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地区 業種 店名 住所 電話番号 ホームページ サービス内容

沼田 グルメ　 たこ八 沼田市栄町15-9 0278-24-0604 食事をされた方にソフトドリンクをサービス

沼田 グルメ　 坂井養蜂場 沼田市高橋場町1885-10 0278-24-4134 http://sakai-hachimitsu.jp/ 店頭で会員証を提示された方に全商品５％引きにて販売

沼田 グルメ　 パティスリー　シャンティー 沼田市東原新町1542-4 0278-24-5679 http://www.patisserie-chantilly.com/ 1,000円（税抜）以上お買い上げのお客様に「林檎物語(リンゴが入ったバターケーキ)」プレゼント

沼田 グルメ　 生そば　下山 沼田市上発知町199-2 0278-23-9526 食事をされた方１名様につき舞茸天ぷら１個またはコーヒー１杯無料サービス

沼田 グルメ　 食事処　あづま 沼田市下久屋町53-1 0278-23-8898 当店にてお食事をされた方に「そばの唐揚げ」をサービス（平日11：30～14：00、17：00～20：00）

沼田 グルメ　 角田精肉店 沼田市西原新町1513 0278-22-3511 1,000円以上お買い上げのお客様にコロッケ1個サービス

沼田 グルメ　 津岐鮨 沼田市高橋場町2012-15 0278-24-1413 夜来店しカード呈示の方のみ、握り寿司（上寿司以上）注文につきドリンク１杯サービス（アルコールも含む）

沼田 グルメ　 お食事処　松かわ 沼田市薄根町3343-12 0278-24-5056 お食事をされた方に1会計につき5名様までソフトドリンクサービス（他のクーポンと併用不可）

沼田 グルメ　 焼肉屋　牛ちゃん　 沼田市柳町2522-7 0278-23-8129 ご飲食して頂いたグループの方全員プチデザートを1つ50円で提供（お１人様１つのみ）

沼田 グルメ　 桑寿園茶舗 沼田市材木町212 0278-22-2010 5,000円以上お買上げの方にお菓子をプレゼント

沼田 グルメ　 水芭蕉 沼田市利根町平川1514-1 0278-56-3456 http://www.watasuge.click 1,000円以上お食事をされた方にソフトクリーム１個サービス

沼田 グルメ　 四季彩 沼田市高橋場町2082-6 0278-30-2261
当店で買物をしていただいた方10％引き
（但し他のサービス併用、18時以降のタイムサービスはご利用できません）

沼田 グルメ　 姫本 沼田市東倉内町甲205 0278-22-2052 1,000円以上の飲食された方にコーヒー１杯サービス

沼田 グルメ　 かねもと 沼田市坊新田町1233 0278-24-5678 3,000円以上お買上げで「かすたあ大福」1個サービス

沼田 グルメ　 荒木屋本店 沼田市上之町840 0278-24-4545 税別2,000円以上ご購入の方に和菓子を１個プレゼント

沼田 グルメ　 樫の木 沼田市中町1122-4 0278-22-2777 https://kashinoki-numata.com 2,000円以上ご購入の方に「バウムクーヘンカット」を1個サービス

沼田 グルメ　 地酒蔵　辰巳屋酒店 沼田市東原新町1543-6 0278-22-4150 https://mfacebook.com/tatsumiyasaketen/?locale2=ja_JP 5,000円以上日本酒をお買上げの方に「沢の鶴　奈良漬(瓜)」（冬季は酒粕）をプレゼント

沼田 グルメ　 あつらえ 沼田市材木町216 0278-24-9844 5名様までファーストドリンク1杯サービス

沼田 グルメ　 ラーメンハウス　白沢亭 沼田市白沢町上古語父182 0278-53-3778 当店でお食事の方にラーメントッピング（厚切りチャーシューは除く）またはウーロン茶サービス

沼田 グルメ　 老神温泉　ぎょうざの満州　　東明館 沼田市利根町大楊1519-2 0278-56-2641
当店でお食事・お土産を購入された方に限り、日帰り入浴の割引サービス
大人（中学生以上）通常価格６００円（税込）→３００円（税込）、小人（小学生以上）通常価格４００円（税込）→１００円（税込）、
幼児（３歳以上）通常価格３００円→無料

沼田 グルメ　 とんかつ金重 沼田市白沢町高平26-8 0278-20-9116 平日ランチのみワンドリンクサービス

沼田 グルメ　 フレディ― 沼田市白沢町生枝1247-1 0278-20-9119 1,300円以上の方にミニデザートサービス（日替りランチを除く）

沼田 グルメ　 お食事処　一心亭 沼田市鍛治町980-1 0278-23-7197 １グループにつきフライドポテト１皿サービス

沼田 グルメ　
ホームレストラン
キッチンぱぱ

沼田市白沢町高平959 0278-53-3713

平日ランチタイムはホットコーヒー又はホットウーロン茶１杯無料サービス。
ソフトドリンクは１５０円にて提供。
常時子供さん（幼児から中学生まで）アイスキャンディーをプレゼント。
平日の夕食タイム・土日祭日はソフトドリンク半額にて提供。

沼田 グルメ　 まきた食堂 沼田市鍛治町1001-2 0278-25-4475 ご来店時カード呈示でファーストドリンクを半額

沼田 グルメ　 本格炭火やきとり　為五郎 沼田市下之町1013 0278-25-8701 ドリンク1杯サービス（夜のみ）

沼田 グルメ　 居酒屋　遊庵 沼田市上之町180 0278-22-0137 マジックｏｒグラスビールサービス

沼田 グルメ　 焼きとり　なか川 沼田市東倉内町208 0278-22-2220 ホッピー１本サービス

沼田 グルメ ホテル　ベラヴィータ 沼田市材木町178-1 0278-60-1000

・ご宿泊は正規料金の5％割引　・ご宴会、ご法要、お食事はお食事代の5％割引
・ご婚礼は料理、ドリンク、会場使用料、挙式料、衣裳等の割引
※忘新年会プラン・ランチのセットメニュー等については適用外となります
※ご婚礼の割引内容については都度ご確認お願いいたします

沼田 グルメ 河内屋菓子店 沼田市西原新町甲121 0278-22-2587 2,000円以上お買上げの方のに「かりんとうまんじゅう」3個入り1パックプレゼント

沼田 生活 anhelo Beauty Studio 沼田市下久屋町896-1 0278-25-3590 トリートメント500円OFF

沼田 生活 STUDY hair care design 沼田市東原新町1435-1 0278-24-2262 当店ご利用の方限定クイックヘッドスパサービス

沼田 生活 ヘアーサロン　アンデス 沼田市上原町1643-10 0278-24-5211 当店で3,000円以上ご利用の方200円引き

沼田 生活 サワ美容室 沼田市高橋場町2058-11 0278-24-3325 フェイスマッサージ無料

沼田 生活 美容室　夢細工 沼田市上沼須町83-4 0278-22-7326 髪の毛全体に施術するマイナスイオンをサービス（カット、パーマ、カラーされた方）

沼田 生活 ユースフル 沼田市桜町4738-1 0278-20-1611 当店で買い物をしていただいた方、ユースフルポイント２倍進呈

沼田 生活
ＬＩＦＥ　ＳＵＰＰＯＲＴ　ＳＨＯＰ
イシザワ

沼田市下之町1024 0278-22-2237 当店で買い物をしていただいた方、当店のポイントカードにポイント２倍進呈

沼田 生活 大正堂眼鏡専門店 沼田市上原町1619 0120-590-007
・眼鏡一式半額　　・レンズだけの交換半額　　・補聴器10％割引
・補聴器用電池500円（１個まで）

沼田 生活 hair  room  barco 沼田市材木町1322-2　クリオ館102 0278-25-3707
ご家族でご利用のお客様のお子様前髪カット無料。
平日5,000円以上ご利用のお客様５％off。

沼田 生活 いずみ美容室 沼田市高橋場町315-13 0278-23-4621 カット、パーマ、着付、美容全般５％引き

沼田 その他 ジェルスイミングクラブ沼田 沼田市高橋場町2061 0278-24-2134 一般遊泳及び特別教室を会員価格で利用可、登録料無料（入会時）

沼田 その他 小池楽器店 沼田市中町860-1 0278-23-2639 会員証提示で商品１割引（但し一部対象外の商品あり）

とねしんスマイルクラブサポート店
※サービス提供店では必ず「会員証」ご提示下さい。



沼田 その他 大正堂眼鏡店 沼田市材木町172 0278-24-1666
会員証提示でフレーム・レンズ・サングラス３０％ＯＦＦ、
補聴器電池半額（補聴器本体は割引できません）

沼田 その他 （有）本多自動車鈑金 沼田市桜町1965-11 0278-23-0527 オイル交換代10％割引

沼田 その他 白沢高原温泉　望郷の湯 沼田市白沢町平出1297 0278-53-3939 http://www.boukyou.com/ 会員証提示で５名様まで入館料１００円割引（他の割引との併用はできません）

沼田 その他 （有）さくらドライ 沼田市桜町1974-45 0278-23-0696 Ｙシャツを除く全品100円割引きサービス（他のクーポン割引と併用不可）

沼田 その他 カタヤマ 沼田市上之町843 0278-24-8833 会員証提示で５％ｏｆｆ（カード、おかし一部除く）

沼田 ファッション 中島屋呉服店 沼田市中町863 0278-22-2005 会員証提示で商品５％割引

沼田 ファッション ひらかた　本店 沼田市利根町平川1384-1 0278-56-2235 衣料品全品５％引き

沼田 ファッション ひらかた　横塚店 沼田市横塚町1088-12 0278-22-3800 衣料品全品５％引き

沼田 ファッション トリオ　沼田店 沼田市桜町2075-5 0278-30-2360 税込３，０００円以上お買上げのお客様に景品プレゼント

沼田 ファッション ぽっけ 沼田市高橋場町2031-29 0278-23-2285 ２，０００円（税抜）以上お買上げで5％ＯＦＦ（ＳＡＬＥ品は除く）

沼田 レジャー 金龍園 沼田市利根町老神592 0278-56-3021 http://www.kinryuen.com/ １泊２食付でご宿泊のお客様にお酒１本又はソフトドリンク１本サービス

沼田 レジャー 安心代行 沼田市戸鹿野町543-6 0278-22-5772 レンタカーご利用料金５％引き

片品 グルメ
イタリアンレストラン＆カフェ
ふらいぱん

利根郡片品村東小川1633-1 0278-58-4038 当店でお食事をしていただいた方に限りドリンク（コーヒー又はソフトドリンク）１杯無料

片品 グルメ 龍金花 利根郡片品村須賀川33-5 0278-58-4626 昼食をご注文して頂いた方に限りコーヒー1杯サービス

川場 レジャー 川場フィッシングプラザ 利根郡川場村大字萩室40 0278-52-3633 http://www.kawaba-fp.jp/ エサ釣りのみエサ代サービス

川場 グルメ
水芭蕉・谷川岳醸造元　売店
古新館

利根郡川場村大字門前713 0278-52-2313 http://www.nagai-sake.co.jp 1,500円以上お買い上げのお客様に「水芭蕉」ロゴ入りお猪口1個プレゼント

昭和 生活 コアフル　アイ 利根郡昭和村糸井1895-5 0278-22-9399 当店ご利用の方限定「ミニシャンプー」プレゼント

昭和 生活 美容室　オレンジ 利根郡昭和村糸井609-1 0278-24-2595 http://www.hair-orange.neb/blog/ 当店ご利用の方に炭酸泉サービス（頭皮・毛髪の汚れ除去540円相当）

昭和 生活 松井商店 利根郡昭和村大字糸井7497-2 0278-24-7426
お買上げ金額２，０００円ごとに500ｍｌペットボトル飲料を１本プレゼント
(タバコ、ビールのケース販売、ギフト券、切手、印紙、燃料の金額は除く）※特売日を除く

月夜野 グルメ 中華たむら 利根郡みなかみ町下牧354-1 0278-62-6033 当店でお食事をされた方に「からだすこやか茶Ｗ」1本プレゼント

月夜野 グルメ 銀の月 利根郡みなかみ町政所1042 0278-62-1002 ８，５００円（合計金額）以上ご利用のお客様にプチプレゼント進呈

月夜野 グルメ 高橋の若どり 利根郡みなかみ町下牧1016 0278-62-3194 平日２，０００円以上お買上げのお客様１０％割引

新治 レジャー 前田屋旅館 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉291 0278-66-0173 ご宿泊様お一人様につき、お酒（日本酒お銚子）又はジュース１本サービス

新治 レジャー 温宿　三河屋 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉152 0278-66-0172 ご宿泊様お一人様につき「たくみの里飲むヨーグルト150ml」１本プレゼント

新治 レジャー 温泉農家民宿　はしば 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1093 0278-66-0153
宿泊者１名につき自家製「ひとめぼれ」特別ビン入200ｇ
又は自家製「みそ」保存用パック入200ｇプレゼント

新治 レジャー ライフケア　猿ヶ京 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1219-3 0278-66-0612 宿泊者１名につきお酒（お銚子）１本サービス又はソフトドリンク１本サービス

新治 レジャー 料理旅館　樋口 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1167 0278-66-1500
ご宿泊者様お１人様につき夕食時にワンドリンクサービス
（生ビール、梅サワー、ハイボール、ソフトドリンクの中から１品）

新治 レジャー 旅籠　吉長 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉906-4 0278-66-1515
宿泊料金を１泊税別大人10,000円、６歳～１１歳のお子様１泊税別7,000円、5歳以下は無料に特別割引致します。他にも会員様
限定のサービスあり。ご予約時にお申し出ください。

新治 レジャー 旅籠　しんでん 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1528 0278-66-0205 宿泊されたお客様ジュース１本又はお酒１本サービス

新治 レジャー 旅籠屋　丸一 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉199 0278-66-0066 ご宿泊していただいたお客様一部屋につき繭石鹸を１本プレゼント

新治 レジャー まんてん星の湯 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1150-1 0278-66-1126 http://www.mantenboshinoyu.com/ ３時間券２００円引き（ご本人様限り）または回数券１冊（１０枚綴り）７００円引き

新治 生活 髪工房　花子 利根郡みなかみ町新巻952-2 0278-64-1018 ポイントサービス（1,000円で1ポイント付与のところ、さらに1ポイントサービス）

水上 グルメ そば処　角弥 利根郡みなかみ町幸知189-1 0278-72-2477 お食事・お土産5％サービス（現金払のみ）

水上 グルメ やぶそば 利根郡みなかみ町湯原785-1 0278-72-3492 お食事全品10％引き（他のクーポンとの併用は不可）

水上 グルメ そば処　くぼ田 利根郡みなかみ町鹿野沢70-15 0278-72-6420 http://www.kubota-soba.com/ 当店でお食事をされた方、生芋こんにゃくの味噌おでん１本サービス

水上 グルメ 気ママ屋 利根郡みなかみ町湯原713 0278-72-1700 会員証提示で商品10％引き

水上 グルメ 丸須製菓 利根郡みなかみ町湯原1680-4 0278-72-3591 お買上げ金額の5％引き（特価品を除く）

水上 グルメ
窯焼きピザの店
ラ・ビエール

利根郡みなかみ町湯原681-3 0278-72-2959 お食事をしていただいた方にひと口アイスサービス

水上 グルメ ワインとお酒の専門店　瀧澤 利根郡みなかみ町大穴814-1 0278-72-3121 3,000円以上お買上げの方に「湯あがりサイダー」1本プレゼント。

水上 グルメ ジャックザタルト　ファンタジー 利根郡みなかみ町川上124-1 0278-72-8181 全品５％引き（飲食物のみ）。他のクーポンとの併用はできません。

水上 グルメ カフェレストラン亜詩麻 利根郡みなかみ町湯原146 0278-72-3326 お食事を注文された方に「ひとくちアイスクリーム」をサービス

水上 グルメ つゆしゃぶ処　雨ニモマケズ
利根郡みなかみ町湯原757-1
ロイヤルプラザ水上401

0278-25-3688 ５％割引サービス

水上 グルメ ら～めん武尊 利根郡みなかみ町藤原2055-1 0278-75-2741 ラーメン１杯につき５０円引き

水上 レジャー
ＭＡＸ大穴ベース
ＭＡＸ土合ベース

利根郡みなかみ町大穴54-2
利根郡みなかみ町湯檜曽湯吹山

0278-72-4844
0278-72-3452

ラフティング・キャニオニング・エアーボード・スノーシュー
半日ツアー定価より５００円引き

水上 レジャー 蛍雪の宿　尚文 利根郡みなかみ町綱子277 0278-72-2466 https://www.syoubun.com 夕食時ワンドリンクサービス

水上 その他 （有）三幸石油ガス 利根郡みなかみ町湯原14 0278-72-2485
給油前にカードをご提示いただき、現金でガソリン・軽油を２０ℓ以上給油されたお客様に限り、 2円/1ℓ割引いたします
（他の割引サービスとの併用はできません）。

渋川 グルメ レストラン翔 渋川市吹屋353 0279-25-0860 お食事をされた方にソフトドリンク1杯サービス

渋川 グルメ ぱんやさん 渋川市渋川1813-30 0279-25-1673 1,000円以上お買上げの方にラスク1袋サービス



渋川 生活 キャッチアイいわた 渋川市渋川1822-22　古瀬ビル1F 0279-23-1515 眼鏡会員証提示で当店割引価格より更に10％ｏｆｆ、腕時計電池交換７００円より

吾妻 グルメ 寿し禄 吾妻郡中之条町横尾1460 0279-75-6151 お食事1,000円以上された方にワンドリンク（ソフトドリンクのみ）サービス

前橋 グルメ はたお商店　前橋店 前橋市下小出町1-27-16 027-289-5399 １００円トッピング１品無料

高崎 グルメ はたお商店　高崎店 高崎市棟高町1675-253 027-372-0688 １００円トッピング１品無料

前橋 グルメ (株)もち吉　前橋店 前橋市総社町高井92-1 027-280-3660 1,000円(税別)以上お買上げのお客様に「天然水」1本プレゼント

前橋 生活 Vivient　Ｈａｉｒ 前橋市荒牧町2丁目47-9 027-226-6265

新規様限定通常料金より15％ＯＦＦ（オプション・ヘアセット除外）
曜日別サービスデー有
火曜日・・・セット料金デー　カット＋（パーマ、カラー、ストレート）＋トリートメント
水曜日・・・カットサービスデー　大人3,000円、高校生2,500円、中学生2,000円、小学生1,500円
木曜日・・・パーマサービスデー　パーマ通常より20％off
金曜日・・・カラーサービスデー　カラー通常より20％off

前橋 その他 カースチール（株） 前橋市総社町総社2913 027-251-6365 http://www.carsteel.co.jp 中古タイヤ４本ご購入の方に新品タイヤバルブ4つをサービス

前橋 その他 （有）タカミザワ 前橋市総社町桜ヶ丘1043 027-251-6250 自動車板金工賃１０％OFF


