
平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 ５ 日

フレッツ光メンバーズクラブ会員さま向け

地域・生活密着型の特典提供プログラム「光Gunma Happyタウン」の開始について

NTT東日本は、「フレッツ光」（※1）ご契約者様と充実したコミュニケーションを図り、一層絆を深め、引き続きご愛顧

いただくため、会員制プログラム「フレッツ光メンバーズクラブ」（※2）を平成21年12月7日（月）よりご提供してきました。

ＮＴＴ東日本群馬支店（支店長 五十嵐克彦） 管内の「フレッツ光」のご契約者は25万契約（※3）を超え、約４世帯に

１世帯（※4）のお客さまにご愛顧いただいております。

この度、フレッツ光の魅力度向上・フレッツ光メンバーズクラブ会員さま向けプログラムの拡充を目的に、地域・生

活密着型の特典提供プログラム 「光Gunma Happyタウン」を平成22年10月5日（火）より開始します。フレッツ光メン

バーズクラブにおける地域に密着した特典を提供する本プログラムは、ＮＴＴ東日本で初めての取組みとなり、群馬

県からスタートします。

※1：「フレッツ光」はＮＴＴ東日本が提供するブロードバンドサービス（アクセス回線）であり、「フレッツ 光ネクスト」および「Ｂフレッツ」の総称です。

※2：「フレッツ光メンバーズクラブ」は、フレッツ光(フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ、またはBフレッツ ハイパーファミリータイプ、

マンション タイプ)をご利用のお客様を対象としたＩＴトレンド情報や特典などを会員限定でご案内させていただく会員制プログラムです。

※3：平成22年7月19日現在

※4：群馬県HP「移動人口調査」より、平成22年8月1日現在の群馬県世帯数758,576を基に群馬支店管内のフレッツ光契約数250,395（平成22年8月1日現在）

から事業所用28,029契約を除く、住宅用222,366契約を基に算出しております。なお、群馬県世帯数にはフレッツ光提供エリア外の世帯数を含む他、行

政区域と弊社サービスの提供エリアが異なるため、概算となります。

１．「光Gunma Happyタウン」について

（1）概要

「光Gunma Happyタウン」とは、NTT東日本群馬支店と群馬県内の各事業者とのアライアンスにより実現した地域・

生活密着型の特典提供プログラムです。具体的には、フレッツ光メンバーズクラブの会員さまは「光Gunma Happyタ

ウン」の専用パスポートを飲食店やスーパーマーケット、ショッピングセンター、レジャー等のアライアンス事業者の

店舗にお持ちいただくことで、様々な「光Gunma Happyタウン」オリジナルの割引特典等やその他特典を受けること

ができます。

（2）ご利用開始日

平成22年10月5日（火） 予定



（3）ご利用対象者

フレッツ光を利用しており「フレッツ光メンバーズクラブ」の登録（※5）をしていただいている方。

（群馬管内に限らず、すべてのフレッツ光メンバーズクラブ会員のみなさまがご利用可能です。）

※5：１契約回線あたり、最大５名までの会員登録が可能です。

（4）ご利用方法

①フレッツ光メンバーズクラブサイト内の「光Gunma Happyタウン」 ページにアクセスし、専用の

パスポートを取得する（※6） 。

②アライアンス事業者の店舗でのショッピングや食事の際に、取得した「光Gunma Happyタウン」

パスポートを提示することでオリジナル特典が受けられる。

※6：専用のパスポートはフレッツ光メンバーズクラブサイトにログイン後プリントアウトもしくは携帯電話メールへのＵＲＬ転送により取得できます。

（5）「光Gunma Happyタウン」 WEBサイト・ページ

下記のフレッツ光メンバーズクラブサイトより、「光Gunma Happyタウン」へアクセス

https://flets-members.jp/

＜内容＞

①特典内容及びアライアンス事業者の紹介

・ショッピング・レジャー・グルメ等のカテゴリー別に特典内容や特典提供をするアライアンス事業者を

紹介します。

②新着情報の掲載

・新たな特典やアライアンス事業者が追加になった際に掲載します。

③イチオシ情報の掲載

・アライアンス事業者から魅力的な特典の追加等があった際に掲載します。

④アライアンス事業者の自薦・推薦ページ

・ 「光Gunma Happyタウン」で特典を提供していただけるアライアンス事業者を募集します。

・企業・店舗さまからの自薦応募の他、フレッツ光メンバーズクラブ会員からの「こんな素敵なお店から

のHappy（特典）がほしい！」という推薦も受けてアライアンス事業者を拡大していきます。

⑤群馬の観光特集

・群馬県観光の活性化として、県内のおすすめ観光地を特集します。観光ルートのお店で得られる

素敵なHappy（特典）をご紹介します。

第一弾は群馬県の中心都市である高崎市のおすすめ観光特集です。今話題の榛名神社のパワー

スポットからスタートし、達磨寺で有名な少林山、高崎観音山に向かうというルートで観光地や

美味しいスポットを紹介しています。

群馬県内外に関わらず、より多くのお客様にお楽しみ頂きたいと考えております。



（6）アライアンス事業者・店舗数等

108事業者・255店舗 （アライアンス事業者一覧は別紙参照）

２．その他

（1）アライアンス事業者の拡大について

今後、お客さまとの一層絆を深め、「フレッツ光」を引き続きご愛顧いただくため、様々な業種業態の事業者との

アライアンスにより、魅力ある特典を続々追加していく予定です。

平成22年度末までに約250事業者（約500店舗以上）とのアライアンスを目指しています。

本件に関するお問い合わせ先

㈱ＮＴＴ東日本-群馬 営業部 龍見・石原

Tel ：0２７-３２７-０６２７

Mail：hanki-sousen3@ml.gunma.east.ntt.co.jp



別紙：光Ｇｕｎｍａ Ｈａｐｐｙタウン　アライアンス事業者（特典提供事業者）一覧 平成22年10月5日現在

NoNoNoNo 事業者名事業者名事業者名事業者名・・・・店舗名店舗名店舗名店舗名　（　（　（　（※※※※1111）））） 業種業種業種業種
店舗数店舗数店舗数店舗数

（（（（特典利用可能特典利用可能特典利用可能特典利用可能））））
地域地域地域地域　　　　　　　　（（（（※※※※2222）））） 特典内容特典内容特典内容特典内容　　　　　　　　（（（（※※※※3333）））） WEBWEBWEBWEB掲載掲載掲載掲載カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ　　　　　　　　（（（（※※※※4444））））

1 有限会社花のクボタ 生花 2 高崎市
・お持ち帰り3,150円以上お買い上げで次回から使えるお花券
300円進呈

ショッピング･お土産

2 有限会社桝屋五十嵐酒店 酒店 1 高崎市 ・3,000円以上お買い上げで500mlペットボトル飲料1本サービス ショッピング･お土産

3 株式会社高崎髙島屋 デパート 1 高崎市
・5階サービスカウンターにおいて、現金でのお買物3,000円以上
で使える5％割引券進呈

ショッピング･お土産　　他

4 株式会社大和屋 コーヒー・陶器 1 高崎市 ・毎週水曜日は珈琲豆の量り売り10％割引 ショッピング･お土産

5 大門屋物産株式会社　（だるまのふるさと大門屋） だるま・工芸品 1 高崎市 ・1,000円以上のお買いもので10%割引 ショッピング･お土産　　他

6 有限会社仲沢酒店 酒店 1 高崎市
・毎月20日の「ワインの日」はワインご購入のサービス券3倍サー
ビス

ショッピング･お土産

7 池田種苗株式会社　（イケダグリーンセンター） 生花・苗 1 渋川市 ・ポイントカード2倍サービス ショッピング･お土産

8 有限会社錦光堂　（渋川麓宝菓　錦光堂） 和菓子 4 渋川市　他 ・全商品5％割引 ショッピング･お土産　　他

9 株式会社サンワ　（パワジオ倶楽部・前橋） オリーブオイル 1 前橋市
・無農薬の高級オリーブオイル“ウルゼ”店頭価格3,400円が
2,000円

ショッピング･お土産

10 株式会社トリオ　（靴のトリオ） 靴 8 前橋市　他 ・ポイント2倍サービス ショッピング･お土産

11 株式会社フレッセイ スーパーマーケット 44 前橋市　他 ・フレッセイポイントカード会員新規登録時に30ポイント進呈 ショッピング･お土産

12 有限会社オーキッドハウス 生花 1 藤岡市 ・全商品5％割引 ショッピング･お土産

13 有限会社庵古堂 土産・飲食店 1 北群馬郡吉岡町
・自社製品に限り10％割引、お食事代10％割引
・切り絵緑の美術館入館特別200円引き
・庵古堂にて湯の花饅頭お1人様1個サービス

ショッピング･お土産　　他

14 株式会社卯三郎こけし こけし人形・工芸品 1 北群馬郡榛東村 ・食品3％割引、食品以外10％割引、絵付け体験10％割引 ショッピング･お土産　　他

15 有限会社鈴京　（地球屋）
リサイクル着物・和雑貨販
売

2 北群馬郡榛東村　他 ・全商品5％割引 ショッピング･お土産　　他

16 水上ホテル聚楽 温泉旅館 1 利根郡みなかみ町 ・基本宿泊料金10％割引 レジャー・泊る

17 三共観光開発株式会社　（桐生温泉　湯らら） 日帰り温泉 1 桐生市 ・レンタルバスタオル1枚無料 レジャー・泊る

18 草津温泉　本多みやげ店 土産 1 吾妻郡草津町 ・お土産品9％割引 レジャー・泊る　　他

19 四万すみよしや　花の坊 温泉旅館 1 吾妻郡中之条町 ・お酒又はジュース１本サービス（人数分） レジャー・泊る

20 株式会社ホテルメトロポリタン高崎 ホテル・レストラン 2 高崎市
・ランチ10％割引
・10月～12月はディナー5,000円以上ご利用で1,000円割引

レジャー・泊る　　他

21 上信リゾート株式会社　（高崎観音山温泉　錦山荘） 温泉旅館 1 高崎市 ・入泉料3時間コース650円を550円に割引（3名迄） レジャー・泊る

22 セントラルホテル髙崎 ホテル 1 高崎市 ・ウェルカムドリンク１本及び入浴剤サービス レジャー・泊る

23 高崎ワシントンホテルプラザ ホテル・レストラン 2 高崎市 ・レストランご飲食10％割引（上限3,000円迄） レジャー・泊る　　他

24 株式会社榛名湖温泉ゆうすげ 温泉旅館 1 高崎市 ・平日日帰り入浴１００円引き レジャー・泊る

25 群馬中央ホーム株式会社　（群馬温泉　やすらぎの湯） 日帰り温泉 1 高崎市 ・入館料100円引（5名様まで） レジャー・泊る

26 高崎ビューホテル株式会社 ホテル 1 高崎市 ・ご宿泊でウエルカムドリンクサービス レジャー・泊る

27 財団法人倉渕ふるさと公社　（はまゆう山荘） 公共宿舎 1 高崎市 ・宿泊者限定無料送迎 レジャー・泊る

28 株式会社トヨタレンタリース群馬 レンタカー 16 高崎市　他 ・レンタカー基本料金5％割引 レジャー・泊る　　他

29 有限会社平成クリエイト　（富貴の湯） 日帰り温泉 1 渋川市 ・入湯料金100円引き レジャー・泊る

30 株式会社ホテル松本楼　（伊香保温泉　松本楼） 温泉旅館 1 渋川市 ・ご宿泊の女性にお洒落浴衣のレンタル料サービス レジャー・泊る

31 株式会社ホテル松本楼　（伊香保温泉　洋風旅館ぴのん） 温泉旅館・レストラン 1 渋川市
・宿泊の女性にお洒落浴衣のレンタル料サービス
・レストラン利用の方全員にウェルカムドリンクサービス

レジャー・泊る　　他

32 株式会社大森　（和心の宿　オーモリ） 温泉旅館 1 渋川市
・売店でのお買い物5％割引
・入浴休憩1,100円を1000円

レジャー・泊る

33 株式会社福一　（伊香保温泉　福一） 温泉旅館 1 渋川市 ・福一オリジナル『梅のしずく』ボトル（600ml）1本プレゼント レジャー・泊る

34 財団法人竹久夢二伊香保記念館 美術館 1 渋川市 ・入館料大人・小人とも200円引き レジャー・泊る

35 有限会社玉樹　（伊香保温泉 お宿 玉樹） 温泉旅館 1 渋川市 ・ご宿泊のお客様に貸切風呂無料サービス レジャー・泊る

36 群馬サファリワールド株式会社 動物園 1 富岡市 ・入園料50％割引　例：大人2,600円→1,300円 レジャー・泊る

37 株式会社ラッシュジャパン コスメ 3 高崎市　他
・3,000円以上ご購入のお客様にスタッフオススメのソープ1週間
分プレゼント

おしゃれ　　他
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2022年5月10日追記：光Gunma Happyタウンは2016年8月に終了しており、以下の記載は発表当時のものです。



NoNoNoNo 事業者名事業者名事業者名事業者名・・・・店舗名店舗名店舗名店舗名　（　（　（　（※※※※1111）））） 業種業種業種業種
店舗数店舗数店舗数店舗数

（（（（特典利用可能特典利用可能特典利用可能特典利用可能））））
地域地域地域地域　　　　　　　　（（（（※※※※2222）））） 特典内容特典内容特典内容特典内容　　　　　　　　（（（（※※※※3333）））） WEBWEBWEBWEB掲載掲載掲載掲載カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ　　　　　　　　（（（（※※※※4444））））

38 株式会社ジェイアイエヌ　（ＪＩＮＳ） 眼鏡店 3 高崎市　他 ・先着50名様オリジナルノベルティプレゼント おしゃれ　　他

39
株式会社サロン・ド・ジュン　（理容室・美容室サロン・ド・ジュ
ン）

美容・理容院 29 高崎市　他 ・施術料金10％割引 おしゃれ

40 きもの問屋　舞姫　（フォトスタジオ　Team　Wizard） 貸衣装・写真 1 前橋市
・衣装レンタル、写真撮影、美容着付などご契約の方には素敵な
プレゼント贈呈等他サービスもあり

おしゃれ

41 エムケイ・レーヴ　炭火焼処　きのこ茶屋 炭火焼 1 桐生市 ・本日の一品サービス グルメ・（レストラン・お食事処）　　他

42 caffe trattoria　uno otto ～ウーノ・オット～ イタリア料理 1 高崎市
・本日のシェフオススメランチ＋ドルチェセット通常1,300円のとこ
ろ1,000円

グルメ・（レストラン・お食事処）

43 イタリア料理radice　ラディーチェ イタリア料理 1 高崎市
・ディナータイム（土日祝日OK）ラディーチェ特製ドルチェ盛り合
わせプレゼント又はドリンク全品10％割引

グルメ・（レストラン・お食事処）

44 炭火焼肉しゃらく 焼肉 1 高崎市 ・ご飲食5,000円以上で10％割引 グルメ・（レストラン・お食事処）

45 そば処　きのえね うどん・そば 1 高崎市 ・サービス券Ｗ進呈 グルメ・（レストラン・お食事処）

46 中国料理　揚子江 中国料理 1 高崎市 ・お食事時にソフトドリンク又は生ビール一杯サービス グルメ・（レストラン・お食事処）

47 デルムンド イタリア料理 1 高崎市 ・お食事の方にアイスクリーム１品サービス グルメ・（レストラン・お食事処）

48 トラットリア　パッパーレ イタリア料理 1 高崎市 ・ドルチェサービス グルメ・（レストラン・お食事処）

49 魚籠屋（びくや） 郷土料理 1 高崎市 ・店長+α創作のお通しやおつまみ一品サービス グルメ・（レストラン・お食事処）　　他

50 有限会社スイートフーズ　（カジュアルレストラン　じゃがいも） レストラン 1 高崎市
・手作りケーキ・アイスクリーム・自家製ポテトサラダ等数種から
お好きなものを一品サービス

グルメ・（レストラン・お食事処）

51 レストランエスト レストラン 1 高崎市
・平日のディナー1,000円以上ご注文の方「自家製シャーベット」
サービス

グルメ・（レストラン・お食事処）

52 安心食材・グラツィエ イタリア料理 1 高崎市 ・生ビールを1杯サービス グルメ・（レストラン・お食事処）

53 株式会社ボンジョルノ イタリア料理 5 高崎市 ・お食事でコーヒーサービス グルメ・（レストラン・お食事処）

54 高崎ビューホテル株式会社　（日本料理 歌留多） 日本料理 1 高崎市 ・お食事で１ドリンクサービス グルメ・（レストラン・お食事処）

55 高崎ビューホテル株式会社　（ビストロカフェ NOVA） レストラン 1 高崎市 ・お食事で１ドリンクサービス グルメ・（レストラン・お食事処）

56 高崎ビューホテル株式会社　（中国料理 シルクロード） 中国料理 1 高崎市 ・お食事で１ドリンクサービス グルメ・（レストラン・お食事処）

57 高崎ビューホテル株式会社　（鉄板ステーキ 鏑） ステーキ 1 高崎市 ・お食事で１ドリンクサービス グルメ・（レストラン・お食事処）

58 手打ち門前そば　般若坊 そば 1 高崎市 ・平日のみ同行の皆様に梅ジュース（Sサイズ）サービス グルメ・（レストラン・お食事処）　　他

59 台湾烏龍茶・飲茶　芳泉 茶屋・飲食店 1 高崎市 ・飲食代10％割引 グルメ・（レストラン・お食事処）

60 美食材LOHAS レストラン 1 高崎市 ・ウェルカムドリンクサービス グルメ・（レストラン・お食事処）

61 有限会社はらっぱ　（スパゲティー専科　はらっぱ） パスタ 3 高崎市 ・スパゲティーメニュー100円割引 グルメ・（レストラン・お食事処）

62 株式会社かつみ工房 弁当 2 高崎市　他
・お弁当（700円）を10個以上ご注文でお茶500ｍｌを1本ずつサー
ビス

グルメ・（レストラン・お食事処）

63 有限会社シャクナゲ　（レストラン・シャクナゲ) レストラン 2 高崎市　他 ・お食事をされたお客様にドリンク1杯サービス グルメ・（レストラン・お食事処）

64 株式会社大澤屋　（水沢うどん　大澤屋） うどん 2 渋川市 ・舞茸の煮付けサービス グルメ・（レストラン・お食事処）　　他

65 カフェ・ド・セラ レストラン 1 太田市 ・ディナーでアルコール類ご注文のお客様に限り一品サービス グルメ・（レストラン・お食事処）

66 割烹旅館　大和家 割烹旅館 1 藤岡市 ・ご宴会等利用で10名様以上一席につきお酒1本サービス グルメ・（レストラン・お食事処）　　他

67 有限会社松むら家 割烹・料亭 1 藤岡市 ・3種類のドリンクまたはアイスクリームの中から1つサービス グルメ・（レストラン・お食事処）

68 有限会社信州屋 しゅうまい 1 富岡市 ・和風絹しゅうまいを定価から5％割引 グルメ・（レストラン・お食事処）

69 有限会社大手製菓 いそべ煎餅 1 安中市 ・全商品30％引き グルメ（スイーツ・パン・喫茶）　　他

70 髙田屋菓子舗 和菓子・土産 1 吾妻郡中之条町 ・500円以上お買い上げの方に温泉饅頭１個サービス グルメ（スイーツ・パン・喫茶）　　他

71 パティスリー　ララスウィーツ 洋菓子 1 高崎市 ・全商品10％割引 グルメ（スイーツ・パン・喫茶）

72 森のパン屋さん パン 1 高崎市 ・天然酵母パン5個以上お買い上げで10％割引 グルメ（スイーツ・パン・喫茶）

73 有限会社おおみや商店 和菓子 1 高崎市 ・1,000円以上でおすすめお菓子をひとつサービス グルメ（スイーツ・パン・喫茶）

74 有限会社タンポポ (みるく工房 タンポポ) 牧場・乳製品 2 高崎市
・1,000円以上お買い上げでミニソフトクリーム又は飲むヨーグル
ト150mlを1本サービス

グルメ（スイーツ・パン・喫茶）　　他

2 / 3 ページ

2892144
テキストボックス
2022年5月10日追記：光Gunma Happyタウンは2016年8月に終了しており、以下の記載は発表当時のものです。



NoNoNoNo 事業者名事業者名事業者名事業者名・・・・店舗名店舗名店舗名店舗名　（　（　（　（※※※※1111）））） 業種業種業種業種
店舗数店舗数店舗数店舗数

（（（（特典利用可能特典利用可能特典利用可能特典利用可能））））
地域地域地域地域　　　　　　　　（（（（※※※※2222）））） 特典内容特典内容特典内容特典内容　　　　　　　　（（（（※※※※3333）））） WEBWEBWEBWEB掲載掲載掲載掲載カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ　　　　　　　　（（（（※※※※4444））））

75 有限会社三喜鶏園　（たまご市場卵太郎） 洋菓子・卵 1 高崎市
・シュークリーム（シュークリーム・卵太郎シュー・ダブルシュー）と
プリンが10％引き

グルメ（スイーツ・パン・喫茶）　　他

76 株式会社このえパン　(ベイクショップ　このえ) パン 1 高崎市 ・500円お買い上げ毎に次回から使用できる100円パン券を贈呈 グルメ（スイーツ・パン・喫茶）

77 株式会社六郎 和菓子 1 高崎市 ・2,000円以上お買い上げの方「和ぷりん」1個プレゼント グルメ（スイーツ・パン・喫茶）

78 株式会社大和屋　（あしび大和屋喫茶） 喫茶 1 高崎市 ・お飲み物をご注文いただいた方にプチスイーツをサービス グルメ（スイーツ・パン・喫茶）

79 有限会社鉢の木　（鉢の木七冨久） 和菓子 1 高崎市
・2,000円以上のお買い上げで大人気のコーヒーぜんざいを1個
プレゼント

グルメ（スイーツ・パン・喫茶）

80 有限会社田舎や 和菓子 1 高崎市 ・1,200円以上お買い上げで5％割引 グルメ（スイーツ・パン・喫茶）

81 フレッシュベーカリー　パンの国 パン 1 太田市 ・1,000円以上お買い上げで当店指定の商品を進呈 グルメ（スイーツ・パン・喫茶）

82 有限会社和洋菓子あんどう　（スイーツ工房　あんどう） 和菓子 1 太田市 ・1,000以上円お買い上げで１０％割引 グルメ（スイーツ・パン・喫茶）

83 仏蘭西菓子　ＭＩＫＡＤＯ 洋菓子 1 富岡市 ・全商品10％引き グルメ（スイーツ・パン・喫茶）

84 三共観光開発株式会社　（赤城カントリー倶楽部） ゴルフ場 1 桐生市 ・コース利用で練習場ボール1コイン分30球サービス スポーツ　　他

85 児玉企業株式会社　（パークレーン高崎） ボーリング場 1 高崎市 ・貸し靴サービス（１枚で３名様まで有効） スポーツ　　他

86 高崎観光開発株式会社　（高崎カントリークラブ） ゴルフ場 1 高崎市 ・コース利用でソフトドリンク1杯サービス スポーツ　　他

87 富岡倶楽部 ゴルフ場 1 高崎市 ・コース利用で練習場１コイン（30球）サービス スポーツ　　他

88 株式会社ロイヤルオークカントリー倶楽部 ゴルフ場 1 高崎市
・コース利用でモーニングコーヒー又はオリジナルボール2個
サービス

スポーツ　　他

89 株式会社群馬スポーツマネジメント （ペガサスパーク） プロ野球・グッズ販売 1 前橋市 ・オリジナルグッズ5％割引 スポーツ

90 株式会社草津温泉フットボールクラブ　（ザスパ草津） プロサッカー・グッズ販売 1 前橋市 ・ザスパーク前橋にて商品5％割引 スポーツ

91 カナイ石油株式会社　（カーコンビニ倶楽部） 板金 1 高崎市 ・鈑金工賃10％割引 生活文化・学ぶ

92 カナイ石油株式会社　（サービスステーション） ガソリンスタンド 19 桐生市　他 ・ガソリン（ハイオク）・軽油が一般価格の3円引き／㍑ 生活文化・学ぶ

93 カナイ石油株式会社　（車検センター） 車検 2 桐生市　他 ・車検時にオイル交換無料及びガソリン3,000円券贈呈 生活文化・学ぶ

94 カナイ石油株式会社（洗車場JAVA） 洗車 2 高崎市 ・門形洗車機1,800円の洗車コースまで半額 生活文化・学ぶ

95 NoRiKoクッキングスタジオ 料理教室 1 高崎市 ・入会金2割引 生活文化・学ぶ

96 高崎カルチャーセンター カルチャーセンター 1 高崎市 ・入会金40％割引（通常料金5,250円→3,150円） 生活文化・学ぶ

97 チカゲブラッシュアップサロン　（プロトコール・マナー教室） マナー教室 1 高崎市 ・全過程修了後、和の講座をワンレッスン無料で受講可能 生活文化・学ぶ

98 学校法人MGL学園　（高崎動物専門学校） 専修学校 1 高崎市 ・オープンンキャンパス参加でオリジナルプレゼント進呈 生活文化・学ぶ　　他

99 台湾式　全身つぼ・足もみ　芳泉 つぼ・各種療法 1 高崎市 ・サービス料金10％割引 生活文化・学ぶ

100 有限会社ビーケーデザイン　（美研フラワーデザイン） フラワーデザイン教室 1 高崎市 ・フラワー教室無料体験及び全商品10％引き 生活文化・学ぶ

101 フラワースクールDECO フラワーデザイン教室 1 前橋市
・フラワースクール入会金を2,000円割引
（通常7,000円→5,000円）

生活文化・学ぶ

102 俟都きもの学院 着付教室 1 前橋市
・入会した方全員にまつ毛カールをプレゼント
・ヘアーアップ講習会無料券を贈呈
・ペア入会で「ヘアーアップ＋メイクアップ講習会無料券」を贈呈

生活文化・学ぶ　　他

103 株式会社サンワ　（サンワ車検センター） 車検 1 前橋市
・指定高級オイル交換無料
・泡ムートン洗車＆ルームクリーニング無料実施

生活文化・学ぶ

104 株式会社サンワ　（パラーダ中古車販売） 中古車販売 1 前橋市 ・オークション代行による格安中古車を更に20,000円割引 生活文化・学ぶ

105 株式会社上毛新聞社 新聞 1 前橋市 ・独自主催イベントの入場料等割引 生活文化・学ぶ

106
株式会社煥乎堂　（ヤマハ音楽教室・ヤマハ大人の音楽レッ
スン）

音楽教室 7 前橋市　他 ・音楽教室入会の方ヤマハキャラクターグッズプレゼント 生活文化・学ぶ

107 富士情報通信株式会社　（ドコモショップ） 携帯電話ショップ 8 前橋市　他
・携帯電話店頭価格より2,000円割引
・各種ご注文でドコモグッズプレゼント

生活文化・学ぶ

108 学校法人MGL学園　（太田動物専門学校） 専修学校 1 太田市 ・オープンンキャンパス参加でオリジナルプレゼント進呈 生活文化・学ぶ　　他

※1：同一事業者で業種業態等が異なるものは各々掲載。

※2：複数店舗の場合は、本社等の地域を掲載。

※3：特典内容は変更になったり、利用にあたっての条件がある場合もございますので必ずフレッツ光メンバーズクラブサイト「光Ｇｕｎｍａ Ｈａｐｐｙタウン」ページを閲覧の上、ご利用ください。

※4：WEB掲載カテゴリは変更になる場合もあります。
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<フレッツ光メンバーズクラブのイメージ>

フレッツ光を

/始めると

/使い続けると

とってもお得！

ギフト券

プレゼント

ポイント利用

・会員限定コンテンツ

・ＩＴトレンド情報

人気アニメ

メール

マガジン

ポイントプログラム
特典コンテンツ

お役立ち情報配信

サービス

モニター利用
コミュニティ機能

・・・・・・・・・・・・

家族や友人など

とのスケジュール、

写真保管・共有

共有・閲覧
便利なサービス

を体験！

サービス

モニター

【参考１】フレッツ光メンバーズクラブ概要

◆◆◆◆「「「「フレッツフレッツフレッツフレッツ光光光光メンバーズクラブメンバーズクラブメンバーズクラブメンバーズクラブ」」」」とはとはとはとは

・「フレッツ光メンバーズクラブ」は、フレッツ光(フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ、またはBフレッツ ハイパーファミリータイプ、

マンションタイプ)をご利用のお客様を対象としたＩＴトレンド情報や特典などを会員様限定でご案内させていただく会員制プログラムです。

・「フレッツ光メンバーズクラブ」は「フレッツ 光ネクスト」及び「Ｂフレッツ」回線のいずれかを契約している方（以下「契約者」という。）または、

契約者から当該契約者の契約回線を利用し入会申込みを行うことの許諾を受けた方で、インターネットへの接続環境、およびメールアドレス

（携帯電話メールアドレスを除く）を保持している方が入会いただけます。入会費、年会費は無料です。

・「フレッツ光メンバーズクラブ」について詳しくは https://flets-members.jp



【参考２】「光Gunma Happyタウン」WEBページイメージ

・トップページ ・アライアンス事業者ページ

・特典利用のためのパスポート発行
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