
運転免許証自主返納者等サポート制度協力店一覧

（令和２年３月２５日現在）

業者区分 店舗等の名称 フリガナ 郵便番号 所在地 電話番号 特典内容 お店のPR等

旅行 株式会社ＪＴＢ関東トラベルサロン高崎 ｶ) JTBﾄﾗﾍ゙ ﾙｻﾛﾝﾀｶｻｷ370-0831 あら町233
ドルチェヴィータ高崎1階

0570-033-031 パッケージツアー代金3％引き（当社指定商品、ご本人様に限る） ご旅行の際はお気軽にご相談ください。

旅行 (株)群馬バス 370-0073 高崎市緑町３-２－3 364-1111 自社募集ツアー代金5％引き（同伴者1人まで）

旅行 株式会社日本旅行　高崎支店 ｶ) ﾆﾎﾝﾘｮｺｳﾀｶｻｷｼﾃﾝ370-0831 あら町3-6
ﾗﾎﾟｰﾙTakasaki1・2階

322-3611 国内旅行企画商品（赤い風船）、海外企画商品（ベスト、マッハ）代金3％引き

高崎支店ではメンバーズカード会員を募集しております。メンバーズカードはご利
用毎にポイントが貯まり、ポイントが貯まると旅行券をプレゼント致します。また、当
支店にはクルーズ旅行のプロである「クルーズコンサルタント」が在籍しておりま
す。クルージングにご興味がある方はお気軽にお問合せください。この機会に是
非、日本旅行をご利用ください。

旅行 関越交通株式会社 ｶﾝｴﾂｺｳﾂｳ377-0002 渋川市中村字中島６０８番地1 0120-753-815 エクセレントツアー（弊社主催バスツアー）を対象にご参加1日あたり300円値引き。
貸し切りバスの安全に対する制度「セーフティバス」の最高ランク「三ツ星」認定！
弊社の安全安心な「エクセレントツアー」で、ぜひ楽しいバスの旅にお出かけくださ
い。

旅行 近畿日本ツーリスト株式会社
ぐんま支店

ｷﾝｷﾆｯﾎ゚ﾝﾂー ﾘｽﾄｸﾞ ﾝﾏｼﾃﾝ370-0831 あら町167
高崎第一生命ビル２階

325-2201 海外旅行「ホリディ」3％引き

旅行 群馬中央バス 379-2121 前橋市小屋原町384-1 027-280-8600 観光ツアー参加ポイント2倍

旅行 日本中央旅行株式会社 ﾆﾎﾝﾁｭｳｵｳﾘｮｺｳ371-0815 前橋市下佐鳥町455 027-287-4510 当社募集ツアー代1日当り300円の値引き
（同伴者1名まで同様）

当店は各社のパッケージ商品が国内外問わず多数取り揃えております。

理・美容 Ａｂｏ　ｈａｉｒ アボヘアー370-0883 高崎市剣崎町224-11 027-343-2626 送迎サービス
（サロンより半径1㎞以内が目安）

朝9：30から営業。「大きなサロンが苦手」「髪の悩みをゆっくり相談したい」そんな
方にオススメ！アボヘアーでは、髪に負担をかけないオーガニック施術にこだわっ
ています。白髪染めでもカラーを楽しみたい！肌に優しい薬剤がいい！ハリ・コシ・
潤いを取り戻したい！全てを叶えるサロンがここに☆

理・美容 GLAM グラム370-0849 八島町222
高崎駅ビルモントレー５階

310-7100 1,000円以上ご利用で3ポイント進呈 小さいお子様からお母さんまで、ご家族でご利用いただける美容室です。

理・美容 Ｈａｉｒ　ｃｌｏｖｅｒ ヘアー　 ク ローバー370-0045 高崎市東町158 027-326-5171 当店から5ｋｍ圏内の方を対象に、無料で送迎
高齢者や外出困難な方のために、無料送迎や店内バリアフリー対応をさせて頂い
ております。

理・美容 hair Love One 高崎 ﾍｱー ﾗｳ゙ ﾜﾝ　ﾀｶｻｷ370-0849 八島町17-3 310-6311 メンバーズカードのポイント２倍進呈 小さいお子様からお母さんまで、ご家族でご利用いただける美容室です。

理・美容 QBハウス　高崎モントレー店 370-0849 高崎市八島町222 0570-011-919 利用した方にノベルティプレゼント
カットのみに特化したヘアカット専門店です！
施術時間は約10分！
ご家族皆さんでご利用いただけます！

理・美容 サロン・ド・ジュン　RG高崎 ｻﾛﾝ ﾄﾞ  ｼ゙ ｭﾝ ｱー ﾙｸﾞ ﾚｲﾀｶｻｷ370-0014 元島名町516-12 353-1861

理・美容 サロン・ド・ジュン　貝沢店 ｻﾛﾝ ﾄﾞ  ｼ゙ ｭﾝ　ｶｲｻ゙ ﾜﾃﾝ370-0042 貝沢町1282-5 363-4711

理・美容 サロン・ド・ジュン　小鳥店 ｻﾛﾝ ﾄﾞ  ｼ゙ ｭﾝ　ｺﾄﾘﾃﾝ370-0074 下小鳥町300-1 363-8864

理・美容 サロン・ド・ジュン　中居店 ｻﾛﾝ ﾄﾞ  ｼ゙ ｭﾝ　ﾅｶｲﾃﾝ370-0852 中居町4丁目22-3 381-5877

理・美容 ヘアープレイス　F.O.R 370-0831 高崎市あら町207 027-326-3897 カット：500円引き　着付：40％引き
店頭販売：10％引き（一部商品除く）

訪問美容行っています。施設訪問承っています。美容全般。
駐車場あり。グーチョキショップ。シニアショップ。

入浴 相間川温泉「ふれあい館」 ｱｲﾏｶﾞ ﾜｵﾝｾﾝﾌﾚｱｲｶﾝ370-3403 倉渕町水沼27 378-3834 500円以上の飲食代から300円引き（本人に限る）
全国的にも珍しい、塩分・鉄分の豊富な茶褐色のかけ流し天然温泉です。体がよく
温まると評判で、冷え性・神経痛・皮膚病等に効果があります。食堂では、名物の
かまめし定食をぜひご賞味ください。

入浴 倉渕温泉「長寿の湯」 ｸﾗﾌﾞ ﾁｵﾝｾﾝﾁｮｳｼ゙ ｭﾉﾕ370-3401 倉渕町権田2236 378-2311 入館料から100円引き 自然に囲まれた一軒宿

メンバーズカードのポイント２倍進呈
理容室・美容室がありますので、小さいお子様から、男性女性問わずご利用いた
だけます。
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入浴 群馬温泉　やすらぎの湯 ｸﾞ ﾝﾏｵﾝｾﾝﾔｽﾗｷ゙ ﾉﾕ370-3511 金古町1767 372-4126 入館料から100円引き
リニューアルオープンしました。高崎駅より公共交通機関、路線バスをご利用くださ
い。

入浴 高崎京ヶ島天然温泉「湯都里」 ﾀｶｻｷｷｮｳｶﾞ ｼﾏｵﾝｾﾝﾕﾄﾘ370-0015 島野町890-3 350-8810 大人1日入館料10％引き（平日896円⇒806円、休日1,058円⇒952円）本人に限る
関越自動車道高崎Ｉ.Ｃから1分、関東最大級の日帰り天然。館内施設充実！休憩
処もたっぷり！温泉以外の癒しや遊びでも大満足！！「湯都里で一日たっぷり癒
し空間！」

入浴 榛名湖温泉「ゆうすげ元湯」 ﾊﾙﾅｺｵﾝｾﾝﾕｳｽｹ゙ ﾓﾄﾕ370-3348 榛名湖町846-3 374-9211 日帰り温泉入浴料100円引き
（特定日を除く）

四季折々の表情を映し出す榛名湖を一望できるお宿。榛名富士の麓から涌き出る
温泉は肌に優しく、日帰りで利用できる。湖畔で遊んだあと疲れを癒すには最高で
す。

入浴 箕郷温泉「まねきの湯」 370-3104 高崎市箕郷町上芝853-1 340-4126 入館料162円引き

入浴 湯端温泉 ﾕﾊﾞﾀｵﾝｾﾝ370-2115 吉井町多比良3309-1 384-8602 50円引き 完全予約制で貸切温泉が利用できます。

入浴 レークサイド　ゆうすげ ﾚ ｸーｻｲﾄﾞ ﾕｳｽｹ゙370-3348 榛名湖町845-1 374-9131 日帰り温泉入浴料100円引き
（特定日を除く）

源泉かけ流しの天然温泉であり、お湯につかりながら目の前に榛名湖が一望でき
ます。

生活 黒沢輪店 ク ロサワリンテン370-0069 高崎市飯塚町743 027-361-2258 自転車修理の8％引き。 出張修理を受けます。

生活 （株）カザマ技研開発 ｶﾌﾞ ｼｷｶｲｼｬ　ｶｻ゙ ﾏｷ゙ ｹﾝｶｲﾊﾂ370-3511 高崎市金古町1179-1 373-8428
・断熱リフォーム10％引き
・ウチエコ診断　無料サービス
・耐震診断　5％引き

お家の断熱に関するプロ集団です。あたたかく、涼しい快適空間へと変身させま
す。
その他、お家に関するお悩み、リフォーム等の相談も受け付けております。

生活 河野サイクル カ ワノサイ ク ル370-1201 高崎市倉賀野町1148 027-346-2489 自転車8～10％引き
自転車修理代10％引き

安全、安心、町の自転車屋。

生活 神戸サイクル カ ンベサイ ク ル370-0826 高崎市連雀町79 027-322-5615 自転車購入で1年以内のパンク無料修理券を進呈。 自転車は安全と安心で選んで。

生活 セイモー　ｓｗｉｔｃｈ！Oｎ　高崎西 セイ モー　スイ ッチオン　タ カ サキニシ370-0802 高崎市並榎町41-1
上毛新聞マイホームプラザ内

027-363-2639 来場アンケート記入で、粗品をプレゼント。
工事施工で鍋をプレゼント。

電化設備機器、省エネリフォームのショールームです。電化設備を伴うリフォーム
及び設備機器設置のご相談、ご提案を承っております。見積りは無料です。お気
軽にお立ち寄りください。

生活 清水輪店 シミズリンテン370-0086 高崎市沖町665 027-343-6028 自転車パンク修理200円引き
他の修理10％引き

自転車　バイク修理販売（自店修理）

生活 関口新聞店 ｾｷｸﾞ ﾁｼﾝﾌﾞ ﾝﾃﾝ370-0078 高崎市上小鳥町414-7 361-0755 新規申し込みでスーパーのポイント100Pサービス
さらに毎月当店領収書持参で額面に応じてポイント付加サービス有

生活 ニチイケアセンター高崎 ニチイ ケアセンタ ータ カ サキ370-0074 高崎市下小鳥町735
大原ビル１階

027-210-3153

・「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1回限り
・「スポットプラン」5％引き
　　※各地通常料金から5％引き
※お問合せ、見積り予約、お申込み予約は、フリーダイヤル0120-212-295又は、Webから、法
人名「高崎市運転免許証自主返納者サポート制度」法人ID「0598」をお知らせ又は入力くださ
い。又、サービスお申込み時に運転経歴証明書を提示してください。

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。

生活 ㈱クリーニング小山　リブ・
ポーター上中居店

ク リーニングコ ヤマ　リブ・ポータ ーカ ミナカ イ テン370-0851 高崎市上中居町1771 027-386-8228 クリーニング料金を5％引き
お洋服のクリーニング、寝具類のクリーニング、お洋服のお直し、しみぬき等おま
かせください。

生活 ㈱クリーニング小山　京目店 ク リーニングコ ヤマ　キョウメテン370-0011 高崎市京目町200-1 027-353-3772 クリーニング料金を5％引き
お洋服のクリーニング、寝具類のクリーニング、お洋服のお直し、しみぬき等おま
かせください。
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生活 ㈱クリーニング小山　石原店 ク リーニングコ ヤマ　イ シハラ テン370-0864 高崎市石原町3227 070-5460-0274 クリーニング料金を5％引き
お洋服のクリーニング、寝具類のクリーニング、お洋服のお直し、しみぬき等おま
かせください。

生活 神戸サイクル カ ンベサイ ク ル370-0826 高崎市連雀町79 027-322-5615 自転車購入で1年以内のパンク無料修理券を進呈。 自転車は安全と安心で選んで。

健康 アイケイ薬局 370-0852 高崎市中居町4-17-12 027-352-4400

健康 アイケイ薬局　倉賀野店 370-1201 高崎市倉賀野町836-6 027-347-4499

健康 アイケイ薬局　矢中店 370-1203 高崎市矢中町192-11 027-353-6633

健康 いこい鍼灸接骨院 370-0852 高崎市中居町2-3-15
桜ハイツ104

388-0840 ・鍼灸のみの利用は初回価格より5％引き
・整骨院と鍼灸治療と併用の初回お試し価格無料、さらに、頭スッキリケアをサービス

土曜、祝日は営業しておりますので、忙しい方にも通いやすくなっております。
また予約制となっておりますので、あまり待たずに治療を受けられます。
治療は担当制になっておりますので毎回違う先生ということもありませんので症状
経過に伴った治療ができています。

健康 梅田整体療院 ｳﾁﾀﾞ ｾｲﾀｲﾘｮｳｲﾝ370-3104 高崎市箕郷町上芝414-97 371-8836 ポイント2倍進呈
ご高齢の皆様へも安全な施術でご対応致します。動けるお体作りのご協力を致し
ます。

健康 鎌塚接骨院　ボディバランス治療院

ｶ
ﾏ
ﾂ
ﾞ
ｶ

370-0086 沖町121 343-7428 接骨院：保険外の電気治療を症状に応じてサービス
ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞﾗﾝｽ治療院：治療費から10％引き

接骨院：再発予防にこだわる
ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞﾗﾝｽ治療院：骨格矯正・通気治療（ツボ）・根本治療にこだわる

健康 コトブキ補聴器　高崎店 コ トブキホチョウキ　タ カ サキテン370-0046 高崎市江木町185 027-326-4133 ご希望の補聴器の無料貸出（一部を除く）
補聴器購入で補聴器用電池（定価1,200～1,500円）をサービス

年中無休の補聴器専門店です。公益財団法人テクノエイド協会認定の認定補聴
器専門店です。補聴器電池を卸価格にてご案内しております。

健康 さろん　ど　ぽんど サロン　ド　ポンド370-3101 高崎市箕郷町柏木沢2261-7 027-386-6568 ラジウム温浴　通常1,500円のところ500円。
他の施術と併用で無料

箕郷町柏木沢のソフト整体&健康増進サロンです。姿勢強制からダイエットやロコ
モ予防まで、皆様の美容や健康寿命延長に向けてお手伝いをしております。

健康 シニアトレーニングジム シニアトレーニングジム370-0004 高崎市井野町1037-1 027-387-0556 シニアトレーニングジム入会金無料、送迎付き日高健康ジム入会金無料
健康寿命延伸を目的としたシニア（55歳以上）専用のスポーツクラブです。フィット
ネスクラブ以外にも、週２回送迎付きの運動教室も行っております。免許返納後も
自立した生活を続けていくための体力作りの場として、ぜひご活用下さい!!

健康 忍冬堂牛込接骨院 370-0018 高崎市新保町273-1 364-2439 施術費割引など

健康 トータルボディケアサロン
10~dieci~【ディエーチ】

ﾄ ﾀーﾙﾎ゙ ﾃ゙ ｨｹｱｻﾛﾝ　ﾃ゙ ｨｴー ﾁ370-0046 江木町594-16 395-4782 施術料金から１０％引き

【美容】【健康】【癒し】すべてを体感できる整体サロンです。一人一人に合わせた施
術でしっかりと結果にこだわります。小学生から８０代まで幅広い年齢の方にご利
用頂いております。介護施設での施術経験もございますのでご安心ください。高崎
駅西口からも徒歩圏内であり、公共の交通手段でご来店しやすい場所にございま
す。（元高草木眼科跡）

健康 とまる整体吸玉療法院 ﾄﾏﾙｾｲﾀｲｽｲﾀﾞ ﾏﾘｮｳﾎｳｲﾝ370-0043 高崎市高関町9-5 027-326-3293 施術料を10％割引します。（ぐーちょきシニアパスポート併用で20％割引します）
健康づくりに、吸玉（すいだま）で血液の流れを良くし、いつまでも元気に過ごしま
しょう。

健康 ヒーリングサロンＬｅｃｈｓｔ ヒ ーリングサロンレク スト372-0031 伊勢崎市今泉町1-9-1　アリス202 080-7960-0931 通常カウンセリング12,000円を初回限定で2,880円に。
学術的な臨床心理学の確実性とスピリチュアルな領域のエネルギーヒーリングを
統合した「スピリチュアル心理カウンセリング」をご提供しております。

健康 リラクゼーション・整体　あおぞら施療室 ﾘﾗｸｾ゙ ｼーｮﾝｾｲﾀｲ　ｱｵｿﾞ ﾗｾﾘｮｳｼﾂ370-0004 高崎市井野町1081-3 027-363-9000 ぐーちょきシニアパスポートでの割引料金からさらに5％引き
大人から若者まで幅広い年代の方からご利用戴いております整体サロンです。無
理のない施術で身体をゆるめ、マンツーマンにおける環境での会話から心もすっき
り元気になってもらいます。

一包化の薬、重量の重い薬などの配送サービス
地域の「健康サポート薬局」として、皆様の健康をサポートします。お薬のことなど、
お気軽にご相談下さい。
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買い物 江木食品工業㈱
アンファン前橋県庁前店

エギショク ヒ ンコ ウギョウ　アンフ ァ ンマエバシケンチョウマエテン371-0026 前橋市大手町2-11-27 027-223-3768

買い物 江木食品工業㈱
アンファン本社直営店

エギショク ヒ ンコ ウギョウ　アンフ ァ ンホンシャ チョク エイ テン370-0046 高崎市江木町1231 027-322-3087

買い物 （有）清水屋　湯浅商店 370-3342 高崎市下室田町885-1 027-374-0151 シャインカード　ポイント3倍
群馬地酒、榛名地酒、取り揃えてあります。
牧野酒造の品、各種そろえてあります。

買い物 room&room ﾙー ﾑｱﾝﾄﾞ ﾙー ﾑ370-0849 高崎市八島町222
高崎モントレー2Ｆ

388-9009 3,000円（税抜）以上購入で20％引き 寝具とタオルの専門店　くらしに役立つあなたのふとん屋です

買い物 東煎餅　なかの アズマセンベイ 　ナカ ノ370-0831 高崎市あら町2-4 027-322-2282 1,000円以上購入で5％引き
市役所と高崎駅西口の「まんなか」にある煎餅専門店です。お煎餅好きの方々に
ご愛顧頂いております。

買い物 栄樂屋肉店 370-3342 高崎市下室田町282 027-374-0069 シャインカード　ポイント3倍 豚肉・牛肉・鶏肉他　揚げ物を取り揃え皆様のお越しをお待ちしております。

買い物 オカダ菓子店 370-3342 高崎市下室田町860 027-374-0032 シャインカード　ポイント3倍
地元のお菓子屋として、イーストまんじゅう、草もち、季節には、桜もち、柏もち、法
事のおだんご、おまんじゅう予約受付けております。フレッシュサンドイッチもありま
す。

買い物 寿物産　工場直売店 コ トブキブッサン　コ ウジョウチョク バイ テン370-0046 高崎市江木町185 027-324-1255 来店特典10％引き
金額により粗品をプレゼント

おいしいワカメの寿物産です。海藻類をはじめ美味しく健康に良い商品を販売して
おります。ご来店お待ちしております。

買い物 お茶の金子園 ｵﾁｬﾉｶﾈｺｴﾝ370-0826 高崎市連雀町24 322-3372 お茶購入で宇治の手作り抹茶飴1袋プレゼント
文久元年創業。健康長寿で有名な静岡県掛川産のお茶を主に取り扱っておりま
す。ご家庭用に、ご進物に、美味しいお茶はいかがでしょうか。

買い物 菓心たつや ｶｼﾝﾀﾂﾔ370-0075 筑縄町6-5 364-2278 1,000円以上購入で粗品進呈 和菓子全般をあつかっています。

買い物 金沢米穀販売㈱ ｶﾅｻ゙ ﾜﾍ゙ ｲｺｸﾊﾝﾊ゙ ｲ370-0057 高崎市元紺屋町８ 326-7190 お米5％引き（お米券は除く）、配達料無料（地域は要問合せ）
創業３００年の米専門店です。全国の銘柄米や黒米・赤米・麦・きびなど雑穀も取り
扱っています。

買い物 観音屋 ｶﾝﾉﾝﾔ370-0823 高崎市中紺屋町22 325-2000 購入代金から5％引き
（観音最中購入に限る）

観音最中は皆様に親しまれて65年の歴史を誇る高崎を代表する土産品です。お
茶のお友に是非お召し上がり下さい。

買い物 このえパン ｺﾉｴﾊﾟﾝ370-0813 高崎市本町117 322-4514 1,000円以上購入で200円以下のパン1個サービス おかげさまで80年本町でパンを焼かせていただいています。

買い物 寝具のいなば ｼﾝｸﾞﾉｲﾅﾊﾞ370-0004 高崎市井野町1221-2 361-4925 特別価格を除き8％引き 当店のスタイルは訪問販売が主力ですのでお客様宅までお伺いいたします。

買い物 すみや商店 370-3342 高崎市下室田町874 027-374-0105 シャインカード　ポイント３倍

買い物 高崎高島屋 ﾀｶｻｷﾀｶｼﾏﾔ370-8565 旭町45 327-1111 購入商品の自宅配送料をサービス
2017年9月27日（水）高崎高島屋は新しく生まれ変わります。より広くなって、品揃
えも充実。皆様のご来店をお待ちしております。

買い物 田むら製菓 ﾀﾑﾗｾｲｶ370-0047 高砂町23 322-3908 1,000円以上購入で粗品進呈 上生菓子が得意です。

買い物 だんべえ総本舗有限会社風間堂 ﾀﾞ ﾝﾍ゙ ｴｿｳﾎﾝﾎ゚ｶｻ゙ ﾏﾄﾞ ｳ370-0833 新田町1-8 326-7811 1,000円以上購入で粗品進呈 いろいろな商品を用意してお待ちしています。

500円以上購入で、商品一つサービス
パンのオーダーメイドやってます。菓子パン、食パン、惣菜パン、調理パンなど。サ
ンドイッチのオードブルやイベント祭事にも。
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買い物 丁子堂房右衛門 ﾁｮｳｼﾄﾞ ｳﾌｻｴﾓﾝ370-1201 倉賀野町2006 346-2321 1,000円以上購入で粗品進呈 いろいろな季節のお菓子をそろえてお待ちしています。

買い物 とが志 ﾄｶﾞｼ370-0884 八幡町301-5 343-7286 1,000円以上購入で粗品進呈 大福・だんごがメイン商品です。

買い物 トリオ高崎店 370-0052 高崎市旭町37-8 027-395-7002 本体価格より5％引き（セール品は除外）
婦人革靴とウォーキングシューズを中心に取り扱っています。
靴や足に関する悩みなどがございましたらお気軽にご相談下さい。

買い物 中村寝具店 ナカ ムラ シングテン370-2132 高崎市吉井町吉井101-1 027-387-7156 特別価格より更に5％引き。
電話で送迎のサービスもあり。

地球環境の悪化・温暖化を進ませない為に、天然素材（綿花・羽毛・羊毛等）の
ぐっすり深い眠りに入れる良い寝具を扱っております。

買い物 ふじのや ﾌｼﾞﾉﾔ370-0803 大橋町26-6 322-7712 1,000円以上購入で粗品進呈 季節の菓子をとりそろえてお待ちしています。

買い物 本店タカハシ高崎店 ﾎﾝﾃﾝﾀｶﾊｼﾀｶｻｷﾃﾝ370-0827 鞘町49 323-4821

買い物 本店タカハシ榛名店 ﾎﾝﾃﾝﾀｶﾊｼﾊﾙﾅﾃﾝ370-3345 上里見町12 374-2111

買い物 本店タカハシ箕郷店 ﾎﾝﾃﾝﾀｶﾊｼﾐｻﾄﾃﾝ370-3106 箕郷町東明屋465 371-6100

買い物 丸高海苔 マルタ カ ノリ370-0007 高崎市問屋町西1-5-7 027-362-3488 1,000円以上購入でポイント2倍
（本店のみ）

当店工場にて製造した“焼きたて”の海苔を販売しております。ご家庭用品からご
贈答品まで、いろいろな海苔製品を取扱中です。１袋からご購入いただけますの
で、ぜひ！お越し下さいませ。

買い物 箕輪時計店 ﾐﾉﾜﾄｹｲﾃﾝ370-0832 高崎市砂賀町47 322-3838 購入代金から5％引き 電池交換、修理等に迅速に対応いたします。

買い物 やまとも（株）　中曽根商店 370-3342 高崎市下室田町967 027-374-0045 シャインカード　ポイント3倍 青果・鮮魚　御小売販売

買い物 リオネットセンター　高崎店 ﾘｵﾈｯﾄｾﾝﾀ ﾀーｶｻｷﾃﾝ370-0832 高崎市砂賀町94番地
ハヤカワビル　１階

388-0723 補聴器用電池10％引き（2パックまで）
聞こえの不自由な方に、より快適な「言葉のコミュニケーション」のサポートを目指
し、お客様の立場になってのご相談を心がけて応接させていただいております。

買い物 サラダ館榛名店 サラ ダカ ンハルナテン370-3334 高崎市本郷町70-5 027-344-5533 Tポイント2倍進呈 贈答品販売のお店です。店売りはもちろん、当店専用サイトで便利に楽しくネットショッピング。

買い物 羽鳥屋　鳥羽商店 ハトリヤ　トバショウテン370-1201 高崎市倉賀野町1598 027-346-2310 LPガス及び灯油を除き5％引き 重い商品の配達を致します。

買い物 𠮷田園本店 ヨシダエンホンテン370-0069 高崎市飯塚町452-1 027-361-4147 1,000円以上購入で粗品進呈 健康維持にお手伝い

買い物 ＳＨＯＰ　Ｔａｋａｓａｋｉ　Horumon ショップ　タ カ サキ　ホルモン370-3334 高崎市本郷町2246-1 027-395-0315 商品購入でぐんまちゃんタオル1枚進呈
高崎市本郷町にある小さなＳＨＯＰです。特に力を入れているのが高崎ほるもん、
ローストビーフ、ラッヘンハンバーグです。どこのお店にも負けないくらい美味しく安
く。

買い物 明光堂メガネ・補聴器 メイ コ ウドウメガネ・ホチョウキ370-1301 高崎市新町1540-4 0274-42-5531 14枚入りレンズペーパーメガネ拭きプレゼント（一人1回限り） フレッセイ・ポイントカードサービス取扱い店

買い物 ビジョンメガネ　セキチュー高
崎店

ビジョンメガネ　セキチュ ータ カ サキテン370-0069 高崎市飯塚町87-3 027-363-8715 眼鏡、サングラス、補聴器購入でクリーナープレゼント。
測定技術・検査技術・加工技術を駆使して最高の「見える」「聴こえる」を実現致し
ます。

買い物 ㈱プレジール プレジール370-0001 高崎市中尾町664-20 027-370-1588 オリジナル枕を購入の場合、10％引き（現金払いに限る）
肩こり、首こりにお悩みの方は是非店頭で、アーチ型をした『抱かれ枕』をお試しく
ださい。色々なオリジナル枕を揃えてお待ちしております。

買い物 本町プリエッセ モトマチプリエッセ370-0813 高崎市本町89 027-323-3663 お線香、ローソク、仏具、定価の１０％引き

飲食 （有）平尚庵 ﾍｲｼｮｳｱﾝ370-0801 上並榎町293-2 361-0656 ５％引き
高崎産浜川そばを使用した国産100%のそばです。うどんも高崎産きぬの波、さと
の空を使用しています。

購入代金から5％引き お客様の笑顔のためによい品をお安くご提供します。
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飲食 「かつ哲」総本店 370-0074 高崎市下小鳥町68 363-4188 ボックスティッシュ1箱プレゼント

飲食 ＧＧＣ　高崎本店 ジージーシー　タ カ サキホンテン370-0073 高崎市緑町1-28-2 027-362-8887

飲食 ＧＧＣ　前橋店 ジージーシー　マエバシテン371-0831 前橋市小相木町580-1 027-289-4903

飲食 ＨａｐｐｙＢｕｒｇ　高崎倉賀野店 ハッピーバーグ　タ カ サキク ラ ガノテン370-1201 高崎市倉賀野町2675-1 027-387-0925

飲食 ＨａｐｐｙＢｕｒｇ　高崎中泉店 ハッピーバーグ　タ カ サキナカ イ ズミテン370-3524 高崎市中泉町631-7 027-372-7330

飲食 Navajo White 370-0827 高崎市鞘町24 027-322-6029 昔ながらの醤油ラーメン50％引き

創業昭和２３老舗のらあめん店、平成１６年世代交代とともに店舗改装、らあめん
ビストロとして営業２３時からはBarタイムとなる。月々のらあめんの創作らあめん
はマニアをとりこにしている。一風変わったナバホらあめんも大変な人気メニューと
なっている。

飲食 灯り屋 アカリヤ370-0059 高崎市椿町41 388-1298 食事、飲み物に合わせて一品サービス
お一人でもふらっとコーヒーやお酒を一杯。軽食からカレーやグラタンなどのお食
事も用意しています。

飲食 いざか屋　あそす ｲｻ゙ ｶﾔ　ｱｿｽ370-0069 飯塚町382 333-7977 エビ塩焼１本サービス
①飲み・食べ放題2時間30分\3,500　②料理8品付飲み放題18：00～23：00の間で
最大5時間\3,500

飲食 一心庵 ｲｯｼﾝｱﾝ370-0082 北新波町115-1 344-4845 粗品進呈

当店では、高血圧予防、血流の改善、毛細血管の強化や脳卒中予防、老化防止
など様々な効能・効果があるとされているダッタンそば（薬膳そば）をご用意してお
ります。また、１０月より大沢群馬県知事推奨の「おっきりこみ」を始めます。味噌、
しょうゆ、キムチの３種の味があり、どの味もとても美味です。ぜひご堪能ください。

飲食 田舎料理「しおん」 370-0849 高崎市八島町222
モントレー高崎駅ビル５階

327-8388 食事をされた方にコーヒーをサービス

飲食 開運食堂　だるま餃子.com ｶｲｳﾝｼｮｸﾄﾞ ｳﾀﾞ ﾙﾏｷ゙ ｮｳｻ゙ ﾄﾞ ｯﾄｺﾑ370-0824 高崎市田町119-1
シティハイム田町102

080-3735-0078 1,000円以上で5％引き
「食べた数だけ運気上昇」のだるま餃子は、「厳選素材」を「一包入魂」で作る、唯
一無二のべっぴん餃子です。形はだるまみたいに丸くフランスパンのような皮に栄
養満点の餡！一度ご賞味下さい。

飲食 貴美庵 ｷﾐｱﾝ370-3106 高崎市箕郷町東明屋409-4 371-2650 コーヒーをサービス
郷土料理のおきりこみの店です。体に安心安全の食材を使い調理しております。
箕輪城跡のすぐそばなので見学がてらお寄り下さい。

飲食 倉渕川浦温泉「はまゆう山荘」 ｸﾗﾌﾞ ﾁｶﾜｳﾗｵﾝｾﾝﾊﾏﾕｳｻﾝｿｳ370-3405 倉渕町川浦27-80 378-2333 飲食代から300円引き
（ランチに限る）

ランチの名物は、横須賀市公認で唯一、横須賀市以外での提供が認められている
「山荘オリジナルよこすか海軍カレー」。地元産の天日干しコシヒカリとの相性も抜
群です。

飲食 ぐんまキュイジーヌ　スラッ
シュカフェ

370-0818 高崎市赤坂町94　ホワイトイン高崎 325-5858 5%引き
こだわりのぐんま食材を使った季節のメニュー。緑あふれるテラスでお召し上がりく
ださい。

飲食 自家焙煎珈琲の店　きゃらばん ｼ゙ ｶﾊ゙ ｲｾﾝｺｳﾋｲﾉﾐｾ　ｷｬﾗﾊ゙ ﾝ370-0068 高崎市昭和町209 323-4670 珈琲豆全種1割引
最上級ストレート珈琲にこだわり、自家焙煎珈琲店の草分け的な老舗。全国にリ
ピーター有り。

飲食 しゃぶしゃぶ金光 370-0841
高崎市栄町1-1
ヤマダ電機　LABI1 LIFE SELECT
高崎5F

027-323-4129 ソフトドリンク又はバニラアイスサービス
群馬県産赤城牛・上州麦豚を使ったしゃぶしゃぶすき焼きがお召し上がりいただけ
ます。
ご家族様やご宴会の利用などご来店お待ちしております。

飲食 上海華龍 370-0841 高崎市栄町1-1　ヤマダ電機5F 027-386-3388 杏仁豆腐サービス
本場中国の料理人がもてなす本格中華。リーズナブルで美味しい中華をぜひ当店
で。
大人数の宴会にも対応いたします。

飲食 城 ジョウ370-3405 高崎市倉渕町川浦583 027-378-3864 コーヒー1杯無料サービス

ＧＧＣグループカードにポイント10％付与。証明書提示で新規入会金無料。他のサービ
ス券、イベント日、ポイント利用会計との併用は不可。

ＧＧＣグループカードにポイント10％付与。証明書提示で新規入会金無料。他のサービ
ス券、イベント日、ポイント利用会計との併用不可。

上州牛ステーキとハンバーグ専門店。北部環状線沿い。ソース・ドレッシングは自
家製。全席終日禁煙。土・日・祝日もランチ営業あり。

ハンバーグとステーキ専門店。全てのステーキとハンバーグにサラダバー、スープ
バー、ライス（おかわり自由）またはパン付。ソース・ドレッシングも自家製。全席終
日禁煙。17時まで土・日・祝日もランチあり。
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飲食 食亭つかさ ショク テイ ツカ サ370-3531 高崎市足門町836 027-373-0295 お食事されたお客様にデザートアイス又はコーヒー進呈。 手打ちそば、うどんと和食の組み合せ和膳のお店です。お気軽にご利用ください。

飲食 信州そば処「そじ坊」 370-0849 高崎市八島町222
モントレー高崎駅ビル５階

310-2070 大盛りそばの大盛り分を無料サービス

飲食 炭リッチ　高崎駅東口店 ｽﾐﾘｯﾁ　ﾀｶｻｷｴｷﾋｶﾞ ｼｸﾞ ﾁﾃﾝ370-0841 高崎駅市栄町1-1
ﾔﾏﾀﾞ電機LABI１高崎5F

381-5155 証明書1枚につき4名様まで10％引き
北海道に拠点を置く“炭リッチ”だからこそできる！良質な道産食材を驚きのプライ
スでご提供。昼間はお得なランチ、夜は美味しい宴会をお楽しみいただけます。

飲食 そば処　きのえね ｿﾊ゙ ﾄﾞ ｺﾛｷﾉｴﾈ370-0052 旭町37 322-5806 そば、うどん、天丼セットを注文で50円引
そばは石臼挽き特上そば粉を使用し、毎日心を込めて打っています。うどんは高
崎産小麦きぬの波100％の高崎うどんを提供しています。

飲食 そば処「うちだ」 370-0036 高崎市南大類町957 333-7476 食事をされた方に粗品贈呈

飲食 そば処「与志乃」 370-0031 高崎市上大類町897 352-3621 食事をされた方に粗品贈呈

飲食 鷹乃羽鮨 ﾀｶﾉﾊｽﾞｼ370-0837 高崎市下横町13-1 323-5958 ランチ1,000円→900円
飲食代5％引

気がるにたち寄れる鮨店。鮮度と味にこだわっている。

飲食 富久家 370-0075 高崎市筑縄町70-7 361-2062 食事代金から50円引き

飲食 浜名園　茶茶テラス ハマナエン　チャ チャ テラ ス370-3344 高崎市中里見町180－1 374-2255 抹茶1杯サービス
茶茶テラスは４０６号線沿いにある日本茶専門店。たくさんの香り豊かな日本茶
と、喫茶スペースでは、甘味をご用意してございます。

飲食 榛名十文字ミート ﾊﾙﾅｼ゙ ｭｳﾓﾝｼ゙ ﾐ ﾄー370-3331 十文字町1419-1 384-2901 食事をされた方にコーヒーをサービス

群馬県産・高崎産の粉、こだわりの水と塩を使用し、時間をかけ「二段熟成」で仕
上げた、当店自慢のちじれ麺が、自家養豚の新鮮な豚肉を使用した味わい深い肉
汁と見事に絡み合う絶妙のコラボレーションを、是非ご賞味ください。
二段熟麺は、「生うどん」（ストレート麺）、自家養豚の豚肉を自家加工した新鮮豚
肉、十文字地産の新鮮野菜などと一緒に、店頭販売しています。

飲食 ピッツェリア　マーロ ピッツェリアマーロ370-3524 中泉町123-2 384-2099 特製ジェラート（250円相当）１つプレゼント
年間６，０００枚以上焼きあげるピッツァ職人と元パテシエの妻が作るデザートが自
慢のお店！

飲食 フォーク酒場「青春の詩」 フ ォ ーク サカ バ　セイ シュ ンノウタ370-0803 高崎市大橋町29-1
ダイアパレス北高崎Ｂ１－Ａ

027-333-2847 ワンドリンクサービス 60～80年代のフォークソングを楽しめるお店です。

飲食 ボンカフェ　ボンジョルノ　スズ
ラン高崎店

ﾎ゙ ﾝｶﾌｪ　ﾎ゙ ﾝｼ゙ ｮﾙﾉ　ｽｽ゙ ﾗﾝﾀｶｻｷﾃﾝ370-0828 高崎市宮元町13-1 386-9205 食事をされた方、コーヒー1杯無料

飲食 ボンジョルノ　チャオ店 ﾎ゙ ﾝｼ゙ ｮﾙﾉﾁｬｵﾃﾝ370-0802 並榎町48番地1 360-3200 食事をされた方、コーヒー1杯無料
1996年より営業しているイタリアンレストランです。パスタ・ピッツァ・サラダバー（食
べ放題）・ピッツァ（食べ放題）有り

飲食 ボンジョルノ・新クッチーナ店 ﾎ゙ ﾝｼ゙ ｮﾙﾉ・ｼﾝｸｯﾁー ﾅﾃﾝ370-0017 西島町131-2 352-1255 食事をされた方、コーヒー1杯無料
日本建築のイタリアンレストランです。ﾊﾟｽﾀ・ﾋﾟｯﾂｧ等・ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰ（食べ放題）・ﾋﾟｯﾂｧ
（食べ放題）

飲食 ボンジョルノ本店 ﾎ゙ ﾝｼ゙ ｮﾙﾉﾎﾝﾃﾝ370-0075 筑縄町50-1 362-7722 食事をされた方、コーヒー1杯無料 昭和５７年より営業しているイタリアンレストランです。パスタ・ピッツァ等６００円より

飲食 丸晴 ﾏﾙｾｲ370-3342 高崎市下室田町876-1 027-374-0185 シャインカード　ポイント３倍 そば、うどんの飲食店です。気軽な食事にお立ち寄りください。

飲食 ミンチェッタ　高崎店 ﾐﾝﾁｪｯﾀ　ﾀｶｻｷﾃﾝ370-0841 高崎駅市栄町1-1
ﾔﾏﾀﾞ電機LABI１高崎5F

386-2298 証明書1枚につき4名様まで10％引き
豪快な厚切りステーキをリーズナブルに！幅広い世代で気軽に利用できるステー
キとハンバーグの専門店。

飲食 焼肉手打ちそば利伸 370-0008 高崎市正観寺町320-3 027-364-4007 ディナータイムのみ5％引き
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飲食 弥助鮨　四ツ屋店 ﾔｽｹｽ゙ ｼ　ﾖﾂﾔﾃﾝ370-0819 高崎市四ツ屋町15-10 322-7771 お食事された方、アイスクリーム1個サービス

飲食 酔月亭 ﾖｲﾂ゙ｷﾃｲ370-0839 高崎市桧物町114 327-9311
会計より10％引き
※夜のみ。現金払のみ。宴会での利用は不可
※他のサービスとの併用は不可

榛名の自家農園野菜と上州牛など、地元群馬の美味しい肉を使った料理が人気
です。
落ち着いた雰囲気で完全個室も完備しておりますので、ゆっくりとお過ごしいただ
けます。

飲食 レストラン　リボルノ レストラ ン　リボルノ370-0042 高崎市貝沢町1250-1 362-7700 お食事された方ソフトドリンク1杯サービス 魚介料理からパスタなど豊富なメニューと手造りデザートが人気の店

遊び・学び 群馬県立日本絹の里 グンマケンリツニッポンキヌ ノサト370-3511 高崎市金古町888-1 027-360-6300 絹の里オリジナルボールペン、次回の展示の招待券2枚進呈 繭や生糸に関する資料の展示や絹を使った染色や織り、繭クラフトの体験ができます。

その他
（弁護士事

務所）
弁護士法人　龍馬 ベンゴシホウジン　リョウマ370-0828 高崎市宮元町292

ザ・グランクープス1階
027-325-0022 遺言・相続及び後見に関する30分無料法律相談 弁護士10名及び税理士・社会保険労務士在籍。

その他
（ペット）

ペットシッターSOS高崎店 370-0002 高崎市日高町754-1 027-363-5365 見積・打合せ無料
初回ご利用時500円引き

ご旅行やご入院、病気やケガなどでお散歩ができない、動物病院に行けない、ペッ
トフードなどの買い物ができない時にご自宅まで伺い、飼い主さんに代わってペッ
トのお世話や病院送迎、買い物代行をいたします。高齢犬猫の介護もお任せくださ
い。

その他
（葬祭業）

高崎葬儀所セレモおくばら タ カ サキソ ウギショ　セレモオク バラ370-3343 高崎市下里見町1394-4 027-343-4194 弊社プラン内の「棺・骨壷」をワンランク上のものを提供
公営斎場（高崎市斎場・はるなくらぶち聖苑・すみれヶ丘聖苑）併設の式場にて負
担をかけない１日葬（通夜式の無い告別式のみ）をご提案致しております。又、より
負担を抑えたい方は司会者のご紹介もございます。

その他
（葬祭業）

ハルナシキテン 370-3342 高崎市下室田町884-1 027-388-1616 シャインカード　ポイント3倍 古民家で行う家庭的な家族葬で最後のときをしめやかに。

その他
（建設業）

（株）山里建設 ヤマザトケンセツ370-0853 高崎市下中居町381 027-330-5252 ご契約者様に粗品プレゼント
家づくりを考えるお客様に寄り添いながらお客様の幸せな家づくりに“一緒建命”
取り組んでおります。

その他
（建設業）

ぐん・せい建商㈱ グンセイ ケンショウ370-3504 高崎市中泉町640-9 027-384-3781 ご契約者様に粗品プレゼント
家族の笑顔、そして末永く安心して暮らせる家づくりを全力でお手伝いします。お
気軽にお問い合わせください。

その他
（冠婚葬祭

業）

冠婚葬祭ネットワーク　株式
会社タイヨウ

ｶﾝｺﾝｿｳｻｲﾈｯﾄﾜー ｸ　ｶﾌﾞ ｼｷｶﾞ ｲｼｬﾀｲﾖｳ370-3531 高崎市足門町249-4 373-1138 お清め、又は法要時にワンドリンクサービス

お葬式を通じて“家族”を考える企業へ･････
大切な方と過ごす最期のお時間が、ご家族様にとって納得のいくお別れの場とな
る事、時代が求める新しいお葬式サービスを提案し続けます。
又、弊社の直営グループ生花部門としまして“フラワーショップ花弘”を併設してお
ります。
ご希望の方はいつでもお気軽にご連絡を下さいませ･･･。

その他
（家庭法務

支援）
行政書士コヤマ事務所 ギョウセイ ショシ コ ヤマジムショ370-0067 高崎市請地町6-8 027-322-5313

本人及びその同居親族の生活にかかわる相談（遺言、相続、後見制度活用、生活基
盤設計、悪徳商法等の対応、各種福祉サービスとの連携紹介等、事務性の強い内容
以外）無料。相談内容の個別の事情により、一部手続きも無料または減額

平成7年開業以来、「おや？どうしよう！やるぞ！と思ったら」と、地域密着の相談
相手として活動。オレンジサポーター、高崎市地域支え合いサポーター等の活動を
通じ、各種高齢者福祉サービスとの連携強化に努め、また、１００件超の遺言・相
続関連業務の実績と、自らの介護と看取りの経験を活かして対応します。自主返
納された方には、可能なかぎり、ご指定の場所までお伺い致します。

その他
（ガス販

売）
（有）山田燃料 ヤマダネンリョウ370-0837 高崎市下横町10-3 027-322-4579 商品購入で、500円分のクオカードをプレゼント。

住宅リフォームが得意です。ショールームにお連れするサービス（無料）も行ってい
ます。電気も当社（代理店）に替えて頂くと、Ｔポイント付きます。

その他 LA CHOU CHOU ﾗｼｭｼｭ370-0801 高崎市上並榎町73-3 027-367-8800 リングやネックレスの新品仕上げ無料（3,000円相当）、コーヒー無料

親祖先が使っていた、大切な想い出いっぱいの古いデザインのジュエリーを溶か
して、新しいデザインのジュエリーを制作し、想い出のジュエリーを代々受け継いで
ゆき、親子夫婦の縁をしっかりと結んで頂くようお手伝いをさせていただく。親から
子へ、子から孫へ、永遠にご先祖様との縁を結んで頂きます。お客様の慶びの共
有により、社員とその家族・協力会社とその家族の縁も結びます。（環境が人を育
てる）また、手作りを通じて心の豊かな人を育て、家族団らんの家庭から、親子夫
婦の笑い声が響く心豊かな家庭が一軒でも増えて日本が愛で満ち溢れる国になり
ますように・・・お手伝いさせていただきます。
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高崎信用金庫　本店営業部 タ カ サキシンヨウキンコ 　ホンテンエイ ギョウブ370-0069 高崎市飯塚町1200-1 027-360-3440

高崎信用金庫　本店営業部
田町出張所

タ カ サキシンヨウキンコ 　ホンテンエイ ギョウブタ マチシュ ッチョウジョ370-0824 高崎市田町18 027-322-3202

高崎信用金庫　本店営業部
高崎市役所出張所

タ カ サキシンヨウキンコ 　ホンテンエイ ギョウブタ カ サキシヤク ショシュ ッチョウジョ370-8501 高崎市高松町35-1 027-325-6404

高崎信用金庫　南支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　ミナミシテン370-0831 高崎市あら町1-14 027-322-2816

高崎信用金庫　北支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　キタ シテン370-0804 高崎市住吉町5 027-322-3980

高崎信用金庫　飯塚支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　イ イ ヅカ シテン370-0069 高崎市飯塚町198-2 027-362-4110

高崎信用金庫　倉賀野支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　ク ラ ガノシテン370-1201 高崎市倉賀野町1077-11 027-346-2326

高崎信用金庫　室田支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　ムロダシテン370-3342 高崎市下室田町1143 027-374-1155

高崎信用金庫　室田支店里
見出張所

タ カ サキシンヨウキンコ 　ムロダシテンサトミシュ ッチョウジョ370-3344 高崎市中里見町69-7 027-374-5800

高崎信用金庫　東支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　ヒ ガシシテン370-0046 高崎市江木町31 027-322-6206

高崎信用金庫　井野支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　イ ノシテン370-0004 高崎市井野町1086 027-361-7024

高崎信用金庫　西支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　ニシシテン370-0862 高崎市片岡町3-5-3 027-325-7811

高崎信用金庫　豊岡支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　トヨオカ シテン370-0871 高崎市上豊岡町202-1 027-327-3833

高崎信用金庫　高崎市場支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　タ カ サキイ チバシテン370-0034 高崎市下大類町1258 027-352-5481

高崎信用金庫　中居支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　ナカ イ シテン370-0851 高崎市上中居町719-5 027-323-5911

高崎信用金庫　浜川支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　ハマガワシテン370-0081 高崎市浜川町135-1 027-344-1722

高崎信用金庫　貝沢支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　カ イ ザワシテン370-0042 高崎市貝沢町1283-1 027-361-4121

高崎信用金庫　矢中支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　ヤナカ シテン370-1203 高崎市矢中町28-1 027-347-6111

高崎信用金庫　群馬町支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　グンママチシテン370-3511 高崎市金古町1319-1 027-372-1711

高崎信用金庫　箕郷支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　ミサトシテン370-3105 高崎市箕郷町西明屋91-4 027-371-2841

高崎信用金庫　六郷支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　ロク ゴウシテン370-0075 高崎市筑縄町49-1 027-361-3550

高崎信用金庫　下豊岡支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　シモトヨオカ シテン370-0873 高崎市下豊岡町1044 027-326-8922

高崎信用金庫　佐野支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　サノシテン370-0857 高崎市上佐野町693-5 027-324-7311

高崎信用金庫　石原支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　イ シハラ シテン370-0864 高崎市石原町3965-1 027-324-7444

高崎信用金庫　吉井支店 タ カ サキシンヨウキンコ 　ヨシイ シテン370-2107 高崎市吉井町池1479-7 027-387-7010

その他
（介護・福祉）

ケアタクシー　ペイフォワード 370-3524 高崎市中泉町607-6
K'S ONE（A号室）

027-395-4022 基本介助料（通常1,000円）をサービスさせていただきます。
※福祉タクシーのため障病者限定

病院間の転院、施設へのご入所、ご自宅からクリニックまでの通院等、色々なロ
ケーションにお身体のご不自由な方をサポート致します。

その他
（介護・福

祉）
介護タクシー　ケアサポ２４ 372-0046 伊勢崎市三光町20-9 080-4087-4222 基本介助料1,000円を割引き致します。

※福祉タクシーのため障病者限定
介護士付添いが出来ます。ストレッチャー対応で寝たまま移動できます。酸素ボン
ベ・喀痰吸引等機材があり常に医療ケアが出来ます。

【たかしん運転免許自主返納者サポート定期預金】

預金種類：スーパー定期預金（自動継続型）

預入期間：1年

預入金額：10万円以上～100万円以内
　　　　　（お一人様合計100万円まで）

適用金利：
スーパー定期1年ものの店頭表示金利＋年0.1％（初回満期日以後は書替継続日にお
けるスーパー定期1年ものの店頭表示金利となる）

その他：
・金利情勢の変化等により取扱内容を変更、または取扱いを中止する場合あり。
・過去1年以内に運転免許証を自主返納した方に限る。

その他
（金融機関）


