
1 うぶすな鮨 4 イタリアン酒場 camper 7 魚菜火 10 びすとろ屋

2 スナック喫茶　駅 5 光伸亭 8 なか川食堂 11 ぶっちょび Kitchen

3 焼肉屋牛ちゃん 6 司鮨 9 ㈱沼田青果 12 居酒屋ゆうあん

アプリ・カード対応

1 スナック　あうん 18 スナック　Kelo Kelo 35 すぎ田 52 フレディー

2 うまい焼肉♪あおぞら沼田インター店 19 小料理　心彩 36 善 53 フローラ＆セリーヌ

3 いじまや食堂 20 五月八日 37 ちょーわよ 54 べいりーふ

4 千羽 21 黒鳥 38 椿や 55 舞姫
5 一代元 22 こころ家 39 食事処　てんじん 56 まきた食堂
6 お食事処 一心亭 23 Gozou-Roppu 40 利根食堂 57 蒔絵

7 スナック　うらら 24 小都 41 カラオケ　ドラム 58 松乃家

8 スナック　えん 25 さちこ 42 club PATEK 59 満洲飯店

9 韓国料理　鬼ばば 26 そば処　山水 43 中華料理　華や 60 美保
10 そば処　迦しょう 27 secretbase GROOVE 44 スナック　はるかわ 61 もつ煮込み とんちゃん
11 絹 28 ジェイル 45 スナック　ピエロ 62 やまはん山室商店
12 スナック　京 29 ciel 46 彦寿し 63 湯の舟食堂
13 酒香銀と桜 30 下町食堂 47 氷雨 64 多目的会館　来嶋

14 楔 31 焼肉じゅじゅ 48 スナック　ファジィ 65 ラ・メール

15 蔵のビストロ樹（アルブル） 32 焼肉酒楽ＪｙｕＪｙｕ 49 スナック　ふぁみりー 66 竜ちゃんラーメン

16 パブ　グレイト 33 和風スナック白樺 50 フライパン

17 燻煙 34 酔月 51 playground 134r

アプリのみ対応

飲食など

1 Vellus 6 紳士服のコナカ　沼田店 11 辰巳屋酒店 16 宮前薬局上原店

2 エコボロン沼田 7 佐々木石油㈱沼田 SS 12 テイネ 17 ㈲ヤマトミ産業

3 ENEOS 上州武尊SS／桑原燃料 8
佐々木石油㈱
沼田インターSS

13
利根中央病院売店
グリーンリーブスモール

18 ユアシセイドウU

4 ケーズデンキ沼田店 9 パティスリー シャンティ 14
利根中央病院売店
ベーカリーカフェ・コア

19 ライフサポートショップイシザワ

5 ㈲建徳 10 仏具たけい 15 みやにし化粧品店

アプリのみ対応

1 アオキデンキ 4 オートボデー JUN 7 パソコンショップ Navi 10 若月工業㈱

2 牛口自動車整備工場 5 ギャラリーALGO 8 ㈱笛木モータース

3 おいがみ舞茸園 6 サラダ館ひらかた 9 マルイ商店

アプリ・カード対応

物販など

アプリ・カード対応

1 吟松亭あわしま 10 古民家里五郎 19 hair&esthetic　Dips

2 飯塚理容所 11 白沢高原ホテル 20 武尊旅館

3 伊東園ホテル尾瀬老神山楽荘 12 仙郷 21 ペンション ホワイトルージュ

4 ヘアープロジェクト イマジン 13 プチペンションツツミスクウェア 22 ペンション　マリールゥ

5 亀鶴旅館 14 ㈱つるまい本舗 23 高原の宿　水芭蕉

6 源泉かけ流しの宿  金龍園 15
トップフィールド
パラグライダースクール

24 天然湯　見晴荘

7 源泉湯の宿　紫翠亭 16
ペンションハートレストクラ
ブ 1959

25 ヘアーサロン mok

8 コーヒーカップミルキー館 17 榛名神社 26 ホテル　山口屋
9 メンズヘアー　幸 18 美容室髪子 27 ホテルリブマックス群馬沼田

その他

春の tengoo プレミアムチャージキャンペーン

プレミアム
ポイント付与

●チャージ限度額　５万円／日　10 万円／月
●有効期限　

〈チャージ額〉　最終チャージから２年間
〈プレミアムポイント〉　令和４年２月 28 日（月）まで
問合せ　産業振興課産業振興係☎内線５００２・５００３

新加盟店紹介（１月 16 日～４月９日）

広報ぬまた  2021. ５11

1 カットハウス　カズ

2 伍楼閣

3 ペンション　サントノーレ

4 ちょっきん ABE

5 沼田健康ランド

6 玉原の宿　みのや

7 ペンション　もるげんろーて

8 ペンション　ラポール

アプリのみ対応

福祉医療制度のご案内

　健康保険の被保険者証 (保険

証 )と一緒に福祉医療費受給資

格者証を医療機関の窓口に提示

してください。保険適用の診療

分を自己負担限度額まで市が負

　受診や治療用装具を作成の

際には、領収書を保管してお

いてください。後日、市での手

続きで自己負担した医療費を

翌月以降に支給します。

・健康保険の変更

・障害の認定や等級の変更

※重度心身障害者・高齢重度障害者に限る

・同居や婚姻したとき

※ひとり親家庭に限る　

　ジェネリック医薬品 (後発医薬品 )は、新薬

( 先発医薬品 )と同等の効能があり、新薬より

安価な医薬品で、自己負担額の軽減や医療費の

節約につながります。医師や薬剤師に相談し、

説明を受けてから利用しましょう。

　夜間や休日にお子さんの病気への対処方法や応急処置などを電話で相談できる「群馬こども救急相

談」を利用してください。急な発熱、嘔
お う と

吐、腹痛などで医療機関を受診すべきか迷ったときなど、経

験豊富な看護師などが対応します。（医療行為となる診断や治療を行うものではありません）

担します。ただし、医療費が高

額になったときに限度額適用認

定証の提示や電子資格確認をで

きないと、いったん窓口でお支

払いいただく場合があります。

県内医療機関で受診県内医療機関で受診 県外医療機関で受診県外医療機関で受診

下記に該当下記に該当したら、したら、手手続きを続きを忘れずに忘れずに

子ども・障がい者・ひとり親家庭など、医療費の保険診療分の自己負担を市が負担します。

※いずれの申請も被保険者証が必要。要件を満たさなくなった場合は資格喪失

※入院時食事療養費、訪問看護、柔道整復師、治療用装具などの費用も含む（重度心身障害者・高齢重度

障害者についての入院時食事療養費は、標準負担額減額認定証の提示またはマイナンバーカードによる電

子資格確認により、一定の所得区分であることを証明した場合助成）

子 ど も ０歳から中学校卒業の３月31日まで 被保険者証

重度心身障害者

高齢重度障害者

身体障害者手帳１級・２級 身体障害者手帳

障害年金１級 年金証書

特別児童扶養手当１級 証書

療育手帳Ａ・Ｂ１(Ｂ中) 療育手帳

障害年金１級程度で年金を受給することができない人 所定の診断書

ひとり親家庭

下記のいずれかに該当し、現に18 歳未満の子を扶養して

いる人とその子 (18 歳になって最初の３月31日まで)

●配偶者と死別または離婚し、現に婚姻していない人

●配偶者の生死が明らかでない人

●配偶者から遺棄されている人

●配偶者が海外にいるため、扶養を受けることができない人

●配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって

労働能力を失っている人

●戸籍全部事項証明書

( 謄本 )

※本市に本籍がない人

●転入者は、前住所地

の所得証明書

18歳未満の父母のない児童
父母のない事実を明ら

かにする証明

対　　象 要　　　件 申請に必要なもの

申請・問合せ　国保年金課医療年金係

☎内線３１３３

10

ジェネジェネリックリック医薬品のご利用を医薬品のご利用を

急な発熱などに安急な発熱などに安心＃心＃８０００に電話を（携帯電話も８０００に電話を（携帯電話も可）可）


