
●美肌の湯といわれる弱アルカリ単純泉 
●大広間でお召し上りいただける
　ランチメニューも好評

1位 あんかけ焼きそば
2位 みそラーメン
3位 天丼

（カード1枚で1名様）

6:00～21：00

志賀高原から高社山へ連なる雄
峰を眺めながらのんびり湯に浸
かれます。保湿成分のあるメタ
ケイ酸を豊富に含み、体の芯ま
で温まります。新たにレストラ
ンスペース、青空風呂、サウナ
室登場！

10:00～21：00
（最終受付20：30）

小布施温泉 あけびの湯

夏季 10：00～16：30
冬季 10：00～16：00

金曜日
（12月～2月 木・金曜日）

10:30～
おそば終わり次第

10:30～14:30
金曜日

食事代より5％OFF

10:00～15:00（ラストオーダー）

10:30～16:00
火曜日

他割引との併用不可

10:00～16:00 粗品進呈

ＪＡながの

”思いやりのこころ” 大切に！

お名前

管理番号

有効期限 年 月 日迄

年金年金

有効期限  2024年3月31日

CARDCARD

No.5499JAながの年金受給者・予約者特典

カード 1枚で、複数名がご利用できるサービスもあります
のでご利用時に確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、休日・営業
時間・会員特典については変更となる場合がございます。

2023年度版

「やすらぎの会」会員の
方は、他にも葬祭セン
ター利用等の特典があ
ります。詳しくはJAな
がの金融窓口までお問
い合わせください。

（本人に限る）

お食事を召し上がられた方
平　日10：00～21：00
土日祝10：00～22：00

※「年金得とくCARD」会員に限ります

50円引き

板そばの網焼き1皿無料

◎シングル（朝食付）1泊
  通常8,000円

            →7,500円
◎ツイン（朝食付）1泊

  通常7,200円
          →6,700円 10:00～21：00

（最終受付20：30）

10:00～21：00
（最終入場20：30）

あんかけ焼きそば 100円引き
かた焼きそば 100円引き

そばだんご3ヶ（1皿）
サービス

1位  鴨ざるそば
2位  海老天ざるそば
3位  山かけそば

信州むしくらの湯 やきもち家

長野市中条日下野5286
不定休
入浴：11：00～19：00
食事：11：00～14：00
026-267-2641

◎宿泊代 1名1000円引き
◎昼食利用のお客様 入浴料無料
※2名まで

神々の住まうという伝説の残る虫
倉山に抱かれた信州北部の中条地
区に、古民家を移築・改修した、日
本の原風景を楽しめるお宿です。

1位 おぶっこ定食
2位 灰焼きおやき
3位 囲炉裏焙煎珈琲

不定休
7:00～24：00
0269-33-4126

火曜日 
12月31日・1月1日

長野市大岡中牧1142

平日13:00～18：00
土日祝10:30～18：00
026-266-1088

1泊につきお一人様
1,100円割引
（大人に限り）

湯守が管理する源泉かけ流し温
泉をお楽しみください。
客室では「露天風呂付 一茶の間」
「スタンダード眺望和室」、「屋上
貸切露天風呂」も人気です。

大岡温泉
北アルプスとながの百景に選ば
れた棚田が一望出来る露天風呂

利用料　30円引

1位　牛丼
2位　カレー

1位　手打ちそば
2位　特製濃厚味噌ラーメン
3位　ヒレカツ重

入場料50円引き（本人に限る）
他の特典、割引とは併用できません。

1位　おしぼりうどん
2位　しょうゆラーメン
3位　熟成カツ丼

11:30～14：00
17：00～22：00



1位 手打ちそば
2位 おやき各種
3位 日替わりランチ

11:30～14：00
17：00～20：00

毎週水曜日の夜　
冬期1月・2月のみ 水曜日定休

1位 手打ちそば
2位 おやき各種
3位 日替わりランチ

売　店 9:00～19：30
 （木曜16：00まで）
飲食店 11：00～14：00 
 17：00～19：30
 （木曜は14：00まで）

11：30～14：00
15：00～21：00

日曜日

11：30～14：00
17：00～20：30

1位  五目あんかけ焼そば
2位  エビチリ焼そば
3位  カニチャーハン

月～金 17：00～23：00（LO22：00）
土・日・祝 11：30～15：30（LO14：30）
            16：30～23：00（LO22：00）

8:30～12:00（木金土曜）
15：00～18：00（木金曜）

月火水土日（土曜日は午後
のみ休み）

様々な技術を持った先生が
いるので、一ヶ所でいろんな
施術が受けられます。

（カード1枚で1名様）

026-214-5115

体の不調、解消しませんか？

1位 ジンギスカン+ライス
2位 ラムロース
3位 ジンギスカンロース

1位 ジンギスカン料理
2位 ざるそば
3位 カレー

1位 もりそば
2位 天もりそば
3位 山菜きのこそば

えごまクッキー100円割引
食堂の料金100円割引

1位 ゆきむら野菜あんかけら～めん
2位 ゆきむらら～めん
3位 麻婆ら～めん

年金年金

有効期限  2024年3月31日

CARDCARD

No.5499

JAながの年金受給者・予約者特典
ゴルフ場利用の場合は、事前に
電話にて予約し、フロントでカー
ドの提示をお願いいたします。

ゴルフ場利用は、「年金得とく
CARD」会員の方に限ります。

毎週月曜日

長野市中御所5-4-2

購入金額の10％
ポイント還元

にぎり寿しや天婦羅も人気。
昼のランチメニューは900円
からお食事いただけます。か
なりお得ですよ。

1位  海鮮丼（ランチ）
2位  海天丼（ランチ）
3位  刺身盛り合わせ、
       タコカルパッチョ、
       うなぎ（夏季限定）

お料理代より10％値引き
（ランチ、 ソフトドリンク、アルコール飲料は除く。）

11:00～21：00
（20:30オーダーストップ）

木曜日

11:00～21：30

北アルプスを望む雄大な景色
が自慢の道の駅。郷土食おぶっ
こが人気。

お食事利用の際
ワンドリンクサービス10:00～17：00

1位  あんかけ焼そば
2位  かつ丼
3位  酢豚定食

コーヒー無料
カード1枚で5名様まで

11:30～14：00
17:30～20：00

和食そば処 高山亭 高井本店

1位  そばランチ
2位  天ざるそば
3位  そば三昧

高井産100％石臼挽き粉使
用。季節のセットメニューも
おすすめ。

農協観光

●お問い合わせ・ご予約は農協観光
　「長野エリアセンター」まで

長野市南長野北石堂町1177-3

026-224-6100
9：00～17：30
木曜日・土・日・祝日・年末年始

・ホテル圓山荘　
・一茶のこみち美湯の宿
・立山プリンスホテル　
・昼神グランドホテル天心
※カード1枚で4名様まで

宿泊プラン
「どんどんまつり」より厳選の4施設
提示料金より5％引き

厳選の4施設

宿泊プラン
「どんどんまつり」

食堂 10:00～14：00
売店   9：00～16：00

11:30～20：00

不定休
11：00～14：00（LO）
17：00～19：30（LO）

火・水曜日

2023年5月8日（月）～10月31日（火）
通常料金より
　平日2,000円引　土日祝3,000円引

（冬期間クローズ、
 12月上旬～3月下旬） ※料金には消費税・利用税・保険料・

　カートナビ協力金が含まれます。
※イベント時は上記料金対象外となります。

◎毎週金曜日   8,200円昼食付
◎土日祝 10,800円昼食付

（1Rセルフプレーフィ、利用税・消費税・ゴルフ振興金50円込）

期 間

4月15日（土）～
4月28日（金）

4月29日（土）～
5月7日（日）

5月8日（月）～
6月30日（金）

7月1日（土）～
8月31日（木）

平日 土日祝
基本料金（変動価格制）

平日 土日祝
ご優待料金（昼食・1ドリンク付）

7,950円～

13,550円～

10,750円～

9,850円～

10,050円～

13,550円～

15,850円～

14,850円～

8,050円

13,550円

10,850円

10,850円

10,050円

13,550円

15,850円

15,850円

期 間

8月11日（金）～
8月15日（火）

9月1日（金）～
10月31日（火）

11月1日（水）～
11月19日（日）

平日 土日祝
基本料金（変動価格制）

平日 土日祝
ご優待料金（昼食・1ドリンク付）

13,050円～

10,750円～

9,550円～

13,050円～

15,850円～

13,050円～

13,050円

10,850円

9,550円

13,050円

15,850円

13,050円

※通常料金、及びご優待料金等、変動する場合がございます。詳しくは、ご予約の際にお問合せ下さい。
※11/20～12/3は通常料金のご案内となります。※キャディフィは別途3,800円（4B）となります。※他の優待券等との併用利用は出来ません。

また、ご利用出来ない期間がございます。

（ゴルフ振興金30円含む）

平日7,500円（食事付き）
休日12,200円（食事付き）


