＜吾妻版 詳細＞

ぐーちょきシニアパスポート協賛店一覧 吾妻版詳細（令和4年8月2日現在）
協賛店舗名
中之条町
買物
タケウチ

住所

電話

特典

PR

中之条町伊勢町4-10

0279-75-1147 ・ギフト…全品３％off（値下げ価格からも割引いたします。）・花…全 一般ギフトとお花を取り扱う贈り物専門店。
品１０％off

飲食
朝日座食堂

中之条町西中之条724- 0279-75-3161 ウーロン茶（５００ml.）１本サービス
2
海鮮四季 北海亭 中 中之条町中之条958
0279-75-7717 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
之条店
※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
宴会コース料理をご注文の際はご利用できません
そば三昧 中島屋
中之条町大字四万 甲 0279-64-2400 コーヒー1杯サービス
４２３１－１
そば処 和光庵

中之条町折田419-1

緑街stoa

中之条町大字中之条町 0279-75-3755 ジェラートアイスシングル（１種類）料金でダブル（２種類）ご提供
938ふるさと交流セン
ターtsumuji内

学び
ハクビ京都きもの学院 中之条町中之条町664
中之条教室
10区公民館

0279-26-3145 ソフトドリンクサービス

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

東和銀行 中之条支店 中之条町大字伊勢町
985番地の2

嬬恋高原産と、北海道産をブレンドした石臼挽きの十割そばです
が、ツルツルとした、のどごしのよさが自慢の味です。
＊売り切れ次第終了となります
四万、沢渡温泉にお出かけの際に是非お立ち寄り下さい。「花の駅
美野原」の大きな看板があります。すぐ分かります。アットホームな
お店です。
群馬のおいしい牛乳を使ったジェラートアイスの店、一番の目玉は
味噌と砂糖を焦がして入れた「焼きまんじゅうアイス」
日本で最も伝統のあるきもの教室です。
学生～80才までの幅広い年齢の方が、楽しく教室に通っています
♪
ぜひ、お子様の大切な日や記念日に自分で着物を着られるように
なりませんか？

理美容
サロン・ド・ジュン（理） 中之条町大字中之条町 0279-25-7688 メンバーズカードポイント２倍
美容室 中之条店
１８６４－１ ヤオコー中
之条店２階
健康
Hitujiはりきゅう・漢方 中之条町中之条町
0279-75-4189 すべてのお支払いについて１０パーセント割引
ひつじ堂
1472-2

金融
群馬銀行 中之条支店 中之条町中之条町935

手打ちうどんと、手打ちの二八そばのお店。
昔ながらのソース焼きそばも人気です。
網元直送の新鮮でおいしい魚から、定食などの御飯物まで、豊富
なメニューで子供から大人までお食事をお楽しみ頂けます。

0279-75-3311 新規に貸金庫のご契約をされたお客様は、お申し込み頂いた月か
ら半年間の貸金庫使用料を無料といたします。

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。

はりとおきゅうでつらい痛みや体の不調を改善し、健康寿命を延ば
すお手伝いをします。
また漢方薬のご相談にも応じます。
お気軽にご来院ください、笑顔でお待ちしております。

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。
0279-75-2250
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 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
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 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
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 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」、
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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＜吾妻版 詳細＞
協賛店舗名
住所
宿泊・入浴
温泉三昧の宿 四万た 中之条町四万4180
むら
四万グランドホテル
中之条町四万4228

電話

特典

PR

0279-64-2111 パスポート一枚につき1つ「たむらの森の入浴剤」プレゼント。
0279-64-2211 パスポート一枚につき1つ「たむらの森の入浴剤」プレゼント。

つばたや旅館

中之条町四万3985

0279-64-2920 オリジナルノヴェルティ プレゼント

湯の宿 山ばと

中之条町四万4358-11

湯元 四萬館

中之条町四万3838

0279-64-2217 当店HPはまたは電話で御予約のお客様に限り、ウェルカムプレゼン
ト１点
0279-64-2001 ドリンクサービス 次の内容よりお選びいただけます。 ビール（中
瓶）、冷酒：２名様に一本 ウーロン茶、コーラ、オレンジジュース、燗
酒：１名様に一本

長野原町
遊び
軽井沢スノーパーク

長野原町北軽井沢
2032-16

北軽井沢竹内ゴルフ

長野原町北軽井沢

北軽井沢竹内テニス
コート

長野原町北軽井沢

嬬恋村
遊び
軽井沢おもちゃ王国

毎分１６００Lの豊富な温泉と５００年の歴史を味わえ、また月替わ
りの本格懐石料理を堪能下さい。
目の前で清流が合流する大自然豊かな四万温泉で当館の飲める
源泉を利用したバイキング料理が好評です。
四万川の清流を眺めながら湯量豊富で静養できる小さな宿です。
四万温泉の薬師堂参道に建つ７室の畳廊下と貸切風呂の源泉の
風呂と囲炉裏料理宿。
四万温泉の中でも多くの湯量を誇る湯元であり、源泉１００％の温
泉を掛け流しにてお楽しみいただけます。古くから井伏鱒二氏や太
宰治氏などの文豪達が滞在し当館は太宰治氏の小説｢風の便り」
の舞台とされています。時がゆっくり流れるかのような空間で至福
の時間を過ごして頂ければ幸いです。

0279-84-1227 リフト１日券通常￥２５００を￥２０００に割引き。

子供から大人までスリル満点で楽しめる「チュービング」とスノーエ
スカレータ完備でソリ専用の｢ちびっ子ゲレンデ」がファミリーに人
気。初心者ゲレンデには立ったまま乗れるスノーエスカレーターを
備えているのでリフトが心配な初心者にも安心。また上級者には常
設のポールバーンもあるのでどなたでもお楽しみいただけます。
0279-84-6040 ショートゴルフの料金１００円引き １名２５００円→２４００円
軽井沢と草津温泉の中間、北軽井沢に有り、ショートゴルフとパ
ターゴルフ有り。行楽の途中、ドライブ、同窓会の途中に気軽に寄
れる。マレット、グランドゴルフの経験者はベテランです。
0279-84-3273 テニスコート料金１００円値引き、ハードコート２５００円→２４００円、 軽井沢と草津温泉の中間、北軽井沢に有り、クレー14面、ハード６
クレーコート２０００円→１９００円、プレーに必要な道具一式が含ま 面が有り駐車場が広い。レンタルも豊富に有り。サークルの利用に
れています。子供用、左利きなど豊富に用意されています。手ぶら ちょうどよい。
でOKです。

嬬恋村大前細原2277

0279-86-3515 入園料 １００円引 （１０００円→９００円） フリーパス ５００円引（２ 見て、触れて体験できるおもちゃのテーマパーク。全１０館の「おも
８００円→２３００円）
ちゃのお部屋」のほか約１２種類ののりもの、ツリーハウスや約２０
種類のアスレチック、渓流釣りなどが楽しめる「自然の森の体験」
がある。

嬬恋村大字鎌原105326

0279-86-3000 現在においても入場券売り場にて65歳以上が確認できれば通常
600円に入館料を高齢者割引として300円として実施しております
が、パスポートの提示によりわずらわしさがなくなります。

生活
ダスキン 嬬恋

嬬恋村西窪59-5

0279-80-2110 ダスキンレンタル商品を初回４週間特別使用体験価格にてご利用
頂けます。

金融
群馬銀行 嬬恋支店

嬬恋村三原394

0279-97-2411 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。

学び
浅間火山博物館
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火山のパワーと地球の鼓動を体感できる。鬼押し出し内の自然遊
歩道に出れば、溶岩の中にも高山植物が咲き乱れる大自然のふし
ぎを楽しく遊びながら学ぶことができます。

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。

＜吾妻版 詳細＞
協賛店舗名
草津町
買物
(有)茂久兵衛食品

遊び
草津国際スキー場
金融
群馬銀行 草津支店
東和銀行 草津支店

住所

電話

草津町草津23-5

0279-88-4147 当店の定めるぐーちょきシニアデーに限り、当日お買い上げ金額よ 草津町で一番大きなスーパーマーケット。町役場・バスターミナル
り5%引き
のすぐそばで利便性あり。地元ならではの食材や新鮮な魚や手作
りの総菜を豊富に扱った、地元密着でありながら、観光客にも重宝
されているお店です。

PR

草津町草津白根国有林 0279-88-8111 リフト大人一日券１５％割引（他の割引との併用不可。）
草津町草津23-128

草津国際スキー場ならスキーも温泉も大満足！

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。
草津町大字草津23番地 0279-88-2650
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 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
の66
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 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
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 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」、
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。

宿泊・入浴
草津観光公社 大滝乃 草津町草津596-13
湯
草津観光公社 西の河 草津町草津521-3
原露天風呂
ホテルヴィレッジ
草津町草津618
ホテル櫻井
その他
草津運動茶屋公園道
の駅
草津高原ゴルフ場

特典

0279-88-3050 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。

0279-88-2600 入浴料金１０％割引（他の割引との併用不可。）

伝統の入浴法「合わせ湯」をぜひ体験しよう。

0279-88-6167 入浴料金１０％割引（他の割引との併用不可。）

この広さは本物！森林に囲まれた大きな湯船にゆったり浸ろう！

草津町465-4

0279-88-3232 ご宿泊料金 １０％割引き。＊但し、他の割引と併用はいたしかねま 標高１２００mの自然豊かなリゾートホテルです。源泉掛け流しの温
す。＊ホテルに直接ご予約された場合に限ります。
泉と、森林浴をお楽しみ下さい。
0279-88-1111 館内利用券お一人様に１枚（￥５００）進呈、宿泊当日利用限定

草津町大字草津３－９

0279-88-0881 ソフトクリーム５０円割引。（喫茶、食事コーナーにて）

草津町大字草津白根国 0279-88-8072 昼食時ソフトドリンク１杯サービス。（他の割引や企画との併用不
有林154
可。）
白根火山ロープウエイ 草津町大字草津白根国 0279-88-8111 乗車代金１０％割引（他の割引との併用不可）
有林
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草津の旅はここから始まる。
草津温泉街から車で５分のリゾートコース。
標高2000mの空中散歩をお楽しみ下さい。

＜吾妻版 詳細＞
協賛店舗名
高山村
遊び
ロックハート城
学び
ぐんま天文台
東吾妻町
買物
株式会社やまだ屋

川村書店

住所

電話

特典

PR

高山村中山5583-1

0279-63-2102 入場料１０％off

高山村中山6860-86

0279-70-5300 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

東吾妻町大字原町586

0279-68-2634 ご購入いただいたお客様には、粗品をプレゼント。

東吾妻町原町乙422

0279-68-2007 ポイント2倍

ギフト創造館 あがつ
ま店

【リフォーム】断熱工事、バリアフリーのお問合せはやまだ屋へ。早
い対応でリフォームの不安な点、わからない点も丁寧にサポートし
ます。お気軽にお問い合せ下さい。やまだ屋は、建築、土木、左官
など総合資材販売のお店です。
年間予約購読で御自宅に毎月雑誌がお届け出来ます。お孫さん
への贈り物に好評です。
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。

東吾妻町原町965Aコー 0279-68-5558 （特典１）贈答品の「快気祝」｢各種御祝」「法事等の返礼品｣｢お中
プあがつま店内
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。
靴のトリオ 原町店
東吾妻町原町1122
0279-68-4811 店舗にお問い合わせください。
橋爪商店
東吾妻町原町576-1
0279-68-2133 サービスポイント２倍
ベイシア電器（吾妻店） 東吾妻町原町952番地 0279-70-2255 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。
メガネのイタガキ 原 東吾妻町原町765-1
0279-70-2277 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、
町店
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
②補聴器お買上げで、「空気電池5パック」プレゼント。
てみませんか」
理美容
サロン・ド・ジュン美容 東吾妻町原町718-4
0279-68-5678 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。
室 原町店
サロン・ド・ジュン理容 東吾妻町原町718-4
0279-68-5678 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。
室 原町店
理美容室いちば
東吾妻町大戸2831
0279-69-2159 ポイント2倍
健康
あみ整骨院
東吾妻町原町７２１－３ 0279-68-3777 酸素ボックス50%引き
体の痛み解消！あみ整骨院
金融
群馬銀行 原町支店 東吾妻町原町570-1
0279-68-2211 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。
車・交通
オートアールズ 吾妻 東吾妻町原町969-1
0279-68-3800 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
バイパス店
タッフにお申し付け下さい。
宿泊・入浴
かやぶきの郷 薬師温 東吾妻町本宿3330-20
泉 旅籠

0279-69-2422 ※予約時に事前申告
入郷料大人500円→300円、入郷＋入浴料大人1,000円→900円、
宿泊プラン→10％オフ ※平日限定、休日前不可
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江戸時代から続く自噴天然温泉を活かした『薬師温泉旅籠』を中心
に、7000坪の広大な敷地にてかやぶき屋根の家並みと古民具や
昔懐かしい展示物のミュージアムで構成された『かやぶきの郷』を
展開。

