
 岡谷市子育て応援協賛店一覧
子育て家庭を応援しています。ご来店お待ちしております！

★マークは多子世帯応援プレミアムパスポートカードの使えるお店です。

アサヒドースポーツ

店頭販売価格より5％割引。

（小中高等学校指定ウェア等は除かせ

ていただきます。）

住所：神明町3-13-1 TEL：22-4154

協賛店でパスポートカードを提示する

と、割引等のサービスを受けることが

できます。すべてのサービスは協賛

店のご厚意・ご協力によるものですの

で、一人ひとりがマナーを守り、気持

ちよく利用しましょう。

パスポートカードとは？

●妊娠中から年度末年齢18歳以下の子ども

がいる家庭に交付されます。

●カードは記載の子どもとその家族に限り

利用できます。

●カードを他人に譲ったり、貸すことは絶

対にしないでください。

●カードの有効期限は令和6年3月31日まで

です。ただし、下のお子さんが満18歳に

なった年度の3月末を経過したときは、

カードは無効となります。

↓
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協賛店のサービスは…？

パンフレットの内容は令和2年3月現在のも

のです。協賛店およびサービス内容は変更

される場合がありますので、最新の内容は

協賛店に直接お問合せいただくか、長野県

将来世代応援県民会議のHPでご確認くださ

い。

最新情報はこちら！→

お問合せ先

●協賛店について

岡谷市商業観光課 ℡0266-23-4811

（内線1453）

●パスポートカードについて

岡谷市子ども課 ℡0266-23-4811

（内線1265）

長野県将来世代応援県民会議事務局

℡026-235-7207

岡谷市 R2.3

お買い物
（５８店）

オギノ岡谷店

毎週土曜日限定オギノ直営売場において、

パスポートとオギノグリーンスタンプカー

ドをご一緒にご提示いただくと、オギノグ

リーンスタンプ3倍サービスいたします。

【注意事項】・他のポイントサービスとは

一緒に使用できません。・優待セール、ギ

フト、その他特定倍率期間、あるいはオギ

ノが指定した特定の期間及び商品は、上記

のサービスはできません。・パスポートや

ポイントカードを提示し忘れ、またはお忘

れの場合は上記のサービスはできません。

住所：柴宮2-1-10 TEL：26-3400

アピタ岡谷店

アピタ直営子供服売場5％オフ

（毎月第１日曜日）

住所：銀座1-1-5 TEL：23-7666

いちやまマート

モアカード会員限定 ポイント5倍

（毎週土日のみ2,000円(税別)以上お

買い上げの会員様）

住所：長地権現町3-950-1 TEL：26-2230

地酒 エスポアももせ

おかぽんカードポイント2倍進呈

住所：天竜町2-2-6 TEL：22-3837

化粧品の大滝
中央通り本店・ララオカヤ店

おかぽんカードポイント2倍進呈

住所：中央町2-3-6 TEL：23-5136(中央町)

太田商店 青果

第一日曜日おかぽんカードポイント2

倍！

2,000円以上購入で100円引き

住所：加茂町1-3-1 TEL：22-3918

太田屋

商品の10％割引。

（ただし特価品を除く。他の優待制度

との併用不可）

住所：本町3-10-1 TEL：22-6110

笠原書店 岡谷本店

第一日曜日 文具チケット2倍サービス

住所：塚間町2-1-15 TEL：23-5070

ファンシーショップ カネイチ

全商品8％割引き

住所：中央町3-1-30 TEL：23-5434

カネキュウ本店 ブルーオニオン

当店のポイントカード（パートナーズ

カード）ポイント2倍

住所：中央町1-9-12 TEL：22-5851

軽井沢シャツ

ポイントカードのポイント2倍

住所：銀座1-1-5

レイクウォーク岡谷3F

TEL：75-2569

カルフール

カード提示でパンツの丈つめ10％

OFF。他店購入品でももちろんOK。

住所：中央町1-11-1

イルフプラザ1F

TEL：24-2488

靴のクサマ

おかぽんカードポイント2倍

住所：中央町1-2-6 TEL：22-2739

サンジェルマン岡谷店

300円以上お買い上げで、当店のポイ

ント1つプレゼント

住所：中央町1-11-1 TEL：24-8218

精良軒 本店

第一日曜日 当店ポイントカード2倍

住所：本町2-2-3 TEL：22-2011
愛編む毛糸キタハラ

毛糸手芸用特価品以外10％引き

住所：中央町2-4-24 TEL：22-2221

メガネプラザ大成堂

カード提示で18才未満のお子様のメガ

ネ代10％OFF、ご家族も5％OFF（補

聴器・備品は除く）他の割引券との併

用はできません。

住所：長地権現町1-6-21 TEL：28-0099

写真のイチオカ

お子様の記念写真撮影料と証明写真は

おかぽん10倍または1割引

※他サービスとの併用不可。精算前に

提示してください。

住所：中央町1-2-3 TEL：22-3261

★

ギャラリーカネキュウ

5％割引き

住所：天竜町3-13-24 TEL：23-1780

★

デリシア岡谷店

毎週火・木・日曜日税込2,160円以上お

買い上げの時、子育てパスポート提示で

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

住所：神明町3-1-3 TEL：22-6600

★



中村屋

3,000円以上の当店のレシート（同

一ヶ月）をご持参いただくと、1年間

有効の誕生日ケーキ10％OFFチケット

進呈

住所：中央町2-12-5 TEL：22-4465

並木種苗店

ポイントカードのポイント2倍

住所：本町4-2-16 TEL：22-3357

魚菜 にしざわ

おかぽんカードポイント5倍

住所：中央町2-12-12 TEL：22-3138

ヌーベル梅林堂
本店・下諏訪店

第一日曜日 ポイントカードのポイント

2倍

住所：中央町1-13-31 TEL：22-4085（本店）

パン工房はっぴーおじさん

パン1つサービス

住所：長地権現町1-6-21 TEL：75-5898

パン遊舎 pono-pono

当店のポイントカード２倍！お子さん

の誕生日月に季節のデニッシュおひと

つプレゼント！（前日までにご予約を

お願いいたします）

住所：長地柴宮1-2-25 TEL：55-3810

早川酒店

おかぽんカードポイント2倍

住所：南宮2-1-13 TEL：23-3528

コスメーゼヨシカワ岡谷店

おかぽんカードポイント2倍

住所：銀座1-1-5

レイクウォーク岡谷1F

TEL：22-8232

一二三堂薬局

おかぽんカードポイント2倍

住所：幸町2-20 TEL：22-2915

ファミリーマート
岡谷田中町店・成田町店・山下町店

・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。

・各店舗でサービス内容が異なりますの

で直接お店へお問い合わせください。

住所：田中町、成田町、山下町 TEL：21-5956

(田中町店)

フジサワヤ化粧品

お買い上げ金額に応じておかぽんカー

ドポイント3倍

住所：中央町1-10-14 TEL：22-2805

岡谷フレール洋菓子店

5％割引

住所：田中町3-5-14 TEL：23-8480

保科酒店

おかぽんポイント2倍

住所：神明町3-8-1 TEL：22-5882

みどりやRico

商品価格より10％OFF

（店頭にてお買上げの方に限ります）

住所：中央町2-4-6 TEL：23-8187

眼鏡市場岡谷店

全品５％割引（補聴器、販売備品は除

く、株主優待券他の割引券との併用は

不可）

住所：長地権現町1-7-37 TEL：26-0018

肉の山城屋

おかぽんカードポイント2倍プレゼント

住所：中央町1-6-18 TEL：22-2960

靴のヨシハラ

お買い上げ金額より5％割引

住所：幸町4-6 TEL：22-3802

㈱米久肉店

おかぽんカードポイント2倍

お子様におもちゃ進呈

住所：東銀座2-4-32 TEL：22-3721

メガネのナガタ岡谷店

メガネお買い上げで食器洗い洗剤1個

プレゼント（補聴器・コンタクト・備

品・宝飾・時計は除く）

住所：幸町2-16 TEL：23-5015

フキドウ化粧品

おかぽんカードポイント3倍

住所：中央町1-2-1 TEL：22-2276

ガスト 岡谷インター店

お食事注文のお客様に限りドリンク

バー無料提供（ご家族様５名様まで）

※第３日曜日のみ実施。他の割引券、

優待券との併用不可

住所：神明町4-11-17 TEL：21-1032

ポーラ 各ショップ
岡谷中央・サブリナ・チュール・ひまわり

子育てママ応援サンプルプレゼント

住所：本町、郷田、長地御所 TEL：22-4927

(岡谷中央)

ケーヨーデイツー岡谷店

毎週、金曜日税込3,000円以上現金でお

買い上げで「ながの子育て家庭優待パス

ポート」をご提示でレジにて３％割引を

いたします。※その他割引サービスやリ

サイクル料金やサービス料金、諸手続費

用、ギフトカード等の店が指定する商品

には使用できません。

住所：塚間町2-1-7 TEL：24-1023

グルメ
（１９店）

村さ来岡谷店

会計時10％OFF（飲み放題以外）

住所：中央町1-8-39 TEL：22-3444

カーテンじゅうたん王国 岡谷店

お買上げ金額の５％OFF

住所：長地権現町1-6-21 TEL：26-7811

メガネスーパー レイクウォーク岡谷店

メガネ、サングラス、コンタクトレン

ズ、補聴器１５％OFF

住所：銀座1-1-5

レイクウォーク岡谷3F

TEL：78-8683

イエローハット岡谷店

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

住所：塚間町2-1-19 TEL：21-1680

(有)ヤマセ

おかぽん3倍

住所：中央町2-4-23 TEL：22-4603

ヤマワ横内製綿

おかぽんカードポイント2倍

住所：川岸上1-14-13 TEL：22-2111

ライトオン レイクウォーク岡谷店

カード提示で合計金額から5％OFF

住所：銀座1-1-5

レイクウォーク岡谷2F

TEL：22-6816

★マークは多子世帯応援プレミアム

パスポートカードの使えるお店です。

フジデンキ

毎週日曜日月替わりサービスを提供し

ています

住所：幸町4-5 TEL：22-3214

★

★

㈱オグチ楽器

ポイントカードポイント２倍（楽譜、

小物お買い上げ５００円ごと）

住所：神明町3-1-3

フォレストモール岡谷内

TEL：23-2189

★

K'sキッチン

わたあめサービスor子どもさんへソフ

トドリンクサービス

住所：中央町1-8-36 TEL：88-9062

★

ほっとサロン 心和

大人と一緒に来た子どもさんにソフト

ドリンク無料サービス

住所：中央町3-1-30 TEL：23-5434

★



山ぼたん

月曜日～木曜日の平日…2,000円以上

のお食事で5％割引。キッズ丼以外ご

注文のお子様にはジュース一杯サービ

ス（ランチメニュー・アルコール類は

対象になりません。）

住所：湊5-13-7

パウワウビレッジ2F

TEL：24-5030

カレーハウスCoCo壱番屋
岡谷長地権現町店

・商品の５％割引

・おむつ交換場所の提供

・ミルクのお湯サービス

・お子様の絵本設置

・お子様用補助椅子のサービス（数に限

りがあります）

・塗り絵付お子様用ランチョンマットの

サービス

住所：長地権現町1-6-19 TEL：26-4033

そば処 さゝ乃

第一日曜日１８歳以下のお子様お１人

につきソフトドリンクまたはミニ黒糖

ゼリーのいずれかサービス

住所：中央町1-11-1

イルフプラザ4F

TEL：23-8005

レストラン つつじ亭

お食事注文のお子様にソフトドリンク又

はアイスクリームのいずれかサービス

住所：本町4-10-4 TEL：78-6363

ミスターバーグ 諏訪店

本日のアイスorバターコーンサービス

※クーポン割引との併用可

住所：湊5-13-7 TEL：24-8022

蕎麦屋みのり

そば、うどん５０円引き

住所：田中町1-4-5

田中ビル1F

TEL：55-5111

ダイニング美和

お子様にドリンクなど月替わりでサー

ビスを提供します。

住所：中央町3-5-6 TEL：22-3379

やきとりの扇屋 岡谷

会計１０％ＯＦＦ ※宴会、お持ち帰

り、その他サービス併用不可

住所：塚間町2-6-12 TEL：21-7140

レストランよしの

おかぽんカードポイント2倍

住所：中央町1-1-1

ララオカヤ1F

TEL：23-0333

居酒屋わしょく亭 宮

・お子様のソフトドリンクサービス

・宮ポイントカード2倍

住所：本町1-1-1 TEL：24-0201

リンガーハット レイクウォーク岡谷店

税込1,200円以上お買い上げでソフト

ドリンク1杯無料

住所：銀座1-1-5

レイクウォーク岡谷2F

TEL：78-7560

牛角 岡谷店

お子様人数分、サービスアイスプレゼ

ント（※食べ放題時は飴つかみどり）

住所：塚間町2-1-17 TEL：24-1129

モスバーガー イルフプラザ岡谷店

「くだものと野菜ジュース」１本

※600円以上購入のお客様

住所：中央町2-2-1

イルフプラザアミューズメント1F

TEL：24-8110

くらし
（３２店）

諏訪信用金庫 市内各支店

・「子育て応援定期預金」の金利上乗せ

・カーローン、リフォームローン、教育

ローンの金利優遇

※上記特典の利用は、住所または勤務先

が当金庫営業エリア内のお客様に限ら

せていただきます。

住所：郷田2-1-8（本店） TEL：23-4567

ヘアーサロンコマツ

ポイントカードポイント２倍。さらに

親子でカットされると子ども料金５

０％ＯＦＦ

住所：東銀座2-5-17 TEL：22-4978

ニチイライフ

家事・育児・自費介護サービス

・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

住所：銀座1-1-18

サクラヤビル3F

TEL：0120-212-295

八十二銀行 市内各支店

・１８歳未満のお子様名義の〈リレーつ

みたて〉（※）を新規にご契約いただい

たお客様に「図書カード５００円分」

をプレゼント。※お積立金額は毎月１万

円以上または年間１２万円以上。プレゼ

ントはお子さまお１人につき１回限り

住所：銀座1-1-1

（岡谷支店）

TEL：22-3682

㈱やすら樹

ねずみ堂営業日

・木工工作用端材無料提供

・木工工作教室無料体験（要予約）

住所：ヨギトギ沢2421 TEL：24-2145

マルヨ清水

第一日曜日 お菓子進呈

住所：中央町3-1-20 TEL：22-3761

ヤマトホームコンビニエンス㈱松本支店

・クロネコヤマトのご家族引越しをご利

用で、荷造り料金５０％引き

・「快適生活サポートサービス」商品

エアコン・洗濯機・各クリーニング料

金３０％引き

・その他快適生活商品、割引有（他クー

ポンとの併用不可）※３月を除く

住所：松本市村井町南2-10-42

TEL：0263-44-1010

カフェ＆ショップ 沙羅桑

ペロペロキャンディをプレゼント

住所：加茂町1-6-6 TEL：55-5154

Hair Salon Camellia

・Kids(小学生まで)：¥4,180→¥2,500

・中高校生：¥4,180→¥3,000

住所：長地御所2-6-12 TEL：78-6722

カメラ・写真のキタハラ

デジカメプリント3％引き

※30枚以上ご注文の方

住所：長地柴宮2-3-20 TEL：28-8200

カフェ・ヒルバレー

キッズドリンク無料（オレンジ、マン

ゴー）

住所：中央町2-4-18 TEL：090-1264-2658

★

遊戯・芸術心理療法おとぎ

箱庭すなあそび（親子でご利用1回

1,000円）

住所：川岸東1-4-23 2F TEL：75-0587

★

(有)玉木商店 岡谷・岡谷北給油所

グリーンスタンプポイント２倍

住所：長地源、赤羽 TEL：28-1500(岡谷)

★

YOSAPARK RAFINE

5,000円以上のコースをお選びの方

1,000円OFF

住所：山下町1-20-23

シャルマン202号室

TEL：24-1230

★

Hair&Relax e:s

施術料5％OFF♪

住所：幸町3-2 TEL：55-4991

★

住宅ローンを新規にご契約いただいた

お客様に「図書カード500円分」プ

レゼント

住所：南宮2-1-20 TEL：22-1000

長野県労働金庫 諏訪湖支店
（ローンセンター諏訪湖）

★

長野銀行 岡谷支店・岡谷北支店

お子様名義で積立定期預金（毎月1万

円以上）を新規にご契約いただいたお

客様に「図書カード500円分」をプ

レゼント

住所：本町、赤羽 TEL：22-7641(岡谷)

★



読売センター岡谷

（１）お母さん業界新聞プレゼント

（２）ぞうさん文庫（３）ＫＯＤＯＭＯ

新聞（毎週木曜日発行）お試し

（４）中高生新聞（毎週金曜日発行）お

試し※（３）（４）は回数制限あり※当

店の配達エリアに限ります。

住所：赤羽3-11-13 TEL：22-9680

せんたく家族 岡谷今井店

月・火・木・金のご提示で、ポイント

２倍

住所：今井1150 TEL：22-0898

jet penguin Photo studio

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！

住所：加茂町1-6-6

吉田館2F

TEL：080-4923-8192

カラオケ本舗 まねきねこ岡谷店

お子様とご来店で全会計１５％割引

※ＧＷ、お盆、年末年始の特別期間は店

舗にご確認お願い致します。

・他の割引券、クーポンなどとの併用は

できません。・保護者同伴であっても２

３時までのご利用となります。(最終受

付２２時)・その他店舗により特典がご

ざいますのでお問い合わせください。

住所：中央町2-2-1 TEL：21-1030

泊まる
（１店）

二オムネット旅行事業部

宿泊を伴うご旅行の申込みの方は基本

旅行代金より３％割引

住所：長地片間町2-5-21

ソーデナガノビル3F

TEL：26-3737

長野県信用組合

消費者ローン金利 年0.2％優遇

住所：本町4-2-4 TEL：22-4855

メモリー

第一日曜日 月替わりのサービスを提供

いたします。

住所：中央町3-1-30 TEL：22-0001

遊ぶ
（５店）

AGスクエア岡谷店

UFOキャッチャー1回増量

（100円 1PLAY台限定）

住所：塚間町2-1-21 TEL：22-9191

スポルト岡谷

毎週日曜日（特別営業期間除く）

1ゲーム無料券プレゼント（精算時）

住所：中央町2-2-1 TEL：22-9990

市立岡谷美術考古館

カード提示で入館された方に当館オリ

ジナルグッズプレゼント

住所：中央町1-9-8 TEL：22-5854

岡谷蚕糸博物館
-シルクファクトおかや-

お子様同伴の方、入館料を団体料金に

割引大人500円→400円、中高生300

円→200円、小学生150円→100円

住所：郷田1-4-8 TEL：23-3489

チャレンジ学院 岡谷進学教室

①小学１～３年生の月謝“毎月無料”

②母子割引 ③兄弟姉妹割引

住所：中央町3-1-27 TEL：23-8395

学研 間下教室・長地教室

日本地図＆アルファベットポスターを

プレゼントします！

住所：山下町、柴宮 TEL：23-3855（間下）

小さな絵本美術館

美術館オリジナルポストカード1枚プ

レゼント

住所：長地権現町4-6-13 TEL：28-9877

ニチイ学館岡谷校
岡谷第一教室・長地教室

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

い講座あり） 詳しくは、最寄の支店

にお問い合わせください。

住所：銀座1-1-18、長地権現町1-7-26

TEL：0120-780-936

学ぶ
（２９店）

いずみ塾 岡谷駅前校

入会金2,160円（税込）割引

住所：本町1-4-8 TEL：23-9412

イルフ童画館

お子様ご同伴の方、入館料割引します

（入館料510円→410円）更に喫茶ラ

ムラムにて単品ドリンク１００円引き

住所：中央町2-2-1 TEL：24-3319

COCO塾ジュニア
赤羽教室・川岸上教室・中央町教室

入会金半額（8,750円→4,375円）

住所：赤羽、川岸上、中央町

TEL：0263-31-8217

ダイハツ岡谷 (有)中部自動車

①エンジンオイルを、1,000円/1台で交

換できます。（３リットルまで。超過

の場合は350円/Lになります。）

②タイヤ交換を通常価格より500円割引

します。

住所：山下町2-11-20 TEL：23-2222

★

中央石油㈱ 岡谷SS

パスポートご提示で全商品ブルーカード

ポイント２倍（但し、車検法定費用、セ

ルフ洗車は除く）

※現金でお支払いのお客様に限らせてい

ただきます。

住所：本町 TEL：22-5220

★

おかや温泉 ロマネット

大人540円→490円

小人280円→260円（朝風呂は除きます）

住所：長地権現町4-1-24 TEL：27-6080

★

3B体操教室 市内16ヶ所

3B体操教室に1回のみ無料体験できます。

場所：市内公民館等

★

岡谷スカラ座

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

住所：中央町2-4-14 TEL：22-2773

★

★マークは多子世帯応援プレミアム

パスポートカードの使えるお店です。

発行：岡谷市商業観光課

レイクウォーク岡谷店ゲームコーナー

１日１回限定でガラポン抽選にてお菓

子があたります。

住所：銀座1-1-5

レイクウォーク岡谷2F

TEL：75-2527

★


