
令和5年1月現在

店　　舗　　名 住　　所 電話番号 特　　　　　典

1 AOKI　上田産業道路店 材木町2-10-1 25-1888

2
AOKI　グリーンパークしおだ野
店

神畑469 29-5188

3 アカチャンホンポ　アリオ上田店 天神3-5-1 29-3550 ・キッズスペースあり

4 秋和コスモス薬局 秋和361-2 28-6606
・コスモスポイント2倍(調剤除く）
※火曜・木曜の3倍デーは6倍になります

5 アザレ長野本舗　上田支社
上田原802-19
セイワビル105

29-4610 ・5000円以上お買い上げで商品5％割引　　　　・授乳、おむつ交換場所の提供

6 アメリカンドラッグ  各店
踏入2-1154-4
(上田上堀店）

29-5581
(上田上堀店）

・スマイルセイムスカードお持ちのお客様に税込み210円以上お買い上げでギフトポイン
ト2ポイント

7 アルペン上田インター店 住吉58-2 21-2080 ・アルペングループメンバーズポイント5％UP（自社ポイント）

8 イイジマ薬局 中央北2-2-17 27-6688 ・粉ミルクのお湯提供　・ベビーカー入店可能

9 イエローハット上田原店 上田原1175-3 29-1680
・子育てパスポートとイエローハットポイントカードの提示で５％オフ
（特価品・作業工賃・一部指定商品を除く）
※ポイントカードは無料発行

10 イオン　上田店 常田2-12-18 29-8181
・毎月第2・4土曜日はベビー用品(ベビー服・ベビー雑貨など）、子ども衣料（幼園児・男
児服・女児服など）をレジにて5％割引（一部割引対象外商品あり）※他の割引企画との
併用はできません

11 イケダ薬局 中央2-6-5 22-0041 ・ピョンチャンカード（ポイントカード）のポイント2倍　・授乳・おむつ交換場所の提供

12 石窯パン　ハル
中央2-11-9
グラスプ海野町2号館
1階A号

75-0777 ・1000円お買い上げで50円値引き

13 いとう薬局 緑ヶ丘1-26-25 22-1808 ・店内商品お買い上げ5％割引（処方箋調剤を除く）

14 上田ガス株式会社 天神4-29-3 22-0454

　
・パスポートを持参し、ガス機器を購入いただいた場合通常価格からさらに5％割引
（ガス展・歳末等のセール・パック価格・取り付け工事費・ガス配管工事費は適用外）
・授乳やおむつ交換の場所、トイレが使用できます。

15 （株）上田スター商会　中央店 中央2-3-5 22-1333 ・ポイントカードのポイント2倍

16 上田薬剤師会　会営薬局 国分994-1 24-6655 ・キッズスペースあり、おむつ替えスペースあり

17 （株）エトワール 中央3-3-15 22-7286 ・カードを持参した方ポイントカードのポイント2倍

18 Ａ・コープ　コアしおだ店 大字中野64-1 38-3828

19
Ａ・コープ　ファーマーズうえだ
店

国分上沖80 27-5580

20 auショップ上田川西店 神畑164-5
0800-

700-0467

・auスマホ(4G LTE/5G)の購入を伴う「機種変更」時に１契約件数あたり５００円分のギフ
トカードを提供いたします。※一部対象外機種。当店独自キャンペーンと併用できない場
合があります

21 お茶　喜光堂 中央2-9-19 22-0541 ・喜光堂自家製ほうじ茶5％割引

22 カワイ薬局 中央2-3-16-101 22-5338 ・駐車場(大手町モータープール）3時間無料 

23 かわにしノリ薬局 小泉715-1 29-0055

24 ノリ薬局たけし 武石沖162 85-3518

25 木町薬局 中央4-6-21 75-8585 ・粉ミルクのお湯提供・ベビーカー入店可能

26
きものと洋服どちらも揃う店　ほ
かり

大手2-2-5 22-0393 ・1,000円以上お買い上げの場合、5％割引

27 クイックフォト35　各店
上田原1349-1
(上田原店）

21-1235
（上田原店）

・デジカメプリント10％OFF・同時プリント100円引き・各種証明写真100円引き

28 クスリのアオキ　各店
中央2-18-26
(上田中央店）

28-0350
(上田中央店)

・お買い上げ(税抜)1,000円以上でアオキメンバーズカード１０ポイント進呈

ながの子育て家庭優待パスポート事業　上田市内協賛店舗一覧
（☆協賛店舗及び特典内容は変更される場合がありますので、最新の内容については協賛店舗にご確認ください。）

買　　　　　物

・商品5％割引（他クーポン券及びセットセールとの併用可能
 他の総額割引との併用不可　補正代・宅配代は実費）

・毎週土曜日は、1,000円（税抜き価格）以上お買い上げで友の会ポイント30ポイントプレ
ゼント！

・お買い上げ税込1,000円以上(処方箋除く)でノリ薬局メンバーズカード5ポイントプレゼント
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令和5年1月現在

店　　舗　　名 住　　所 電話番号 特　　　　　典

29 くらしの広場　あさかわ 上丸子1037
0120-

42-4040 ・まるこスタンプ２倍進呈

30 小池水産 中央1-4-5 22-0879
・1,000円の買い物に対し5％引き
　グリーンスタンプ発行

31 合資会社　宮城商店 中央2-12-10 27-1331
・文房具など400円ごとにスタンプ1ヶサービス,20ケで500円の商品券としてお使いいただ
けます。　（特価品及び切手類は除きます）

32
コンタクトのアイシティ　アリオ上
田店

天神3-5-1
アリオ上田2Ｆ

28-5270
・店頭価格より10％ＯＦＦ
※他クーポン併用不可

33 ゴルフ５上田インター店 住吉58-2 21-2055 ・アルペングループメンバーズポイント5％UP（自社ポイント）

34 酒井薬局 上丸子353 42-2140 ・お客様感謝カード2倍進呈

35 笹沢ベーカリー 上丸子259 42-2242 ・まるこスタンプ２倍進呈

36 ザ・ビック　上田中央店 中央5-13-31 80-0001

37 ザ・ビック　しおだ野店 神畑仲西460-1 24-8181

38 ジュエリー工房　翔
中央2-13-7
上田映劇前

22-5625

　
・手作りアクセサリー制作教室￥4,000⇒￥3,600に
・授乳、おむつ交換部屋あり

39 塩川菓子舗 鹿教湯温泉1333 44-2420 ・まるこスタンプ２倍進呈

40 写真室　夢うさぎ 下之郷701
生島足島神社報恩殿2F

0120-
862-753

・写真入りストラップをプレゼント

41
巣栗渓谷 緑の広場 武石観光
センター

武石上本入2384-65 86-2003 ・カード提示でお土産品購入時に10％割引

42 〔ｓｙｔｙｌｅ〕＋ 上田原895-2-2Ｆ 22－7701 ・各種撮影（出張含）料金及びワークショップ、パソコンサポート料金より２０％割引

43 (有)スﾄﾞｰ写真館(緑の館） 中央3-15-4 24-8815
・写真代10％OFF　・おじいちゃん、おばあちゃんの金婚式記念は、写真代が無料（但し
キャビネットサイズ1枚台紙付）

44
スーパースポーツゼビオ
アリオ上田店

天神3-5-1
アリオ上田2F

29-6100
・モバイルポイント（プレイヤーズIDカード）画面とパスポートを提示で5％割引。さらにモバイルポ
イントにもポイントが付きます（現金支払い専用のモバイルポイント）。モバイルポイントは入会金0
円。他の割引との併用不可。

45
スマイルネットワーク　スマイル
サンタ 上田店

大字秋和字立石335-
2

71-5202
・5％割引　（一部の商品を除く）
・買取10％アップ（一部を除く）

46 関薬局 中丸子1146 42-2452 ・まるこスタンプ２倍進呈

47 創作工房　成流（なる） 上田2060-5
070-

1276-4416
・工房指定の合成石のプレゼント

48 ソフトバンクＡｒｉｏ上田
天神3-5-1
アリオ上田１Ｆ

27-2777 ・携帯電話の新規契約、機種変更をして頂いたお客様、日用雑貨をプレゼントいたします

49 タイヤ館上田 材木町1-9-18 23-8766
・店頭表示価格より10％OFF
　(除く、セール品、特売品、工賃）、他割引券との併用可

50
タイヤセレクト国分店
（㈱ダンロップタイヤ関東）

国分1-8-14 22-0410
・ダンロップ・ファルケンタイヤ15％OFF
　（※特売品・セール品を除く　併用不可）

51 高遠商店 中央3-3-17 22-0665 ・パスポート提示でお買い上げ全て10％サービス致します

52 たちばな　各店
常磐城2250-1
(上田店）

23-4928
(上田店）

・前結びきもの学院新規ご入講者のみ初級1(12回）無料

53 TUTAYA上田バイパス店 上田1847-1 22-9866 ・本（雑誌・コミック・書籍等）購入時Tポイント5倍　他キャンペーンとの併用不可

54 デリシア各店
上丸子331-3
（丸子店）

42-7200
・サービス日・・・火曜日、木曜日、日曜日
　税込2,160円以上のお買い上げの時パスポート提示でピコカ20ポイントサービス
※会員様限定サービス※・たばこ・商品券・金券類・宅配等は対象外です

55 東京靴流通センター　各店
上田原806-1
(上田原店）

２３－４７２１
(上田原店）

・小学生以下の子ども靴、本体価格1100円(税込)以上の定価商品レジにて10％オフ

56 ドン・キホーテ上田店 上塩尻368-2 29-4311 ・Majicaカードと一緒にご提示でお子さまの人数分、当店指定のガチャメダルプレゼント

57
長野県庁生活協同組合　上田
売店

材木町1-2-6 23-5442 ・1,000円以上購入の組合員様、ポイントカード50ポイント付与

58 なるに屋 殿城978 25-2230
・お買い上げの場合、ポイントカードのポイント2倍、または絵本の主人公のシール進呈
(ぐりとぐら他）

59 眠りの専門店　まるげん 中央1-7-16 22-0443 ・商品の3％割引

60 梅花堂カメラ店 中央2-9-17 22-0644 ・デジカメプリントL版（30枚以上）1割分焼き増しサービス

・文具・こども用おむつ、ベビー用品などレジにて5％割引（毎月第2・4土曜日）
※他の割引との併用は出来ません
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令和5年1月現在

店　　舗　　名 住　　所 電話番号 特　　　　　典

61 原信　上田緑ヶ丘店 緑が丘1-1-34 26-5575
・土日祝に合計金額から5％割引致します
※一部対象外商品がございます

62 ビジネス志摩 中央1-4-5 22-1495 ・1,000円以上お買物に対し5％割引

63 ファミリーマート上田秋和店 秋和224-6 28-0122
・長野県ファミリーマート共通「子育て支援ポイントカード」にてポイントに応じて景品をプ
レゼントします　 ・赤ちゃんお連れのお客様に粉ミルク用のお湯を提供します。

64 ファミリーマート上田住吉店 住吉131-2 28-7135

　
・長野県ファミリーマート共通「子育て支援ポイントカード」にてポイントに応じて景品をプ
レゼントします　 ・赤ちゃんお連れのお客様に粉ミルク用のお湯を提供します。
・お子様とご来店の方に「うまい棒」１本プレゼントします。

65
フォトスタジオシャレニー　上田
店

常磐城2250-1
0120-402-174

23-4940
・来店時提示で購入代金から500円引　※他の割引券との併用不可、写真５０００円以上
ご購入の方対象　 ・ソフトドリンク無料サービス　・おむつ交換場所の提供

66 不二毛糸 上丸子266-4 42-2229 ・まるこスタンプ2倍進呈

67 (有）フタバ靴店 中央2-6-10 22-1641

68 (有)フタバ靴店 大手2-4-51 22-1462

69 ＢＯＯＫＳ＆ＣＡＦＥ　ＮＡＢＯ 中央2-14-31 75-8935 ・お会計時5％引き（割引商品は除く）

70
BLOUSE　BEAUTIFUL　東京ブ
ラウス

中央2-1-14 24-7400 ・1割引（セール・小物は除外）

71 平安堂　上田しおだ野店
大字神畑502-1
グリーンパークしおだ
野

29-5254

72 平安堂　上田店 天神2-4-80 22-4545

73 ホケン堂藤岡薬局 中央1-3-2 22-0092 ・全商品の5％割引（処方箋調剤は不可）

74 ホームバザー上田店
神畑503
グリーンパークしおだ野
SC内

29-4649 ・ホームバザーポイントカード　ポイント2倍

75 宝石・時計のヤジマ 中央2-8-8 22-3111
・電池交換20％OFF・時計バンド・クサリ10%OFF
 （一部除外品あり）

76 ポーラ　各ショップ
上田市常磐城658-4
（上田ショップ）

24-0037
（上田ショップ）

子育てママ応援サンプルプレゼント

77 松尾カメラ 中央1-2-24 22-2029 ・デジカメプリント10％引き

78 丸子スポーツ 上丸子1055 43-2052 ・まるこスタンプ２倍進呈

79 みすず飴本舗　飯島商店 中央1-1-21 23-2150 ・景品贈呈（みすず飴5ヶ）

80 ミスタータイヤマン川西店 福田14-1 29-5431 ・表示価格より10％OFF(除く、セール品、特売品、工賃） 他割引券との併用可

81 宮尾商店 中央1-6-12 24-3380 ・商品の10％割引

82 眼鏡市場　上田産業道路店
常入1-1-65
栄ビル1階

29-7298

83 眼鏡市場　上田店
神畑515
グリーンパークしおだ野

29-5958

84 メガネのコミヤマ　丸子店 中丸子1417-1 42-1570
・現金のお支払で、お買上げ金額から5％OFF（対象商品：眼鏡一式・フレーム１本・レン
ズ１組）

85 メガネのナガタ　各店 
築地37
（上田築地バイパス店）

23-2225
(上田築地バイパス

店〉

・メガネお買上げで、食器用洗剤1本プレゼント
 補聴器、コンタクトレンズ、備品、宝飾、時計は除く　他割引との併用不可

86 メガネのパリミキ 上田店 材木町1-9-21 23-4121 ・メガネ（フレーム・レンズ）を５％割引

87 メガネのミモト　各店
住吉62-2
(上田インター店）

23-3610
(上田インター店）

・眼鏡一式フレーム、レンズ５％割引
 ※他の割引券との併用はできません

88 ㈱メガネのヤジマ 中央1-4-8 26-4146

・1万円以上お買い上げの方で眼科処方箋ご持参の方には、1000円引き
・現金でお買い上げの方には、合計金額から7%割引いたします
・お子様には駄菓子プレゼント　ご家族全員にはお茶のサービス
・遊びコーナーとして、ねこのイス、自動車運転用イスが用意してあります。

89 母袋金物店 中央2-11-16 22-1735 ・お買い上げ商品の10％割引

90 ヤスイ家具 上丸子1039 43-4082 ・商品の5％割引（一部商品の除く）

91 山浦堂薬局 岡1371-9 31-2032 粗品贈呈

92 ロン・都　各店
天神3-5-1
アリオ上田2F

28-0611
（アリオ上田店）

・カード提示で店内商品5％OFF
※他の割引券との併用不可、セール品除く

・全品5％割引(補聴器、販売備品は除く,他の割引券との併用は不可）

・店内商品ALL10％引き。レザークラフト商品は20％引き

・お買い上げ時提示にてブルーカードポイント2倍
※レンタル・金券・プレイガイドは除きます
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令和5年1月現在

店　　舗　　名 住　　所 電話番号 特　　　　　典

93
和洋菓子さわむら
パティスリーSAWAMURA

上丸子1589-6 42-2522 ・まるこスタンプ2倍(木曜・日曜に限り）

94 八幡屋人形センター 天神1-2-27 24-1428
・人形、お土産、その他全商品を対象に店頭でカード提示の方にはプレゼントを差し上げ
ます

95 八幡屋本店 天神1-8-1
JR上田駅前ビルパレオ1F

22-1185 ・全商品対象にメンバーズカードに2倍押印いたします

96 (有)青木モータース 住吉306-4 22-8641 ・新車購入、車検、法定点検、板金をされた方にエンジンオイル交換券1枚進呈

97 ユーパレット　サンライン上田店 芳田1513-1 34-6741
・サービス日・・・水曜日、日曜日　税込2160円以上お買い上げ時パスポート提示で
　ピコカ２０ポイントサービス※ピコカ会員様限定サービス※サービス付与時のお買い上げは、た
ばこ・商品券・金券類・宅配等は対象外です。

98 洋服の青山　上田住吉店 住吉諏訪田82-4 26-4020

99 洋服の青山　上田中之条店 中之条562-1 21-1211

100 依田ふとん店 上丸子960 42-2337 ・まるこスタンプ２倍進呈

101 ライトオン　上田イオン店
常田2-12-18
イオン上田ＳＣ　2F

29-9359 ・3,000円（税抜き）以上のお買い上げで5％OFF

102 ラッキー 中央1-4-7 22-0766 ・全ての商品5％引き

103
ルームデコ
（マサザワインテリア）

住吉292-3 24-8048 ・商品、施工の5％割引（子供部屋のカーテン、絨毯、室内リフォーム）

104 わかばギフトギャラリーwakaba 天神2-4-56 22-3010 ・商品2割引（一部別割引率あり）

105
（有）若林陶器店
ギフトギャラリー　わかば

中央1-2-18 22-0800 ・商品2割引（一部別割引率あり）

106 わかまつ 上丸子375-1 42-6600 ・まるこスタンプ2倍進呈

107 和真メガネ　上田店
天神3-5-1
（アリオ上田2F）

25-1350
・店頭表示価格より5％割引
　（他の割引券との併用は致しかねます）

108 味処　やまぐち 真田町本原荒井1012 72-3666 ・子どもへのソフトドリンク(子供用カップサイズ)無料サービス

109 居酒屋　幸 中央2-7-22 23-7656 ・子どもに対するソフトドリンク無料サービス

110 居酒屋　真田 真田町長4053-2 72-3480 ・１席ごとに飲み物またはおつまみサービス（詳しくは店舗でご確認ください）

111 御菓子処　花岡　各店
中央6-40-10
（上田中央店）

29-6888
(上田中央店）

・喫茶ご利用のご家族のみお子様に東御市産のジュース１カッププレゼント

112
海鮮ダイニング まぐろや はな
の夢 ホテルルートイン上田店

天神1-2-31 27-5115
・ドリンク1杯無料サービス
※但し、飲み放題プランの併用はできません

113 海鮮処　祭 中央2-7-18 25-8717
・入学祝や子供さんの御祝儀の席に飲物又はデザート（人数等により）を
 サービスさせて頂きます

114 果汁工房　果淋　アリオ上田店
天神3-5-1
アリオ上田1階

75-8412 ・全品50円引き(セール品対象外）

115 ガスト　上田天神店 天神1-4-1 28-8895

116 ガスト上田店 材木町2-10-4 28-0426

117 刀屋　そば店 中央2-13-23 22-2948 ・ご来店時、子どもさんに寒天（そば茶）サービス

118 カフェ・レストラン　サンポー 上田弥吾平233-1 27-9658 ・お子様にアイスクリームサービス

119 鎌倉パスタ　アリオ上田店
天神3-5-1
アリオ上田１階

71-3096 ・お子さまプレートをご注文のお客様100円引き

120 頑固石焼　アリオ上田店
天神3-5-1
アリオ上田2階フード
コート

26-6156 ・5％割引(セール品は除く、他の割引との併用不可）

121 甘味処　雪屋Conco 天神1-3-3 42-2203 ・ドリンクメニューご注文時に100円引き

122 牛角　上田原店 神畑262-2 75-1181 ・お子様1人につきキッズドリンク1つ無料（リンゴorオレンジ）

123 銀のすず 下之郷929-9 39-7755 ・子供さんへソフトドリンクサービス

・5％割引
・青山カードとの併用10％割引（誕生月は15％割引）

飲　　　　　食

・お食事注文のお客様に限り税込み価格からレジにて5％割引(ご家族6名様まで)
※第3日曜日のみ実施しています
※オーナー様割引券、家族優待券との併用はできません
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令和5年1月現在

店　　舗　　名 住　　所 電話番号 特　　　　　典

124 くるまやラーメン 上田店 踏入2-1223 25-6366 ・カードを持参されたお客様のお子様の人数分、ドリンク1杯をご提供

125
ケンタッキーフライドチキン上田
店

踏入2-1223 24-9418

126
ケンタッキーフライドチキンしお
だ野店

小島574-10 39-5500

127 こはまや 中央2-12-25 22-0625 ・子供に対するソフトドリンク無料サービス

128 コメダ珈琲　上田緑ヶ丘店 緑ヶ丘1-1-6 71-5133 ・ドリンク一杯以上のご注文で対象年齢のお子様にミニソフトクリームを無料で提供

129
真田温泉健康ランド
ふれあいさなだ館

真田町長7369-1 72-2500 ・カード提示で、食堂(定食・麺類)一人50円割引(家族人数分)※飲物・おつまみは対象外  

130 旬彩処　鳥羽 武石沖155-1 85-3681 ・ご利用金額から10%割引

131 食事処　小波 中央2-10-16 22-6225 ・料理・飲食・会食など2000円以上のご利用のお客様に5％割引いたします

132 寿し鷹 中央2-13-5 24-4821 ・子どもに対するソフトドリンクサービス

133 治作 中央2-13-5 25-0977 ・1割引

134 ステーキ宮　上田店 材木町2-92-1 26-2911
・お会計から3％引き
※他のサービス・割引券との併用不可

135 炭火焼肉　縁
中之条1268-34
利幸第３ビル

22-8668
・パスポート提示でお子様に対してソフトドリンク１杯または
キッズジェラート1名分をサービスします

136 そえるCafé 御嶽堂518-24 42-0533 ・合計金額から5％割引

137 そば処小木曽製粉所 各店
常入1-11-59
(上田店）

71-7713
(上田店）

・スタンプカード1個追加

138 タイ国料理　サヤーム
天神1-6-2
町田ビルB１階

75-7515 ・ドリンクサービス

139 武石温泉　うつくしの湯 上武石1454-3 85-3900

 
・カード提示で、食堂割引券（50円）贈呈
※同伴家族も含む（当日限り有効）、但し食事をされた方のみ

140 武石番所ヶ原スキー場 武石上本入2386-1 86-2213 ・食事500円以上の品につき、100円引き

141 竹千代 中央2-7-22 22-5531 ・家族で来店の方100円引き

142 岳の湯温泉　雲渓荘 武石小沢根578 85-2263
・カード提示で、ソフトドリンクプレゼント
※但し、同伴の子どものみ対象

143 中華料理　檸檬 中央2-12-11 27-0303 ・2,000円以上の食事で子どもにソフトドリンク無料サービス

144 デニーズ  上田店 中央西2-4-2 21-1062 ・お食事代金の5%OFF 

145
特定非営利法人
ぽけっと

中央2-10-16 29-0778

 
・お子さんに対するソフトドリンク50円引き
・授乳時の白湯の提供　・授乳,おむつ交換場所の提供

146 東京とんかつ あげは
天神3-5-1
アリオ上田1Ｆ

26-1022 ・ソフトドリンク1杯無料

147
ピッツェリア
上田しおだ野店

大字神畑貝戸田512-
8

29-4747

148
ピッツェリア
上田店

上田蛇沢1360-1 25-0076

149 藤かつ 中央2-8-21 27-6151 ・2,000円以上のご利用で100円引きます

150 マクドナルド　各店
上田原435-3
(143上田原店)

29-0811
(143上田原

店）

・パスポートのご提示でハッピーセットのチーズバーガーセットを特別価格でご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキンマックナゲットを特別価格でご提供
※サイドメニューが選択可能

151 丸子物産館　花風里 生田2151-1 43-4800 ・親子で食事をされたお客様に季節のデザートを1皿サービス

152 萬寿すし 中央1-6-17 22-6755 ・2,000円以上の飲食で200円引き

153 ミルキーウェイ 神畑乙57-1 25-0823 ・お子様にソフトドリンク又はバニラアイスの無料サービス

154 モスバーガー　各店
常入1-11-58
（上田東店）

22-2200
（上田東店）

・粉ミルクのお湯提供

・お子様ポテト一皿プレゼント。(親子で食事をした場合）
※ご注文時に提示、他券との併用不可

・パスポートのご提示でビスケット半額（1家族お子様の人数分）でご提供
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令和5年1月現在

店　　舗　　名 住　　所 電話番号 特　　　　　典

155
熟成焼肉いちばん
しおだ野店

大字神畑520-2 29-4657
・会計時にカード提示で、5名様分までドリンクバー110円（税込）※ご家族でのご利用に
限る

156 焼肉モランボン 中央2-13-10 22-4129 ・子どもに対するソフトドリンク1杯無料サービス

157 レストラン柴崎 中央2-12-1 23-4839 ・お子さんに小さいアイスクリームプレゼント

158
六文銭らーめん
真田幸村

中央2-12-2 23-2606 ・2,000円以上の購入で100円引き

159 和食よへい上田しおだ野店 神畑490 71-0487 ・ご飲食の小学生以下の方にお子様ドリンク1杯無料サービス

160 和の彩り　たぬき亭 神畑743-8 25-5777 ・お子様にソフトドリンク無料サービス

161 あとりえシュガー 常磐城5-6-16 26-0343
・入学金無料
夏に入会されたお子様にはオリジナルＴシャツを、秋冬春に入会されたお子様にはオリジ
ナルスモック(ＩＫＥＡ製）をプレゼント

162 いずみ塾　各校 常磐城5-3-3
トキワ室内装飾ビル1Ｆ東

71-5453
(上田西校）

・入会金半額割引

163
上田市マルチメディア情報セン
ター

下之郷812-1 39-1000
・カード提示でイベント時の参加費の割引　対象：同伴の子ども参加者

164 エール学院 各校 中央2-2-18 27-3330 ・入学金が無料

165 学志ゼミナール　上田校
中央1-4-7
第12イワサビル１F

71-0225 ・一回分の授業料を無料にいたします

166 学研教室 (各教室)
中央西2-11-44
(花園教室)

22-8120
(花園教室)

・粗品をプレゼントします

167 （有）家庭教師のグランプリ 中央4-13-22
090-9668-

8585
(非通知OKです）

・図書カード2,000円分プレゼント 

168 カワイ音楽教室　丸子教室 上丸子375-1

169
カワイ音楽教室
ミュージックスクール上田

天神3-4-1

170
COCO塾ジュニア
大手教室

大手2-3-1

171
COCO塾ジュニア
中塩田教室

本郷628-8守田屋商店
2F（MORITAYA英語教
室）

172
こども英語教室　ラボ・パーティ
秋和教室

秋和(会場について
は、お問い合わせくだ
さい)

22-6426 ・入会金の10%キャッシュバック 

173
信学会　上田予備学校
信学会ゼミナール上田駅前校

中央1-2-21 22-5588 ・記念グッズ贈呈・トイレ使用OK

174 信学会グループ上田北幼稚園 上野富士見台1616 25-2868

175 信学会グループ上田南幼稚園 上田原1183 24-2237

176 信学会グループ上田幼稚園 中央西2-8-3 22-6259

177
心身統一合気道会清心館道場
各教室

問屋町510-2
卸会館２F（上田教
室）

0267-
23-1313

・初回月会費無料（入会時）

178 Smile school
中之条380-9
金沢ビル１F

090-
3147-4377

・ご入会金を半額に,さらに2人目以降の指導料も半額に

179 ニチイ学館上田校  上田教室
天神1-8-1
駅前ビルパレオ6F

0120-
780-934

180 ニチイ学館上田校  こさと教室
上野60-7ニチイケアセ
ンターこさと2F

0120-
780-934

181
ベネッセの英語教室 BE Studio
立志スクール

本郷752-2
（中塩田小学校裏セブ
ンイレブン隣）

71-5622
・体験レッスンご参加でオリジナルグッズをプレゼント
入会金5,400円無料

182 個別指導塾まつがく各教室
天神3-4-25
（上田教室）

0120-
25-1915

・入塾特典、テスト対策講座、無料クーポン1枚プレゼント

・各種講座を特別受講料に各講座は、3,000円～5,000円程度の割引とさせていただきま
す
(一部割引のない講座もございます）

学                                  ぶ

0120-
568-778

・入学金の10％割引

026-
269-7012

・入会金半額（8750円→4375円）

・入園金5,000円割引（※入園金納入時に割引）

6



令和5年1月現在

店　　舗　　名 住　　所 電話番号 特　　　　　典

183 上田温泉　ホテル祥園 大手1-2-2 22-2353 お子様の遊び場所・トイレなどの提供

184 上田第一ホテル 中央2-6-13 23-0011 ・S：￥5,900⇒￥5,300  W：￥7,200⇒￥6,200 T：￥10,200⇒9,200

185 鹿教湯温泉国民宿舎　鹿月荘 鹿教湯温泉1295-2 44-2206 ・カードを提示した宿泊利用者のお子さんに対してウェルカムドリンク１人１本サービス

186 ツーリスト美乃和 武石沖565-2 85-2539 ・宿泊：子供料金の半額、キャンプ場利用の割引（10～15％）

187
長野県　上田駅前　ロイヤルホ
テル

天神1-2-31 27-5115

188 長野県　ホテルルートイン上田 材木町2-2-5 23-2121

189 上田市相染閣　あいそめの湯 別所温泉58 38-2100 ・ポイントカード2倍

190 あずまや高原ホテル 真田町長1278-800 74-3300 ・外来入浴料金　    大人1,000円→800円　 　 小人  500円→400円

191 アピナ上田店 秋和359-1 75-8055 対象台のクレーンゲームにて１回サービス

192 上田映劇 中央2-12-30 22-0269
・当日入場料より、大人300円、小人200円割引
※割引の併用は不可

193
上田市鹿教湯健康センター
クアハウスかけゆ

鹿教湯温泉1293 44-2131
・カード提示で、利用者に粗品プレゼント
※但し、同伴の子どものみ対象

194
上田市室内プール　アクアプラ
ザ上田

上塩尻623 26-2626
・割引券１枚プレゼント（２００円割引×３回分）
※次回から使用可

195
上田市農林漁業体験実習館
室賀温泉　ささらの湯

上室賀1232-1 31-1126 ・カード提示でポイント1ポイントサービス(平日のみ）

196 上田でんき館 中央1-6-13 23-3357
・当日入場料より大人300円、小人200円割引
※割引の併用は不可

197
カラオケジョイサウンド（ＪＯＹＳ
ＯＵＮＤ）上田店

中央2-10-15
千曲錦ビル3Ｆ

21-4400
・「室料30％ＯＦＦ（フリータイム室料・コース・ドリンクバー込料金は10％ＯＦＦ）」
・小学生未満は室料無料

198 セガ上田 上田1847-1 27-5777
・小学生以下のお子様　イベント参加もしくはUFOキャッチャー1回無料
・中学生～18歳および妊婦　ＵＦＯキャッチャー1回無料

199 namcoアリオ上田店
天神3-5-1
アリオ上田1F

29-3450 ・1日1回限定でガラポン抽選にて抽選でお菓子などが当たります

200 ビックエコー上田駅前店
天神1-2-37
上村ビル　3・4階

75-5505
・室料10％OFF　・ビックエコー会員料金との併用可能
・飲み放題、ドリンクバー付コース、パック、フリータイムはご利用代金の総額5％ＯＦＦ

201
レンタルショップ菅平スキーハ

ウス 天狗店
菅平高原1223 74-2158 ・キッズスペースあり

202 あんの整体院 天神4-4-2 71-6616 ・施術料500円割引

203 医療法人共和会　塩田病院 中野29-2 38-2221 ・トイレにベビーキープあり

204 (有）イーグル開発 上田原857-1 22-8482
・賃貸、売買、新築、リフォーム等の無料相談サービス・ご契約のお客様にはモスバー
ガー500円分のお食事券プレゼント

205
上田市立美術館（サントミュー
ゼ）

天神3-15-15 27-2300
・該当の子どもと同居の家族に限り、コレクション展は団体料金適用（企画展の割引は展
覧会により異なります）

206 上田信用金庫（各支店） 材木町1-17-12
22-6262

(本店営業店）
・住宅・マイカー・教育・リフォーム・多目的ローンの金利0.05%優遇(上田信用金庫の営業
区内に居住または勤務先のある方限定）

207 エイブルネットワーク上田店 材木町2-1-1 28-5228
・当店で申込、契約頂いた場合nanacoポイント1000ポイントをプレゼント
※他の割引との併用不可

208
NPO法人子育て応援団　ぱ
れっと

秋和1110-8
090-

8329-3494
・子育て相談１回無料  ぱれっと主催の講座、イベントなど割引（最大50％）

209 カクイチショールーム　上田店 常磐城4-1658-6 25-1241
・ナチュラルミネラルウォーター｢岩深水」500ml　1本無料サービス
・授乳、おむつ交換場所の提供

210 クリーニング　アピア各店
材木町1-9-15
（上田中央店）

28-8686
（上田中央店） ・クリーニング品5％　※他の割引との併用不可

211
クリーニングハウスみつみ 各
店

神畑226-6(神畑本店)
22-5189

（神畑本店）
会員様特典のポイント2倍

宿                      泊

・ルートインホテルズ（長野県内）限定 スタンダード宿泊料金より8％割引いたします
※但し各種割引、特別プランは対象外ですのでお気をつけください

遊                          ぶ

そ         の          他
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令和5年1月現在

店　　舗　　名 住　　所 電話番号 特　　　　　典

212 スポーツシティ千曲 秋和116-2 24-4101 ・入会金6,600円(税込)50％OFFの3,300円(税込)

213
株式会社チンタイバンク
ミニミニFC（各支店）

材木町2-3-3
野村ビル１F

28-1818
(上田支店）

・賃貸住宅申込の際、仲介手数料１か月分半額,更に5000円割引（一部対象外物件あり）
・お客様の不動産賃貸・売買等の無料相談サービス

214
㈱東日本宇佐美　上信越支店
18号上田バイパス給油所

住吉島田224-1 25-7541
・ガソリン店頭価格より2円/Ｌ引き(他のクーポン券との併用不可)

215
株式会社レオパレス２１
レオパレスセンター上田店

中央1-2-23
小島店舗１F

21-2671
・契約金から10,000円値引（対象契約あり、他キャンペーンとの併用不可）

216 株式会社　上田自動車学校 天神3-10-43 22-8800 ・「ホームカミングPASS」（1時間分5,500円相当）をプレゼントいたします

217 株式会社　オンテック信州東店 上田3195-1 26-7631
・契約(仲介)手数料割引(子どもの人数×10%)　・粗品プレゼント
・賃貸不動産の管理・売買等の無料相談サービス

218 株式会社　真田自動車学校 秋和86 22-0585 ・教習開始で写真540円サービス致します

219 心の花美術館in上田 中央2-7-23 22-0022 ・オリジナルポストカードプレゼント

220 しなの木温泉　ひな詩の湯 住吉86-2 26-1711
①幼児(小学生未満）に駄菓子プレゼント
②会員ポイント1ポイントプレゼント
①か②どちらかお選び下さい

221 新田施術院 上田2116-16 25-0717
・高校生以下半額　2,500円(税抜き）
・健康サポート会員　施術料1,000円引き(通常5,250円）

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

222 コバック上田材木町店 材木町2-11-6 25-1139 ・おむつ替えスペースあり、キッズスペースあり、ベビーカー入店可能

223 ささき小児科医院 常磐城5-1-19 27-7700
・粉ミルクのお湯の提供、おむつ替えスペースあり、トイレにベビーキープあり、キッズスペースあ
り

224 ささや株式会社 中央2-15-12 22-8688 ・おむつ替えスペースあり、トイレにベビーキープあり、キッズスペースあり、ベビーカー入店可能

225
障がい者施設　上田しいのみ
園

中之条801 27-3166
・粉ミルクのお湯の提供、おむつ替えスペースあり、授乳スペースあり、キッズスペースあり、ベ
ビーカー入店可能

226 信州うえだ農協（各支店）
大手2-7-10
(本店）

25-8000
・「地域応援型定期積金」において口座振替、窓口掛込の方限定
　最大で店頭表示金利+0.15％年上乗せ

227
ゼネラル　アミコステーション染
谷台ＳＳ

住吉67-8 25-3556
・エンジンオイル交換工賃（500円）無料
・タイヤ交換代　総額から500円値引

228 第一生命　上田各営業所オフィス
常田2-4-8
上田分室2Ｆ

050-
3782-3770 ・「第一生命オリジナルグッズ」を差し上げます

229 東邦商事株式会社　上田支店 上塩尻225-1 75-7575 ・ご契約時財産管理ファイルとコインランドリー利用券（2回分）進呈

230 ドコモショップ上田大屋店 大屋363-9 34-6284
・ドコモショップ上田大屋のマイショップ登録必須で特典（入会金なし）
  セキュリティソフト1100円引き.ドリンク無料

231 トヨタレンタリース長野 上田店 踏入2-19-29 28-0100
・レンタカー基本料金から20％割引　・全車対象、県内全店舗適用可
他の商品（旅行代理店商品等）、他割引との併用は不可

232 長野銀行  (各支店）
中央3-2-23
(上田支店)

24-3000
(上田支店)

・お子さま名義で積立定期預金を新規契約していただいたお客様に図書カード500円分
をプレゼント※積立金額毎月1万円以上、口座振替による自動積立のみ対象

233 長野県信用組合（各支店）
常田2-36-1
（上田支店）

22-7255
(上田支店）

・消費者ローン　金利年0.2％優遇

234 長野県労働金庫　  (各支店）
天神2-4−78
(上田支店)

22-2218
(上田支店)

・住宅ローンを新規契約で「図書カード500円分」プレゼント

235
ニチイライフ（株式会社ニチイ学
館　上田支店）

天神1-8-1
上田駅前ビルパレオ
6F

0120-
212-295

・デビュープラン（初回限定価格）1,5時間　3,980円
・スポットプラン　料金の5％OFF

236
ニッポンレンタカー
上田駅お城口営業所

天神1-8-31 25-3126 ・レンタカー料金の１０％引き※一部対象外車種もあります 　・各種オプション無料

237 八十二銀行  (各支店）
中央2-2-12
(上田支店)

24-1182
(上田支店)

・18歳未満のお子さま名義の<リレーつみたて>を新規にご契約で
　「図書カード500円分」をプレゼント

238 林工務店 古安曽2675-1 38-1230
・粉ミルクのお湯の提供、おむつ替えスペースあり、キッズスペースあり、ベビーカー入店
可能

239 はり・灸・リンパ　ＣＯＣＯＲＯ 天神3-12-31 27-5116 ・500円引き

240 Healing Salon Funny
中央3-5-21
みなりなビル2F

23-7733 ・プチボディリンパケアorプチカッピングを500円OFFにします

241 Beauty art  ITSUMO 秋和901 26-0717 ・カード提示で10％OFF

242 ファミリーサロン　ＫＩＤＳ 下之郷乙202-1 39-8686 ・技術料金のポイント2倍になります！

243 Hair　Amusement McL 保野204-2 38-8734 ・ご来店されたお客様10%割引

244 Hair　Salon　Cokoro 中央2-7-18 27-6650 ・ポイントカードのポイント2倍
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245 フジカーランド上田 古里150-1 22-8000 おむつ替えスペースあり、キッズスペースあり、ベビーカー入店可能

246 保険クリニック　上田店
大屋236-15
日信ビル1Ｆ

34-7223 ・生活応援グッズプレゼント

247 保険見直し本舗　上田アリオ店
天神3-5-1
アリオ上田1Ｆ

29-6566
・無料保険相談された方にノベルティプレゼント（後日郵送）
※事前に電話・WEB・店頭にて要予約

248 ポノポノヘアー 小泉890-4 71-0812
・施術20％OFF
・店販10％OFF

249
三井ホーム甲信アルプスホー
ム（株）上田モデルハウス

上田1360-1
SBCハウジングパー
ク内

21-3132 ・敷地調査無料サービス

250 明治安田生命　各営業所
中央西1-15-30(上田
営業部)

22-0388 ・P＆G食器用洗剤JOYをプレゼント

251 柳沢自動車工場 塩川2863-1 35-1888
・車内清掃20％OFF
・ソフトドリンクサービス・お菓子などのサービス　・子どもの遊び場の利用

252
柳屋商事（株）ニュー上田セル
フ給油所

常盤城4-11-1 27-1100
・ガソリン（ハイオク・レギュラー）、軽油1Ｌ当り3円引き
・車検整備基本料金10％引き
※現金に限ります　他の特典と併用できません

253 ラビット上田18号点 常田3-15-61 28-7777 ・おむつ替えスペースあり、キッズスペースあり、ベビーカー入店可能

254 リズム
中央2-8-10
アルプスミズノビル2Ｆ

71-6034 ・フルートサークルイベントの料金を半額に割引します
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