーライフプラン、教育プラン、リフォームプランの金利を、基準金
利から、年０．２％優遇します。
邑楽郡大泉町西小泉四 0276-62-3311
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
丁目8番1号
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。

車・交通
オートアールズ 大泉 大泉町坂田50街区
坂田店
1,160番地
ネッツトヨタ高崎 大泉 大泉町古氷214
さかた店

パラーダ 大泉吉田SS 大泉町吉田2928-1

住宅
ライフアート

0276-20-0033 「シニアパスポート」ご持参で、当金庫で年金をお受け取りの方は、
店頭表示利率に0.1％上乗せの定期預金「シニア応援定期」をお預
けいただけます。金額は10万円以上200万円以内、お預け入れ期
間１年、お取扱いは29年3月31日まで、販売総額30億円です。
0276-62-3331 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。

大泉町吉田1071-70

その他
コミュニティルーム ロ 大泉町吉田1071-70
ンド

私たちの経営の基本は、CSR、つまり「社会の一員としての責任を
果たすこと」です。最も身近な金融機関として、地域のお客様から
信頼され評価されるように日々全力で取り組んでおります。
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。
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

0276-20-1177 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
法定諸費用を除く車検料金5％引き
タッフにお申し付け下さい。
0276-62-1504 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
おります！
0276-63-1541 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 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
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 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
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 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
せれば通常価格より最大15000円引き！」
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。
0276-62-8361 トイレ、階段その他手すりの取り付け５％割引。また、ご成約の方に 店舗、住宅の新築、リフォームから網戸の張り替えなどのどんな小
記念品プレゼント。
さな工事でも承ります。お気軽にご相談下さい。
0276-62-8361 使用料30分100円(9～17時まで。それ以降は30分150円)のところ、 冷暖房完備、IHヒーター付システムキッチン、レンジ、オーブン等家
初回のみ１００円引きとさせていただきます。
電が備え付けられており、趣味のサークル活動、ママ友の活動の
場、ワンデーショップとして幅広くお使いいただけます。

邑楽町
買物
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協賛店舗名
住所
コープぐんま 中野店 邑楽町中野4435
シバタ薬局 邑楽町
ジャストドラッグ 邑楽
店
ジャストドラッグ 多々
良店
とりせん 邑楽町店

邑楽町中野1847
邑楽町新中野32-4

電話
特典
0276-88-2929 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。
0276-91-8534 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈
0276-88-6333 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈

PR
「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。
お客様の健康と美容をサポートいたします。
お客様の健康と美容をサポートいたします。

邑楽町鶉829

0276-89-1041 １回のお買物でギフトポイント２ポイント進呈

お客様の健康と美容をサポートいたします。

邑楽町中野3110-3

0276-70-2322 毎月第3木曜日と最終木曜日、本体価格1,000円以上お買い上げで 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
「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
す。「安全です！」「新鮮です！」をモットーに、地域のお客様の暮ら
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 しがより豊かになるよう奉仕する会社です。
画・割引券との併用はできません）

飲食
フライングガーデン 邑 邑楽町篠塚1452-1
楽町店
理美容
ｈａｉｒ Love One. 邑楽 邑楽町中野4477-3
金融
群馬銀行 邑楽町支 邑楽町中野4580-6
店
館林信用金庫 邑楽
町支店
東和銀行 邑楽町支
店

車・交通
パラーダ おうらSS

0276-89-8321 ドリンクバー無料サービス
0276-50-1360 メンバーズカードポイント２倍

0276-88-3434 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 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
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。
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。
邑楽町中野1471-1
0276-88-7511 カーライフプラン、教育プラン、リフォームプランの金利を、基準金
利から、年０．２％優遇します。
邑楽郡邑楽町大字光善 0276-88-6767
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
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
寺507番地
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 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
は店頭金利から0.2％を優遇いたします。
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」、
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 「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
さい。
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
邑楽町篠塚1482-1

0276-88-7720 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！」
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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。

