＜中部版 詳細＞

ぐーちょきシニアパスポート協賛店一覧 中部版詳細（令和4年8月2日現在）
協賛店舗名
前橋市
買物
アートタウン

住所

電話

特典

PR

前橋市文京町1-40-15 027-288-0122 ご契約時にパスポートを見せていただくと、高級契約書ファイルをプ
レゼント（売買限定）
AOKI 前橋荒牧店
前橋市荒牧町2-14-2 027-219-0088 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 前橋東部バイ 前橋市日吉町2-33-31 027-237-0888 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
パス店
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 前橋文京店
前橋市文京町2-26-21 027-260-9188 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 前橋みなみモー 前橋市新堀町948
027-210-0488 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
ル店
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）
赤城フーズ
前橋市上大島町84
027-261-2345 直販店でのお買い物時に１割引
アクアポット
石田製麺工場
(株)ドン・キホーテ
ガーデン前橋店

前橋市の賃貸、売買を行う不動産やです。地域の事なら何でもお任
せ下さい！
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。

創業明治２６年、元祖カリカリ梅のメーカーとして知られています。
直販店では、１０種類以上のカリカリ梅のほか梅干しなどの梅製
品、お漬け物各種を販売しております。
前橋市荒牧町1-26-1 027-231-6867 新規ご契約時に12リットルボトルをプラス1本無料サービス。定期メ 地域密着のおいしいお水屋さんです。
ンテナンス時に12リットルボトルをプラス1本無料サービス。
前橋市富士見町原之郷 027-288-2554 お買上金額から5％引き致します。
自家製麺の生麺･乾麺を多数取り扱っています。また米類、各種粉
1558-1
の取り扱いしています。
前橋市小屋原町472-1 027-280-8841 当日、2000円（税込）以上のお買い上げレシートとパスポート提示に
て【日用品】をプレゼント。
（ご注意）
●平日→15時～先着30ご家族分（お一家族、各一点ずつ）
●土日祝→13時～先着50ご家族分（お一家族、各一点ずつ）

更に
●朝9時～朝10時までに、2,000円（税込）以上のお買い上げレシー
トとパスポート提示にて【ボックスティッシュ1箱】をプレゼント。先着
50名様限定。
株式会社ホソイ食品 前橋市下大島町172-1 027-266-1124 毎週水曜日にパスポート持参でお買い物の方、エコポイントカード 鰹節けずりぶしの製造販売をしており、無添加商品や国産けずりぶ
スタンプ2倍
しを各種取り揃えており、贈答品も好評です。
きものリサイクルセン 前橋市荒牧町111-1
027-237-0062 店内５％引き
きれいで見やすいリサイクル着物のお店です。お稽古や踊り、カラ
ター 無二。
オケなどにもぴったりの着物や帯が常時二千点以上揃っています。
買取も行っています。
きもの処 とこい
前橋市城東町1-2-10 027-233-3665 全商品１０％引き。＊加工品は除く。特別価格品は除く。
はんかち、小風呂敷、和装小物、バッグ等も取りそろえてございま
す
群馬セレモニー株式会 前橋市二ノ宮町905
027-268-5115 生花・供物・花輪の依頼5%引き・仏壇仏具等5%引き・生前相談無料 ご葬儀での生花・供物・花輪などお受けいたします。一般葬儀・家族
社
など
葬など施行や仏壇・仏具の販売を中心に業務を行っております。
群馬ミート

前橋市東片貝町429

027-261-2155 ・お買い上げ金額から５％割引。（特売日は除く）
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安心・安全・明るい・楽しいお店づくりを心がけ、精肉・手造り惣菜
等、またバーベキューセットやクリスマスチキンなども販売しており
ます。上質な国産豚肉を中心に工場でカットした新鮮なお肉を店頭
で販売しております。当店人気No.1の”ジューシーメンチ”は小さい
お子さんから年配の方まで人気があります。

＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
群馬メガネ
ケアセンターあかね

住所
前橋市城東町5-1-9
前橋市南町3-35-3

電話
特典
027-232-7024 店内全品１０％OFF！！
027-220-4125 店頭表示価格から５％OFFにてご購入いただけます。

PR
長時間掛けていても疲れにくい本当のメガネをお作り致します。
JR前橋駅南口から徒歩３分、ショールームもある介護用品とシニア
向け生活雑貨のショップです。軽くて転びにくいシニア向けのシュー
ズや、おしゃれで持ちやすい杖等を多数取り揃えております。快適
な住環境を作るためのご相談はもちろん、無料介護相談もお受けし
ております。
コープぐんま 昭和店 前橋市昭和町3-30-9 027-233-4116 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。
小松園茶舗 大利根 前橋市大利根町1-37- 027-251-3200 １０００円以上（税別）お買い上げの方にチョコッとお茶菓子を進呈。 安らぎを与えてくれる日本茶はＯ－１５７やインフルエンザの予防な
店
10
ど身体に良い成分が含まれています。気楽に店主（全茶連認定の
茶専門経営士「茶匠」第一期生）にご相談下さい
近藤スワインポーク
前橋市富士見町皆沢73 027-288-3715 1,000円以上お買い上げで１ポイントプレゼント
近藤スワインポークは、赤城南麓の豊かな自然の中で「人にやさし
く･豚にやさしく・環境にやさしく」をモットーに、愛情を込めて養豚業
に取り組んでいます。その直売所では、自社豚肉、無添加ウイン
ナー・ベーコンを販売しています。自分の子供に安心して食べさせら
れるものをつくりたい。この想いから、自社の豚肉を使い肉本来の
味をお楽しみいただけるものを作りました。無添加で製造しているた
め、安心してお召しあがりいただけます。
サウンドパレット株式 前橋市紅雲町2-3-7
027-221-1661 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
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
込）で販売（キャンペーン併用不可）
けています。
ンター前橋本店
坂部のひな人形
前橋市河原浜町720-1 027-283-2112 自転車、電化製品、ガソリン券、グルメ券等が抽選で当たる！パス 明治３３年から大正、昭和、平成と時代の流れと共に、うつり行く｢日
ポートの提示の方１回お買い上げにつきハズレ券なしスピードくじ 本の文化」ひな祭。１つ１つ愛され続けた艶やかな衣装を身に纏う
現代のお・ひ・な・さま是非坂部へお越しください。
佐平
前橋市総社町総社1073 027-251-0864 特注弁当（６００円以上）を20食以上お買い上げの方にプチデザート 弁当配送の佐平です。「食でお客様の健康をサポート」コレステロー
を食数分プレゼント！
ル０のキャノーラ油、ミネラルたっぷりのフランス産岩塩に減塩醤油
他地産地消にも心掛けております。
老舗三俣せんべい 本 前橋市三俣町1-19-20 027-231-3838 サービスポイント２倍
「ガンコじいさんの手焼き」ギフト受けてます。一押しソースせんべい
店
その他沢山の種類を用意しています。ご来店をお待ちしています。
シバタ薬局 下小出店 前橋市下小出町2丁目
18-1
シバタ薬局 総社店
前橋市総社町2丁目159
しみずスーパー 前橋 前橋市青柳町465-1
青柳店
しみずスーパー 前橋 前橋市亀里町1399-3
亀里店
しみずスーパー 前橋 前橋市川原町40-2
川原店
しみずスーパー 前橋 前橋市下小出町2-34-1
下小出店
シャンティー 天川大 前橋市天川大島町2島店
26-10
シャンティー 敷島店 前橋市岩神町4-12-10

027-235-2733 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。

027-256-7671 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。

027-234-2032 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。
027-265-2617 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。
027-230-8311 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。
027-234-2727 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。
027-221-8133 沼田産りんごを使ったプチケーキをプレゼント！！（１０００円以上お
買い上げの方に限ります。）
027-230-9060 沼田産りんごを使ったプチケーキをプレゼント！！（１０００円以上お
買い上げの方に限ります。）

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。
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。
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。
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 前橋上
泉店
代田時計メガネ店

前橋市上泉町682-4

027-289-0592 詳細は店舗へお問い合わせください。

前橋市三河町2-5-6

027-224-2595 「ビックリ、グッズ」を差し上げます。
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敷島公園の四季を楽しめるガラス張りの１Fカフェで（バリアフリー）
ゆったりとした時間をお過ごし下さい。2Fのギャラリーでは月ごとに
展示を変え、セミナーもございますのでお問い合わせ下さい。
創業昭和１０年より、「安くて！！新鮮！！」を守っております。

＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
Sweets Collection 新
菓人

住所
電話
特典
前橋市元総社町3-5-25 027-212-2177 ５００円以上お買い上げの方においしいプレゼント。

スズメ堂

前橋市千代田町1-10- 027-231-4889 午後2時より午後5時まで買物価格１０％引きします。
19
前橋市上新田町939-1 027-251-8055 パワーストーン全品を表示価格より１０％OFF

SPOT
清香園（せいかえん・
煎餅・餅･菓子）

前橋市本町2-8-12

第一電設

前橋市上細井町2316-1 027-231-1598 ・IH料理教室ステップアップコース初回に付半額。・太陽光電発シス
テムエコキュート、電気温水器、IHクッキングヒーター、蓄熱式電気
暖房機、システムキッチン、システムバス、トイレ、介護リフォーム、
下水切替工事、EV、PHV充電器工事、壁塗装、エクステリア工事他
各種リフォーム工事ご成約の方に「グルメギフトカード又は商品券プ
レゼント。」・IH専用鍋ご購入の方に最初の１個半額にて販売。

タイヤ館 前橋

前橋市西片貝町5-19-3 027-224-2717 店頭表示価格より10％引き（一部限定商品・特売品除く）

（有）タムラ商会

前橋市大胡町383-1

TSUTAYA 文京店
TSUTAYA 前橋荒牧
店
TSUTAYA 片貝店

前橋市天川原町1-8-5 027-223-3722 レンタル：1回1点まで、旧作DVD50円
前橋市荒牧町617-3
027-219-2600 レンタル：1回1点まで、旧作DVD50円

前橋市西片貝町1-2641
TSUTAYA 箱田店
前橋市箱田町416-1
ドコモショップ 前橋店 前橋市国領町2-13-20
ドコモショップ 新前橋 前橋市古市町1-62-1
店
ドコモショップ ベイシ 前橋市上泉町681-3
ア前橋モール店
戸田書店 前橋本店 前橋市西片貝町4-16-7
ドラッグセイムス フ
レッセイ大利根店
とりせん 新前橋店

とりせん 時沢店

前橋市下新田町392

027-221-5683 パスポート持参した方に消費税相当額！！をサービス致します。是
非当店へお越し下さい。

027-283-2033 ５％割引（一部除外品あり）

PR
常時２０種類のクリーム生大福と絶品ロールケーキのお店です。ま
た、リピーター続出の生ちょこクッキーはギフト用ブランド
「HOKORO」もございます。
学校給食パンと同様全品無添加製造しています。・本当の食の安
全をモットーに87年！！
店主手作りの革製品やパワーストーンを多数、取り揃えているお店
です。価格も低価格でご提供しております。
創業明治八年おせん、あられ、お餅、お赤飯、生かき餅、京菓子等
米菓専門店です。当店のあられ、手焼き煎餅は厳選した銘柄米を
使用し、上州名物からっ風の中で天日干し丹念に焼き上げていま
す。また、創業時より代わらぬ味を守り続けているお餅は防腐剤等
添加物は一切入っておりません。是非一度ご賞味下さいませ。
・創業５３年太陽光発電、スマート電化、リフォーム工事４０００軒以
上の販売施工実績！前橋市上下水道指定工事店（県内各地）自社
施工にて電気＆水道ライフラインは安心しておまかせ下さい。太陽
光発電スマート電化製品半額商品など安心価格でご提供いたして
おります。世界No１シェアのスティーベル蓄熱式電気暖房機（県内
唯一の認定アフターサービス店）当社にて購入施工で５年保証がつ
きます。
軽タイヤから商用車まで幅広く取り揃えております。
お気軽にご相談ください。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。
グラウンドゴルフ用品、シニア向け軽スポーツ用品など取り扱ってい
ます。

027-230-8155 レンタル：1回1点まで、旧作DVD50円
027-255-2888 レンタル：1回1点まで、旧作DVD50円
0120-701-293 機種購入時に充電器割引
0120-697-047 機種購入時に充電器割引
0120-357-719 携帯電話購入でネックストラッププレゼント。
027-223-9011 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。
027-289-9947 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。

前橋市小相木町409-1 027-253-3133 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
ん）
前橋市富士見町時沢 027-289-1335 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
791
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）

3

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。

＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
住所
とりせん 前橋駒形店 前橋市東善町43-1

とりせん ロ－ズタウン 前橋市江木町1701-1
店

電話
特典
027-289-3553 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
ん）
027-230-3311 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
ん）
027-260-6071 全商品3％OFF

ドンドンダウンオンウェ 前橋市荒牧町823-1
ンズデー 前橋荒牧店
中川の仏壇
前橋市日吉町3-41-19 027-232-2201 仏壇、仏具、お線香、蝋燭、数珠、神棚、神具、1割引でご提供！
ご来店時にパスポートを出していただければ粗品サービス！
人形処かんとう 前橋 前橋市総社町総社
027-251-7271 記念品を贈呈
店
2074-1
ハルナ眼鏡店

027-231-6785 眼鏡一式あるいはレンズの交換の価格20％OFF。その上で、UV
カット、油汚れ防止コートを無料でおつけします。
東日本宇佐美 ５０号 前橋市小島田町177-1 027-263-7011 ガソリン、灯油２円引き/１リットルあたり
前橋給油所
東日本宇佐美 前橋 前橋市西善町660-1
027-267-0391 ガソリン、灯油2円引き/1リットルあたり
南インター給油所
ビジョンメガネ 前橋荒 前橋市荒牧町626-1
027-234-9076 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
牧店
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。

文具のタキザワ

前橋市城東町3-2-6

前橋市三俣町3-10-6

027-231-2009

ベイシア電器（前橋み 前橋市鶴光路町125-3 027-289-2011
なみモール店）
ベイシア電器（前橋
前橋市上泉町679-7
027-230-8611
モール店）
ホームバザー 前橋店 前橋市下大島町1155 027-280-8188
フォリオ駒形SC内
前橋大気堂

前橋市本町2-2-16

027-231-1661

道の駅「赤城の恵」
味菜（あじさい）
眼鏡市場 前橋大友
店
眼鏡市場 前橋西片
貝店
メガネのイタガキ 大
胡店

前橋市荻窪町437-10

027-264-3166

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。
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！
地域に寄り添う中川の仏壇です。仏事のことや仏壇の買い方など、
なんでもご相談ください。
少子化時代に対応して、地元密着型で日本の良き伝統であるお節
句行事。啓蒙普及に努めます。赤ちゃんが迎える初めてのお正月
に女の子は羽子板を男の子には破魔弓を飾って祝う習わしがあり
ます。
目と眼鏡のアドバイザーとして商品を売る前にまずちゃんとしたコン
サルティングをいたします。

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。
パスポートを提示のお客様専用ポイントカードを発行致します。ポイ 趣味、ビジネス、学校にも対応する文房具、オフィス用品店です。店
ントをためていただきますと割引。サービスがございます。
舗にない商品のお取り寄せもお気軽にご相談下さい。
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。
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。
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。
お買い上げ金額より１０％off
日常使いの文房具から高級筆記具、シニアにやさしい便利小物、
四季折々の便箋、封筒、書道商品など、品揃えが豊かです。ご来
店、お待ちいたしております。
前橋産豚肉（麦豚）を１０％引き。
農と食に自信と誇りを持った、出会いの場

前橋市大友町2-23-10 027-255-1980 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。
前橋市西片貝町5-24-9 027-260-8598 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。
前橋市堀越町356
027-280-2117 ①税込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 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、
ト。
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
②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。
みませんか」
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
メガネのイタガキ 前
橋箱田店
メガネのイタガキ 前
橋本店
メガネのイタガキ 前
橋三俣店
八百正

有限会社 梅原印房
前橋店
ユニー アピタ 前橋
店
和真メガネ

住所
前橋市箱田町419-1

電話
特典
027-280-4401 ①税込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。
前橋市下小出町1-20-1 027-210-3800 ①税込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。
前橋市三俣町1-29-2 027-235-3553 ①税込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。
前橋市若宮町2-12-22 027-231-3501 1000円以上お買い上げのお客様には季節の果物又はお惣菜をプ
レゼント

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」
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」
八百正は群馬県前橋市で明治40年に創業した4代続く老舗八百屋
です。旬の野菜や果物、加工品、全ての品においてこだわりを持ち
仕入れ販売しております。家族経営のこぢんまりとしたお店ですが
お客様に安心してゆっ たりとお買い物できる様、努力しております。

前橋市本町3-13-4

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。
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。
「全視界メガネ」に代表される機能性の高い商品、ファッション性に
富んだブランド商品から10,000円以内で買えるカジュアルメガネセッ
トまで、幅いラインナップを取り揃えております。
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。
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。
供養にかかわるあらゆるご相談を承ります。

前橋市文京町2-1-1
前橋市文京町2-1-1け
やきウォーク前橋1階

027-223-0950 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。
027-226-8811 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。）
027-212-7411 メガネ一式・レンズ交換・サングラス5%ｏｆｆ ※ただし、他の割引との
併用は不可。

TIME MACHINE あな 前橋市小屋原町472-1 027-280-8182 時計の電池交換100円引。
はらガーデン前橋店
Brand Market あなは 前橋市樋越町1069
ら大胡店

027-212-6565 時計の電池交換100円引。

はせがわ 前橋店

前橋市千代田町3-3-1 0120-591-431 仏壇１０％引き、神仏具５％引き、お墓（含工事代）１０％引き
（但し、一部商品、特価品、特注品、永代使用料、供養料、年間管
理費、一部霊園、一部石種、屋内墓苑を除く）
Bibi美苑 アイム大胡 前橋市大胡町399 アイ 027-283-8868 毎週月曜日、現金で化粧品をご購入の方に限り、１０％ＯＦＦ（一部 無料で肌を測定し、肌悩みや季節に合わせたお手入れ方法をご紹
店
ム内
商品を除く）
介しています。また、当店の会員様に限り、眉アドバイスをしていま
す。
＜取り扱いブランド＞資生堂、カネボウ、コーセー、ホワイトリリー
お得な情報や限定商品は「キレイエ」にて掲載中！ 是非検索して
みてください。
ソフトバンクベイシア電 前橋市鶴光路町125-3 027-289-2251 来店特典として、お父さんグッズも当たる抽選ができます。
初めてのスマホも安心！ 操作方法など不慣れな方も親切・丁寧に
器前橋みなみモール
対応します。
ソフトバンクけやき
前橋市文京町2-1-1 け 027-210-6881 ①スマートフォンへ機種変更で３，０００円のキャッシュバック
携帯料金が高い・使いづらい等、ご相談でもお気軽にご来店下さ
ウォーク前橋
やきウォーク前橋１Ｆ
②他社携帯でも操作案内無料（公式アプリ以外等、対応できない場 い。他社の携帯電話をご利用の方も歓迎です！
合もございます。）
ジュエリースタジオ ポ 前橋市大友町2-26-22 027-289-8522 ご利用料金を３％割引＋特典付き♪
工房を併設したジュエリーショップ、職人（一級技能士）のいるお店。
エット
Hatton Garden HS1
ご相談は無料です。お気軽にお電話・ご来店ください。
オーダー、ブライダル、リメイク。指輪のサイズ直し、チェーン切れ、
糸替えなど、修理も承ります。当店で消費やサービスをご購入のお
客様に限り、貴金属の買取りもしています。
ＪＡファーマーズ朝日 前橋市朝日町1-27-7 027-220-1313 ・精米（玄米・もち米を除く）
新鮮な国産農畜産物を取り揃え、お客様に安全・安心をお届けいた
町
5kgお買い上げで50円引、10kgお買い上げで100円引
します。
・毎週木曜日 レジにてご提示で５％引き
（産直品・酒・たばこ・金券類等除く）
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
ＪＡファーマーズ朝倉
町
Ａコープみやぎ店

飲食
あかぎの工房

住所
前橋市朝倉町143-1

電話
特典
027-287-4161 ・精米（玄米・もち米を除く）
5kgお買い上げで50円引、10kgお買い上げで100円引
・毎週木曜日 レジにてご提示で５％引き
（産直品・酒・たばこ・金券類等除く）
前橋市鼻毛石町198-11 027-283-2522 ・精米（玄米・もち米を除く）
5kgお買い上げで50円引、10kgお買い上げで100円引
・毎週木曜日 レジにてご提示で５％引き
（産直品・酒・たばこ・金券類等除く）
前橋市江木町1231

027-269-3570 全商品5%引き

味処 みずほ

前橋市上泉町1406-3

027-269-4266

Ｉ・ＴＡ・ＭＥ・ＳＨＩ

前橋市本町二丁目5-4 027-226-6577
2F

イタリアンレストラン
ランゴスタ
音羽倶楽部

前橋市北代田町36-10 027-235-5555
前橋市神沢の森1

027-280-1212

海鮮四季 北海亭 前 前橋市千代田町5-8-1 027-231-3405
橋本店

新鮮な国産農畜産物を取り揃え、お客様に安全・安心をお届けいた
します。

あかぎの工房の食パンは、ミックス粉や卵を使わず、小麦粉と水だ
けで作っています。そのため、アトピー性皮膚炎などアレルギーの
あるお子さんも安心して召し上がれます。
ポイント２倍（テイクアウト、ご予約は対象外です）
寿司、海鮮、ステーキの美味しい店「味処みずほ」。
厳選食材をふんだんに使用した料理をお求めやすい価格でご提供
しております。
生ビール、グラスワイン、コーヒー、シチリア赤オレンジジュースの お箸で食べるイタリアの家庭料理と手作りスイーツ（デザート）が楽
中よりワンドリンクサービス
しめる喫茶店。
老若男女どなたにでも気軽に楽しめるよう、地産地消の釜炊きごは
んのイタリア風どんぶりメニューもあります。イタリアの出汁をふんだ
んに使うことで塩分などは控えめのヘルシーメニューを多数取りそ
ろえています。飲み水や料理の水は、天然水を使用。
ソフトドリンクを１杯サービス
親子3代でいらっしゃるお客様が多いので、それぞれの世代にあっ
た、お料理が必ず見つかるよう メニューに工夫をしております。
同席者全員お食事200円引き
人と自然がバランスよく調和し共鳴しあう理想的な環境の音羽倶楽
部。円形ドームのレストランや鳥のさえずりが聞こえる宿泊室。カル
チャー、ミーティングと様々な用途で利用できる研修室。心身ともに
リラックスできる、オーベルジュスタイルのホテルです。
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、豊富な
※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 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
ソフトドリンク１杯無料サービス（オレンジジュース・ウーロン茶・アイ カレーの辛さと量を選べるほか、豊富なトッピングを選ぶ事が出来
スコーヒー・ホットコーヒーのいずれか）
る。３０種類以上のレギュラーメニューと季節毎に変わる限定メ
※１枚で５名様まで店内飲食に限る。
ニューはオススメ！日本人の国民食であるカレーライスの専門店で
す。

カレーハウスCoCo壱
番屋 前橋荒牧店

前橋市荒牧町805-1

カレーハウスCoCo壱
番屋 前橋日吉店

前橋市日吉町4-41-13 027-235-6810 お１人様１杯ドリンク無料サービス。（店内のみ）宅配やテイクアウト カレーの辛さと量を選べるほか、豊富なトッピングを選ぶ事が出来
もやっているため店内のみのご利用でお願いします。
る。３０種類以上のレギュラーメニューと季節毎に変わる限定メ
ニューはオススメ！日本人の国民食であるカレーライスの専門店で
す。
前橋市石倉町1-9-8
027-210-7731 お持ち帰り餃子10％引き
国産原料を使用した、安心・安全・おいしい本格餃子を隣の工場で
作っています。中華料理店、ラーメン屋さんなどにも卸売販売してい
ます。定食はワンコイン（５００円）でボリュームがあって好評です！

餃子直売店 ぜん家

027-235-3321

PR
新鮮な国産農畜産物を取り揃え、お客様に安全・安心をお届けいた
します。

くろ松

前橋市大手町1-1-1

027-220-1131 デザートサービス

源氏家族 田口店

前橋市田口町84-1

027-237-5132 ドリンクバー１杯99円

サザンメイド・カフェ
前橋店

前橋市下石倉町12-9

027-226-1007 お買い上げ金額から５%引き

県庁31階から眺める景色とお食事を楽しめます。20時30分オー
ダーストップです。
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。
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
用）の他、食事メニューも豊富です。

6

＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
G.G.C 前橋店
静庵
城東ホルモン

住所
電話
特典
前橋市小相木町580-1 027-289-4903 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。
前橋市笂井町872-4
027-266-2154 ・次回飲食時使用可の５００円割引券（１５００円以上の飲食につ
き）・お茶or珈琲無料券配布
前橋市上泉町1512-2

027-269-0199 お会計５％引き

PR
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。
座敷、椅子席、全部で８０席。静かな空間でゆっくりくつろげます。手
打ちそば、うどん他和食メニュー、定食、デザート類豊富。スタッフ
が心をこめて接客させていただきます。心地よい音楽も魅力。
名物｢中とろホルモン」はその名の通りふわふわの柔らかいホルモ
ンです。世代を問わず、ご来店頂いた方が皆「ごきげん」になれる店
作りを目指しています。

ステーキ。山 駒形店 前橋市駒形町64-1

027-267-7035 会計から５％割引（他の割引券との併用不可・割引セール品は対象
外となります。）
ステーキ。山 リリカ店 前橋市国領町２－１４－ 027-232-1222 会計から５％割引（他の割引券との併用不可・割引セール品は対象
１前橋リリカ１F
外となります。）
スペイン料理レストラ 前橋市三河町1-3-12 027-220-5545 ソフトドリンク一杯又は、アイスクリーム無料サービス
美味しい！楽しい！明るい！笑顔の華が咲くエルヴィエント。四季
ン エル・ヴィエント
折々の料理をお楽しみ頂けます。
蕎麦＆ギャラリー 柚 前橋市敷島町257-24 027-212-5321 午後２時までのランチタイムに限り、お食事代を一人１００円引き
敷島公園ばら園に隣接した蕎麦とカフェを楽しめるお店です。
子の木
（他の割引との併用はできません）
柔らかな陽射しが差し込む明るい店内で、ゆったりとした空間をお
楽しみいただきながら、美味しい手打ちそばをご賞味ください。
そば処 はせ川
前橋市東片貝町291
027-263-2504 ポイント３倍（ポイントカード発行）
重ねそばを中心にランチメニューも豊富にあります。天然自然薯を
使った麦とろセット（９８０円）が売りです。
そばひろ
前橋市大友町3-24-11 027-254-4187 ソフトドリンクサービス
原料からこだわり、お客様の口福（こうふく）の一端を担うお店として
日々精進し営業しております。モダンな店内でジャズを聴き、木の温
もりを感じながら、石臼碾き自家製粉で作ったお蕎麦を召し上がっ
ていただきたいと思います。
地中海レストラン ア 前橋市南町3-68-5
027-223-4287 ポイント2倍進呈
オススメのﾊパエリア等、本格的な地中海の味をお楽しみいただけ
ミーゴ
ます。アットホームな雰囲気で、お寛ぎください。
登利平 前橋けやき 前橋市文京町2-1-1 け 027-220-5454 店内でお食事のご注文をされたお客様にソフトドリンク１杯サービス お馴染みの鳥めし、から揚げ、ソースカツが自慢のお店です。
ウォーク店
やきウォーク前橋1階
※クリームソーダ、コーラフロートは除く
うどん、そばも用意しています。
はなの舞 前橋北口駅
前店
パルティーレ 前橋三
俣店
パン工房ＳＹＡＴＯＡ～
シャトア～
福舞十兵衛

前橋市表町2-29-16JR 027-226-7033 パスポートお会計時に提示で、ご飲食代10%ｏｆｆ（ディナータイムの
両毛線高架下
み）
前橋市三俣町2-27-6 027-289-4343 200円割引。

フライングガーデン
前橋文京店
フライングガーデン
前橋公田町店
包丁心 大川屋本店

前橋市文京町3-132-4 027-243-2622 ドリンクバー無料サービス

前橋市千代田町2-7-14 027-289-6081 ラスク プレゼント
前橋市敷島町247-16

前橋市公田町675-5

027-233-3663 伊吹団子サービス。

古民家風の佇まいで中庭を見ながらゆっくりとお食事ができる老舗
のうどん、そば店です。出汁は鰹節を削る行程から始めます。ぜひ
お越し下さい。

027-287-4321 ドリンクバー無料サービス

前橋市千代田町3-6-11 027-231-5644 ポイント２倍,又は特製七味唐がらしプレゼント

前橋マーキュリーホテ 前橋市大友町3-24-1
ル レストランアゼリア

ＪＲ前橋駅のすぐそば。（北口ロータリー内） 最大136席。 海鮮料
理が自慢のお店です。
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。
みんながにこにこできるあったかいお店をめざしています。

027-252-0111

食事メニュー100円引き

7

明治１４年創業。１３０年以上の間、現在の場所で変わらぬ味を守り
続けています。前橋名物｢絹おろしそば」は自然の食材を使用し究
極の健康食として多くのお客様に愛されている当店の登録商標品
です。日替わりの天定、丼定の他、多彩な品を用意してお待ちして
おります。

＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
住所
前橋マーキュリーホテ 前橋市大友町3-24-1
ル ７Ｆレストラン
松屋軒
前橋市三俣町二丁目92 1F
麺家 しん
前橋市天川大島町113-16
麺や Co粋

焼肉 七輪亭

電話
特典
027-252-0111
アルコールドリンク飲み放題２００円引き。

PR

027-234-8845 醤油ラーメン100円引き、焼き餃子を50円引き

昭和63年10月創業の中華料理店です。カレーラーメン、鶏の唐揚
げが大好評です。
027-212-5324 塩、醤油ラーメンの食べ比べ出来る「ミニラーメンコンビ」７００円→５ 塩、醤油は自家製の細麺、味噌は自家製のモチモチ太麺。塩、醤
００円
油は旨味が凝縮された澄んだスープ、味噌は濃厚でクリーミーでス
パイシーなスープ、老若男女が好まれる味。
前橋市天川大島町1-4- 027-223-6603 昼の得々セット￥50引き
スタイリッシュで落ち着いた店内、和食を基本とした素材を活かした
23
料理技術と無添加にこだわった美味しい安心なラーメン店。厳選し
た昆布が中心となる和風スープで作る塩ラーメンが看板メニュー。
前橋市荒牧町1-22-8

027-233-1129 パスポートのご提示でソフトドリンク一杯無料サービスいたします。 上州牛や新鮮な魚貝を七輪で焼き自家製タレで召し上がっていた
だくお店です。広いお座敷もあり、ご家族でも、ご友人、町内会等の
宴会でもご利用いただけます。
洋菓子 カレーム
前橋市大渡町1-7-4
027-251-8118 500円以上お買い上げの方に焼菓子1ヶプレゼント
カレームではお菓子の風味を大切にしています。選りすぐりの素材
で真心を込めて作っております。防腐剤、保存料を使用しておりま
せん。
和食レストラン とんで 前橋市西片貝町5-23- 027-221-6911 レジ掲示にて、ポイントカードスタンプ１押印（1グループにつき1押 和食中心のレストランです。季節の食材も扱っております。
ん 前橋店
11
印）
Pont de Pierre
前橋市柏倉町2643-1 027-283-8822 パスポート掲示で、お会計から３％OFF
赤城牛、福豚、赤城鶏などを使用した、群馬の食材にこだわったお
店。
吉野家 天川大島店 前橋市天川大島町1- 0272-20-1710 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。
33-4
（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号線前橋 前橋市関根町2-9-45 027-210-1086 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。
関根町店
（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）
吉野家 前橋小相木 前橋市小相木町279-1 027-289-3824 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）
mamama café
前橋市荒牧町2-47-14 027-289-2282 お孫さんとのご来店で、お子様メニュー１品サービス
mamama café（まままカフェ）は、パスタやピッツァを中心とした本物
（会計時にご提示ください）
志向の洋食レストランです。シェフが素材や調理法にイチからこだ
わった本格料理や、おいしい食事によく合うお酒など、種類豊富に
取り揃えています。
フレッシュネスバー
前橋市天川原町2-41-1 027-221-6608 ドリンク単品50円引き
ガーアトイスコート前橋 アトイスコート１Ｆ
※他サービス併用不可
※パスポート一枚ご掲示で２名様分まで対応
※パスポート利用時もドリンクポイントは通常どおりお付けします

県内１店舗のバーガーカフェ、フレッシュネスバーガー。おいしくてカ
ラダにいいものを丁寧に手作りする。それがフレッシュネスのメ
ニューの基本です。こだわり食材を使用したハンバーガーやサイド
メニューはもちろん、豊富なドリンクやデザートでのんびり充実のひ
とときをお過ごしいただけます。

はなの舞フォレスト
モール新前橋店

海鮮料理が自慢のお店です。
海鮮以外のメニューも充実しております！
ファミリールーム有り、ご家族利用に最適。
お気軽にお越しください。
瀋陽出身の高級調理師と麺点師が作る本格中華料理。
ホテル7階から眺める景色も絶景です。

前橋市古市町180-1

027-256-7621 お会計時にパスポート掲示で１０％OFF。
（他のクーポン等の併用は不可）

天津楼 菜々久

前橋市石倉町3-12-2 027-226-0122 花巻（中華風蒸しパン）を人数分サービス
ホテルサンダーソン７階
または
紹興酒18年 （税込）4，800円 → （税込）2，400円（５０％OFF)
RESTAURANT JUNO 前橋市石倉町3-12-2 027-251-5151 お会計金額から５％OFF
ホテルサンダーソン１階
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落ち着いた空間の中で、赤城山や利根川を料理とともにお楽しみ頂
けます。

＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
懐石 加わ畔

住所
前橋市石倉町3-12-2
ホテルサンダーソン地
下１階

電話
特典
027-253-4855 ５％OFF（他割引併用不可）
※パスポート1枚で5名様まで割引適用します。

がってん寿司前橋西
片貝店

前橋市西片貝町4-14- 027-224-1515 1,500円（税抜）以上のご利用で200円引き。
10

PR
赤城山と利根川を一望できる完全個室の「懐石 加わ畔」。
四季折々の景観とお食事をお楽しみ下さい。
"美味しさ"にこだわるグルメ系回転寿司です。

承知の助けやきウォー 前橋市文京町2-1-1
ク前橋店

027-288-0587 1,500円（税抜）以上のご利用で200円引き。

登利平 本店

前橋市六供町1-18-6

027-223-5454 店内でお食事のご注文をされたお客様にソフトドリンク１杯サービス お馴染みの鳥めし、から揚げ、ソースカツが自慢のお店です。
※クリームソーダ、コーラフロートは除く
うどん、そばも用意しています。

登利平 南部店

前橋市公田町666-7

027-265-3525 店内でお食事のご注文をされたお客様にソフトドリンク１杯サービス お馴染みの鳥めし、から揚げ、ソースカツが自慢のお店です。
※クリームソーダ、コーラフロートは除く
うどん、そばも用意しています。

登利平 住吉店

前橋市住吉町1-14-3

027-234-5454 店内でお食事のご注文をされたお客様にソフトドリンク１杯サービス お馴染みの鳥めし、から揚げ、ソースカツが自慢のお店です。
※クリームソーダ、コーラフロートは除く
うどん、そばも用意しています。

登利平 北支店

前橋市青柳町492-1

027-234-2360 店内でお食事のご注文をされたお客様にソフトドリンク１杯サービス お馴染みの鳥めし、から揚げ、ソースカツが自慢のお店です。
※クリームソーダ、コーラフロートは除く
うどん、そばも用意しています。

登利平 東支店

前橋市上泉町1228-1

027-269-8886 店内でお食事のご注文をされたお客様にソフトドリンク１杯サービス お馴染みの鳥めし、から揚げ、ソースカツが自慢のお店です。
※クリームソーダ、コーラフロートは除く
うどん、そばも用意しています。

とんかつ 大野屋

前橋市千代田町4-12-2 027-233-3058 ランチタイムはランチドリンク一杯無料
ディナータイムは５２８円（税込）以下のドリンク一杯無料
前橋市昭和町3-39-15 027-289-8811 デミタスコーヒーと一口アイスを無料でサービスさせていただきま
群馬大学医学部付属病
す。
院内

イタリア食堂チネマ

カフェテリア プランタン 前橋市昭和町3-39-15 027-289-8813 みそ汁サービス
群馬大学医学部付属病
院内
初雪堂
前橋市富士見町赤城山 027-289-9613 ほうじ茶（京都産有機栽培）
1711-2
ビストロカフェ 王様珈 前橋市国領町2丁目14- 027-289-9908 ソフトドリンクおかわり１杯無料
琲
1 前橋リリカ1階

9

"美味しさ"にこだわるグルメ系回転寿司です。

群馬県産の豚肉を使ったおいしいとんかつをゆったりとした店内で
堪能して頂けます。日本酒多数取り扱っております。
「チネマ」はイタリア語で「映画」の意味で、店内は昔の映画の写真
やレトロな音楽に囲まれております。メニューはイタリアンをベース
にしたカジュアルな内容となっています。映画をみるような楽しい気
持ちで、やすらかな食事のひとときをゆっくり楽しみいただけます。
旬の食材を使った30種類以上のメニューをご用意しています。
ご自身の健康を配慮しながらお好きな組み合わせで選べます。
手作り弁当も数多くご用意しています。
足を伸ばせる堀りのお席やテーブル席もございますので、是非お越
し下さいませ。心よりお待ちしております。
来店されたお客様に王様気分を満喫して頂きたいという思いの店
内内装とお料理でおもてなしをさせて頂いております。
是非当店でごゆっくりお寛ぎ下さいませ。

＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
遊び
エメラルドボウル

住所

電話

特典

PR

前橋市国領町2-13-38 027-233-6405 1ゲームあたり、一般料金￥５８０より５０円引きで投球できます。
エメラルドビル４階
（同伴者全員）
株式会社ナムコ ｎａｍ 前橋市文京町2-1-1け 027-226-7650 ・遊戯メダルを通常1，000円100枚のところ、パスポート提示で120
ｃｏけやきウォーク前橋 やきウォーク前橋2階
枚に増量
店
・店内の乗り物をお孫様とご利用の際、パスポート提示でお菓子プ
レゼント
カラオケ本舗 まねき 前橋市上小出町3-39-7 027-212-9666 受付時提示で全会計１０％off
ねこ 前橋上小出店
カラオケ本舗 まねき 前橋市堀越町347-1
027-284-9077 受付時提示で全会計１０％off
ねこ 大胡店
カラオケ本舗 まねき 前橋市大友町1-5-1
027-251-5834 受付時提示で全会計１０％off
ねこ 前橋本店
DEOS潜水堂
前橋市文京町1-41-19- 027-221-0454 パスポートご提示時、5,000円以上お買い上げで5％OFF
109
ボーンズ・ステイブル 前橋市市之関町913-2 050-1111-6583 各乗馬コース時間延長サービス（例）体験乗馬15分→20分
ポニー乗馬
林牧場群馬県馬事公 前橋市富士見町小暮２ 027-288-7002 通常乗馬時スタンプ１個プレゼント。
苑
４２５

健康維持スポーツとして、朝、昼の気軽なボウリングサークルに多く
の方がご参加いただいています。

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。
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。
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。
海好きが集まるスクーバーダイビングショップです。ダイビングのこ
となら何でもおたずねください。
小さいポニーとサラブレッドよりひとまわり小さい馬がいますので、
安心して乗馬していただけます。革細工のお店もやってます。
群馬県馬事公苑は、誰でも楽しく乗馬ができる県有の施設です。無
料でかわいい馬と触れ合えますので、気軽に遊びに来てください。

学び
ＮＨＫ文化センター 前 前橋市前橋市大手町1- 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 「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
橋教室
1-1群馬県庁昭和庁舎
は元々入会金無料のため、対象は65～69歳の方です。
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
3F
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。
ぐんまフラワーパーク 前橋市柏倉町2471-7 027-283-8189 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
さくらパソコン教室
前橋市上小出町1-8-27 027-237-2334 入会金3,000円を無料
アットホームな雰囲気で、シニアの方がたくさん教室に通われてい
ヴィラたかはし１F
ます。無料体験も随時受付中です。
生涯学習センター(プラ 前橋市文京町2-20-22 027-224-5700 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
ネタリウム）
ント
スマホの学校
前橋市本町2丁目12-1 080-4658-2739 テキスト代￥525のところ￥315になります。スマホのレンタルも
スマートフォンの使い方をとっても楽しく学べる講座です。
前橋プラザ元気21 3F
￥525のところ￥315になります。
前橋市市民活動支援センターにて毎月第2･4金曜日の午後4～6時
開催。事前に電話にて御確認ください。
ダストボウル楽器店
前橋市南町3-3-1
027-224-9333 ミュージックスクール入会金￥３１５０無料
前橋店
前橋自動車教習所
前橋市関根町2-1-18 027-233-1155 高齢者講習を受講された方に粗品をプレゼント。
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ま
す。
MASAMIピアノ教室
前橋市鳥取町757-60 027-269-3933 入会金免除させて頂きます。・無料体験入学をさせて頂きます。
佐藤美弥井／琴・三絃 前橋市北代田町756-2 027-234-2857 入門料５％引き、ソフトドリンク（お茶）
和楽器の音色をお楽しみください。ご自分で奏でたら最高の気分で
教室
す。
ハクビ京都きもの学院 前橋市日吉町1-8-1
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。
前橋教室
前橋商工会議所
※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
なりませんか？
理美容
ウィナー２１美容室 新 前橋市小相木町409-1 027-252-7770 メンバーズカードポイント２倍
前橋店
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
cache-cache hair カ
シュカシュヘア

住所
前橋市嶺町1895-8

電話
特典
027-212-8642 ぐーちょき専用のポイントカード進呈＋ポイント進呈 貯まったら
￥500～\1,000割引き

カットハウス プリーズ 前橋市西善町8-1
GOD青柳店
GOD西片貝店
GOD前橋店
サロン・ド・ジュン美容
室 フレッセイ大利根
店
サロン・ド・ジュン理容
室 フレッセイ大利根
店
サロン・ド・ジュン美容
室 駒形店
サロン・ド・ジュン美容
室 D-MAX
サロン・ド・ジュン理容
室 駒形店
サロン・ド・ジュン理容
室 D-MAX
サロン・ド・ジュン理容
室 ロゼ前橋
サロン・ド・ジュン美容
室 ロゼ前橋
ネイルサロン ストロベ
リーネイルズ
獏山美容院

027-266-1119 ・前橋市指定ゴミ袋2枚プレゼント
・コーヒーサービス
・手相、方位、姓名判断無料
前橋市青柳町145-1
027-232-0212 カット、カラー、パーマなど通常料金から４０％OFF
前橋市西片貝町1-215- 027-234-0510 カット、カラー、パーマなど通常料金から４０％OFF
1
前橋市元総社町923-63 027-255-3554 カット、カラー、パーマなど通常料金から４０％OFF
前橋市下新田町392フ
レッセイ大利根店内

027-289-9930 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。

前橋市下新田町392フ
レッセイ大利根店内

027-289-9930 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。

前橋市駒形町33-1

027-266-6432 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。

前橋市北代田町649-4 027-262-5566 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。

前橋市駒形町33-1

027-266-6432 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。

前橋市北代田町649-4 027-232-5566 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。

前橋市上佐鳥町1-6

027-290-3900 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。

前橋市上佐鳥町1-6

027-290-3900 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。

前橋市後家町69-1

027-210-5505 ジェルネイルをして下さったお客様は、甘皮処理（￥２１００相当）を 住宅街にひっそりとたたずむ当店ではゆったりとリラックスしたお気
サービス致します。
持ちでネイルがお楽しみ頂けます。技術面はもちろん、接客サービ
ス面にも力をいれておりますので、ネイルサロンが始めてのお客様
にも安心してご利用頂けます。
027-235-0893 お支払い額の５％引き！

前橋市荒牧町665-3
シャトーロアール101
美容室マッティーナ
前橋市前箱田町241-1 027-255-0108 技術料金10%OFF
ヘアーサロン ユアサ 前橋市川曲町602-3
027-253-5066 カット料金のみ５％引き！！
美容室
hair works Respec
前橋市大友町1-14-1- 027-289-3420 ￥１５００分（１ポイント）進呈
1C
ベリースタイル
Porte（ポルテ）
理容ハルナ渡辺

PR
地域に根ざした美容室を目指しております。パーマ、カラーも種類
が豊富です。髪にやさしい薬剤を厳選しております。ハリ・コシの出
るトリートメントも充実しています。男女問わずお待ちしております。
寝たきり老人券 取扱店

御来店を心よりお待ちしております。
アットホームなお店です。子供さん～高齢者の方までご利用頂いて
ます。接客も親切、丁寧にひとりひとり対応しています。
髪を傷めないサロン お客様へのお約束 ①ヘアドクターとして髪を
再生へと導きます。②心のぜいたくをお届けいたします。③一番キ
レイを引き出すヘアデザインをお約束いたします。
前橋市表町2-10-19表 027-226-1581 カット５％引き
自宅介護施設、病院等電話１本で即訪問いたします。介護者専門
町ビル4F
です。
前橋市中内町156-59 027-280-8595 ・初来店の方にはフェイシャルトリートメント（通常料金３１５０円）が 今よりもっとキレイに・・・あなたのキレイを引き出す。住宅街のホー
１５７５円！・クーポン券プレゼント！・ティーサービス。
ムサロンなのでお一人様でもお友達と一緒でもお気軽に来て下さい
♪
前橋市朝日町4-17-10 027-224-6665 お茶又はコーヒーのサービス。高齢者の方には肩、腰のバイブマッ 利用の技術は親切で丁寧。お顔ソリの上手な店であり、お顔ソリエ
サージサービス。
ステも人気です。家庭的なリラックス出来るお店です。

健康
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
アイリス歯科

住所
前橋市三俣町3-2-36

電話
特典
027-896-9189 受診者１名につき当院指定の歯ブラシ１本プレゼントいたします。
(１ヶ月あたり１本まで）

山王接骨院

前橋市山王町2-31-12 027-266-9393 持参した高齢者の付き添いで来院の方に水圧マッサージを１回無
料サービス。

指圧・マッサージ・鍼灸
緒久の院
ナチュラル健康整体
HAPPY BODY
野村歯科医院
武田歯科クリニック

前橋市広瀬町2-24275N棟103
前橋市江田町623

027-212-3166 初診料半額。ご家族でご利用可能な回数券割引。
027-212-9136 初回のみ 健康整体 60分 4千円

前橋市城東町1-29-8 027-231-5180 入れ歯洗浄剤か歯ブラシプレゼント
前橋市西片貝町3丁目 027-289-8989 歯磨き、義歯関連商品5％引き
50番地

フットこる ベイシア前 前橋市新堀町893 ベイ
橋みなみモール店
シア前橋みなみモール
店内
生活
アースクリーンヤチダ 前橋市富士見町石井
804-1
おそうじ本舗 前橋三 前橋市堤町115
俣店
クリーニングワタナベ 前橋市昭和町3-30-9
コープ昭和店
クリーニングワタナベ 前橋市上細井町1967-1
コープ細井店
クリーニングワタナベ 前橋市大胡町399
フレッセイアイム大胡
店
クリーニングワタナベ 前橋市富士見町時沢
フレッセイ富士見店
118-9
クリーニングワタナベ 前橋市富士見町原之郷
ベイシア前橋ふじみ
643
モール店
クリーニングワタナベ 前橋市堀越町377
ベイシア前橋おおご
モール店
クリーニングワタナベ 前橋市古市町180-1
フォレストモール新前
橋店
ぐんま家事支援サービ 前橋市日吉町2-12-1
スALWAYS
スタジオマリオ けやき 前橋市文京町2-1-1け
ウォーク前橋店
やきウォーク前橋内

027-289-0068 ６０分コースの施術で１０％ｏｆｆ

PR
東部バイパス沿い・三俣テニスコート並び・セブンイレブン隣の青い
看板の歯科医院です。保険診療からインプラント･歯列矯正・ホワイ
トニングなと保険外診療もいたします。
当院では体幹トレーニングを中心とした筋力トレーニングを行ってい
ます。高齢の方ですと、脚の筋力トレーニング、猫背やコシの曲がり
予防トレーニング失禁予防体操などを行っています。
「前橋市高齢者はり、きゅう、マッサージサービス共通割引券」もご
利用可能です。詳しくは当院までお気軽にお問い合わせ下さい。
うでが良い。
ゆったりと広い診療室、体に優しいふかふかの診察台、待ち時間に
くつろいでいただける木のぬくもり溢れる待合室。
駐車場９台完備(内１台は優先駐車スペース) 駐車場からは手すり
付きのスロープがあります。
スタッフの明るい笑顔でお待ちしております。
足揉みや整体により、体の不調の改善を目指します。
足の爪も切りますので、お気軽にご連絡下さい。

027-260-5320 ・ハウスクリーニング及び網戸替え２０％割引・家事代行１時間￥２ なかなか、自分では落とせない汚れをプロの技でしっかり落としま
５００円→2000円にてお請けいたします。
す。お気軽にお問い合わせ下さい。
0800-800-9081 キャンペーン商品を除く全商品１０％引き
お掃除のことなら、何でもご相談下さい。ご相談、見積りは無料で
す。お気軽にお電話下さい。
027-235-1688 ・毎月１日と１５日にパスポート提示で全品２０％off！致します。＊ ・お手軽価格と高品質、大切な衣類をお任せ下さい。
特殊品は除きます。
027-235-8878 ・毎月１日と１５日にパスポート提示で全品２０％off！致します。＊ ・お手軽価格と高品質、大切な衣類をお任せ下さい。
特殊品は除きます。
027-283-7917 ・毎月１日と１５日にパスポート提示で全品２０％off！致します。＊ ・お手軽価格と高品質、大切な衣類をお任せ下さい。
特殊品は除きます。
027-288-1723 ・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。
027-288-9502 ・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。

027-283-3143 ・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。

027-255-1711 ・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。

・お手軽価格と高品質、大切な衣類をお任せ下さい。

027-255-3200 ご利用金額の１０％off
027-226-7321 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。

12

＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
スタジオマリオ 前橋
上小出店

住所
電話
特典
前橋市上小出町３－１６ 027-210-3055 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
－１
ゼント
※他の特典との併用はできません

前橋市上大島町390-1 027-263-3446 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 前橋
前橋市朝倉町4-3-4
027-263-1335 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 ムギハル
前橋市総社町桜ヶ丘
027-254-5332 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
1225-2
頂けます。
ニチイライフ ニチイケ 前橋市六供町1163番地 0120-212-295 ・｢デビュープラン」3,980円税込(スタッフ1名 1.5時間） ※1住所あた
アセンター前橋
り1回限り
（2021 年 3 月 31 日までの申込に限り、「デビュープラン」 3,300 円
税込でのご提供 ※以降は変更前の通常料金）
･｢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。
ニッセンドライ
前橋市箱田町1190-1 027-251-6707 全品５％割引き（他のサービスと併用OK) *特殊品は除きます。
フォトロード３５ 高花 前橋市高花台1-9-12 027-269-6955 デジカメ、ケータイからのLサイズ・２Ｌサイズカラープリント現金５％
台店
割引
ホワイト急便 六供店 前橋市六供町190
027-223-2244 パスポート提示にて、クリーニング代１０％off（特殊品は除きます。）
ヤマザキパンのバースデイケーキが１０％OFFでご予約できます。

PR
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 上大島店

マイ暮らす 前橋駅前 前橋市南町2-37-2
店

0800-800-6629 初回ご利用時：家事代行サービスチケット30分券プレゼント
定期ご契約時：お掃除道具セットプレゼント

洗濯工房ココア 文京 前橋市文京町3-33-13 027-243-5580 月曜日限定 お洋服類３９％OFF。（ワイシャツ、特殊品除く定価よ
店
り）
※初回会員登録が必要です。
洗濯工房ココア 上小 前橋市上小出町3-12- 027-237-5584 月曜日限定 お洋服類３９％OFF。（ワイシャツ、特殊品除く定価よ
出店
11
り）
※初回会員登録が必要です。
ベンリー前橋南店
前橋市下新田町121-1 027-280-4006 ・11,000円（税込）以上ご利用の場合、パスポート提示にて1,000円
割引き
・来店してお見積りの方には、パスポート提示で粗品をプレゼント

コインランドリー前橋六 前橋市六供町775-1
供店

金融

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。

明るい遺影写真など各種記念写真撮影も行っています。写真、デジ
タルお気軽にご相談下さい。
当店はデイオーダーシステムでお預かりいたします。「仕上げ立て
のよい商品」をお客様にお渡しするために、お引き取り日に合わせ
て洗浄～仕上げを行います。出来たてなので、ハンガーによる方の
シワや保管中の圧縮シワ等が最小限に抑えられます。
快適で豊かな暮らしのお手伝い。親孝行プランを定期の10%OFFで
展開中。65歳以上の方の身体が思うように動かない、ちょっとしたこ
とを手伝ってほしい等、暮らしをサポートいたします。ぜひ一度ご利
用ください。お電話お待ちしております。
かしこく時短。お得にクリーニング。他に差がつく仕上がり。
「快適な生活は、清潔な衣類から。」
かしこく時短。お得にクリーニング。他に差がつく仕上がり。
「快適な生活は、清潔な衣類から。」

お電話一本で複数のお困りごとが解決する"手軽さ"がベンリーの
魅力。
技術が必要な困りごと、力仕事、家事代行など、「どこに頼んだら良
いかわからない」「こんなこと頼めるのかわからない」そんな困った
を解決するのがベンリーです。
詳しくはホームページをチェック！
https://maebashiminami.benry.com/
090-2662-4250 300円以上ご利用の方には、挽きたてのコーヒーを１杯サービスしま 洗濯から乾燥まで、ノンストップの機械が導入されています。敷きふ
す。（午前中のみ）
とん専用乾燥機もありますので、ほとんどのふとんが洗濯乾燥でき
ふとんを洗濯乾燥の方には、100円引きします。（午前中のみ）
ます。
スタッフがいるので、安心・安全・便利です。初めての方も心配なく
使うことができます。初めてのお客様には、アクリルタワシをプレゼ
ントしています。どうぞご利用ください。
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
住所
電話
アイオー信用金庫 前 前橋市文京町1-41-14 027-221-3838
橋支店
あかぎ信用組合 本店 前橋市千代田町5-17-3 027-231-9201

特典
「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。
「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。

あかぎ信用組合 北代 前橋市北代田町680-1 027-231-9863 「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
田支店
合、当組合所定の金利から軽減いたします。
あかぎ信用組合 片貝 前橋市西片貝町1-322- 027-231-6592 「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
支店
7
合、当組合所定の金利から軽減いたします。
あかぎ信用組合 広瀬 前橋市広瀬町2-24-3
支店

027-261-2451 「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。

あかぎ信用組合 大利 前橋市下新田町460根支店
155

027-253-0088 「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。

桐生信用金庫 前橋
支店

前橋市南町3-71-3

027-223-6321 「シニアパスポート」ご持参で、対象の個人向けローンを新たにご利
用の方は、当金庫所定の金利より年▲0.1%優遇いたします。

桐生信用金庫 前橋
東支店

前橋市天川大島町1465 027-287-1180 「シニアパスポート」ご持参で、対象の個人向けローンを新たにご利
用の方は、当金庫所定の金利より年▲0.1%優遇いたします。

群馬銀行 大胡支店

前橋市大胡町382-3

群馬銀行 大利根出
張所

前橋市大利根町2-13-1 027-251-3611 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。

群馬銀行 粕川支店

前橋市粕川町西田面
208-3

群馬銀行 片貝支店

前橋市西片貝町1-261- 027-232-1151 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
4
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

群馬銀行 県庁支店

前橋市大手町1-1-1行 027-221-9296 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
政庁舎３階
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

群馬銀行 総社支店

前橋市総社町総社
1222-1

群馬銀行 竪町支店

前橋市千代田町3-1-13 027-231-0160 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。

群馬銀行 光が丘支
店

前橋市小相木町583-1 027-253-1155 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。

群馬銀行 日吉町出
張所

前橋市日吉町3-38-16 027-233-1001 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。

027-283-2611 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。

027-285-2222 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。

027-251-8433 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。
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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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
群馬銀行 広瀬支店
群馬銀行 富士見支
店
群馬銀行 本店営業
部
群馬銀行 前橋駅南
支店
群馬銀行 前橋北支
店
群馬銀行 前橋支店
群馬銀行 前橋東支
店

住所
前橋市広瀬町2-26-1

電話
特典
PR
027-261-7030 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。
前橋市富士見町田島 027-288-6003 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
250-3
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。
前橋市元総社町194
027-252-1111 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。
前橋市南町3-66-4
027-224-8321 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。
前橋市青柳町600
027-233-3121 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。
前橋市本町2-2-11
027-231-4221 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。
前橋市朝日町2-13-14 027-224-4418 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。
前橋市下小出町2-33-8 027-232-3311 貸出し金利の優遇

利根郡信用金庫 前
橋支店
ファースト・スター株式 前橋市鳥羽町43
027-226-6611 ご相談頂いた方に粗品進呈、さらに、ほっとひと息ティータイム♪
会社 前橋支店
東和銀行 本店営業 前橋市本町二丁目12番 027-234-1000
パスポートを持参された場合、リフォームローンの金利を基準金
部
6号
利から年0.1％優遇いたします。資金使途が空き家解体資金の場合
は年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
業店窓口までお問い合わせください。

東和銀行 前橋北支
店

東和銀行 前橋東支
店

東和銀行 前橋南支
店

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。
前橋市国領町一丁目5 027-231-6789
パスポートを持参された場合、リフォームローンの金利を基準金 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
番2号
利から年0.1％優遇いたします。資金使途が空き家解体資金の場合 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
は年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 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」、
業店窓口までお問い合わせください。
「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。
前橋市三俣町一丁目29 027-233-6431
パスポートを持参された場合、リフォームローンの金利を基準金 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
番地の10
利から年0.1％優遇いたします。資金使途が空き家解体資金の場合 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
は年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 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」、
業店窓口までお問い合わせください。
「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。
前橋市六供町464番地2 027-224-3122
パスポートを持参された場合、リフォームローンの金利を基準金 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
利から年0.1％優遇いたします。資金使途が空き家解体資金の場合 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
は年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 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」、
業店窓口までお問い合わせください。
「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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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
車・交通
エム・ティー・エス

住所

電話

特典

PR

前橋市上泉町411-1

027-212-2318 新品タイヤ4本お買上げで、1年間タイヤ保管サービス。履き替え時 気軽に立ち寄り下さい。
の運ぶ手間も不要！
オートアールズ 前橋 前橋市富士見町原之郷 027-288-1177 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
富士見店
952-1
タッフにお申し付け下さい。
オートアールズ 前橋 前橋市新堀町885
みなみモール店

027-210-0777 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。

オートアールズ 前橋 前橋市上泉町678-3
モール店

027-234-8883 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。

カークイック４５

前橋市江田町291-2

027-251-1445 ご来店時にパスポートの提示で車の鈑金、塗装工賃１０％割引。ま 格安自動車修理のカークイック４５（株）スズバンは昭和３７年創業
たは、修理部分のポリマー加工サービス。＊他の割引との併用は です。好評の「老舗職人こだわり修理」を特別割引価格でご提供し
できません。
ます。ご予算や仕上がりに合わせて修理が選べるシステムとなって
おりますので、あなたのご要望にぴったり合った修理が実現しま
す。ぜひお気軽にご来店下さい。
サンワ車検研究所
前橋市野中町32-1
027-261-0440 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 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」の資格を持っ
せれば通常価格より最大15000円引き！」
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。
サンワレンタカー パ 前橋市野中町32-1
027-261-0132 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
ラーダ野中SS
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」の資格を持っ
せれば通常価格より最大15000円引き！」
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。
サンワレンタカー パ 前橋市下小出町3-13-5 027-231-8390 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
ラーダ下小出SS
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」の資格を持っ
せれば通常価格より最大15000円引き！」
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。
サンワレンタカー パ 前橋市元総社町521-5 027-252-2168 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
ラーダ前橋インターSS
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」の資格を持っ
せれば通常価格より最大15000円引き！」
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 富士 前橋市富士見町原之郷 027-230-5055 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 ベイシア前橋ふじみモール店前のENEOSのGSです。お買い物帰り
見店
字新川669-1
タンプカードにスタンプ２個押印
の途中にぜひお立ち寄りください。各種クレジットカードをお取扱い
※スタンプカードのルールを準用します。
いただけます。
ジェイ・クエスト 前橋 前橋市上泉町681-6
027-210-1101 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 ベイシア前橋モール店に隣接するENEOSのGSです。お買いもの帰
店
タンプカードにスタンプ２個押印
りの途中にぜひお立ち寄りください。各種クレジットカードをお取扱
※スタンプカードのルールを準用します。
いいただけます。
ジェイ・クエスト 前橋 前橋市新堀町４７－１ 027-290-3520 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
みなみ店
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。
上州川島自動車
前橋市富士見町時沢 027-260-5678 工賃５０００円以上の方５００円割引いたします。（但しご来店の上現 車検、整備、修理、塗装他チョットのキズやシマッタの事故など車の
40-3
金払いのお客様に限る。）車検予約割引有。
事は何でも気軽にご相談下さい。当社は”シニアの方”をサポートし
ています。
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
タイヤ市場 前橋駒形
店
タイヤガーデン前橋片
貝

住所
電話
前橋市小屋原町472-1 027-289-6611
ガーデン前橋内
前橋市西片貝町1-211- 027-234-5060
2

ネッツトヨタ高崎 前橋 前橋市箱田町580
はこだ店

特典
粗品プレゼント
新品タイヤをご購入時に工賃をサービス致します。１本からでも
OK！！

027-253-1815 車検ご入庫で、「エンジンオイル交換無料」（対象：国産乗用車）

ネッツトヨタ高崎 前橋 前橋市西片貝町5-24- 027-221-2211 車検ご入庫で、「エンジンオイル交換無料」（対象：国産乗用車）
かたかい店
11
パラーダ 下小出SS

前橋市下小出町3-13-5 027-231-8390 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！」

パラーダ 野中SS

前橋市野中町32-1

パラーダ 前橋イン
ターSS

前橋市元総社町521-5 027-252-2168 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！」

前橋タイヤサービスセ 前橋市問屋町1-3-3
ンター
マチダトランサービス 前橋市駒形町535-1
株式会社
マツダレンタカー群馬
群馬本店
マツダレンタカー群馬
新前橋駅前店
(有)江原モータース

前橋市天川大島町110-6
前橋市新前橋町23-1
前橋市河原浜町957

027-261-0132 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！」

027-252-2977 ブリジストンタイヤ４本購入時、作業工賃、廃タイヤ処分料サービ
ス。
027-266-6000 軽・普通車に対してオイル代無料 オイル交換工賃はリッターあたり
450円（税別）申し受けます。
その他修理点検をしていただいた方へは粗品を進呈します。 見積
は無料です。
027-243-7311 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。

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。「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！
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。「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！
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。
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。
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。
タイヤ専門店だから出来る細かな、メンテナンス技術やノウハウを
生かして大切なお車をタイヤを通してサポート致します。
マチダコーポレーション(株)の関連会社として家庭的な雰囲気をモッ
トーとして、親切、丁寧な対応をしております。各種クレジットカード
も取り扱っています。

027-253-7111 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。
027-283-5664 エンジンオイル交換10%OFF

有限会社 鈴木オート 前橋市上細井町1942-1 027-231-7480 電動カートの「ショップライダー」をご購入の際、車体前部に取り付
パーツ
ける大型かご(定価6,000円相当)を無料でお付けします。

ジェームス敷島店

PR
タイヤ交換はお任せください！お客様のご利用にあったタイヤを当
店のタイヤコンシェルジュが誠心誠意ご案内いたします。
タイヤや車のことだ心配な事があったら、是非一度ご相談下さい。
親身になってご相談にのらせて頂きます。無料点検も随時実施中。

前橋市下小出町3-1-1 027-219-0331 ・店内商品 ３％OFF
・ピットメニュー ３％OFF
※取り寄せ品、法定費用など一部対象外あり。
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お車のことなら、なんでもお任せください！ご来店を心よりお待ちし
ております。
電動カート(シニアカー、電動車いす)を販売している当社では、運転
免許証を返納して不便を感じている方や、高齢などにより歩行が困
難となった方などに、外出の機会を増やし、家にこもりがちになるの
を解消し、買物･通院･お散歩などに電動カートを気軽に利用するこ
とで、健康を維持していただきたいという願いを込めて、ご利用の機
会をご提案しております。
キッズコーナーも完備しております。ぜひお孫さんとご来店くださ
い。

＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
ＪＩＮ
住宅
アサヒペイント有限会
社

住所
電話
特典
PR
前橋市西片貝町5-27- 027-212-8057 運転免許証の自主返納をする際に、所有自動車の処分に関わる抹 自動車販売事業者としてお車の購入から維持メンテナンス、手放す
28
消費用及び引取作業（不動車を含む）を無料にて実施
ときまで責任を持って対応いたします。
前橋市富士見町小沢
555

027-225-2729 工事代金を5%引きさせていただきます。

エイワハウス

前橋市小相木町128-1 027-256-8037

オグラ塗装

前橋市滝窪町543-7

カノウ株式会社

前橋市富田町1507-5

協和産業

前橋市文京町4-22-25 027-221-4132

027-289-5666
027-268-3330

ケイアイスター不動産 前橋市古市町180-3
ドムスデザインカーザ
新前橋展示場

027-280-5166

ケイアイスター不動産 前橋市本町3-8-7
はなまるハウス前橋

027-260-8088

ケイアイスター不動産 前橋市南町3-76-1
はなまるハウス前橋け
やき店

027-212-7676

ケイアイスター不動産 前橋市表町1-22-8
前橋店

027-226-7000

上毛新聞マイホームプ 前橋市関根町411-1
ラザ 前橋北会場

027-252-4151

地域に密着したアットホームな塗装会社です。お家の塗り替えなら
お任せください。住宅の屋根・外壁塗装工事、防水工事、リフォーム
工事、小さな工事もどうぞ。
ご成約となりましたお客様に 縁台六尺×４５０ 一台プレゼント。 私どもエイワハウスはパナソニックとのパートナーシップで良質な住
まいをご提供する、パナソニックビルダーズグループの一員です。
全棟パナソニックによる構造計算を行いますので、自由な間取りで
ありながら、地震に強い理想の住まいを実現します。標準仕様をわ
かりやすく形にしたモデルハウスを公開しておりますので、お気軽
にお立ち寄りください。スタッフ一同、心よりお待ち申し上げておりま
す。
・塗装工事代金５％引き
ていねいに長持ちする塗装をします。安心して過ごせるお家にする
お手伝いをします。ご予算・ご要望をお聞きして御見積りをお作りし
ます。お気軽にご相談ください。
工事代金5%引き
塗り替え工事はお任せあれ！お見積り、ご相談等は無料になって
おります。ご相談の上、お客様にあった塗料のご提案もさせていた
だきますので是非、お気軽にご連絡くださいませ！
仲介手数料５％引きです。
〔不動産〕土地、一戸建て、マンション、アパート、店舗、駐車場など
売買、賃貸および管理を行っております。お住まいのことなら何でも
ご相談下さい。相談、査定無料です。 〔建築〕お客様の思いをプラ
ンニング～設計～施工～お引き渡しまで一貫してサポート。｢居心
地のいい家」のご提案をしております。リフォームのご相談も承って
おります。お気軽にご相談下さい。
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 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
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 す。更に付加価値としてデザイン性を取り入れています。
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。
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 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
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 す。更に付加価値としてデザイン性を取り入れています。
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。
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 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
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 す。更に付加価値としてデザイン性を取り入れています。
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。
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 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
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 す。更に付加価値としてデザイン性を取り入れています。
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。
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 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
プレゼント
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。
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
switch on！前橋北
ショールーム

住所
電話
特典
前橋市上細井町2316-1 027-231-1598 ・IH料理教室ステップアップコース初回に付半額。・太陽光電発シス
テムエコキュート、電気温水器、IHクッキングヒーター、蓄熱式電気
暖房機、システムキッチン、システムバス、トイレ、介護リフォーム、
下水切替工事、EV、PHV充電器工事、外壁塗装、エクステリア工事
他各種リフォーム工事ご成約の方に「グルメギフトカード又は商品
券プレゼント。」・IH専用鍋ご購入の方に最初の１個半額にて販売。

中島建築鈑金

前橋市六供町742-4

プロタイムズ群馬高前
店 カナイ建装工業
ミサワホーム西関東
前橋展示場
ミサワホーム西関東
前橋南展示場
リファイン前橋東

前橋市元総社町947-11 027-210-7006 塗装工事、リフォーム工事 ５％引き
ＫＭビル2F
前橋市関根町481-1
027-230-9700 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。
前橋市亀里町869-1
027-210-0400 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。
前橋市天川大島町1-3- 027-224-2522 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
37
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。

赤城官設株式会社

前橋市小坂子町1474-3 027-269-0144 粗品プレゼント

株式会社ムラタ

前橋市西片貝町3-268 027-224-6081 粗品プレゼント

その他
アグリの森

前橋市荻窪町985

027-223-2537 見積り無料、工事代金から５％割引いたします。

行政書士SUZUKA法
務事務所

前橋市六供町1352-2

027-215-3322

行政書士春山法務事 前橋市岩神町4-2-7
務所

027-257-4170

多胡石材産業 株式
会社 前橋営業所

前橋市亀里町591-2

027-265-1023

トータルボディケアー
サボール

前橋市下細井町349-1- 090-4757-0323
E-91

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。
国道５０号沿いのトヨタ様向かい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。
・親切、丁寧にお客様の御希望に合った工事を提案します。 ・他社
で施工不能と言われた工事や緊急対応等の御相談を承ります。
地域に根ざし、親切丁寧にお客様の要望に添った生活環境を提案
します。リフォーム等住まいのことなら何でもご相談ください。お見積
もりは無料です。

027-269-0838 200円引き

アロマセラピーサロン 前橋市樋越町736-3 あ 090-8434-1865
沙棗（サソウ）
すなろ歯科医院内

PR
・創業５３年太陽光発電、スマート電化、リフォーム工事４０００軒以
上の販売施工実績！前橋市上下水道指定工事店（県内各地）自社
施工にて電気＆水道ライフラインは安心しておまかせ下さい。太陽
光発電スマート電化製品半額商品など安心価格でご提供いたして
おります。世界No１シェアのスティーベル蓄熱式電気暖房機（県内
唯一の認定アフターサービス店）当社にて購入施工で５年保証がつ
きます。
屋根、外壁、雨樋、雨漏り修理の直接施工の屋根専門店です。太
陽光、手すり取り付けなど住宅補助助制度ご利用頂けます。どんな
に小さな事でもお気軽にご相談下さい。
ぐーちょきパスポートと併用は出来ません。

田舎体験(種まき、収穫、昼食作り）、生葉藍染体験(手ぬぐい)、こん
にゃく作り、味噌作り
養生トリートメント６０分コース￥６０００→初回料金￥３０００、次回 アーユルベーダと東洋医学を取り入れたアロマセラピーサロンで
より￥５０００ 養生トリートメント９０分コース￥９０００→初回料金 す。良質のアロマオイルと植物オイルを使用しますので、心と体の
￥４５００ 次回より￥８０００ ※完全予約制
疲れが和らぎます。＊お薬を飲んでいる方、病気治療の方はトリー
トメントいたしかねる場合もございますので、ご予約の際にお申し出
下さい。
初回ご相談料10％割引き
愛と真心“生きている”つながりを大切にしています。最後まで安心
をご提供するコンシェルジュです。「どこに相談したらよいのか分か
らない困りごと･･･」お気軽にお問い合わせください。
遺言・相続・その他の相談料、無料(時間制限なし)(要事前連絡)。 丁寧にわかりやすく、遺言・相続その他の相談にお答えいたしま
す。また、家族の介護の経験から、お客さまの気持ちに沿って対応
できるよう、心がけています。
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。
60分以上（４０００円）のご利用の方10分延長
様々なお身体の不調やリラクゼーションの施術でお年寄りからアス
リートまで丁寧な説明と施術に定評があります。是非一度お試し下
さい。あなたのお役に立ちたいです。基本、出張となりますが、来て
頂くことも可能です。イベント等にも出店しています。
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
住所
ドッグケアサービス は 前橋市横沢町710-8
るかぜ

電話
特典
027-283-0197 料金から５％割引させていただきます。

PR
旅行、出張、オーナー様の体調不良などでペットのお世話ができな
い時、ペットシッターがかわりにお世話をいたします。老犬介護もお
まかせ下さい。
前橋東照宮
前橋市大手町3-13-19 027-231-2031 長寿守り２０％割引 御朱印１００円割引 長寿健康祈願７０００円を 桜の名所前橋公園に鎮座する神社。 長命の武将徳川家康公を祀
５０００円
る神社。
松浦司法書士事務所 前橋市光が丘町8-4
027-289-4035 全相談・報酬５％引き
～相談から安心へ・そして笑顔へ～
遺言・財産管理・成年後見・リビングウィル等『終活相談』は初回１０ 『完全予約制』です。
０分無料（美味しいお茶とお茶菓子付き）
司法書士・ファイナンシャルプランナー・福祉住環境コーディネー
ターが法律・生活設計・住環境整備等「シニアライフを総合サポー
ト」致します。
『認知症サポーター』がこれまでの人生・生き方・価値観を尊重し，
ご本人・ご家族をサポートします。
洋服工房 あ～る 前 前橋市千代田町5-13- 027-231-1129 お直し代５％割引。ただし他の割引券や割引期間中の併用は出来 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。
橋店
13
ません。
通常の洋服を介護用等にリフォームも！
株式会社メモリアル
前橋市富士見町小暮 027-212-2524 お見積金額から５％OFF
メモリアルは「生前整理」「遺品整理」「特殊清掃」「不用品処分」など
1855-2
を中心に、安心・丁寧をモットーに作業をさせていただいておりま
す。
ただいま、女性のお客様限定で、お見積もりから作業まで全て女性
スタッフで行う「女性限定プラン」が好評です！
お片付けに悩んだら、ぜひご相談ください。（ご相談・お見積もり無
料）
天明寺
前橋市池端町503-2
027-252-1313 ご朱印をされた方に、白菜不動くんのオリジナルふせんメモを差し 各種ご祈祷、永代供養、樹木葬承ります。
上げます。
ＮＰＯ法人日本健康文 前橋市石倉町3-13-3
化協会
前橋マンション106

027-212-7311 セミナー、フォーラム、イベントへの参加時、飲み物１本サービス

伊勢崎市
買物
AOKI 伊勢崎店

伊勢崎市東本町384-1 0270-21-8088 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 伊勢崎宮子店 伊勢崎市宮子町3420-9 0270-30-3488 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）
足靴工房オーマンアジ 伊勢崎市宮子町
027-050-0796 10，000円以上の靴を購入された際に5%のお値引きをいたします。
ル
3601+OKﾊｲﾂ都38
出張費を100円引きにいたします。
アドニスワーク本店

伊勢崎市太田町982-4 0270-22-0203 ご契約頂いたお客様へ2000円ギフトカード。

オフィスＫｉｚｕｎａ

伊勢崎市五目牛町70-1 080-7323-1153 全商品10%オフ、もしくは買取10％アップ。

菓庵水戸屋 境本店

伊勢崎市境東224

菓庵水戸屋 下植木
店

１００歳まで健康で美しく輝いて、生きる人生の支援をする協会で
す。
セミナー、フォーラム、フェスティバル、公園でのウォーキング、健康
教室、温泉ハイキング等を行っています。健康推薦商品の紹介もし
ています。
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。
群馬県内では、足と靴の出張カウンセリングを行うのは当事務所の
みです。シニア専門コースも有する上級フィッターがお伺いいたしま
す。
料金プランの見直しは無料で行っています。直近の請求書をお持ち
下さい。
地域密着型リサイクル店を目指し、親切丁寧に対応致します。

0270-74-0212 パスポートの提示のお客様にお買い上げ毎に当店ポイントを1個プ 「たくさんは食べられないけど、美味しいものを少し頂きたい」という
レゼント。（ぐんまちょい得キッズパスポートとの併用不可。）
ゆとり世代のあなた。季節を彩る和菓子、心なごませてくれる和菓
子を色々取りそろえております。
伊勢崎市下植木町980- 0270-23-5811 パスポートの提示のお客様にお買い上げ毎に当店ポイントを1個プ 「たくさんは食べられないけど、美味しいものを少し頂きたい」という
55
レゼント。（ぐんまちょい得キッズパスポートとの併用不可。）
ゆとり世代のあなた。季節を彩る和菓子、心なごませてくれる和菓
子を色々取りそろえております。
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
住所
電話
特典
株式会社ベルシャイン 伊勢崎市下触町803-1 0270-62-8189 全商品割引後価格より、さらに５％ＯＦＦ致します。

株式会社ベルシャイン 伊勢崎市三室町5330ア 0270-75-2627 介護用品は、全商品割引後価格より、さらに５％ＯＦＦ致します。旅
アピタ店
ピタ伊勢崎東店2Ｆ
行（介護）を相談された方へ、ボックスティッシュプレゼント。
ギフト創造館 いせさ
き店

伊勢崎市宮子町3615- 0270-30-5100 （特典１）贈答品の「快気祝」｢各種御祝」「法事等の返礼品｣｢お中
2JAラ･ラ･タウン内
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。
ゲンキ・キッズ プラス 伊勢崎市西小保方町 0270-75-3137 通常1,000円以上のお買い上げでポイントカードに1ポイントのとこ
368スマーク伊勢崎3階
ろ、優待カードのご提示で更にプラス2ポイント
※ただし、セール品は除外
コープぐんま 宮子店 伊勢崎市宮子町3523-1 0270-21-1700 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。
さくらメガネ 伊勢崎店 伊勢崎市除ヶ町335-9 0270-20-3939 メガネ一式１０％割引 ※他の割引との併用不可

PR
介護用品を取り扱っております。介護保険を利用したレンタル・販
売・住宅改修を行っております。また、太陽光発電システム、エコ
キュート、ＩＨクッキングヒーター等のオール電化事業も行っておりま
す。
介護用品のお店では、品数豊富に取り揃えております。介護ベッ
ド、車いす、リハビリシューズなど・・・。また、旅行（一般・介護）のご
相談・お申し込みも承っております。
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。
県内の子供靴専門店です。

自転車のオオタケ

伊勢崎市太田町1000

シバタ薬局 連取町
シューマート 伊勢崎
宮子店
タイヤ館 伊勢崎

伊勢崎市連取町1540
伊勢崎市宮子町3408

「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。
バリラックス遠近両用安心保証。３ヶ月以内であれば何日でも交換
できます。お気軽にご来店下さい！！
0270-21-3190 タイヤ、チューブ交換の自転車修理を出張費無料にてご自宅、ご希 近くに自転車修理できるお店が無くても大丈夫！パンク修理、タイ
望の場所へ修理し伺います。（一部地域除く。）出張修理のご依頼 ヤ交換、ブレーキ調整など、自転車のオオタケが出張し、修理後配
は→０２７０－２１－３１９０まで
達します。（つ・ま・り、家で待つだけです。）
0270-24-6006 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。
0270-20-6170 詳細は店舗へお問い合わせ下さい

伊勢崎市連取町394

0270-23-7226 ブリヂストンタイヤ 10％引き

ブリヂストンタイヤ専門店です。軽自動車から商用車まで品揃えも
豊富に取り揃えています。お気軽にご来店下さい。
手作りのお弁当、お総菜をたくさんご用意しています。

ちいちゃんの弁当屋

伊勢崎市今泉町10270-23-7295 １０００円以上お買い上げ毎に１００円割引。
1525-1
ドコモショップ 伊勢崎 伊勢崎市宮子町3430-1 0120-679-800 携帯電話購入でネックストラッププレゼント。
店
ドコモショップ 伊勢崎 伊勢崎市南千木町
0120-306-717 携帯電話購入でネックストラッププレゼント。
南店
2440-2
ドコモショップ スマー 伊勢崎市西小保方町 0120-610-722 携帯電話購入でネックストラッププレゼント。
ク伊勢崎店
368 スマーク１Ｆ
ドラッグストア セキ
伊勢崎市田中島町８２ 0270-40-5500 会計時にカード提示で、１，０８０円（税込）毎にチューリップカードポ チューリップカードはお買上げ１０８円（税込）毎に１ポイント。５００ポ
田中島町店
－１
イント２ポイントを進呈。
イント達成すると５００円値引券を発行。値引券を３枚同時ご利用で
１，５００円⇒２，０００円の値引になります。毎週日・木曜日はポイン
ト３倍デーとなります。
とりせん 平和町店
伊勢崎市平和町19-1 0270-40-7888 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 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
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 す。「安全です！」「新鮮です！」をモットーに、地域のお客様の暮ら
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 しがより豊かになるよう奉仕する会社です。
ん）
とりせん 茂呂店
伊勢崎市茂呂町2丁目 0270-40-5010 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 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
2776
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 す。「安全です！」「新鮮です！」をモットーに、地域のお客様の暮ら
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 しがより豊かになるよう奉仕する会社です。
ん）
東日本宇佐美 上武 伊勢崎市波志江町
0270-21-4330 ガソリン、灯油２円引き/１リットルあたり
国道伊勢崎給油所
3275-1
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協賛店舗名
ヒマラヤスポーツ 伊
勢崎店

住所
伊勢崎市宮子町2806

電話
特典
0270-22-3300 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）
ファミリー衣料コドモヤ 伊勢崎市境417
0270-74-0026 サービス券２倍進呈
プリザーブドフラワー 伊勢崎市曲沢町139-3 0270-75-4327 全品５％割引き致します。（小分け花材、アレンジ商品）
ショップ ラ・ローズ

ベイシア電器（伊勢崎
中央店）
宝飾、眼鏡、時計の三
英
ホームバザー 伊勢崎
店

伊勢崎市緑町6－19

眼鏡市場 伊勢崎店

伊勢崎市宮子町178

眼鏡市場 伊勢崎茂
呂店
メガネスーパー ベイ
シア西部モール店

伊勢崎市南千木町2391 0270-20-6888
番地2
伊勢崎市宮子町3423- 0270-20-5120
15ベイシア西部モール
内
伊勢崎市上諏訪町1421 0270-23-8466

メガネのイタガキ 伊
勢崎うえはす店
メガネのイタガキ 伊
勢崎西友楽市店
メガネのイタガキ 伊
勢崎韮塚店
メガネのイタガキ 伊
勢崎本店

0270-61-6211 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。
伊勢崎市平和町13-10 0270-25-7683 通常価格よりさらに５％off 会員割引と併用不可。
伊勢崎市田部井町2丁 0270-75-4531
目479
0270-22-3978

伊勢崎市南千木町
0270-22-4050
5202-3（伊勢崎西友楽
市ＳＣ）
伊勢崎市韮塚町1194-1 0270-23-3377
伊勢崎市本町4-26

0270-24-1188

メガネのイタガキ グラ 伊勢崎市宮子町3424-2 0270-20-1500
ンド伊勢崎店
ユニー アピタ 伊勢 伊勢崎市三室町5330
崎東店
和真メガネ 伊勢崎店 伊勢崎市安堀町81-1
あなはら伊勢崎店

0270-20-8111
0270-23-6670

伊勢崎市宮子町3556-1 0270-22-1919

PR
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。

お年寄り配達サービスあり
｢魔法の花」ともよばれるプリザーブドフラワーの専門ショップです。
アレンジ商品は、店内に常時並んでおり、ご来店時の購入可能。
サークル等への出張講習も受け付けております。また、店内には花
器や花材の小分け購買コーナーもありますので、お気軽にご来店
下さい。

補聴器も取り扱っております。検眼、試聴等丁寧に対応させていた
だきます。
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。
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・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20%割引き
・ベイシア西部モール内、大型無料駐車場完備
・補聴器10%割引き
・車いすでも、楽々お買い物が出来る店内です
・補聴器用空気電池１パック250円(税別)
・補聴器販売実績地域No.１
①税込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 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、
ト。
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
②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。
みませんか」
（年中無休）
①税込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 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、
ト。
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
②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。
みませんか」
①税込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 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、
ト。
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
②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。
みませんか」
①税込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 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、
ト。
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
②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。
みませんか」
①税込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 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、
ト。
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
②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。
みませんか」
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 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
０％引きさせていただきます。（一部除外品がございます。）
に最良の商品、最善のサービスを心掛けてまいります。
店頭価格より5%OFF。 ※割引対象商品：メガネフレーム、メガネレ お車など交通手段が無い方は、ご相談ください。
ンズ、特別催事品(メガネセット)、サングラス ※但し、割引券との併
用は不可
腕時計 電池交換100円引
金製品・プラチナ製品、腕時計、ブランドバッグ・・・他、商品券も高
値買取り＆お買い得価格にて販売しております。
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
住所
電話
サウンドパレット株式 伊勢崎市連取町1561-1 0270-75-5833
会社 アヅマ補聴器セ
ンター伊勢崎支店
ワイモバイル伊勢崎 伊勢崎市宮子町3406-3 0270-26-3535
いせさきガーデンズ内

特典
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）

PR
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。

新規・のりかえ契約で事務手数料分還元

携帯料金が安く使える！
地域密着型携帯ショップです！！

ソフトバンク伊勢崎

伊勢崎市宮子町267-12 0270-26-1788 成約で、携帯電話アクセサリー、ソフトバンクセレクション１０％OFF 携帯電話の操作が分からない！ など、お困りの際はぜひ当店ま
で。スタッフ一同、心よりお待ちしております！
アイケイ電機株式会社 伊勢崎市今泉町1-1407 0270-25-3040 工事、修理、商品代等より、５％引かせていただきます。
電球１個の交換よりコンセント・スイッチ、照明器具等の移動・修理
や、電機製品の修理など、何かとお力になれます。
皆様の「少しの便利」のお手伝いができます。
auショップ伊勢崎西

伊勢崎市宮子町3413-5 0270-30-3088 HP掲載期間中、ぐーちょきパスポートご持参のうえご来店いただ
き、ケータイ・スマホの料金相談で日用品プレゼント！
※お１人さま１回限り。
※プレゼントは予告なく終了する場合があります。

当店は群馬県ストップコロナ！対策認定店です。お客さまにご安心
いただけるよう、消毒やパーテーションの感染対策をしています。
皆様のご来店お待ちしております。

飲食
海鮮四季 北海亭 伊 伊勢崎市本町3-16
勢崎本町店
カレーハウスCoCo壱
番屋 伊勢崎宮子店
カレーハウスCoCo壱
番屋 伊勢崎茂呂町
店
サザンメイドドーナツ
伊勢崎店
パルティーレ 伊勢崎
店
フライングガーデン
伊勢崎宮子店
YAJIMA 矢嶋食堂
レストラン 美濃
吉野家 伊勢崎宮子
店
がってん寿司伊勢崎
店
天武

0270-21-0304 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、豊富な
※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 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
伊勢崎市宮子町3427-1 0270-26-3362 ・ソフトドリンク１杯サービス（１枚に付１杯）
オートレース場近くにあります。カレー専門のレストランです。香辛
料を多く使ったカレーは健康にも良いといわれています。ランチに、
ディナーによろしくお願いします。
伊勢崎市茂呂町2-666 0270-21-3670 ドリンク１杯無料またはガチャガチャ１回サービス。
豊富なトッピングと辛さとごはんの量を自由に選べて、自分だけの
カレーを作れます。
伊勢崎市宮子町3406-5 0270-75-2122 お買い上げ金額から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
用）の他、食事メニューも豊富です。
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。

伊勢崎市連取町2335-2 0270-61-9566 200円割引。
伊勢崎市宮子町282-1 0270-21-7767 ドリンクバー無料サービス
伊勢崎市本町19-8

0270-25-2315 コーヒー又はアイスクリームのサービス。どちらか好きな方をチョイ 東京は浅草で東武食堂という屋号で始まり創業100年を迎える地域
ス（ぐーちょきパスポートと同じ）
に密着した安心できるお店です。宴会場もあり法事、お祝い事にも
ご利用下さい。
伊勢崎市境上渕名716- 0270-76-0775 カード提示時にサービス券３枚を進呈させて頂きます。(お食事をさ 厳選素材と手造りで皆様のご来店をお待ちしております。
6
れたお客様に限り）
伊勢崎市宮子町3556-1 0270-40-6680 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）
伊勢崎市今泉町1-1222 0270-22-3636 1,500円（税抜）以上のご利用で200円引き。
"美味しさ"にこだわるグルメ系回転寿司です。
伊勢崎市境771-2

0270-74-1139 店内飲食のお客様にお好きなソフトドリンク１杯サービス

HERO'S Kitchen（ヒー 伊勢崎市連取町1979-1 0270-75-4933 パスポートをお会計時提示でお食事代から100円引き
ローズキッチン）
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お米は地元の契約農家さんにより「あさひの夢」を使用。
使い分だけ毎日精米する事でツヤのあるモチモチとしたご飯を提供
しております。
地域の皆様に愛されるお店を目指して、すべて手作りにこだわって
います。一つ一つ丁寧に調理しながらも、リーズナブルで気軽に味
わえるようにしております。そんなこだわりのヒーローズキッチンの
料理をぜひお召し上がりください。心のこもった料理で、あたたかい
お時間をお過ごしいただければ幸いです。

＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
ゆず庵伊勢崎店

遊び
伊勢崎IMON BOWL
カラオケ本舗 まねき
ねこ 伊勢崎店
カラオケ本舗 まねき
ねこ あずま店
グラス・ワン
学び
ダストボウル楽器店
伊勢崎店
ピアノプラザ群馬 い
せさき店
ベイシアスポーツクラ
ブ
みっきー音楽教室

住所
電話
特典
伊勢崎市宮子町3425-8 0270-61-7825 ソフトドリンク１杯無料

PR
寿司・しゃぶしゃぶ食べ放題のゆず庵。新鮮素材で作りたてのお食
事をゆったりとお楽しみください。
歓送迎会、忘新年会、誕生日祝いなど様々なご用途にもご利用頂
けます。

伊勢崎市柳原町16-1 0270-26-1225 一般料金より５０円割引。一枚のカードにて５名様まで有効。
伊勢崎市今泉町2-842- 0270-21-3914 受付時提示で全会計１０％off
2
伊勢崎市八寸町5294-1 0270-63-1622 受付時提示で全会計１０％off
伊勢崎市茂呂町2-653- 0270-75-1908 ステンドグラス体験１０％割引
6
伊勢崎市東本町39-2

サロン・ド・ジュン美容
室 コア境町
サロン・ド・ジュン美容
室 コア伊勢崎
サロン・ド・ジュン理容
室 コア境町
サロン・ド・ジュン理容
室 コア伊勢崎
サロン・ド・ジュン美容
室 伊勢崎店
サロン・ド・ジュン美容
室 赤堀店
サロン・ド・ジュン理容
室 伊勢崎店
サロン・ド・ジュン理容
室 赤堀店

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。
ステンドグラスの専門店。オーダーメイドを主に教室も開校していま
す。完全予約制の教室なので、自分の好きな時間に受講できます。
道具は無料貸出し制。

0270-21-1321 ミュージックスクール入会金￥３１５０無料

伊勢崎市宮子町3635- 0270-40-6311 （１）楽器、楽譜、小物、チケット、ピアノの調律は店内表示価格の 音楽に関する事なら何でも揃う専門店。
16
5％ＯＦＦ（特価品等の特殊品は除く）
（２）音楽、語学教室入会金50％ＯＦＦ
伊勢崎市宮子町3422-2 0270-20-1330 （入会時）入会金１００００円→０円 （初回限定）一日体験３１５０円 リラクゼーション系から、パワフル系まで、４つのスタジオで多彩な
→１０００円 （初回限定）カルチャー体験１０００円→５００円
スタジオプログラムをご用意しております。また、トレーニングジムや
人気の溶岩浴やスパ、お子様向けのカルチャーレッスン等も豊富に
取り揃えております。
伊勢崎市連取町3081-7 0270-21-9510 入会時五線ノートプレゼント。
生涯学習の１つとしてピアノを始めて見ませんか？

ハクビ京都きもの学院 伊勢崎市富塚町220-13 0120-953-264 １レッスン無料体験
伊勢崎南教室
伊勢崎市民プラザ
※事前に電話にて要予約
※シニアパスポート要掲示

理美容
GOD伊勢崎店

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。

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？

伊勢崎市連取町2342-7 027-025-5678 カット、カラー、パーマなど通常料金から４０％OFF
伊勢崎市境栄776

0270-70-1688 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。

伊勢崎市鹿島町539

0270-22-2100 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。

伊勢崎市境栄776

0270-70-1688 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。

伊勢崎市鹿島町539

0270-22-2100 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。

伊勢崎市今泉町2-452- 0270-21-5117 メンバーズカードポイント２倍
2
伊勢崎市市場町1-1542 0270-20-8155 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。

伊勢崎市今泉町2-452- 0270-21-5117 メンバーズカードポイント２倍
2
伊勢崎市市場町1-1542 0270-20-8155 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。

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。
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協賛店舗名
住所
電話
特典
DHC スマーク伊勢崎 伊勢崎市西小保方町 0270-40-0411 お肌のお悩みに合わせたスキンケアサンプル２点プレゼント。
店
368スマーク伊勢崎1階

Nandi Runa(ナンディ
ルナー)
ヘアーサロンファンズ
美容室ビジョン
健康
アジアングレイス ベ
ルエポック
いきいき整体

快晴接骨院

PR
DHC直営店は通信販売やテレビCMでおなじみのDHCの商品を実
際に「見て試して買える」実感型のショップです。さわやかなDHCカ
ラーの青と、清潔感あふれる白をベースとした明るい雰囲気の店内
には、肌へのやさしさと、機能性を追求した、自然派化粧品をはじ
め、どこよりも高品質、低価格をモットーとした健康食品など、DHC
商品を豊富に取りそろえております。
伊勢崎市連取町3056- 0270-55-0884 10％オフ
ネイル、エステ、メイク各種スクールなど、トータルビューティーサロ
18
ンです。一般の方向けのカルチャースクールやセミナーなど毎月た
くさんの方々で楽しくワイワイと開催しております！！ぜひ、参加し
てください。
伊勢崎市連取町1475-2 0270-21-6320 カット、白髪染め、パーマが５％OFF
お年寄りから小さい子供さんまでご利用いただけるファミリーサロン
リバーストーン101
さらに！来店するたびにポイントがたまってお安くなるファンズバン です。店内は広い待ち合いスペースがあるのでご家族でご来店して
クカードを発行させていただきます
いただけます。
伊勢崎市連取町3086 0270-26-1218 粗品プレゼント
広い駐車場完備。理・美容免許所有のオーナーの、ロンドンのヴィ
ダル・サスーン・アカデミーで学んだカットと４５年の経験を生かした
カット・パーマ・カラーは男性・女性を問わず、好評です。
伊勢崎市西小保方町 0270-70-5044 40分以上のコースご利用の方、5分延長
368スマーク伊勢崎2階
伊勢崎市連取町3082-1 0270-23-0682 特典・ご新規様限定で60分以上の整体料金を2000円お値引きしま
す。（例：60分5500円→3500円、90分8000円→6000円、120分
10000円→8000円）・リピーター様への特典！ 定価より500円値引
き（他券併用不可）
伊勢崎市寿町81
0270-30-1210 湿布、軟膏、自費治療 2割引

ゆったりと落ち着いた店内で、疲れた身体を揉みほぐします。男女
問わずご利用いただけますので、お気軽にいらして下さい。
いきいき整体は「ボキボキしない」ソフトな施術で緊張した筋肉を揉
みほぐし、全身のツボを刺激し、筋肉や関節を緩め、痛みやコリ、張
りなどを緩和し、血行促進、疲労回復、更に自然治癒力を高めリ
ラックス効果もあります。
『治療を通じて地域貢献を』 約20年のキャリアがありますので、あ
らゆる症状に対応し治療方針を定め、治療します。お気軽にご相談
ください。
完全予約制ですので事前にご連絡をお願いします。伊勢崎市のは
り、きゅう、マッサージ券も利用することが出来ます。

さらのて鍼灸院

伊勢崎市市場町2-473- 0270-61-9101 初診料１００％off
1フルーツハイツⅠ号棟

出張はりきゅうマッ
サージ Care clover

伊勢崎市波志江町
070-6472-9680 初診料１０００円無料
4227-11フラワーアネッ
クス１０４
伊勢崎市今泉町1-9-1 080-7960-0931 ご来店時にハーブティーを無料サービス
アリス今泉202
伊勢崎市今泉町1-9-1 070-5085-3123 初回限定で施術料割引。
アリス今泉102
通常7,000円が1，980円になります。

来院にも出張にも対応いたします。針灸、マッサージ、オイルマッ
サージ、健康体操指導など、ご相談下さい。

伊勢崎市茂呂2-2812-1 0270-61-6929 8のつく日は8％割引。

朝11時までのお預かりで夕方17時のお渡しが出来ます。
お急ぎの方は便利です。
お得なイベント毎日開催！ 「日本一楽しいクリーニング店」を目指
しております！
朝12時までのお預かりで、夕方18時のお渡しが出来ます。お急ぎ
の方は便利です。
・お手軽価格と高品質、大切な衣類をお任せ下さい。

ヒーリングサロン
Lechst
伊勢崎整体院
生活
クリーニング専科 伊
勢崎茂呂店
クリーニング専科 伊
勢崎工場店
クリーニング専科 伊
勢崎末広店
クリーニングワタナベ
コープ宮子店
写真屋一番 赤堀店

伊勢崎市連取町1871-1 0270-27-5929 8のつく日は8％割引。
伊勢崎市末広町165-5 0270-75-1929 8のつく日は8％割引。

完全予約制の心理カウンセリングサロンです。
患者様の辛い症状、お気持ちに寄り添い、どこへ行っても治らない
と諦めていたその≪慢性腰痛≫を体の内側から改善へ導きます。

伊勢崎市宮子町3525-2 0270-21-9337 ・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。
伊勢崎市曲沢町196-1 0270-62-6755 デジカメ、ケータイからのLサイズ・２Ｌサイズカラープリント現金５％ 明るい遺影写真など各種記念写真撮影も行っています。写真、デジ
フォリオ赤堀店内
割引
タルお気軽にご相談下さい。
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
スタジオマリオ 伊勢
崎連取店

住所
電話
特典
伊勢崎市連取町3040-1 0270-20-7150 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

スタジオマリオ アピタ 伊勢崎市三室町5330ア 0270-63-8131
伊勢崎東店
ピタ伊勢崎東店2Ｆ
ダスキン サチ

伊勢崎市三室町5719-1 0270-30-7722

ニチイライフ ニチイケ 伊勢崎市宮前町12番地 0120-212-295
アセンター伊勢崎

ミッキーのクリーニング
喜多町店
ミッキーのクリーニング
寿町店
ミッキーのクリーニング
宮子町店
ほしのドライ フォリオ
赤堀店

伊勢崎市喜多町1-6

0270-25-5226

伊勢崎市寿町211-1

0270-61-6180

伊勢崎市宮古町231-5 0270-22-2562
伊勢崎市曲沢町196-1 0270-61-0310

PR
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。
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。
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。
・｢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･
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
（2021 年 3 月 31 日までの申込に限り、「デビュープラン」 3,300 円 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
税込でのご提供 ※以降は変更前の通常料金）
心をお届けするサービスです。
･｢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。
全商品5%引きいたします。ただし、他の特典との併用はできませ
ん。
全商品5%引きいたします。ただし、他の特典との併用はできませ
ん。
全商品5%引きいたします。ただし、他の特典との併用はできませ
ん。
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 ベイシア 伊勢崎市市場町1-1542 0270-63-3306 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
赤堀店
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。
金融
アイオー信用金庫
TBSハウジング支店
アイオー信用金庫 赤
堀支店
アイオー信用金庫 あ
ずま支店
アイオー信用金庫 う
えはす支店
アイオー信用金庫 大
手町支店
アイオー信用金庫 北
支店
アイオー信用金庫 境
支店
アイオー信用金庫 豊
受支店

伊勢崎市宮子町3600-1 0270-22-0001 「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。
伊勢崎市市場町890
0270-63-1311 「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。
伊勢崎市東町2612-1 0270-62-6411 「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。
伊勢崎市上諏訪町
0270-24-4567 「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
2111-16
利より年０．２０％引き下げいたします。
伊勢崎市大手町12-20 0270-24-7551 「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。
伊勢崎市太田町909-4 0270-23-3300 「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。
伊勢崎市境764-4
0270-74-1055 「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。
伊勢崎市富塚町252-7 0270-31-1111 「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。
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。

＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
アイオー信用金庫 名
和支店
アイオー信用金庫 渕
名支店
アイオー信用金庫 本
店営業部
アイオー信用金庫 宮
郷支店
アイオー信用金庫 茂
呂支店
あかぎ信用組合 伊勢
崎営業部

住所
電話
特典
伊勢崎市堀口町315-1 0270-32-4811 「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。
伊勢崎市境上渕名
0270-76-1111 「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
1091-2
利より年０．２０％引き下げいたします。
伊勢崎市中央町20-17 0270-23-1111 「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。
伊勢崎市連取町3039-3 0270-23-0123 「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。
伊勢崎市茂呂町二丁目 0270-24-0300 「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
2929-1
利より年０．２０％引き下げいたします。
伊勢崎市緑町5-5
0270-24-1001 「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。

あかぎ信用組合 豊受 伊勢崎市除ヶ町243
支店

0270-32-0187 「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。

あかぎ信用組合 赤堀 伊勢崎市西久保町2支店
114-1

0270-62-1121 「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。

あかぎ信用組合 うえ 伊勢崎市下植木町402- 0270-23-6331 「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
はす支店
4
合、当組合所定の金利から軽減いたします。
あかぎ信用組合 宮子 伊勢崎市宮子町3525-3 0270-23-8848 「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
支店
合、当組合所定の金利から軽減いたします。
桐生信用金庫 国定
支店
桐生信用金庫 伊勢
崎支店
桐生信用金庫 伊勢
崎西支店
桐生信用金庫 伊勢
崎東支店
桐生信用金庫 伊勢
崎南支店
桐生信用金庫 境支
店
桐生信用金庫 豊受
支店
桐生信用金庫 赤堀
支店

伊勢崎市国定町21865-2

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

0270-63-1717 「シニアパスポート」ご持参で、対象の個人向けローンを新たにご利 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
用の方は、当金庫所定の金利より年▲0.1%優遇いたします。
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。
伊勢崎市堤下町14-1 0270-21-1717 「シニアパスポート」ご持参で、対象の個人向けローンを新たにご利 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
用の方は、当金庫所定の金利より年▲0.1%優遇いたします。
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。
伊勢崎市連取町1334-1 0270-22-3111 「シニアパスポート」ご持参で、対象の個人向けローンを新たにご利 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
用の方は、当金庫所定の金利より年▲0.1%優遇いたします。
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。
伊勢崎市上諏訪町
0270-21-6555 「シニアパスポート」ご持参で、対象の個人向けローンを新たにご利 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
2113-16
用の方は、当金庫所定の金利より年▲0.1%優遇いたします。
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。
伊勢崎市南千木町
0270-22-3322 「シニアパスポート」ご持参で、対象の個人向けローンを新たにご利 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
2470-1
用の方は、当金庫所定の金利より年▲0.1%優遇いたします。
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。
伊勢崎市境栄938
0270-70-1515 「シニアパスポート」ご持参で、対象の個人向けローンを新たにご利 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
用の方は、当金庫所定の金利より年▲0.1%優遇いたします。
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。
伊勢崎市富塚町２２１－ 0270-20-3020 「シニアパスポート」ご持参で、対象の個人向けローンを新たにご利 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
１
用の方は、当金庫所定の金利より年▲0.1%優遇いたします。
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。
伊勢崎市西久保町二丁 0270-20-2311 「シニアパスポート」ご持参で、対象の個人向けローンを新たにご利 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
目511-1
用の方は、当金庫所定の金利より年▲0.1%優遇いたします。
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。
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
群馬銀行 赤堀支店

住所
電話
特典
PR
伊勢崎市市場町1-36- 0270-62-1841 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
10
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。
群馬銀行 あずま支店 伊勢崎市田部井町2- 0270-63-1455 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
453-1
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。
群馬銀行 伊勢崎北 伊勢崎市寿町113-10 0270-26-1121 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
支店
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。
群馬銀行 伊勢崎支 伊勢崎市本町11-5
0270-24-1111 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。
群馬銀行 伊勢崎南 伊勢崎市山王町134-4 0270-23-1300 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
支店
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。
群馬銀行 境支店
伊勢崎市境309
0270-74-0650 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。
群馬銀行 豊受支店 伊勢崎市馬見塚町621- 0270-32-0358 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
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。
みつばち保険ファーム 伊勢崎市宮子町3423- 0120-105-328 みつばち保険ファームのオリジナルグッズをプレゼントします。
生命保険や医療保険の見直し方や、最新の保険の選び方など、保
伊勢崎ベイシア西部 15
険の疑問やなやみを無料でご相談いただけます。お気軽にお越しく
モール店
ださい。
東和銀行 伊勢崎支
店

東和銀行 境支店

伊勢崎市本町10番24号 0270-24-2200

パスポートを持参された場合、リフォームローンの金利を基準金
利から年0.1％優遇いたします。資金使途が空き家解体資金の場合
は年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
業店窓口までお問い合わせください。

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。
伊勢崎市上諏訪町1525 0270-74-1515
パスポートを持参された場合、リフォームローンの金利を基準金 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
番地11
利から年0.1％優遇いたします。資金使途が空き家解体資金の場合 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
は年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 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」、
業店窓口までお問い合わせください。
「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 伊勢 伊勢崎市連取町2332-8 0270-23-1151 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
崎バイパス店

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。

オートアールズ 伊勢 伊勢崎市宮子町3442-1 0270-22-2255 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
崎宮子バイパス店
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。
オートタカヤマ

伊勢崎市寿町75

0270-24-1926 ・新車、中古車の車両価格の５％値引、ガソリン満タン・車検入庫時 ・ハイブリッド車、エコカー車検整備工場・ワコーズオイル強力販売
エンジンオイル交換サービス。・１２ヶ月定期点検入庫時（ワコーズ 店（スキル店）
エンジンオイル保護剤サービス。
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
ジェイ・クエスト 赤堀
店

住所
電話
特典
PR
伊勢崎市市場町2丁目 0270-20-8048 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
904-1
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。

ジェイ・クエスト 佐波
東店

伊勢崎市西小保方町
231

0270-70-5100 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。
ジェイ・クエスト 宮子 伊勢崎市宮子町3146 0270-30-3733 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
カインズ前店
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。
ジェイ・クエスト 宮子 伊勢崎市宮子町3419-5 0270-22-1437 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
ベイシア前店
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。
トラベルステーション 伊勢崎市曲輪町9-13 0270-26-6667 温泉旅館の宿泊費５％割引。JALパック国内ツアー３％割引。
お一人様からグループ団体旅行までお取り扱いしております。まず
はお電話でお問い合わせ下さい。
ネッツトヨタ高崎 伊勢 伊勢崎市連取町921-1 0270-23-1919 車検ご入庫で、「エンジンオイル交換無料」（対象：国産乗用車）
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。「短時間
崎つなとり店
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！
パラーダ 伊勢崎南SS 伊勢崎市連取町2361- 0270-25-8167 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
24
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」の資格を持っ
せれば通常価格より最大15000円引き！」
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 伊勢崎市下触町192
0270-63-6681 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。
伊勢崎店
(有)吉沢モータース
伊勢崎市堀下町1687 0270-62-0030 整備工賃5%OFF 又はエンジンオイル代から500円引き
明るい店内、安心安全なお店。お飲物無料サービス、笑顔で対応、
女性のスタッフが対応致します。
住宅
エフアイホーム
伊勢崎市茂呂町20270-21-7575 全館空調（トイレ、ローカ等全２）２００万円相当を１５０万円に（床面 家中どこにいても温度差が無く、新鮮な空気につつまれた健康住
2834-3
積１２５ｍ標準）
宅。「２４時間快適」に過ごせる住まいを、エフアイホームで体感して
みませんか？
女塚電気商会
伊勢崎市境女塚225-1 0270-74-0216 工事代金の5%、修理代金の10%を割引致します。
コンセントやアンテナなどの電気工事をはじめ、浴室やキッチンなど
のリフォーム、エコキュートや電気温水器・ＩＨクッキングヒーターなど
オール電化工事、それらのアフターフォローを重点に置いた会社で
す。
ケイアイスター不動産 伊勢崎市連取町917-12 0270-30-1688 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 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
伊勢崎店
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 す。更に付加価値としてデザイン性を取り入れています。
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 伊勢崎市宮子町3602- 0270-40-5505 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 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
はなまるハウス伊勢崎 1TBSﾊｳｼﾞﾝｸﾞ伊勢崎会
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 す。更に付加価値としてデザイン性を取り入れています。
展示場
場内
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。
ミサワホーム西関東 伊勢崎市宮子町3600-1 0270-20-7373 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 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
伊勢崎展示場
事価格の３％割引いたします。
さい。
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
株式会社スマート

住所
伊勢崎市中町746-1

電話
特典
0270-27-7200 ご利用の際にパスポートを掲示いただいた場合、以下の特典を提
供します。
・不動産仲介手数料５％引きいたします。
・弊社売主物件や新築注文住宅・リフォームをご成約いただいた場
合には、お引越費用として現金５万円をプレゼント（他サービスとの
併用不可）

伊勢崎市平和町5-3

0270-40-5324 作業料5%引き

ダスキン西久保支店

伊勢崎市西久保町3899-4

0270-63-2929 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）

ラビット急送

伊勢崎市堀口町377

その他
サードプレイス
送愛セレモニー
ダスキンサチ

PR
伊勢崎市を中心に中古・新築住宅、土地、マンションの仲介や買取
をしています。
不動産のこと、お気軽にご相談ください。

パソコンを使っていて困った、わからない・・・そんな時ご相談くださ
い。なんとかします。
伊勢崎市市場町2-657- 0270-20-8177 当社資料ご請求いただいた方にクオカード進呈。（一家族一回限り） 家族葬から一般葬・社葬まで、お葬式のことなら何でもおまかせくだ
1
さい。大好評の「終活のための保険」代理店です。
伊勢崎市三室町5719-1 0270-30-7722 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）

0270-31-1438 引っ越専用軽車両１台作業員１名サービス。群馬県内１９８００円
関東圏内２９８００円
洋服工房 あ～る 伊 伊勢崎市大手町28-8 0270-23-0224 お直し代５％割引。ただし他の割引券や割引期間中の併用は出来
勢崎店
ません。
ウィズマリッジサポート 伊勢崎市韮塚町1291-4 0270-22-1258 入会金５％引き

関東甲信越圏内で小回りの利くサービスを提供しております。

YAMATO行政書士事
務所

相談手続き、遺言書作成サポート、官公署に提出する書類（補助金
申請・農地転用・外国人の滞在許可等）の作成・申請を致します。
身近な「街の法律家」として皆さまのお役に立たせていただきます。
どうぞ宜しくお願い致します。

伊勢崎市太田町７３９番 0270-50-0814 初回相談料（通常１時間５千円）を無料とします。
地１

渋川市
買物
井上印房

渋川市渋川2450-5

GROW

渋川市吹屋198-19

シューマート 渋川店 渋川市有馬225-2
すーぱーこいけ 敷島 渋川市赤城町津久田
店
195-22
TSUTAYA 渋川店

渋川市渋川2063-22

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！
再婚者応援をしております。
真剣にお相手をお探しの方、ぐーちょきシニアパスポート掲示にて
割引きいたします。

0279-22-1216 3,000円以上お買い上げの方、友禅染め印章布袋進呈友禅染め印 あなただけの印章を懇切丁寧にお作り致します。また、不要となら
章布袋進呈
れた印章の供養も致します。（無料）はんこ、ゴム印のことはお気軽
にご相談下さい。
0279-53-4616 新規お申し込み時、天然水１２Lボトル&粗品をプレゼント。次世代 美味しい天然水と格安の特選水を便利な次世代型ウオーターサー
型ウオーターサーバーをレンタル永久無料で提供します。
バーで！選べる４種の天然水＆特選水を産地直送、宅配無料でお
届けいたします。次世代型ウオーターサーバーは女性に大人気の
「ワンタッチ楽々サーバー」などデザイン、カラーを豊富に取りそろえ
ています。
0279-20-1160 詳細は店舗へお問い合わせ下さい
0278-23-1941 毎週日曜日にパスポート提示で5％引き(一部商品を除く）
1980年創業の地域密着スーパーです。お肉屋出身なので利根沼田
産の奥利根豚や手造り惣菜が自慢で、野菜も利根沼田産の新鮮野
菜を安く提供します。
0279-23-0131 レンタル：1回1点まで、旧作DVD50円
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
とりせん 子持店

電話
特典
0279-30-0030 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
ん）
とりせん 渋川店
渋川市行幸田63-1
0279-23-5021 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
ん）
パワーセンターうおか 渋川市渋川1815-42
0279-25-7070 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
つ 渋川店
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。
眼鏡市場 渋川店
渋川市有馬字芦田150- 0279-25-3708 メガネ・コンタクトレンズ（目玉商品を除く）５％ＯＦＦ
8
メガネのイタガキ 渋 渋川市有馬157-1
0279-30-0800 ①税込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
川店
ト。
②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。
メガネ補聴器の前和 渋川市渋川1817-21
0279-22-0920 メガネ、補聴器、店頭価格より二割引き致します。
一般時計電池交換千円で行います。
有限会社 稲垣機械
店
Ａコープ北橘店

住所
渋川市吹屋660-34

渋川市阿久津248
渋川市北橘町真壁
1386-1

農産物直売所 尾瀬 渋川市有馬287
市場 カインズ渋川有
馬店

飲食
うどん茶屋水沢 万葉
亭

渋川市伊香保町水沢
48-4

0279-22-2641 工具、製品を3,000円以上お買い上げの方に、粗品を差し上げま
す。
0279-52-2999 ・精米（玄米・もち米を除く）
5kgお買い上げで50円引、10kgお買い上げで100円引
・毎週木曜日 レジにてご提示で５％引き
（産直品・酒・たばこ・金券類等除く）
027-280-6102 ポイントカード（スタンプカード）があり、（たまると500円分お買い物
ができます。）通常1,000円お買い上げで、「1ポイント」（1スタンプ）つ
けています。
こちらのカードをご持参いただければ、「2倍」付与いたします。
例) 1000円→1P、カード提示で1000円→2P
0279-72-3038 お食事（飲物。デザートを除く）１０％割引 お買物（自社製品に限
り）１０％割引

海鮮四季 北海亭 渋 渋川市石原201-1
川店

0279-24-7677

日本シャンソン館

渋川市渋川1277-1

0279-24-8686

フランス地方料理
渋川市石原 553-1
SHI・ZORZE シ･ジョル
ゼ

0279-25-1090

和食レストランとんで
ん 渋川店

0279-23-8901

渋川市渋川1691-1

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。

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。
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」
丁寧な接客そして正確な視力聴力測定をこころがけております。
薄型レンズ使用のメガネ一式11920円の「イイクニメガネ」好評いた
だいております。
電動工具、手工具、部品の販売、修理も承ります。メンテナンスや
修理のアドバイスも致します。
新鮮な国産農畜産物を取り揃え、お客様に安全・安心をお届けいた
します。
カインズ渋川有馬店様のすぐ西隣（元園芸館）で営業をさせていた
だいております。
品物を探すのにちょうどいい店舗内には、お野菜だけでなく、お花
や菓子類、日用品など様々なものを取り揃えております。
1度にお買い物を済ますことができますし、疲れたら休憩する場所
も、総菜屋も併設しておりますので、お散歩がてらにどうぞ。

当店の水沢うどん（半生）と、水沢とうふ｢あわ雪」は、世界的食品コ
ンテスト「モンドセレクション」にて４年連続の最高金賞を受賞。ぜひ
ご賞味下さい。
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、豊富な
※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 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
平日にカフェご利用のお客様は、入館料1,000円を無料とさせてい 門をくぐれば、そこはフランスの香り漂う憩いの空間。世界初のシャ
ただきます。(カフェをご利用でない場合は適用されません)
ンソンをテーマにしたミュージアムです。フランスからの輸入雑貨を
取り扱うショップ。クロード・モネがアイしたお庭を再現した庭。そし
て、カフェ「ロゾー」はパリのカフェを再現。無農薬のハーブティーを
始め、焼きたてのクロワッサン他、ランチメニュー（パン・ドリンク付き
1,200円～)等、ご用意いたしております。
ランチタイム：1000円以上100円引き 2500円以上200円引き
食品安全、衛生施設 優良店「群馬県知事賞」信頼の証 受賞
ディナータイム：2000円以上100円引き 4500円以上200円引き
フランス料理を気軽に、フォーマル(祝事・席)からカジュアル・ファミ
※一人単価 価格別(コーヒー又は紅茶付き)、飲料は対象外
リーまでヨーロピアンを身近に楽しませる飲食店
※アイドルタイム(準備中)14時30分～18時00分
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。
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
住所
吉野家 渋川インター 渋川市半田2479-1
店
がってん寿司渋川店
遊び
伊香保グリーン牧場

渋川市石原886-1
渋川市金井2844-1

子持山ブルーベリー園 渋川市中郷2865-10
学び
ハクビ京都きもの学院 渋川市渋川1934-23
渋川教室
新町公会堂

理美容
GOD渋川店
美容室あ～む

渋川市石原町110-1
渋川市渋川1815-37

美容室ジョー 東町店 渋川市渋川2011-9
ヘアービューティ
ウィッシュ
生活
ダスキン ミヤウチ

渋川市石原110-3
渋川市半田2632-1

マミーランド保育園

渋川市行幸田324-1

金融
群馬銀行 渋川支店

渋川市渋川1695-10

利根郡信用金庫 渋
川支店
利根郡信用金庫 子
持支店
東和銀行 渋川支店

電話
特典
0279-60-7828 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）
0279-30-0330 1,500円（税抜）以上のご利用で200円引き。

PR

"美味しさ"にこだわるグルメ系回転寿司です。

0279-24-5335 入場料500円(通常大人1,200円、シニア(65歳以上 要証明書提示） 榛名山麓に広がる観光牧場。春は桜、秋は紅葉、冬はいちご狩りと
600円、子供600円)
１年を通してお楽しみいただけます。牧羊犬が羊の大群をあやつる
※パスポート1枚に付き、5名様まで購入可
シープドッグショーは圧巻。動物たちを眺めながらの散策も楽しめま
す。アップダウンがあるので、歩きやすい服装や靴がオススメです。
0279-53-2052 冷凍ブルーベリープチパック、プレゼント。

子持山ブルーベリー園は、渋川市子持地区にあるブルーベリー園
です。毎年６月下旬～８月上旬に営業しております。小さなお子様
から、ご年配の方まで、楽しく安心して摘み取り体験出来ます。

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？

027-923-0332 カット、カラー、パーマなど通常料金から４０％OFF
0279-24-3545 白髪染め（リタッチまで）￥３１５０ 白髪染め＋カット＝￥４２００

心身ともに健康になっていただくために、足のリンパマッサージ、気
功もやってます。
0279-24-7777 パーマ、カラー、カットを通常料金の１５％off（にてさせていただきま 電話予約を優先致しております。
す。）
0279-23-5301 ポイントサービスと500円の割引をさせて頂きます。
かんたんマッサージですが、お客様に大好評です。
0279-23-7136 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。
090-9207-2946 ・お子様に入園プレゼント・割引券配布・お楽しみくじ引き・パスポー 当園では家庭的な保育所として、少人数制一時保育を行っていま
トを持参して頂いた方に絵はがきプレゼント
す。１人１人の生活リズムに合わせ、愛するお子様を大切にお預か
りします。希望日前日までに電話でご予約ください。ご来園おまちし
ております。

渋川市石原310-2

0279-22-2311 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。
0279-23-8111 貸出し金利の優遇

渋川市中郷1467-3

0279-53-4730 貸出し金利の優遇

渋川市渋川1821番地21 0279-24-2111

パスポートを持参された場合、リフォームローンの金利を基準金
利から年0.1％優遇いたします。資金使途が空き家解体資金の場合
は年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
業店窓口までお問い合わせください。

車・交通
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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。

＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
住所
オートアールズ 渋川 渋川市白井2222-1
鯉沢店

電話
特典
PR
0279-26-7111 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。

オートアールズ 渋川 渋川市行幸田300-1
店

0279-25-0055 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

ジェイ・クエスト 鯉沢
店

渋川市白井2252-1

0279-60-7251 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。
ジェイ・クエスト 渋川 渋川市有馬字中井270 0279-60-6271 ガソリン・軽油をご利用の際に、パスポート掲示で、ガソリン・軽油
店
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。
ネッツトヨタ高崎 オー 渋川市有馬141
0279-23-1311 車検ご入庫で、「エンジンオイル交換無料」（対象：国産乗用車）
トモール渋川店
ミスタータイヤマン コ 渋川市八木原1392
ミネ渋川店
介護福祉タクシーメビ 渋川市渋川581-1
ウス

住宅
合同会社ヤスカガワ
リフォームモリハウス

宿泊・入浴
市川別館 晴観荘
黄金の湯館
山陽ホテル
森秋旅館
遊山の里とどろき

渋川市渋川1819-32
渋川市渋川1754-4

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。
カインズホーム渋川鯉沢店に隣接するENEOSのGSです。お買いも
の帰りの途中にぜひお立ち寄りください。各種クレジットカードをお
取扱いいただけます。
カインズホーム渋川有馬店に隣接するENEOSのGSです。お買いも
の帰りの途中にぜひお立ち寄りください。各種クレジットカードをお
取扱いいただけます。
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。「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！

0279-24-8833 タイヤ5％off
090-3965-3434 ぐーちょきシニアパスポート提示で基本介助料200円引

介護タクシーをはじめ、保険外での介護福祉サービス（移動手段）
をご提供いたします！
病院やクリニックの通院や転院をはじめ、老人ホーム等の諸施設や
ご自宅からの通院や外出のお手伝いを主にさせていただいており
ます。これからも皆さまの困ったに、微力ながらご協力いたします！

0279-23-0669 畳工事各種５％引き。イグサ青汁も５％引き。

畳のことなら何でもお任せください。厚生労働大臣認定１級畳技能
士のお店。イグサ青汁もあります。
0120-201-003 ・お見積もりをご依頼いただいたお客様に、お孫さん用おもちゃのプ 渋川市立図書館のすぐ隣！ 地域密着・水廻りリフォーム専門店
レゼント
「リフォームモリハウス」です！！
・ご来店をいただいたお客様に、お孫さん用おもちゃのプレゼント
住宅リフォームに携わり１９年の代表・森雅行が職人４年、現場監
督５年、リフォーム提案営業１０年の経験を生かし、最適なご提案を
させていただきます。
地域の皆様のお役に立てるよう努めて参りますので、よろしくお願
いいたします。

渋川市伊香保町伊香保 0279-72-2717 ご宿泊、一組に一枚 館内利用券@1,000円を進呈
557
渋川市伊香保町伊香保 0279-30-4100 シニアパスポート提示の方に限り入館料100円引き （割引後入館
550
料 受付時間10:00～15:00大人633円、15:00～23:00大人963円）
渋川市伊香保町伊香保 0279-72-2733 酒またはソフトドリンク一本付
557-13
渋川市伊香保町伊香保 0279-72-2601 直接の予約の方に限りソフトドリンクまたはお酒１本（１合）サービ
60
ス。
渋川市伊香保町伊香保 0279-72-2222 貸切風呂 使用料半額 通常1,620円(税込)→810円（税込)
106

その他
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１万５千坪の自然と湧水、手作りの季節の料理、抜群の眺望の宿で
す。
伊香保温泉の入り口にあり、広々とした大浴場や森の緑を味わえる
露天風呂を楽しめます。休憩所やレストランの他に、各種娯楽施設
もご用意しております。
香りよい檜の大浴場、野趣あふれる露天風呂も好評です。
｢赤い靴」の作詞をした童謡作家「野口雨情」が定宿にしていた創業
明治元年の旅館。源泉掛け流しの露天風呂「雨情の湯」からは四
季の山々の景観を味わう事が出来ます。
石段街まで徒歩１分、伊香保の中心にたたずむ情緒あふれる湯の
宿。

＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
ダスキンシブカワ

住所
渋川市渋川2658

電話
特典
PR
0279-25-7577 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％ 手間を惜しまず、こころを込めるサービスを心掛けています。
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）

カギの群馬ロックサー 渋川市北橘町箱田732- 0279-26-9168 作業料金１０％ＯＦＦ
ビス
1

榛東村
買物
地球屋
金融
群馬銀行 榛東支店

榛東村上野原1-1

0279-20-5536 ５％の割引。ただし、割引券や割引期間での併用は出来ません。

榛東村山子田918-3

0279-54-1191 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。

住宅
ぐん・せい建商株式会 榛東村大字広馬場
社（本店）
2207-1

吉岡町
買物
ジャストドラッグ 吉岡
店
シューマート 前橋吉
岡店
手づくりパンのクラン
パン
ホームバザー 吉岡店

家族の限りない安らぎのある家、笑顔が笑顔に語りかける家ぐん・
せい建商はそんな笑顔が窓からこぼれる家にリフォームさせて頂き
たく願ってます。住宅に関する相談でしたら、どんな小さなことでも
誠心誠意応援いたします。お気軽にお電話おかけ下さい。お待ちし
ております。

吉岡町陣場128-1

0279-55-0525 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。

吉岡町大久保857

0279-30-5330 詳細は店舗へお問い合わせ下さい。

吉岡町大久保2424

0279-55-1917 ポイント２倍にします

吉岡町大久保891-1フォ 0279-30-5527 ホームバザーポイントカード ポイント2倍
リオ吉岡SC内

メガネのイタガキ 吉
岡店

吉岡町大久保1020-1

ＪＡファーマーズ野田
宿

吉岡町上野田1050-3

ドン・キホーテ吉岡店

吉岡町大久保747

(有)陽なた坂じゅじゅ

ギネスブックに登録されているつるし飾りや、創作服やお手頃価格
の普段着、和雑貨など、また、店内で焼きたての焼きドーナツやワ
ンランク上のラスク等。

0279-54-5685 ・新築ご成約のお客様－６畳用エアコンプレゼント!!(機種は当社指
定）
・リフォームご成約のお客様－素敵な粗品プレゼント!!

メガネスーパー カイン 吉岡町大久保821
ズホーム前橋吉岡店

飲食
源氏家族 吉岡店

群馬県の出張専門鍵屋です。
カギの業界でも高齢者を狙った高額料金請求の被害が相次いでお
ります、お気を付けください。
地元の業者、カギの群馬ロックサービスがお困り事解決致します！

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。
0279-54-8622 ・メガネ20%割引き
・カインズホーム前橋吉岡店、大型無料駐車場完備
・補聴器10%割引き
・車いすでも、楽々お買い物が出来る店内です
・補聴器用空気電池１パック250円(税別)
・補聴器販売実績地域No.１
0279-30-6201 ①税込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 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、
ト。
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
②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。
みませんか」
0279-30-5511 ・精米（玄米・もち米を除く）
新鮮な国産農畜産物を取り揃え、お客様に安全・安心をお届けいた
5kgお買い上げで50円引、10kgお買い上げで100円引
します。
・毎週木曜日 レジにてご提示で５％引き
（産直品・酒・たばこ・金券類等除く）
0279-30-5211 不織布マスク10枚入り
地域最安を目指し、年中無休で深夜２時まで営業中！
※内容は在庫状況により変更致します。

吉岡町大久保891-1

0279-55-6205 ドリンクバー１杯99円

吉岡町南下127-6

0279-55-0802 プレゼント進呈（季節ごとに対応）
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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。
野菜中心の身体にやさしい食事を提供

＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
理美容
美容室 蓮華

住所

電話

特典

PR

吉岡町下野田1052-13 0279-26-3265 木曜日に、ひばりカード(よしおかポイントカード部会発行)ポイント2 ①パーマ、カラーの液剤がオーガニック系のものを使用しているの
倍進呈します。
で、髪にやさしく、特有の強いにおいがないです。
②カット料金1,500円(シャンプー＋500円増）なので、お財布にやさし
いです。
③季節感のあるカジュアルな婦人服とバックの販売を始めました。

車・交通
インプレスロード

吉岡町大久保2319-2

0279-54-5966 全商品・全メニュー５％引きになります。

自動車ガラス交換・販売 ボディーコーティング施工各種(ポリマー・
ガラスコーティング）車用品取付

住宅
堤建設

吉岡町小倉494

0279-54-6386 ご請求金額から２０％割引きさせていただきます。また、工事完了
後の１ヶ月、３ヶ月、１２ヶ月点検を無償にて行わせて頂きます。

「誰でも気軽に頼める、立ち寄れるお店。」を心かけて取り組んでま
す。住まいのことなら、堤建設へまずは一報頂けますよう、心よりお
待ち申し上げます。

玉村町
買物
菓庵水戸屋 玉村店

玉村町福島34-4

0270-65-1616 パスポートの提示のお客様にお買い上げ毎に当店ポイントを1個プ 「たくさんは食べられないけど、美味しいものを少し頂きたい」という
レゼント。（ぐんまちょい得キッズパスポートとの併用不可。）
ゆとり世代のあなた。季節を彩る和菓子、心なごませてくれる和菓
子を色々取りそろえております。
ギフト創造館ヨシダ た 玉村町下新田208-1
0270-30-6155 （特典１）贈答品の「快気祝」｢各種御祝」「法事等の返礼品｣｢お中 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
まむら店
元、お歳暮｣等ギフト創造館で取扱いの商品を店頭表示価格よりさ 市、東吾妻町、沼田市、伊勢崎市、桐生市、玉村町）展開中です。
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 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
いただきます。（通常入会金２０００円、年会費なし）（特典３）お買い ます。１００００アイテムの品揃えと最大５０％OFFの価格でご提供！
上げ金額３００００円以上でご自宅等へ無料配達（群馬県内のみ） （カタログギフトも最大３０％OFF)是非、お気軽にご来店下さい。
但し、他の特典や割引券等の併用は出来ません。
群馬県食肉卸売市場 玉村町大字上福島1189 0270-65-7135 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 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
「肉の駅」玉村店
す。
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。
たまむらとうふ
玉村町藤川91-1
0270-64-5102 １０００円以上お買い上げのお客様に豆乳おからドーナッツor豆乳ソ 国産大豆にこだわり、添加物を一切使用せず手作りした豆腐。豆乳
フトクリームミニをプレゼント。
を使ったスイーツやおからも使ったドーナッツなどあります。ぜひお
立ち寄りください。
とりせん 玉村店
玉村町上飯島280
0270-64-6306 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 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
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 す。「安全です！」「新鮮です！」をモットーに、地域のお客様の暮ら
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 しがより豊かになるよう奉仕する会社です。
ん）
福嶋屋
玉村町上新田1637
0270-65-3765 合計から５％OFF（土、日、祝日）
和菓子屋のつくる生ロールケーキが大人気！！小さいおまんじゅう
「おちょぼまんじゅう」モチモチの食感と食べやすさが話題
メガネのイタガキ 玉 玉村町上之手1610-1 0270-20-4339 ①税込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 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、
村店
ト。
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
②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。
みませんか」
両水 玉村店
玉村町福島540-1
027-065-5501 税込み1,500円以上お買い上げで「両水ポイントカード」と「ぐーちょ 食卓に旬のおいしさと楽しさを提供します。
きシニアパスポート」を会計時にご呈示いただいたお客様に、両水
ポイント30ポイントプレゼントいたします。
学び
ハクビ京都きもの学院 玉村町下新田419-3
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。
玉村教室
下新田六丁目公民館
※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
なりませんか？
飲食
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＜中部版 詳細＞
協賛店舗名
吉野家 玉村上飯島
店

住所
電話
特典
玉村町大字上飯島269- 0270-30-2002 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。
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）
べじたぶるKitchenイロ 玉村町板井832-6
0270－75－
ミニデザートサービス
ドリ
2676
理美容
グレイテストアッシュヘ
アー ハガル
サロン・ド・ジュン美容
室 玉村店
サロン・ド・ジュン理容
室 玉村店
美容室 白いばら

玉村町飯塚324-3

寝たきり老人券 取扱店

玉村町上之手1655
玉村町上之手1655

0270-64-3700 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。

玉村町下新田1020

0270-65-7149 技術料5％引き（他の割引との併用はできません）

パーマ、カラー、トリートメントメニューにお客様から大好評頂いてい
るオゾントリートメントが付いています。トリートメント効果プラス首を
温めながらの頭皮マッサージ。とってもリラックス出来て思わず眠っ
てしまうほどの気持ち良さです。いつもがんばっている自分にご褒
美を。

玉村町角渕2165

金融
アイオー信用金庫 玉 玉村町上茂木132-22
村支店
桐生信用金庫 玉村 玉村町下新田526
支店
群馬銀行 玉村支店
東和銀行 玉村支店

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。

0270-64-1511 10000円以上お買い上げのお客様に１０％割引をさせていただきま 楽しい撮影を心掛けています。
す。
0270-65-8055 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。

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。
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。
玉村町上之手1469-3 0270-65-2611 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。
玉村町大字下新田263 0270-64-3777
パスポートを持参された場合、リフォームローンの金利を基準金 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
番地2
利から年0.1％優遇いたします。資金使途が空き家解体資金の場合 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
は年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 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」、
業店窓口までお問い合わせください。
「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
ネッツトヨタ高崎 玉村 玉村町上之手1525-1
かみのて店
その他
金田石油 本所

地産地消を目指しているカフェレストランです。ランチはお得なセット
をご用意してます。ディナーではお酒も楽しめるお店になってます。
宴会コース等もありますのでお気軽にお問い合わせください。

0270-64-3367 ・ポケットティッシュプレゼント
・姓名判断無料（2週間後に結果が出ます。
0270-64-3700 メンバーズカードポイント２倍

生活
スタジオライトボックス 玉村町下新田731
ダスキン 玉村

PR

玉村町下新田535-2

0270-64-4111 「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。
0270-65-2721 「シニアパスポート」ご持参で、対象の個人向けローンを新たにご利
用の方は、当金庫所定の金利より年▲0.1%優遇いたします。

0270-65-1515 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。「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！

0270-65-2236 現金のみ２円値引きします。

1日車検、洗車、ワックス手掛、灯油配達、オイル交換等。
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