
店名 住所 電話番号 特典 ＰＲ

《買い物》

有限会社　花のクボタ 鞘町20-2 027-326-1187 ご来店、お買上、お持ち帰りの方10％割引
花のクボタは高崎シティーギャラリー・群馬音楽センターまで歩いて5分の花屋です。季節感のあるブーケや良品な胡蝶蘭

もご用意してあります。市内搬送3000円（税別）より受付ております。

株式会社　松風園 八幡原町508-1 027-347-2818 コーヒー100円ＯＦＦ
植物やガーデン雑貨をはじめ、お庭づくりのご相談にお応えするアトリエ。どなたにもご利用頂けるガーデンとコーヒー

スタンドを併設しています。専門知識を持ってたスタッフが緑のある暮らしをサポートします。

有限会社　アドバルーン 引間町123-1 027-360-6260 名刺のデザイン代無料 アドバルーンは、魔法使いです。デザインの魔法で仕事や商売を成功に導きます。世界中の人を魔法で幸せにしたい。

メガネパリミキ　高崎店 下小鳥町441-1 027-361-5563 フレーム・レンズご購入の方にメガネお手入れセットプレゼント

ドコモショップ高崎店 高関町363-1  0120-701-291
機種によって設定されている頭金（8,000円～10,000円）を値引きさせて

いただきます。

岡村メガネ 高崎市あら町6-16 027-323-7043 メガネお買い上げのお客様15％割引いたします。 遠近両用メガネのエキスパート

楽歩堂　高崎支店 緑町4-7-7 027-364-6414 足形無料測定
自分の足に合う靴を見つけるには、まず自分の足を正確に知ること。楽歩堂では、足をチェック・測定したデータをもと

に、あなたの足にベストフィットする靴選び、インソールの製作をいたします。

有限会社　とりじん 喜多町15-5 027-322-6038 1000円以上お買い上げの場合5％OFF

《飲食》

野の花 井野町995-15 027-386-8899 アイスプレゼント

トリットリアウラライタリコ 井野町1009-4 027-381-8787 ワンドリンクサービス
本場の味と雰囲気をそのままに、飲んで食べてのトラットリア。自然本来の味わい、化学調味料を一切使わず、地元群馬

や本場イタリアの食材、安心安全な素材にこだわった料理と選りすぐりのワインをお楽しみ下さい。

惣菜スタジオ　ころむす 石原町3267-1 027-327-0124
ウィルス免疫強化食として製造している「酵素玄米」寝かせ玄米のおむす

び150円→100円に！！

《スポーツ》

シニアトレーニングジム
井野町1037-1MWS日高 地域福

祉交流センター 2階
027-387-0556 入会金無料

シニアトレーニングジムは高崎市に地域密着し日高会グループ・日高病院との連携の下シニア世代の健康寿命延伸のお手

伝いはもちろん17：00以降は18歳以上の方もご利用可能！また、多世代への健康サポートサービスも豊富な複合型のセミ

パーソナルトレーニングジムです！

タニタ　フィッツミーフォレストモール高崎店 飯塚町1150-5ウニクス高崎2F 027-381-8722 入会金0円+振動マシン6回チケット

《薬局・スーパー》

《美容》

エレガンス　リッチ 井野町天水1016‐1 027-362-0336 トリートメント全メニュー10％ＯＦＦ

エレガンス　ヴェール 台新田町376-1 027-346-8990 トリートメント全メニュー10％ＯＦＦ

エレガンス　クレエ 中里見根岸91-1 027-374-5288 トリートメント全メニュー10％ＯＦＦ

ナチュラリー　エレガンス 金古町536-1 027-373-0411 トリートメント全メニュー10％ＯＦＦ

ヘアガーデン 倉賀野町392-1 027-386-2226 トリートメント全メニュー10％ＯＦＦ

Hair MONSTERA 八島町273高崎ピュアビル2F 027-323-0210
スペシャルトリートメント（施術）サービス（メニューご利用の方を対象

に）

美容室ルナ・ブーケ 日高町455-3 027-361-2522 会員料金よりさらに10％割引 美容室ルナ・ブーケは高い技術力のベテラン美容師が、お客様の目線で考え、骨格や毛流れにあわ

《健康・予防医療》

心と体のリンパ健康サロン　プチローズ 上中居町1448-35 027-352-5668 施術代金を初回30％ｏｆｆ次回より10％ｏｆｆ

整体サロン　さろんどぽんど 箕郷町柏木沢261-7 027-386-6568 姿勢矯正＆ロコモコ予防専門整体院の来店ポイント5ポイント進呈

ラ・サンテ
浜尻町1135サンクフルタウン1-

3
027-333-3745 酸素パック無料

たかさき中央整骨院 貝沢町945 027-363-4105 自費メニュー半額・酸素カプセル30分無料
たかさき中央整骨院はクライアント様と寄り添いクライアント様と一緒に痛みや不調を解決していきます。運動指導を積

極的に行っています。元気で笑顔の絶えない日常へのお手伝いに力をいれています。

エレガンスグループではお客様に寄り添ったカウンセリングや提案を心がけています。メニューについては、トータル

ビューティーをベースに様々なメニューをご用意しております。お気軽にご来店ください。

高崎市



あしこし健康教室
高崎市寺尾町2496-1（ソーシャ

ルグット）
080-4290-5611

教室に参加していただくと入会金無料とさせて頂きます。教室会場はパー

クレーン高崎（高崎市歌川町8番地）です。
「いつまでも自分の足で歩きたい」「自分らしい生活をできるだけ長く送りたい」という声にお応えする教室です！

《趣味・教養》

マジシャンＳｈｕＮ 下佐野町201-1 080-6716-0331 マジック道具プレゼント　出演料10％ｏｆｆ

浅賀社会保険労務士事務所 井野町360-10-102号 027-386-9555 来所により助成金、年金相談　30分500円上限1時間まで 相談しやすい対応を心がけています。ご気軽にご相談ください。

今井千春音楽教室 根小屋町684-45 090-7177-5966 体験レッスン無料！！
初心者大歓迎！！お好きなジャンル、お好きな曲をレベルに合わせて楽しくレッツスンできます。生ピアノで歌ってみた

い方大歓迎です。

ノーティ・ノートピアノ 貝沢町739-5 027-361-7881 初回レッスンのみ半額
クラシックからジャスやシャンソンまで、幅広く楽しくピアノの指導をします。いろいろなジャンルの歌の伴奏もありま

す。（カラオケCDの作成もいたします）

ボウリング場パークレーン高崎 高崎市歌川町8 027-322-4571
ボウリングゲーム料金の割引（1枚のカードで5名様まで有効）　　　　1

ゲーム700円→600円

健康スポーツにボウリングは最適！！初めての方でも安心して参加できる「ボウリング教室」を開催中。健康づくり・仲

間づくりにボウリングを！！

《宿泊・温泉》

店名 住所 電話番号 特典 ＰＲ

《買い物》

ドコモショップ新前橋店 古市町一丁目62番地1 0120-697-047
機種によって設定されている頭金（8,000円～10,000円）を値引きさせて

いただきます。

ドコモショップ前橋店 国領町２-１３-20 0120-701-293
機種によって設定されている頭金（8,000円～10,000円）を値引きさせて

いただきます。

楽歩堂　前橋店 千代田町3-3-6 027-219-4192 足形無料測定
自分の足に合う靴を見つけるには、まず自分の足を正確に知ること。楽歩堂では、足をチェック・測定したデータをもと

に、あなたの足にベストフィットする靴選び、インソールの製作をいたします。

《飲食》

ロングサンドホテル 石倉町2-4-1 027-251-8311 ソフトドリンク1杯サービス

パン工房　ロッシェ 大友町2-26-9 027-212-5973 500円以上お買い上げでポイント2倍

真心庵　そばひろ 大友町3-24-11 027-254-4187 ドリンクサービス 石臼碾自家製粉で毎日使用する量だけ製粉しております。お客様の健康のために安心・安全な材料を使用したおります。

日本料理　くろ松 大手町1-1-1県庁31F 027-220-1131 デザートサービス 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。

Heal&CafeDing BOND 城東町5-6 027-232-8561 バースデー写真＆プレートプレゼント　フリードリンク1杯サービス
BOND（ボンド）という言葉には、”絆・繋がり”という意味があります。ハワイアンテイストの店舗に、創作料理と多種

ドリンクで人気のお店。昼カフェ、夜ダイニング。パノラマプロジェクター完備。サプライズ承り。

《スポーツ》

タニタ　フィッツミーフォレストモール新前橋店 古市町180-1 027-212-8883 入会金0円+振動マシン6回チケット

《薬局・スーパー》

《美容》

エレガンス　フルール 前橋市大胡町399 027-283-8896 トリートメント全メニュー10％ＯＦＦ
エレガンスグループではお客様に寄り添ったカウンセリングや提案を心がけています。メニューについては、トータル

ビューティーをベースに様々なメニューをご用意しております。お気軽にご来店ください。

美容室　ナンシー 駒形町426-2 027-266-6461 技術料10％割引 6

ストロベリーネイルズ 表町2-10-19-2F 027-226-1580 施術代金10％ＯＦＦ　※他のサービスと併用不可 6名の美容スタッフがお客様のご要望にお答えできるように笑顔でお迎えいたします。

美容室エール・ANNEX 青柳町197-3市川ビル101号 027-235-3530 会員料金よりさらに10％割引
エールアネックスは歴10年以上のベテラン美容師が在籍しており、高い技術力で一人ひとりの骨格や髪質に合わせた理想

のヘアスタイルをご提案致します。年齢と共に変化する髪の悩みにも親身に改善へと導きます。

美容室エール 青柳町210-1 027-233-0721 会員料金よりさらに10％割引
美容室エールはアットホームな雰囲気のお店で老若男女問わず幅広い年代のお客様から支持されております。経験豊富な

美容師がお客様の髪の悩みや要望を丁寧にカウンセリングし、最大限の美を引き出します。

美容室RUNA
古市町180-1フォレストモール

内
027-289-5261 会員料金よりさらに10％割引

美容室RUNAは髪のあらゆる悩みを解決するために備えられた豊富なヘアーメニューや厳選商材と高い技術力で理想のス

タイルをご提案しております。モール内に併設しているためお買い物帰りなどに気軽にお立ち寄りいただけます。

ヘアーブランド・ソワン 総社町2-6-20 027-251-5974
カット　小学生1,500円　中学生2,000円　高校生2.500円　　　　　　毎

月18日　スパ3,000円　トリートメント50％OFF

SOIN（ソワン）という言葉には、”いたわる・治す”という意味があります。　最先端コベラや最新技術、全国美容室の

１％しか販売できないalmada-style取扱店。　七五三・成人式・着付け・冠婚葬祭も承っております。

前橋市



男と女の美容室トゥモロー 問屋町2-15-5 027-253-6371
カット　小学生1,500円　中学生2,000円　高校生2.500円　　　　　　毎

月18日　スパ3,000円　トリートメント50％OFF

Tomorrow（トゥモロー）は、楽しい明日を創り出す遊び心たっぷりの美容室。男性も女性も子供も大人も気軽に足を運

べるファミリーサロンです。最新技術、全国美容室の１％しか販売できないalmada-style取扱店。

ヘアーアイル・リド 文京町3-14-7 027-226-7658
カット　小学生1,500円　中学生2,000円　高校生2.500円　　　　　　毎

月18日　スパ3,000円　トリートメント50％OFF

　LIDO（リド）という言葉には、”南国”という意味が含まれています。南の島をイメージした広々としたお店。ゆったり

と開放的な気分になります。最先端コベラや最新技術、全国美容室の１％しか販売できないalmada-style取扱店。七五

三・成人式・着付け・冠婚葬祭も承っております。

《健康・予防医療》

株式会社グリーンライフ 南町4丁目33番地22 027-223-6684 1,000円以上お買い上げの方にエコバックプレゼント

ナースファシリテーターAbeby 090-3431-6869 セルフケアコース30％ＯＦＦ

なお接骨院
石倉町3-13-3-前橋マンション

202
027-288-0504 自由診療時にお水500mlペットボトルプレゼント！

(有)エール・健康増進友の会 青柳町197-3市川ビル202号 027-235-3533 会員料金よりさらに10％割引
有限会社エール健康増進友の会は心身共に健康で活力ある生活を送りたいと願うお客様に、厳選した最高品質のフコイダ

ンを通して、お客様にニーズにお応えしながら「健康+@」の新たな価値をご提供致します。

《趣味・教養》

エメラルドボウル 国領町２-13-38 027-233-6405 ボーリングゲーム料割引　ゲーム620円→560円

《宿泊・温泉》

店名 住所 電話番号 特典 ＰＲ

《美容》

エレガンス　フジオカ 中栗須390 0274-24-6099 トリートメント全メニュー10％ＯＦＦ

モッズヘア　フジオカ 中栗須117-1 0274-24-2850 トリートメント全メニュー10％ＯＦＦ

店名 住所 電話番号 特典 ＰＲ

《買い物》

《美容》

エレガンス　シエル 富岡501 0274-89-1010 トリートメント全メニュー10％ＯＦＦ
エレガンスグループではお客様に寄り添ったカウンセリングや提案を心がけています。メニューについては、トータル

ビューティーをベースに様々なメニューをご用意しております。お気軽にご来店ください。

美容室　愛華夢 七日市62-6 0274-63-0639 トリートメントサービス　パワートリートメント1,500円 髪と心を元気に変える　笑顔あふれる癒しのサロン

店名 住所 電話番号 特典 ＰＲ

《買い物》

楽歩堂　伊勢崎店 連取町3024-8 0270-30-1192 足形無料測定
自分の足に合う靴を見つけるには、まず自分の足を正確に知ること。楽歩堂では、足をチェック・測定したデータをもと

に、あなたの足にベストフィットする靴選び、インソールの製作をいたします。

《美容》

ホワイト　イセザキ 伊勢崎市連取町556-5 0270-75-5106 トリートメント全メニュー10％ＯＦＦ
エレガンスグループではお客様に寄り添ったカウンセリングや提案を心がけています。メニューについては、トータル

ビューティーをベースに様々なメニューをご用意しております。お気軽にご来店ください。

《健康・医療》

店名 住所 電話番号 特典 ＰＲ

《買い物》

ドコモショップ太田店 太田市藤阿久町779-1 0120-701-294
機種によって設定されている頭金（8,000円～10,000円）を値引きさせて

いただきます。

ドコモショップ太田中央店 太田市飯田町520-2 0120-697-415
機種によって設定されている頭金（8,000円～10,000円）を値引きさせて

いただきます。

その他

エレガンスグループではお客様に寄り添ったカウンセリングや提案を心がけています。メニューについては、トータル

ビューティーをベースに様々なメニューをご用意しております。お気軽にご来店ください。

藤岡市

富岡市

伊勢崎市



ドコモショップイオンモール太田店 太田市石原町81 0120-697-400
機種によって設定されている頭金（8,000円～10,000円）を値引きさせて

いただきます。

シティメガネ 安中市安中2362-1 027-381-0334 レンズくもり止め1本進呈いたします。
取扱い商品豊富です。TALEX　BJクラッシック　アイバン　ポラリス　ラインアート　GUCCI　ティファニー　他多数取

り揃えてお待ちしております。

スクリーン印刷　ROCKWELL

（Ｔシャツ・ホロシャツ・ブルゾン）
甘楽郡甘楽町善慶寺880 0274-67-7611 当社通常料金よりプリント代金を10％OFF

ロックウェルは、自社でデザイン・版作成・プリント作業を全て行っております。工場直営の為、版代・プリント代・製

品代（Tシャツ・ポロシャツ等）をかなりお安く提供できます。

888mitsubachi
みどり市大間々町大間々40　さ

くらモール1F
090-1798-2040 10％OFF

有限会社　大生堂眼鏡専門店 沼田市上原町1619 0278-24-1555
眼鏡一式30％OFF　補聴器10％OFF　補聴器電池半額　　　　　　　　眼

鏡レンズ交換30％OFF

1964年創業の眼鏡と補聴器の専門店です。出会いに感謝！を商いの基本としております。

あなたの融通がきくお店としてご用命頂ければ幸いです。

《美容》

ルシードスタイル　コルテ
北群馬郡吉岡町大久保872-1

フォリオ吉岡
0279-20-5222 トリートメント全メニュー10％ＯＦＦ

エレガンスグループではお客様に寄り添ったカウンセリングや提案を心がけています。メニューについては、トータル

ビューティーをベースに様々なメニューをご用意しております。お気軽にご来店ください。

アンジュ　笠懸店 みどり市笠懸町阿左美1953-1 0277-76-6658 トリートメント全メニュー10％ＯＦＦ

アンジュ　相生店 桐生市相生町2-855-5 0277-55-1818 トリートメント全メニュー10％ＯＦＦ

アンジュ　境野店 桐生市境野町6-594-1 0277-30-3456 トリートメント全メニュー10％ＯＦＦ

《宿泊・温泉》

伊香保温泉　ホテル木暮 伊香保町伊香保135 0279-72-2701
夕飯時おひとりさまにつき、お酒（お銚子）または、ソフトドリンク1本

サービス※個人の宿泊に限ります※団体様でのご利用は適用外

北関東最大級1300湯殿。毎分1000ℓの源泉かけ流しは伊香保随一の湯量を誇っており、正真正銘の「黄金の湯」をご満喫

いただけます。


