
2012.1.23現在
ＮＯ店舗名 住所 代表者名 連絡先（0278） 特典内容
1 （有）ネイチャーナビゲーター 小日向260-1 竪村　浩一 72-5923 アウトドアツアー参加料10％ＯＦＦ

（定価からの割引となります。
他の特典との併用は出来ません。）

2 たくみの里　農産物加工の家 須川834 河合　奈々江 64-0010 体験、お食事おひとり様1,000円以上で
10％引き

3 奥平温泉遊神の湯　遊神館 須川378 深津　賢治 64-2626 入館料割引　大人550円⇒400円
（大人　中学生以上）

fax64-2683 子人300円⇒200円（3才以上小学生まで）
4 トップ水上カンパニー 綱子170-1 石川　満好 72-5086 アウトドアー1,000円引き

（半日コース、1日コースどれでも）

5 ＳＵＭＩＫＡ　ＬＩＶＩＮＧ 鹿野沢397 山口　雅子 090-8116-0320 「ちょこっとスイーツ」の
サービスをさせていただきます。

6 レイクウォーク 大穴142-1 高橋　秀典 72-2870 カヌーツアー500円引き　
半日探検ツアー\6,500→\6,000
1日遠足カヌーツアー\12,000→\11,500
早朝散歩カヌーツアー\4,500→\4,000
(予約時に「湯ったりスノーみなかみ」
割引利用をお申し出下さい。

他の割引サービスなどとの併用不可
1枚で1グループ全員対応させて頂きます。

7 七宝焼きの家　やまさん工房 たくみの里 福田　茂 64-2064 体験料金10％ＯＦＦ
限定アクセサリー1点体験者にサービス

8 一力寿し 湯原811 木檜　健一 72-2122 デザートサービス

9 健康一番・ＭＥＲＳＫ・Ｃ 湯原1664-1 酒井　宏行 72-8180 60分コースに限り、1人300円割引
（マッサージ・エステ）

10 野ぼとけそば　やまいち屋 湯宿温泉596 原澤　玲子 64-1321 食事代金一割引

11 和食処　山水 湯原757-1 山田　邦彦 72-3781 デザートサービス（食事された方）

12 寿屋みやげ屋 湯原670-2 堀川　亮 72-3402 食事は5％・民芸品そた10％

13 気ママ屋 湯原288-1 佐々木　玲子 72-1700 ちょこっとスイーツプレゼント

14 みやげや　小野商店 鹿野沢70-14 小野　みよ子 72-2005 お買いもの商品10％割引
お休み処でのお茶のサービス

15 フルーツ公園　桃李館 新巻5-10 木内　剛 64-2800 果物狩り10％割引
fax64-2801

16 カフェレストラン亜詩麻 湯原146 稲田　勇人 72-3326 食後にひとくちデザートをサービス
お食事をされた方のみ、
リフト券1枚でグループ全員にサービス
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ＮＯ店舗名 住所 代表者名 連絡先（0278） 特典内容
17 大阪屋菓子店 湯宿温泉2272-52尾崎　敬 64-0601 2,000円以上お買い上げの方に10％割引

18 マッチ絵の家（たくみの里） 須川758 竹田　耕太 64-2481 マッチ絵体験割引・1人100円引き

19 お食事処　ふじ 下牧266-1 遠藤　伸吾 62-2204 ご飲食10％ＯＦＦ

20 そば処「くぼ田」 鹿野沢70-15 久保　喜英 72-6420 味噌おでんサービス

21 温泉農家民宿　はしば 猿ヶ京温泉1093田村　彦太郎 66-0153 天然温泉入浴　大人500円⇒300円
子人300円⇒100円
足湯無料

22 ふれあい交流館 湯原801 小野里　光敏 みなかみ商工会 大人入浴料100円引き
（担当：笹川）
62-1155

23 大八 湯原652-1 小林　紀次 090-3159-3607 1ドリンクサービス（ソフトドリンク）

24 レストラン諏訪峡 川上20-5 傳田　創司 72-2397 お食事5％引き
72-5826（自宅）

25 滝口薬品 湯原686-11 高澤　圭子 72-2141 おひとりにつき1本、当店指定の
栄養ドリンクを50円で販売いたします。

26 ビア＆レストラン　ドブリーデン後閑761-1 倉田　善弘 20-2033 ドリンクバーサービス

27 月夜野びーどろパーク 後閑737-1 倉田　善弘 62-2211 10％割引（但し割引・企画販売品及び、
酒類、カフェテラスは除く）

28 有限会社　アンクルベアー 湯原105-1 茂木　薫 72-8900 ラフティングとカヌーとマウンテンバイク（半日）

のツアーが通常料金より1,000円引き。
ご予約の際に必ずリフト券持参とお伝え下さい。

おひとり様1枚まで使用可能
他の割引との併用は不可

29 そば処　一水 小仁田265-1 石坂　涼子 72-3371 1枚に付きおひとり様10％引き
他の割引券との併用不可
更に次回お使いいただける割引券も進呈いたします。

30 天一美術館 谷川508 矢吹　潤一 20-4111 入館料金　大人1,000円⇒900円
小人800円⇒700円

31 喫茶・食事　白樺 鹿野沢70-16 中島　義恵 72-2222 くるみセットサービス
お食事10%引き

32 窯焼きピザの店　ラ・ビエール 湯原681-3 山田　直彦 72-2959 ひと口ジェラート・サービス

33 ちりめん細工の家 たくみの里 鶴原　美都子 64-2426 お買い上げ金額の10％割引

34 （有）富士石油 相俣65-1 高野　勇次 66-0159 １０ℓ以上給油で「使い捨てカイロ」進呈
猿ヶ京温泉の湯で足湯・手湯できます。
温泉の湯、ポリ容器等で持ち帰りできます。
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ＮＯ店舗名 住所 代表者名 連絡先（0278） 特典内容
35 月がほほえむ宿　大峰館 石倉229 石坂　欣也 72-3329 日帰り入浴通常800円⇒700円

その日に宿泊された方
おひとり夕食時に地ビール生1杯または
リンゴジュース1杯サービス

36 風和の湯 上牧1996-7 石坂　欣也 72-1526 日帰り入浴通常より100円引き

37 香華 上津906-1 竹内　茂行 62-3472 掲示された方1割引

38 そば処　角弥 幸知189-1 渡辺　一彦 72-2477 お食事、お土産5％割引
090-7724-5419

39 カラオケＢＯＸ　キャッスル 湯原686 飯島　美紀子 72-2420 お部屋料金20％引き
但しサービスタイムは除く

40 道の駅・月夜野矢瀬親水公園 月夜野2936 阿部　孝吉 20-2123 つきよの納豆（大粒）105円⇒85円

「月夜野はーべすと」 つきよの納豆（小粒）125円⇒105円
つきよの納豆（お土産用・大粒）550円⇒500円

パウンドケーキ　600円⇒550円

41 ダイニングたにがわ 湯原759-1 永井　郁 50-7072 お食事をされた方にソフトドリンク（250円）
090-8436-9186 をサービスします。

42 なぐるみ城址カフェ 下津3462-2 小野里　理香 080-3520--3210 お茶orお食事のお客様に
ちょこっと真田（さなだ）スイーツプレゼント

43 魚信 湯原680 帆苅　進 72-3309 デザートサービス
090-3009-9573 http://www5.kannet.ne.jp/^uoshin/

44 みなかみ町観光協会 月夜野1744-1 理事長 62-0401 ノベルティグッズプレゼント

須藤　温

45 水上温泉旅館協同組合 鹿野沢70-8 同上 72-2611 ノベルティグッズプレゼント

46 一力寿し 湯原811 木檜　健一 72-2122 デザートサービス

47 お土産　しなだ 鹿野沢70-11 品田　佳子 72-3268 商品1割引（除外品有り）

48 珈琲亭　しなだ 鹿野沢70-11 品田　佳子 72-3268 ちょこっとサービス

49 うまいもの屋　すえひろ 布施84-1 渡部　喜丈 64-0831 ミネラルウォーターペットボトルサービス
090-6128-7088 500円ごとに10％金券プレゼント

50 ペンション木馬 谷川127-17 八木　伸二 72-6152 宿泊者に「ウェルカムドリンク」サービス！

51 太陽館 湯宿温泉2384 林　正史 64-0211 日帰り入浴100円ＯＦＦ
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