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おおがた

100円から始まるおつき合い

開催日 10時
スタート!

※各店サービスは裏面をご覧ください。

大潟商工会 100円商店街実行委員会
☎025‐534‐3211

第
13
回

10/18土
おおがた百縁笑店街

ひゃく えん てん がいしょう

スタンプラリーは、お一人何回でも参加できます。 

㊟店舗によって開始・終了時間が異なります。  詳しくは裏面をご覧ください。

㊟ 5個全部違う店舗のスタンプに限ります。（同店舗のスタンプが2個以上の場合は無効になります）

「おおがた百縁笑店街 参加店」でお買物をして、下記捺印欄に
スタンプを押してもらってください。100円以上のお買い物で
スタンプ1個。5個で抽選会に参加できます。

２回目または２人以上の場合は、裏面のお店欄にスタンプを押してもらってください。

参加店捺印欄

協賛店賞 ※賞品は協賛店にて引換となります。
　引換期限：11月3日㈪まで

3,000円割引券
協賛店提供

1,000円割引券 ※割引券は開催日より裏面の参加店で
　のみ使用できます。
　使用期限：11月3日㈪まで

参加店
共　通

14本

15本

特賞特賞

1等1等

2等2等

特別賞特別賞

5本

300本
特別協賛
丸大食品㈱
新潟工場

仮面ライダーフィッシュソーセージ

スタンプラリー抽選会スタンプラリー抽選会

スタンプ5個で1回抽選! （下の参加店捺印欄をご使用ください）

●抽 選 会 場 ≫ 大潟コミュニティプラザ（大潟区総合事務所）
●抽選会時間 ≫13：00～16：00

※割引券は開催日より裏面の参加店でのみ使用できます。  使用期限：11月3日㈪まで

おおがた百縁笑店街（100円商店街） 参加店

太字は協賛店です。
◎のお店はトイレ貸出可能店です。

◎❶㈲五十嵐金物店
◎❷小池新聞店
◎❸ ハートフル♡夕映え
◎❹もぉにんぐ ※朝6時より
　❺YUMECHIYO ゆめちよ
　❻㈾竹田酒造店
　❼野菜料理 ビストロ サブリーユ
　❽大食おおがた亭
　❾いせや電気商会
◎10アイラ
◎11湧水庭  かねはん
◎12上越信用金庫 大潟支店
　13柳沢鹿の子バレエパフォーミングアーツ
◎14㈾小山酒造店
◎15ギフトの南部堂
◎16㈲まえかわ オオガタ店
◎17ヘアースタジオ ｗｉｔｃｈ
◎18㈱八十二銀行 潟町支店
◎19クッキー音楽教室
◎20居酒屋 ほたる
◎21お食事処 ひさご
◎22大門硝子建材㈱
◎23エコ ショップ
◎24タマヤデンキ
　25マルト歌代菓子舗
◎26㈱久保田建築

◎27旬海の宿 湯元館 酔洋
◎28潮風薫る宿 みはらし
◎29美味海会 汐彩の湯 みかく
◎30高台の宿 三景
　31マルヨ佐藤商店
　32ワタナベアルミ
　33 重産業
◎34㈲朝日池総合農場
◎35井部工務店
※特別協賛：丸大食品㈱新潟工場

のぼりの
お店が目印

スタンプラリー抽選会場
大潟コミュニティプラザ
（大潟区総合事務所）

駐車場 ご利用下さい



㈲ 五 十 嵐 金 物 店

ほ 　 　 た 　 　 るア 　 　 イ 　 　 ラ 柳沢鹿の子バレエパフォーミングアーツ

マ ル ト 歌 代 菓 子 舗 ㈱ 久 保 田 建 築

㈾ 小 山 酒 造 店

旬海の宿  湯元館  酔洋

ハ ー ト フ ル ♡ 夕 映 え

お 食 事 処  ひ さ ご

美味海会 汐彩の湯 みかく ㈲ 朝 日 池 総 合 農 場

YUMECHIYO ゆめちよ

大 門 硝 子 建 材 ㈱

丸 大 食品㈱新潟工場

うまいものやお得なサービスが目白押し!   　　　　おおがた百縁笑店街 参加店うまいものやお得なサービスが目白押し!   　　　　おおがた百縁笑店街 参加店第13回

協　賛　店　（協賛店賞・特別賞 提供店）

新潟タレかつ丼
大人気のタレかつ丼です！
ぜひご賞味下さい。

お誕生日新聞
100円

手造りコロッケ
…………2個 100円

■時間 9:00～13:00

㈲五十嵐金物店
TEL.534-2319●❶ 協賛店

●ハンドケアマイスターによる
　　　　  　ハンドマッサージ
●手作りアロマクラフト
　　　　　 （入浴剤・保湿クリーム）

■時間 9：00～9：30

柳沢鹿の子バレエパフォーミングアーツ
TEL.534-5478●13 協賛店

未就学児、小学1・2年生の
リズムバレエ
スタジオ：土底浜神社前

■時間 10：00～15：00

ア イ ラ
TEL.534-5552●10 協賛店

●名入タオルのつかみ取り
●手作りアクリルタワシ
●エコクラフトの小物 ●青竹足ふみ
●ピアス　500円～

■時間 10：00～ 売切れ次第終了

㈾小山酒造店
TEL.534-2022●14 協賛店

越後自慢純米カップ
80本（酒米越淡麗100％使用）
おひとり様1本限り　

・花の苗（パンジー・ビオラ）
…………………… ２鉢 100円

・好評 生うどん （太・細）
…………… 100ｇ 1袋 100円

■時間 10：00～ 売切れ次第終了

大門硝子建材㈱
TEL.534-3808●22 協賛店

●日帰り入浴 100円
●【お子様限定】
　　消しゴム くじ付き!!
■時間 11：00～14：00

美味海会 汐彩の湯 みかく
TEL.534-2434●29 協賛店

●新米コシヒカリ ３合 １袋
●たまごかけご飯 １杯
●赤飯 １パック
■時間 10：00～15：00

㈲朝日池総合農場
TEL.534-5955●34 協賛店

射 的
子供たち

ぜひ遊びに来てね～!
■時間 10：00～ なくなり次第終了

井部工務店
TEL.534-2650●35

■時間 11：00～14：00

高台の宿  三  景
TEL.534-2721●30

●日帰り入浴 ……… 100円
●湯上り生ビール（グラス） 100円
●湯上りアイスクリーム  100円
■時間 13：00～17：00

潮風薫る宿  みはらし
TEL.534-2566●28

●日帰り入浴 …………100円
●コーヒー ……………100円
●冷たいあまざけ……100円

・五目御飯・栗御飯・焼鳥・唐揚
・筑前煮・ぎょうざ・ふきみそ
・自家製みそ　数量限定!
 その他販売
■時間 10：00～15：00

ほ た る
TEL.534-4597●20 協賛店

たぬきそば
■時間 11：00～14：00

お食事処  ひさご
TEL.534-2906●21 協賛店

野菜料理 ビストロ サブリーユ
TEL.534-3684●❼

大根のポタージュ  テイクアウト
（袋や箱のご用意はありません）
店内でランチご注文の方もプラス100円
でポタージュ 追加できます。

■時間 10:00～12:00

小池新聞店
TEL.534-2423●❷

■時間 11：00～14：00

大食おおがた亭大食おおがた亭
TEL.534-5511●❽

●手打ちそば　 ●電球
●手打ちうどん
●手打ちラーメン
■時間 9：30～14：00

いせや電気商会
TEL.534-5630●❾

人気銘菓で“東北応援”
かもめの玉子・南部せんべい
　　  他の品々もお楽しみに…！
■時間 10：00～15：00

ギフトの南部堂
TEL.534-4078●15

楽しい歌声サロン♪
会場：大潟地区公民館 ２階 会議室

■時間 ①10：00～10：50　②11：00～11：50

クッキー音楽教室
TEL.534-4875●19

●かぜの季節！
　タウリン3000ドリンク 1本
●花王 バブ  よりどり３錠
■時間 10：00～15：00

㈲まえかわ オオガタ店
TEL.534-2573●16

■時間 10:00～14:00

ハートフル♡夕映え
TEL.520-8900（夕映え耕房）●❸ 協賛店

●手作りチーズケーキ or 濃厚チョコケーキ ＋
　HOTコーヒー or 紅茶 セット100円
●タオル詰め放題 １回 100円（先着10名様限り）
●ランチタイム（１１：００～１３：００）
　パスタ類、ご飯物  食べれます!!（500円～650円）

■時間 10:00～15:00

YUMECHIYO ゆめちよ
TEL.534-6890●❺ 協賛店

お待たせ致しました!
 季節限定「かぼちゃクリームコロネ」
　　　　 「おさつロール」
　　　　　　　　　　  120円→100円

■時間 10:00～15:00

㈾竹田酒造店
TEL.534-2320●❻

漬物用 酒粕 １㎏ 100円
販売は２㎏単位でお願い致します。

■時間 朝6:00～13:00

もぉにんぐ
TEL.534-2610●❹

●焼きたて!!
　アップルパイ パルミエチョコ…… 100円
●もぉにんぐクロワッサン 140円を120円
●もぉにんぐせっと　……………… 380円

■時間 10：00～14：00

湧水庭  かねはん
TEL.534-2024●11

●あつあつ玉子入うどん
●あつあつおしるこ
　　　　　まだまだあるよ！

〈店内〉

■時間 9：00～18：00

ヘアースタジオ witch
TEL.534-6643●17

はずれくじ なし！
お得なくじ引き いっぱい
　　　　  最高4000円!!

■時間 10：00～15：00

エコショップ
TEL.534-4595●23

店内ぜ～んぶ売ります。
　●自転車（中古） ……1,000円
　●スノーダンプ（中古） 1,000円
　●墨汁 1本 ……………100円
　●輪投げしよう!! ………100円

■時間 10：00～14：00

上越信用金庫大潟支店
TEL.534-2724●12

●住宅ローン●マイカーローン●教育ローン
　各種ローン相談承ります。（無料）
※ちょっと一休み！
　「プラレール」で遊ぼう！（無料）

■時間 10：00～15：00

㈱八十二銀行潟町支店
TEL.534-2521●18

●住宅ローン●マイカーローン●教育ローン
　各種ローン相談承ります。（無料）
【イベント】 フライ・キャスティングを
　　　　   やってみよう！（中学生以上）

■時間 10：00～12：00

タマヤデンキ
TEL.534-2451●24

食欲の秋！旬の野菜でシチューを作ろう
カレー・シチューの素
……………………… １箱100円
数量限定  売切れ御免！

■時間 9：00～ なくなり次第終了

マルト歌代菓子舗
TEL.534-2155●25 協賛店

今年も“かりんとうまんじゅう”
の時期が来ました。
カリっとあがったおまんじゅうです。

■時間 10：30～ なくなり次第終了

マルヨ佐藤商店
TEL.534-2550●31

■時間 10：00～15：00

㈱久保田建築
TEL.534-2720●26 協賛店

●包丁とぎ（家庭用 おひとり様２丁まで）
●まな板削り　
●人気建築雑誌
場所：㈱久保田建築  作業所・住みつぼ広場

■時間 9:00～17:00

ワタナベアルミ
TEL.090-8943-0481●32

大好評！ あみど張り替え
…………………………… １枚100円

ネット、工賃込み 巾3尺用 20メッシュ、ブラックorグレー
窓用100円、はき出し用300円
お一人様２枚まで　50人分用意してます

■時間 13：00～18：00

旬海の宿  湯元館酔洋
TEL.534-2562●27 協賛店

●日本海一望！ 温泉入浴
※17時ごろに夕日が沈みます（夕日が出た場合）
●女将の秋のスイーツ、各種飲料等
  100円引 ※いちじくアイスのスイーツです　

■時間 10：00～ 売切れ次第終了

TEL.534-2247●33
●さつまいも ２本
●れ ん こ ん １本

重 産業

■時間  テイクアウトは 11：00～12：00
　　　  ラ ン チ は 14：00ラストオーダー


