
ホテル信濃路
●JR長野駅より徒歩8分
●JAホールながのより
　徒歩1分　駐車場無料

 長野市中御所岡田町
　  131-4

 無休
 026-226-5212

ホテルJALシティ長野
●市内中心に位置し、長野
　駅より徒歩7分と好立地
●駐車場：1泊1,000円(税別）

 長野市敦賀問御所町
 　1221

 無休
 026-225-1131

◎シングル（朝食付）1泊�
（通常6,500円）
� 1泊→6,200円
◎ツイン（朝食付）�
（通常6,000円）
� 1泊→5,700円

◎シングル（朝食付）1泊�
通常10,848円（税別）
� →8,250円(税別）
◎ツイン（朝食付）1泊�
通常10,410円（税別）
� →7,780円(税別）

鮨仁�尾張部店

 長野市北尾張部396-10
 月曜日
 11：30〜14：00

　 16：30〜22：00
 026-244-1221

ソフトドリンク1杯
サービス（宴会は除く）

家族的なお店です。お祝
い、御法事各種、御宴会
承ります。

八珍（ハッチン）
秘伝の味噌だれラーメンです。
ぜひ1度ご賞味頂きたく、スタッ
フ一同お待ちしております。

 長野市篠ノ井山布施8731
　（七二会地区 国道19号線沿い）

 木曜日
 11：00〜21：00
 026-229-3727

ギョーザ1皿（2名で1皿）

大久保の茶屋

 長野市戸隠豊岡2764
 無休（12月：火曜 1月〜2月：火・水曜　　

　　〜3月中旬：火曜）
 夏季10：00〜17：00

　 冬季10：00〜16：30
 026-254-2062

奥社前�なおすけ
参拝の疲れを癒やすカウン
ター席は、戸隠一の景色です。

 長野市戸隠奥社3688-1
 火曜日、冬季不定休
 夏季10：30〜16：00

    冬季10：30〜15：30
 026-254-2551

食事代より10%OFF

そば団子1皿（6ヶ入）
サービス（食事前に会員
証提示、1家族2皿まで）

座敷でゆっくり自家製の
お漬物でお茶

特典付定期積金 
�「やすらぎの会」

年金受給者・予約者特典
�「年金得とくCARD」

提携店舗
の

ご案内
JAながの

■本チラシ掲載の特典内容は2019年4月現在のものです。
■提携施設での特典内容（利用条件等）の変更や提携契約の解除は、
毎年4月に行い各店舗窓口およびJAながのホームページにてお
知らせいたします。新規加入店または特典等の追加についても同
様にお知らせいたします。
■会員証の有効期限内であれば、会員特典は何度でもご利用いただけます。
■会員証のご利用は契約者ご本人様のみとし、他人に貸与・譲渡は …住所　　 …定休日　　 …電話番号　　 …営業時間

出来ません。（特典ご利用の際、ご本人様を確認できる運転免許証
等を提示いただく場合もございます。）
■各地域の催し事の際には、特典をご利用いただけない場合もあり
ますのでご利用時に確認ください。

2019年度版

会員特典について

昼�日変り千円ランチ
夜� 上寿司料理コース（3,000円）

会員
特典

須坂温泉�古城荘
●源泉かけ流し
　弱アルカリ単純泉

 6：00〜21：00受付
　 22：00迄

 須坂市大字日滝5414
 無休
 026-245-1460

入浴料
大人500円を
100円引き

会員
特典

志賀パレスホテル
●標高1,700m。志賀高原内
でも標高の高い熊の湯ほた
る温泉エリアにある温泉リ
ゾートホテル。熊の湯スキー
場まで徒歩5分。

 下高井郡山ノ内町
　  大字平穏7148

 0269-34-2221

◎夕食時にジュースま
たはお酒1本サービス
◎更に飲み物料金
　20％OFF

会員
特典

ペンション�ころぼっくす
●ボリューム満点の和洋食、
　お子様ランチもあります。
●長野県産地粉を使った
　手作りパン・ジャム

 長野市戸隠豊岡
    10044-10

 無休
 026-254-3148

◎特別宿泊料金
（1泊2食付）
ツイン通常9,975円
家族　通常8,925円
上記宿泊料金より
10%OFF

会員
特典

上山田ホテル
●天然温泉100%
　かけ流しの温泉

 千曲市上山田温泉
　 1-69-3

 不定休
 026-275-1005

館内利用券
（500円分）を
1枚プレゼント

会員
特典

会員
特典

一茶のこみち�美湯の宿
●温泉街の高台に佇む
　温泉
●100%掛け流しの宿

下高井郡山ノ内町
　 大字平穏2951-1

0269-33-4126

◎夕食時にジュースま
たはお酒1本サービス
◎更に飲み物料金
　20%OFF

会員
特典

ホテル�うづらや
●姨捨山麓田毎の月の
　静かなお宿
●駐車場無料 

 千曲市大字八幡3067
 不定期
 026-272-1008

◎夕食時、お酒または
ソフトドリンク1本
サービス

�（直接ホテルに予約をさ
れたお客様に限ります）

会員
特典

おぶせ温泉“穴観音の湯”
効能
神経痛、冷え性、動脈硬化
症、慢性皮膚病　等

10：00〜22：00

 上高井郡小布施町雁田
　  1194

 無休
 026-247-2525

カード持参者
100円引き

会員
特典

おぶせ温泉�あけびの湯

 上高井郡小布施町雁田1311
 毎月第3木曜日
 026-247-4880
 6：00〜22：00

カード持参者100円引き�
（朝風呂6：00〜9：00は対象外）

会員
特典

戸隠そば�山口屋

 長野市戸隠3423
 不定休
 026-254-2351
 10：30〜17：00

お食事を召し上がられた方
特製そば団子サービス

自家びきの手打ちそば。手
打ちそば道場、そば打ち道
具販売、贈答用宅配そばも。

1位� 天ざる
2位� 忍者そば
3位� そばプリン

会員
特典

人気メニュー

人気メニュー

関谷温泉�湯っ蔵んど

 須坂市仁礼7番地
 不定休
 026-248-6868 入館料100円引き

●源泉100% ●多彩な
広々とした空間風呂 ●食
と健康と癒しをご提供

1位� あんかけやきそば
2位� ざるそば
3位� マルゲリータ

人気メニュー

会員
特典

味処�ふじよし
自家製の食材を使った和・
洋・中のメニューが豊富。

 飯綱町大字牟礼2726-3
 火／日・祝の昼（要予約）
 11：30〜13：00 

　  17:00〜21：00
 026-253-2275

ライスおかわり自由
コーヒーサービス
ギョーザ1皿50円引き

1位� チャーハンセット
2位� みそカツ定食
3位� マーボーらーめん

人気メニュー

会員
特典

びんぐし湯さん館
●眼下に広がる絶景のパ
ノラマにほっと一息、身も
心も癒されます。
● 泉質：アルカリ性単純硫

黄泉

 10：00〜21：00
　 （最終入館20：30）

 埴科郡坂城町大字
　  網掛2002番地4

 毎月第4水曜日
       （定休日が祝日の場合は翌日が休館）

 0268-81-7000

入館料大人100円引き
（午後8時以降は対象外）
他の割引券及びクーポンと
の併用不可）

会員
特典

中野市豊田温泉公園�もみじ荘
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。湯上りには、手打
ちそばもオススメです！

 中野市上今井3460-1
 水曜日（祝日は通常営業）

 10：00〜21：00
 0269-38-3030

�入場料50円引き
�（10：00〜17：00）
　他の特典、割引とは併用
　 できません。

会員
特典

笑みの里�かあちゃんち
地元の農産物を使った手
作り料理。郷土のかあちゃ
んの優しい味を召し上がれ

 信濃町大字古間802-1
 毎週水曜日
 11：00〜14：00

 026-254-8371
「かあちゃん定食」
50円引き

1位� かあちゃん定食
2位� 米粉うどん定食
3位� チャーハン定食

人気メニュー

会員
特典

冬季12月〜3月は水・日曜日
月一バイキングのみ11：30開店

1位� 天ざるそば
2位� ざるそば
3位� きのこそば

1位� 鴨ざるそば
2位� 季節の天ぷら付きそば
3位� そばがき

人気メニュー

人気メニュー

たんぼ�そば店
アットホームなサービスを
モットーとしております。

 長野市戸隠豊岡10217
 火曜日（冬期12月〜3月火・水曜日）

 10：00〜16：00
 026-254-2261

会員
特典

1位� ざるそば
2位� ご利益そば
3位� そばおやき

人気メニュー

お食事を召し上がられた方
「おやき」か「うす焼き」
どちらか一品サービス！

居食麺屋�とん太郎
素材にこだわったラーメ
ン。広い店舗で家族連れも
安心

 長野市大字津野349-1
 不定休
 11：30〜15：00

　  17：00〜23：00
 026-296-9555

コーヒーサービス会員
特典

1位� チャーシューメン
2位� 塩ラーメン
3位� 担々麺

人気メニュー

手打ちそば�戸隠堂

 長野市戸隠3520
 不定休 冬季間休業

     （12月中旬〜4月上旬）
 10：00〜17：00
 026-254-2129 食事代より10%OFF

民芸調でまとめられた
懐かしさ漂う店内で、本
場戸隠そばの味、香り、
のど越しを堪能

会員
特典

1位� 天ざるそば
2位� ざるそば
3位� きのこおろしそば

人気メニュー

しなの屋
しっかりしたコシの“そば”、すっ
きりコクのある“ツユ”。10月上旬
〜11月にかけては自家栽培の“お
そば”をどうぞ！

 長野市戸隠3498
 不定休(冬季間12月〜4月下旬休業)

 10：00〜16：00
 026-254-2248

お食事を召し上がられた方に
通常“そば団子”サービス!�更に、
“そば団子”を1皿サービス！

会員
特典

1位� しなの屋膳
2位� 山菜きのこ付ざるそば
3位� 天ざるそば

人気メニュー

会員
特典

会員
特典

会員
特典

会員
特典

1位� 八珍味噌ラーメン
2位� ピリ辛八珍味噌ラーメン
3位� 信州味噌ラーメン

人気メニュー

そば処�たからや
石臼びきの“二八”そばを
味わってください！

 長野市戸隠2285
 不定休
 そばの終わりしだい

 　10：30〜16：00
 026-254-2270

お食事を召し上がられた方
食事代より10%OFF

1位� ざるそば
2位� 天ぷらそば
3位� 大ざるそば

人気メニュー

会員
特典

手打ちそば処�紅葉
石臼びきにこだわり
宿坊「宮本」の分店

長野市戸隠1511-5
不定休
10：00〜18：00
026-254-3433

食事代のみ10%OFF

1位� ざるそば
2位� 天ざるそば
3位� もみじそば

人気メニュー

会員
特典

民宿�苗場荘
食事処は、300年前の秋山紀行の
文人「鈴木牧之」が泊まった宿で、
天井と柱がすべてその当時のまま
です。

 下水内郡栄村大字堺18162
 不定休
 025-767-2136

　 食事 11：00〜14：00
    宿泊 チェックイン13：00
　　　  チェックアウト11：00

◎食事の時、生ビール1杯または
酒またはジュースをサービス
◎1泊2食付き�7,400円

1位� 熊なべ
2位� イワナ塩焼（炭火）
3位� 山菜天ぷら

会員
特典

人気メニュー

斑尾高原体験交流施設�まだらおの湯
斑尾山の大自然に囲まれた施設、
温泉。男女ともに内湯・露天風呂を
完備しており、入浴後は81畳の大
広間でおくつろぎください。また
自慢の手打ちそばのほか、地元食
材を使用したメニューで食事も満
喫できます。宿泊施設のキャビン
ハウス、マレットゴルフ場、キャン
プ場も完備しております。

 中野市永江8156-649
 火曜日（祝日は通常営業）

　 10：00〜20：00
　  （最終入場19：00）

 0269-38-3000
入場料50円引き会員

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。
消費税増税に伴い、価格等変更になる可能性があり
ますので、ご利用時にご確認下さい。

そば処�たかさわ

 信濃町大字野尻2195-1
 木曜日

     （7月中旬〜10月末日無休）
 11:00〜16：30
 026-255-5076

おそばを召し上がられた方
そば団子1袋サービス

黒姫高原の霧下そばは天下逸
品。限定の「信州ひすいそば」と
地元素材を使った一品料理も。

会員
特典

1位� 天ざるそば
2位� ざるそば
3位� 信州ひすいそば

人気メニュー

おかね食堂

 長野市柳原2280-1
 日曜・祝日
  11：30〜14：00
17：00〜21：00
 026-295-4012

食事代より10%OFF

ボリューム満点！
スタミナ満点！！

1位� スーラータンメン
2位� カツ丼
3位� 麻婆豆腐定食

人気メニュー

会員
特典

中華定食喰い処�ふくふく
手頃な値段で
ボリューム満点！

 長野市桜新町678-1
 月〜水曜日（夜）・木曜日
 11：30〜14：00
18：00〜21：00
026-259-2927 ギョウザ1皿　半額

1位� あんかけ焼そば
2位� ニラそば
3位� かた焼そば

人気メニュー

会員
特典

そば亭�油や

 長野市大字南長野末広町
　  1355番地5

 12月31日・1月1日
 11：00〜23：00
 026-224-2288

会員特典

お食事を召し上がられた方
ソフトドリンク1杯無料

長野駅から歩いて1分の抜
群のアクセスで、古くから
地域の皆様にご愛顧いた
だいております。

会員
特典

1位� もりそば
2位� 戸隠おろしそば
3位� 天ザルそば

人気メニュー

北信五岳を臨める小布施町唯一の温
泉宿。気象条件によって変わるお湯の
色は何度きても飽きません。泉質は療
養効果の高いと言われる硫黄泉です。

1位� 手打ちそば
2位� 天ぷらそば／うどん
3位� 天丼

人気メニュー



斑尾高原カントリー倶楽部

 中野市大字豊津8156
 冬季クローズ時
 0269-38-3766

1ラウンド
セルフプレー料金
平日1,000円割引
休日2,000円割引
但し、他の割引との併用及び
メンバー料金、コンペ料金へ
の適用は出来ません。

デンバー
味と素材のこだわりの店

 下高井郡木島平村大字往郷911-7
 火曜日及び第2・第4月曜日
 11:30〜14：00

     17：30〜21：00
 0269-82-4032

コーヒー1杯サービス

1位� ステーキ
2位� ハンバーグ
3位� ピザ

人気メニュー

会員
特典

道の駅おがわ�食事処�味菜
地元野菜を使った具沢山の
大きなおやきが人気、また店
内で打ってるそばもどうぞ

 上水内郡小川村高府1502-2
 売店 9：00〜19：30
飲食店11：00〜19：30

 火曜日
 026-269-3262

おやき全種�10円引き

1位� おやき各種
2位� 手打ちそば
3位� 日替わりランチ

人気メニュー

会員
特典

道の駅�中条
レストランからの眺望
北アルプス、虫倉山

 長野市中条住良木1704
 元旦のみ
 夏 9：00〜18：30

     冬 9：00〜17：30
 026-267-2188

お食事後のコーヒー
サービス

会員
特典

1位� おぶっこ
2位� ざるそば
3位� ラーメン

人気メニュー

（有）若久堂
創業50年余。地元で長く
愛されつづけています。
ぜひ、ご賞味下さい。

 長野市上野2丁目74
 日・祝日
 飲食店 8：30〜18：30
 026-296-4014

500円以上お買い上げの方
5%OFF

会員
特典

1位� 牛乳パン
2位� 揚げあんぱん
3位� おやき

人気メニュー

海鮮居酒屋�一升
お造り盛り合わせ
いち押し!!

 飯山市南町10-5
 日
 17：00〜22：30
 0269-62-1800

飲食代より10%引き
※宴会は要相談

会員
特典

1位� 刺し身
　　��（お造り盛り合わせ）
2位� とりの唐あげ
3位� 魚の唐あげ

人気メニュー

家族亭�悟空

 長野市大字栗田76-7
 火曜日・第3水曜日
 11：00〜14：00

     17：00〜21：00
 026-226-5911

ギョーザ1皿�200円引き
（カード1枚で1名様）

中華一品、定食、丼物と
メニュー豊富

会員
特典

1位� 五目あんかけ焼そば
2位� カツ丼
3位� カニチャーハン

人気メニュー

キャステロドラゴーネ

 須坂市幸高113-6
 なし
 11:00〜22：00

（ラストオーダーPM21:30）
 026-248-3743

1000円以上お食事の
お客様5%割引

（他の割引き券との併用不可）

全て手作りしてます！！

会員
特典

1位� マルゲリータピッツァ
2位� 信州サーモンとほうれん

草のクリームパスタ
3位� 生ハムサラダ

人気メニュー

そば処�高山亭

 高山村大字高井字旅屋56番地1
 冬期1月2月のみ 水曜日
 平日11：30〜14：30

     17：00〜21：00
 　 土日祭日11:30〜21：00

 026-248-1320

一般食事5%割引
※宴会、団体、お土産、テイ
クアウトは除きます。

国産100%石臼挽き粉使
用。季節のセットメニュー
もおすすめ。

会員
特典

1位� そばランチ
2位� 天ざるそば
3位� そば定食

人気メニュー

手打ちそば処�峯本

 高山村山田温泉3568
 第1、3月曜日
 10：30〜14：00

　  15：30〜18：30
 026-242-2609

食事代5%引き

お1人様日帰り休憩1日
500円（個室）。風呂（温
泉）にも入れます。（無料）

会員
特典

1位� 天ざるそば
2位� カツ丼
3位� ラーメン

人気メニュー

元祖ジンギスカン荘
地元産のリンゴベースの
秘伝タレ炭火焼き

 長野市信州新町上条403-1
 第1・3月曜日
 11：00〜20：30
 026-262-2012

お食事を召し上がられた方
ソフトドリンク1杯サービス

（宴会は除く）
会員
特典

1位� ジンギスカン定食
2位� ラムロース
3位� ジンギスカンロース

人気メニュー

さぎり荘

 長野市信州新町日原西300-1
 無休
 11:00〜15：00

    17：00〜21：00
 026-264-2103

食事代より5%OFF
(宴会は除く)

信州新町産・柔らかく美
味しいサフォーク肉のジ
ンギスカン、手打ちそば

会員
特典

1位� サフォーク定食
2位� ざるそば
3位� サフォーク肉料理

人気メニュー

味のきばらし

 千曲市桜堂500-1
 日・祝日
 11：30〜14：00

    17：00〜21：00
 026-272-3333

コーヒー1杯サービス会員
特典

1位� 日替わり定食
2位� あんかけ焼そば
3位� かつ重

人気メニュー

珈琲哲学須坂アグリス店
ピッツァ・パスタ・デザート

（専門店）

 須坂市小河原1097
 火曜日
 11：00〜21：00
 026-248-7782

全商品10%引
（他券と併用不可）

会員
特典

1位� 哲学ランチ�1,400円
2位� ディナーセット�1,480円
3位� パスタグラタン

1,022円〜1,182円

人気メニュー

こだわりら〜めん�ゆきむら亭�須坂店

 須坂市高畑町1080-1
     （JAアグリス内）

 無休
 11：00〜22：30

　   （22：15オーダーストップ）
 026-248-0123

会計時�合計金額から
10%割引

（他券と併用不可）

会員
特典

1位� 八宝うま煮ら〜めん
2位� ゆきむらら〜めん
3位� 麻婆ら〜めん

人気メニュー

食事処�ひはら

 長野市信州新町日原西
　  2159-1

 火曜日
 11:00〜20：00
 026-264-2331

食事代より5%OFF
(宴会は除く)

貸切の場合がありますので、
事前にお確かめのうえお越し
願います。

会員
特典

1位� 日本そば
2位� ジンギスカン

人気メニュー

中国料理�王龍

 千曲大字八幡3041-3
 水曜日
 11：30〜14：00

     18：00〜22：00
 026-273-3054

食事代より10%OFF

メニュー豊富

会員
特典

1位� もやし焼そば
2位� ラーメン
3位� もやしそば

人気メニュー

寿し田
ランチメニュー（4月より）
カラオケ+ランチの
　　　　　セットメニュー

 埴科郡坂城町坂城6546-1
 毎週火曜日

（昼）11：30〜14：00
   （夜）17：00〜23：00

 0268-82-7432

お料理代より8%値引き
(ランチ・カラオケ・アルコー
ル飲料を除く)

会員
特典

1位� うなぎ（夏季限定）
2位� にぎり寿し
3位� 天婦羅

人気メニュー

かりん亭�須坂店

 須坂市高畑町1096-1
　 おいしい広場内

 年中無休
 026-246-7170

一般食事代より
8%引き

会員
特典

1位� ミニ海鮮御膳
2位� かつ丼
3位� 鶏ゴルゴンチーズかつ御膳

人気メニュー

焼肉牛角�須坂店

 須坂市小河原高畑町1086
 12月31日〜1月1日
 月〜金 17：00〜23：30（LO22:30）

     土・日 17：00〜24：00（LO23:00)
 026-214-2901

お会計金額より
10%引き

明るく広い店内、笑顔で元気
なスタッフ。手切りで新鮮な牛
角カルビ/キッズルーム有り

会員
特典

1位� 牛角カルビ
2位� ねぎ牛タン塩
3位� 王様ハラミ

人気メニュー

カリメーラ

 長野市西和田433-11
 毎週木曜日
 8：30〜22：00
 026-244-7300

ソフトドリンク
サービス

メニューが豊富

会員
特典

1位� 日替定食
2位� ウィンナーナポリタン
3位� ミックス・ステーキ

人気メニュー

●ゴルフ場利用は、「年金得とくCARD」会員の
方に限ります。

●「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。

●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。

千曲高原カントリークラブ
◎毎週金曜日�
　　　　�� 7,600円昼食付
◎土日祝��10,000円昼食付

※全日9：00〜9：40 予約できません

※土日祝イベント時は上記料金対象
外となります。

※2019年10月より消費税10%の差
額が発生いたします。

　   平　日　　約7,800円
　   土日祝　約10,200円

 千曲市大字八幡2
 営業期間中は無し

     冬期間クローズ
    （12月上旬〜3月下旬）

 8：00〜17：00
 026-272-2490

上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部

◎2019.5〜6月および
9〜10月の期間
　全日200円引き
◎2019.7〜8月の期間
　全日400円引き
但し、ビジター様に限ります。

（メンバー様は除く）
5組以上のコンペ及び他の割
引券等の併用はできません。

 長野県上田市菅平高原
　 1223-3307

 2019.11月中旬から
　  2020.4月上旬まで

 7：00〜18：00
 0268-74-2311

信濃ゴルフ倶楽部
2019年�5／7日（火）
　　　〜11／10（日）
通常料金より�
平日2,600円引
� 土日祝3,000円引
但しビジター様に限ります。

（メンバー様は除く）
コンペ料金との併用はでき
ません。

 上水内郡信濃町大井高山
  　2433

 12月初旬〜4月初旬の
　  冬季クローズのみ

 7：00〜18：00
 026-255-6700（代）

有限会社ワタリ車体整備工業

自動車整備・板金・
塗装をご利用の方、
5%OFF
(現金支払い時のみ)

地元に根付いた「街のく
るま屋さん」。大切な愛車
を丁寧に仕上げます。

長野県千曲市大字内川
　1320-2

日曜、祝日
8：30〜17：30
026-275-2043

会員
特典

森食品工業株式会社

店舗販売製品5%引き
（酒除く）

杏の里森で生産された原料
でそのまま製品にした各種

1位� 完熟杏ジャム
2位� 杏狩り
3位� あんず�乾

人気メニュー

会員
特典

 千曲市大字森2543
 日・祭日 会社休業日
 8：20〜17：00
 026-272-1565

小布施療術院
頭痛・肩こり・腰痛・めま
い解消
おためしコース20分
1000円を500円割引

（1回のみ）

 上高井郡小布施町福原
     134-1（栗が丘クリニック併設）

 毎週水・土曜午後
　 （土曜日は午後のみ休み）

 8：30〜12：00
　  15：00〜18：00

 026-247-2252

会員
特典

手作り洋菓子�エルシャンテ
1つ1つ心を込めて手作り
しています。

 長野市中御所2-27-4
　  マンションタウ1F

 月曜日
 10：00〜19：00
 026-224-4000

1,500円以上ご購入の方に
手作りクッキープレゼント

1位� イチゴケーキ
2位� チーズケーキ
3位� モンブラン

人気メニュー

会員
特典

金物センター�やまいち�平林金物店�直営
 

妙高サンシャインゴルフ倶楽部

平日7,400円（食事付き）
休日12,000円（食事付き）

 上越市中郷区江口846-1
 0255-74-2421

 冬季クローズ時
　 12月上旬〜3月下旬

長野京急カントリークラブ
通常料金より
1,500円割引
※キャディフィは別途3,100円
（4B）となります。

※ゴルフ場の特定優待日に
おいては適用されません。

※他の優待件等との併用利
用はできません。

※コンペ（3組10名以上）の場
合は400円〜1,100円の割
引がございますので、別途
お問い合わせください

 長野市北郷2016
 026-239-1026
 冬季クローズ時

　 （12月上旬〜4月上旬）

農協
観光

提示料金より10%OFF会員
特典 カード1枚で宿泊者10名様を限度に全員

 長野市中御所岡田町131-14
 (026）226-8686 旅行センター

個人宿泊プラン「旅だち」厳選の6施設甲信越版

●お問い合わせ・ご予約は旅行センターまで

そば処�仁王門屋
梅の天ぷらも美味しいで
す。

 長野市戸隠3419
 金曜日
 10：30〜16：00
 026-254-2244 

お食事を召し上がられた方
元祖そばソフトクリーム
1個サービス！

1位� そば道楽
2位� 仁王様そば
3位� 三昧そば

人気メニュー

会員
特典

蕎麦切茶房�戸隠日和

 長野市戸隠2924
 毎週水曜日

　   （12月〜4月上旬 冬期休業）
　   平日 10：30〜15：00
　　土日祭日 10：30〜16：00
　　026-254-2707

お食事を召し上がられた方
コーヒー又はデザート

アルプスを眺めながら、ゆっく
りと主こだわりの“手打ち蕎麦”
をお召し上がり下さい。そば
プリン、デザートも人気です。

1位� 花かごそば
2位� 天ざる
3位� 日和そば

会員
特典

人気メニュー

そば処鬼無里

えごまクッキー
100円割引

鬼無里えごまを使用したクッキー、
おやき饅頭、ドレッシングとえごま三
昧もりだくさん。えごま油を飲みや
すいソフトカプセルにし好評発売中。

1位� えごまクッキー
2位� 十割そば
3位� えごま油

人気メニュー

 長野市鬼無里1690
 無休（1月1日は休み）
 食堂 4月〜11月：10：00〜16：00

　　　　12月〜3月：10：00〜15：00
　  売店 9：00〜17：00

 026-256-2428
会員
特典

本手打蕎麦家�ゆたかや
やや細めの蕎麦で食べや
すい！田舎くさいが家庭
的なそば屋

 長野市戸隠3517-8
 不定休
 10：00〜17：00
 026-254-2235

お食事を召し上がられた方
食事代のみ10%OFF

1位� ゆたか膳
2位� おろしそば
3位� カレー南蛮

人気メニュー

会員
特典

 昼11：00〜15：00
　 夜17：00〜22：00

( )

 長野市差出南2-1-4
 日・祝日

◎購入代金7%OFF
（広告商品・特定商品は除く）

◎宅配サービス
30,000円以上無料

 8：30〜18:00
 026-228-8515

会員
特典


