Kids Komachi

2019年2月25日発行号掲載

長野県 ×

×

ナガノケン×ナガノコマチ×キッズコマチ

エリア カテゴリ

店舗名

特典内容

珈琲はうす
エクステリアマート東御店

【多子】通常特典に加え、ポイントカードのポイント2倍

☎0268･61･0039

【通常】お買い上げ総額より5％OFF

И東御市加沢1406･27

【多子】通常特典に加え、お買い上げ総額より8％OFF

☎0268･61･0039

プレゼント

東
信

フィッツONE
心の花美術館in上田
軽井沢草花館

佐久市川村吾蔵記念館
イオンモール佐久平ゲームコーナー
スワ南スイミングクラブ

【通常】一時預かり15分（100円分）チケットプレゼント

И上田市長瀬2600･3

【多子】一時預かり1時間（400円分）チケットプレゼント

☎0268･43･3253

【通常】
「よもぎ蒸し」通常料金より150円割引 「酵素風呂」通常料金より150円割引

И佐久市中込3115･1

【多子】
「よもぎ蒸し」通常料金より300円割引 「酵素風呂」通常料金より300円割引

☎0267･64･2118

【通常】オリジナルポストカードプレゼント

И上田市中央2･7･23

【多子】お子様の数のオリジナルポストカードプレゼント

☎0268･22･0022

【通常】・入館料割引 中学生以上500円→400円 ・オリジナルポストカード1枚プレゼント

И北佐久郡軽井沢町東19･40

【多子】・入館料割引 中学生以上500円→300円 ・オリジナルポストカード1枚プレゼント

☎0267･42･0716

【通常】ご家族全員、入館料を団体料金に

И佐久市田口3112

【多子】ご家族全員、入館料を団体料金に（第3子から入館料無料）

☎0267･81･5353
И佐久市佐久平駅南11･10

【通常】メダルサービス（平日限定）
【多子】メダルサービス（いつでも）

イオンモール佐久平2F
☎0267･66･3060

【通常】入会金半額（8,000円→4,000円）

И茅野市玉川5070

【多子】入会金無料

☎0266･73･1237

【通常】5％OFF

И茅野市泉野5931･100
☎0266･55･6101

【多子】8％OFF
【通常】入会金半額（8,000円→4,000円）

AFASスワ

【通常】団体割引料金（50円割引）
【通常】お子様のドリンク1杯無料

南
信

カフェ＆バル＆デリカ

【通常】キッズドリンク無料（オレンジ、マンゴー）
【通常】1,000円以上お買い物お食事で50円引き
【多子】1,000円以上お買い物お食事で100円引き

※春の特別展の場合は、大人800円→700円、小･中学生250円→150円）
【多子】キッズドリンクの無料提供（館内の喫茶室「パレット」にて）
【通常】入園料金50円引き（子供のみ）

マルダイ大場農園

【多子】入園料金100円引き（子供のみ）
【通常】･宿泊者限定：小学生以下の子1名につき保護者1名

清掃協力費

無料

駒ヶ根高原スキー場

小人1,900円→1,400円）
【多子】お子様にゆるキャラシールプレゼント

И上水内郡信濃町吉海3575･8

大人500円、子ども300円（レンタル ☎026･258･3511

タオル代サービス）
【通常】お子様ソフトドリンク無料

サンマリーンながの
海鮮食べ飲み処

【多子】ご家族全員ソフトドリンク無料
【通常】3％OFF

菊寿司

【通常】・ポイントカード＋2ポイント

ねこぽぽテラス

・
「ほしな屋」
に宿泊した方にミネラルウォーター人数分プレゼント
【多子】・ポイントカード＋3ポイント

道の駅

木曽川源流の里

フォンターナ
カフェ

デル

きそむら

ヴィーノ

えんとつ

【通常】ソフトクリーム50円引き
（3月～12月のみ）
【多子】店内商品5％引き
【通常】ドリンクバー
（ソフトドリンク）
1杯サービス
【多子】ドリンクバー
（ソフトドリンク）
2杯サービス
【通常】アイスをサービス

イタリア料理

И駒ヶ根市赤穂5･879
☎0265･83･4000

焼肉ハウス大将軍
らぅめん

大玖未

L-base
（淵庵村）

【通常】キッズドリンク無料

買う

食べる

暮らす

あそぶ

癒やす

泊まる

学ぶ

その他

И木曽郡木祖村大字藪原163･1
☎0264-36-1050
И塩尻市大門八番町9･10
☎0263･54･5363

И安曇野市豊科617･3
☎090･1661･9357
И松本市南原2･9･9
☎0263･24･8558

【多子】会計総額より5％OFF
【通常】ソフトドリンク1杯またはライス
（中）
サービス
【多子】和牛すじ焼き1人前プレゼント
【通常】煮玉子トッピングorラーメン大盛り無料
【多子】ぎょうざorからあげ1皿プレゼント
【通常】アーリーチェックイン無料

最大15時からチェックイン可能

【多子】アーリーチェックイン無料

最大14時からチェックイン可能

И松本市宮田1･16
☎0263･50･4127
И松本市南浅間645･7
☎0263･88･8125
И松本市寿北6･11･1
☎0263･55･3130

【通常】・ケーキセットご注文の方、
ケーキ
（300円以上）
1個につき5％引き
・バースデーケーキ（ホール）ご予約の方、5％割引（クリスマス、ひなまつり、こどもの日ケー

店舗
カテゴリー

И長野市若穂保科1745･1
☎026-285-0282

И大町市常盤泉6935･12
☎0261･22･8866

【多子】お子様ドリンク無料

И下伊那郡松川町大島2319
☎0265･36･3238

Vessone

И長野市松岡2･26･7
☎026･221･5535
И長野市丹波島2･4･17
☎026･284･4977

【多子】3世代ご来店で5％OFF

【通常】おもちゃプレゼント
（ない場合はお菓子）
麺Kids とりしな屋＠安曇野
～和んべぇ店～ ※4月上旬オープン予定 【多子】お子さまに味玉サービス

И下伊那郡阿智村浪合1771･1
☎0265･48･6058

住所・電話番号
大人500円、子ども300円（レンタル

タオル代100円別途）
【多子】ホテルタングラム室内プール＋温泉大浴場利用

И伊那市高遠町東高遠400
☎0265･94･3666

･日帰り限定：中学生以下の子1名につき保護者1名マレットゴルフ無料
【通常】リフト1日券500円引き（大人3,600円→3,100円、U-20/シニア3,000円→2,500円、

特典内容

斑尾東急リゾート
ホテルタングラム

中 信

【多子】･宿泊者限定：中学生以下の子1名につき保護者1名

店舗名

【通常】ホテルタングラム室内プール＋温泉大浴場利用

清掃協力費 無料

･日帰り限定：小学生以下の子1名につき保護者1名マレットゴルフ無料

銀河もみじキャンプ場

エリア カテゴリ

И上伊那郡宮田町3378･1
☎0265･85･5108

【通常】入館料割引（大人500円→400円、小･中学生150円→100円

信州高遠美術館

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！

И岡谷市中央町2･4･18
☎090･1264･2658

【多子】お子様1人につき会計から100円引き

チェレステ

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。

И諏訪市大手2･3･4 AKビル1F
☎0266･75･2338

【多子】フライドポテトをサービス

カフェ・ヒルバレー

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

И諏訪郡原村17217･1611
☎0266･74･2701

【多子】ポストカード1枚プレゼント

ステーキ＆お酒＆スイーツ
Giraffe

新規協賛店がこんなに増えました！

И諏訪郡下諏訪町西浜6306･2
☎0266･28･1395

【多子】入会金無料

八ヶ岳美術館

И上田市真田町長7369･1

北 信

傍/katawara

ながの子育て家庭優待パスポート
多子世帯応援プレミアムパスポート

☎0268･72･2500

【多子】ポイントカード（十文帳）のポイント2スタンププレゼント

こどもの園

小さな美術館

И東御市加沢1406･27

【通常】ポイントカード（十文帳）のポイント1スタンププレゼント または、売店10％OFF券

真田温泉健康ランド
ふれあいさなだ館
一般社団法人

住所・電話番号

【通常】キッズドリンク無料

かぼちゃやまスイーツカフェ

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

キ、
当日ご注文分は割引対象外）
【多子】・ケーキセットご注文の方、
ケーキ
（300円以上）
1個につき8％引き
・バースデーケーキ（ホール）ご予約の方、8％割引（クリスマス、ひなまつり、こどもの日ケー

●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うえご利用ください

И北安曇郡松川村西原3363･80
かぼちゃやま農場内
☎0261･85･0561

キ、
当日ご注文分は割引対象外）

【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

Cafeポリジ
イージィコミュニケーションズ
東

軽井沢ガーデンファーム

信

軽井沢ガラス工房

【通常】お会計より50円引き
（飲食代金に限る）
【多子】お会計より100円引き
（飲食代金に限る）
【通常】初回月月謝25％OFF
【多子】兄弟入会金無料
（1世帯につき1人分のみ）
【通常】いちご狩り料金総額より10％OFF
（予約優先、
GW・お盆・年末年始は除く）
【多子】キューピーのお人形プレゼント
【通常】体験された方にご家族で1個ガラス小物をプレゼント
【多子】体験された方に1人1個ガラス小物をプレゼント

И松本市双葉4･8
☎0263･26･0066
И松本市桐3･2･7
☎0263･34･2008
И北佐久郡軽井沢町発地2062･1
☎0267･48･3620
И北佐久郡軽井沢町長倉664･9
☎0267･48･0881

