
長野県 ×  × 
ナガノケン×ナガノコマチ×キッズコマチ

多子世帯応援プレミアムパスポート
ながの子育て家庭優待パスポート

新規協賛店がこんなに増えました！
長野県の約20万世帯の子育てファミリーが利用する「ながの子育て家庭優待パスポート」と18歳以下の子どもが
3人以上いる家庭が利用できる「多子世帯応援プレミアムパスポート」の新規協賛店拡大キャンペーンを開催。
期間中に「多子世帯応援プレミアムパスポート」に新規協賛いただいた店舗、サービス内容をご紹介します！

長野Komachi　2019年3月25日発行号掲載

エリア カテゴリ 店舗名 特典内容 住所・電話番号

北

　信

NPO法人　北信州体操クラブ 【通常】入会金、年会費を10％OFF　
【多子】入会金、年会費を20％OFF

И中野市江部853　
☎0269･38･1697

まちのアトリエ 【通常】コワーキングスペースご利用料金10％OFF　
【多子】貸切ご利用料金10％OFF И中野市中央2･1･35･3F　

かりん亭　須坂店 【通常】土･日曜、祝日に限り、ドリンクバーサービス　
【多子】5％割引 ※併用不可

И須坂市小河原1096･1 おいしい
広場内　☎026･246･7170

アスザックフーズ　Chef's Table 【通常】フリーズドライスープ1食プレゼント　
【多子】さらにポイントカード50Pプレゼント

И須坂市米持町293･72　
☎026･245･2531

MULBERRY
DELICATESSEN & CAFÉ

【通常】お子様にドリンクサービス　
【多子】お子様にドリンクサービス＆アイスプレゼント

И長野市鶴賀上千歳町
1138･5　☎090･2426･2498

ホテル信濃路
レストラン「ら･ぽむ」

【通常】ランチバイキング（ソフトドリンク付）子ども･幼児料金50円引き（他のサービス券、割引券との併用
不可）※料金改定等により、サービス内容は随時変更させて頂く場合がございます
【多子】ながの子育て家庭優待パスポートのサービスに加え、子供･幼児料金50円割引

И長野市中御所岡田町131･4　
☎026･226･5212

ROYAL HOTEL NAGANO
【通常】ショッピングプラザの商品10%OFF ※一部対象外の商品があります　
【多子】ショッピングプラザの商品10%OFF（※一部対象外の商品があります）に加え、通常入浴料1,000
円のところ300円で入浴いただけます

И長野市松代町西寺尾1372･1　
☎026･278･1811

かりん亭　長野南店 【通常】土･日曜、祝日に限り、ドリンクバーサービス　
【多子】5％割引 ※併用不可

И長野市稲里町中央4･9･16　
☎026･285･5001

株式会社サンプロ 　
長野ショールーム

【通常】ご契約時「サンプロファミリーライフデザイン」メニューから1点を選択して適用可能（スタディ
コーナー設置の割引、ライブラリ（書棚）設置の割引など）　

【多子】ご契約時「サンプロファミリーライフデザイン」メニューのすべてを同時に適用可能（スタディコー
ナー設置の割引、ライブラリ（書棚）設置の割引など）

И長野市若里2･4･1　
☎026･266･0481

SHOWER　coastwind 【通常】当店ポイントカードの初回お買上げポイント2倍サービス　
【多子】さらに2回目以降、通常のお買上げポイントへプラス1ポイントプレゼント

И長野市北石堂町1427 こおき
ビル1Ｆ　☎026･224･8066

株式会社ダスキンサーヴ北関東
ダスキン大豆島支店

【通常】家庭向けおそうじ　お見積額から5％OFF　
【多子】家庭向けおそうじ　お見積額から10％OFF

И長野市大豆島5218　
☎026･222･3301

アメリカンドラッグ　千曲上山田店 【通常】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　【多子】当社カードＣＲＭポイント2ポイント加算

И千曲市上山田905･3　
☎026･247･8864

湯のさとちくま　白鳥園 【通常】・入館料100円割引（1枚4名まで） ・1階カフェ「ことのは」5％OFF湯あがりジェラート5％OFF 
【多子】・1階カフェ「ことのは」10％OFF　・湯あがりジェラート10％OFF

И千曲市戸倉2254
☎026･275･0400

中

　信

らぁめん　鶏支那屋 【通常】味玉1個サービス　※注文時に提示　
【多子】お子様の人数分の味玉サービス　※注文時に提示

И松本市南松本2･15･11　
☎0263･26･1683

株式会社サンプロ
松本ショールーム

【通常】ご契約時「サンプロファミリーライフデザイン」メニューから1点を選択して適用可能（スタディコー
ナー設置の割引、ライブラリ（書棚）設置の割引など）　【多子】ご契約時「サンプロファミリーライフデザイ
ン」メニューのすべてを同時に適用可能（スタディコーナー設置の割引、ライブラリ（書棚）設置の割引など）

И松本市村井町南4･1･4　
☎0263･57･3646

カフェ　アプフェルバウム 【通常】ランチご注文の方は、オーガニックルイボスティー1杯サービス　
【多子】カフェで販売している化粧品のサンプルプレゼント

И松本市波田1531･24　
☎0263･55･7720

不動産オフィス松本
【通常】当店で申込み、契約された場合、仲介手数料5％割引 ※他の割引との併用不可　
【多子】当店で申込み、契約された場合、仲介手数料5％割引に加えてさらに5％、計10％割引 ※他の割
引との併用不可

И松本市双葉3番26号
☎0263･50･7829

ナチュラルマーケット　てとて 【通常】5％OFF　
【多子】ポストカードプレゼント

И松本市岡田下岡田454･1　
☎0263･88･6936

有限会社　英設計 【通常】ライフシミュレーション+1stプランニングをご提案　
【多子】初回のみ500円分のクオカードをプレゼント

И松本市岡田松岡266･8　
☎0263･35･8062

保育所キッズワールド 【通常】塩尻市在住のお子様、4時間以上のお預かりで合計金額から900円引き　
【多子】塩尻市在住のお子様、4時間以上のお預かりで合計金額から1,000円引き

И松本市出川町5･4　
☎0263･28･7809

EQWEL　チャイルドアカデミー 
南松本教室

【通常】・教室に通われているお子様のレッスン中に限り、キッズワールドにてお子様のご兄弟を1時間600
円でお預かりします ・教室に通われているお子様限定、キッズワールド営業中、いつでも1時間650円で
お預かりします　【多子】・教室に通われているお子様のレッスン中に限り、キッズワールドにてお子様の
ご兄弟を1時間550円でお預かりします

И松本市出川町5･4　
☎0263･27･2717

プリン専門店　春夏秋冬　双葉店 【通常】お買い上げ金額の8％引き
【多子】ポイント2倍サービス

И松本市双葉13-13
☎0263･28･1508

プリン専門店　春夏秋冬　中町店 【通常】お買い上げ金額の8％引き
【多子】ポイント2倍サービス

И松本市大手2･9･13
☎0263･87･3402

エリア カテゴリ 店舗名 特典内容 住所・電話番号

中

　信

株式会社サンプロ
塩尻ショールーム

【通常】ご契約時「サンプロファミリーライフデザイン」メニューから1点を選択して適用可能（スタディ
コーナー設置の割引、ライブラリ（書棚）設置の割引など）　

【多子】ご契約時「サンプロファミリーライフデザイン」メニューのすべてを同時に適用可能（スタディコー
ナー設置の割引、ライブラリ（書棚）設置の割引など）

И塩尻市広丘吉田662･9　
☎0263･85･4636

TOM's Cafe 　 【通常】18歳以下のお子様にミニドリンクサービス　
【多子】お会計5％引き（クレジットカード不可）※割引上限1,000円まで

И塩尻市大門一番町7･1　
☎0263･88･2863

Hawaiian Cafe HuLaLaⅡ 【通常】キッズドリンク1杯無料、または、お子様にバニラアイス無料
【多子】お子様ドリンクバー無料

И塩尻市広丘野村1793･1
☎0263･87･2219

SweetCharm 【通常】全品5％OFF（セール品除く）
【多子】全品10％OFF（セール品除く）

И塩尻市広丘吉田3322 リファイ
ンド中村102　☎0263･88･3067

白馬EXアドベンチャー 【通常】お子様1人につき1杯カフェドリンク無料
【多子】オリジナルステッカープレゼント

И北安曇郡白馬村北城12111
☎0261･72･7860

東

　信

蓼科テディベア美術館 【通常】入館料10％OFF　一般1,400円を1,260円、小･中学生800円を720円、幼児（3歳以上）300円を270円
【多子】入館料10％割引+オリジナルポストカード（2枚）

И立科町芦田八ケ野1522（白樺
湖畔）　☎0267･55･7755

布施温泉
【通常】「神津牧場ソフトクリーム」or「望月高原りんごジュース」をおひとつ100円でご提供いたします（ご
家族全員有効です。食券はフロントで販売します。提供時間11:00～20:30）

【多子】売店･直売コーナーで1回のお買い物の合計が1,000円以上で10%引きにいたします（現金のみ。書
籍･たばこ･値引き商品･自販機商品は除きます）

И佐久市布施1228　
☎0267･53･0181

かりん亭　佐久店 【通常】土･日曜、祝日に限り、ドリンクバーサービス　
【多子】5％割引 ※併用不可

И佐久市小田井612　
☎0267･65･9555

株式会社ダスキンサーヴ北関東
ダスキン御影支店

【通常】家庭向けおそうじ　お見積額から5％OFF　
【多子】家庭向けおそうじ　お見積額から10％OFF

И小諸市御影新田447･13　
☎0267･24･3700

中棚荘 【通常】・日帰り入浴利用　1家族100円引き　・お食事･宿泊利用　1家族に1つ粗品プレゼント
【多子】日帰り入浴利用　1家族200円引き

И小諸市乙1210
☎0267･22･1511

はりこし亭 【通常】会計総額より1家族50円引き　
【多子】会計総額より1家族100円引き

И小諸市乙1210　
☎0267･26･6311

食ママ倶楽部 【通常】定価から5％引き（消費税は別途）　
【多子】ポイントカードのポイント2倍

И小諸市大字市387･1　
☎0267･41･6905

布引観音温泉
（食ママ倶楽部　東御支部）

【通常】定価から5％引き（消費税は別途）　
【多子】ポイントカードのポイント2倍

И東御市布下498･1　
☎0268･67･3434

かりん亭　長和本店 【通常】土･日曜、祝日に限り、ドリンクバーサービス　
【多子】5％割引 ※併用不可

И小県郡長和町古町2424･17　
☎0268･68･0190

アメリカンドラッグ　上田芳田店 【通常】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　【多子】当社カードCRMポイント2ポイント加算

И上田市芳田字寺田1505番2　
☎0268･71･6371

上田市室内プール　アクアプラザ上田 【通常】割引券1枚プレゼント（200円割引×3回分）※次回から使用可 
【多子】割引券2枚プレゼント（200円割引×6回分）※次回から使用可

И上田市上塩尻623
☎0268･26･2626

タイ国料理　サヤーム 【通常】ドリンクサービス
【多子】お子様にプレゼントあり

И上田市天神1･6･2 町田ビル
B1階　☎0268･75･7515

南

　信

諏訪市美術館 【通常】通年、団体割引料金適用（一般300円→200円、小中学生150円→100円）※家族で来館の場合は
家族全員対象、家族以外で来館の場合は本人のみ対象　【多子】ポストカードセットをプレゼント

И諏訪市湖岸通り4･1･14　
☎0266･52･1217

うなぎ小林 【通常】デザートサービス（一家族4個まで）　
【多子】デザートサービス（一家族6個まで）

И諏訪市四賀1958･2　
☎0266･54･7717

子供服　COCOKIDS 【通常】2％割引（日･月･火曜）　
【多子】3％割引（日･月･火曜）

И諏訪市沖田町3･68 ココモール
C号　☎0266･52･0527

諏訪湖観光汽船 【通常】遊覧船乗船者に限り、ソフトクリーム50円引き
【多子】わかさぎ釣りの料金、幼児（3歳以上小学生未満）は無料

И諏訪市湖岸通り3･1･27
☎0266･52･0739

（公財）ハーモ美術館 【通常】入館料100円割引
【多子】入館料100円割引に加え、お好きな絵はがき1枚プレゼント

И諏訪郡下諏訪町10616･540
☎0266･28･3636

イルフ童画館（日本童画美術館） 【通常】入館料を割引　一般500円→400円、中高生300円→200円、小学生150円→100円
【多子】ポストカードプレゼント（1家族1枚）

И岡谷市中央町2･2･1　
☎0266･24･3319

岡谷スカラ座 【通常】パスポートカードを提示で100円割引　※他の割引券との併用不可　
【多子】パスポートカードを提示で200円割引　※他の割引券との併用不可

И岡谷市中央町2･4･14　
☎0266･22･2773

jet penguin Photo studio 【通常】全プラン対象で、フォトフレームに入れたA4サイズのお写真をもう1セットプレゼントいたします！　
【多子】フォトブックなどオプションの購入5％OFF

И岡谷市加茂町1･6･6吉田館2F
☎080･4923･8192

伊北スイミングクラブ 【通常】スイミングスクール（教室）入会時の入会金半額割引（8,000円→4,000円）　
【多子】入会金無料

И上伊那郡箕輪町中箕輪3006･2
☎0265･79･9290

伊那スイミングクラブ 【通常】スイミングスクール（教室）入会時の入会金半額割引（8,000円→4,000円）
【多子】入会金無料

И伊那市狐島3826
☎0265･78･8866

伊南スイミングクラブ 【通常】スイミングスクール（教室）入会時の入会金半額割引（8,000円→4,000円）　
【多子】入会金無料

И駒ヶ根市赤穂8461
☎0265･82･2358

アクアロマン　いちご駒ヶ根園 【通常】小学生以下のお子様にいちご狩り代100円引き（他のクーポンや割引券との併用は不可）
【多子】小学生以下のお子様に練乳+チョコソースプレゼント

И駒ヶ根市赤穂3440　
☎0265･81･7515

アクアロマン　いちご中川園 【通常】小学生以下のお子様にいちご狩り代100円引き（他のクーポンや割引券との併用は不可）
【多子】小学生以下のお子様に練乳+チョコソースプレゼント

И上伊那郡中川村片桐6892･1　
☎0265･88･4115

アメリカンドラッグ　豊丘神稲店 【通常】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　【多子】当社カードCRMポイント2ポイント加算

И下伊那郡豊丘村大字神稲9074･1　
☎0265･49･8994

利用方法：下記をお読みの上、利用店舗でパスポートを提示してくださ
い。　●他のサービスとの併用不可　●施設の都合で内容･期間を変更
する場合があります　●施設によっては利用に条件･制限がありますの
でご確認の上ご利用ください【通常】：ながの子育て家庭優待パスポート　【多子】：多子世帯応援プレミアムパスポート

店舗
カテゴリー 買う　　　食べる　　　暮らす　　　あそぶ　　　癒やす　　　泊まる　　　学ぶ　　　その他


