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おおがた

開催日
㊟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。

10時スタート!

※各店サービスは裏面をご覧ください。

第
15
回

7/12日
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。 

Facebook はじめました♪

㊟ 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：7月26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：7月26日㈰まで

参加店
共　通

16本

15本

特賞

1等1等

2等2等

特別賞

5本

300本
特別協賛
丸大食品㈱
新潟工場

キャラクタ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5個で1回抽選! （下の参加店捺印欄をご使用ください）

※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：7月26日㈰まで

●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

おおがた百縁笑店街 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 夕映えの郷（ハートフル）
　❹YUMECHIYO ゆめちよ
　❺㈾竹田酒造店
　❻大食おおがた亭
◎❼アイラ
◎❽上越信用金庫 大潟支店
　❾柳沢鹿の子バレエパフォーミングアーツ
◎10ギフトの南部堂
　11ヘアースタジオ ｗｉｔｃｈ
　12ベーカリーハレノヒ
◎13酒の専門店　ミヤモト
◎14ノースカイロ
　　プラクティックおおがた
◎15㈱八十二銀行 潟町支店
◎16クッキー音楽教室
　17アジャストＩＴスクール
◎18居酒屋 ほたる
◎19お食事処 ひさご
　20百福笑店
◎21大門硝子建材㈱
◎22エコ ショップ
◎23タマヤデンキ
　24マルト歌代菓子舗
◎25㈱久保田建築
◎26旬海の宿 湯元館 酔洋

　27潮風薫る宿 みはらし
◎28美味海会 汐彩の湯 みかく
◎29ロイヤルホテル小林
　30ワタナベアルミ
◎31㈲朝日池総合農場
※特別協賛：丸大食品㈱新潟工場

百縁笑店会　☎025‐534‐3211

Facebook 開設!
おトクな新情報
随時更新中!!

または Facebook内より
おおがた百縁笑店街 検索

詳しくはコチラ→

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



YUMECHIYO ゆめちよ

旬海の宿  湯元館  酔洋

㈲ 五 十 嵐 金 物 店

ア 　 　 イ 　 　 ラ

大 門 硝 子 建 材 ㈱

㈾ 竹 田 酒 造 店

美味海会 汐彩の湯 みかく

ベ ー カ リ ー ハ レ ノ ヒ

タ マ ヤ デ ン キ マ ル ト 歌 代 菓 子 舗

アジャストＩＴスクール

ほ 　 　 た 　 　 る ㈱ 久 保 田 建 築

丸大食品㈱新潟工場㈲ 朝 日 池 総 合 農 場

ハートフル♡夕映え

おおがた百縁笑店街 参加店

協　賛　店　（協賛店賞・特別賞 提供店）

小池新聞店
TEL.534-2423●❷

■時間 10:00～15:00

ア イ ラ
TEL.534-5552●❼ 協賛店

・タオル祭り
・K18、Pt、wG 
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ピアス 半額
・青竹ふみ、ゆるみ鉄砲もあるよ

■時間 10:00～15:00

㈲五十嵐金物店
TEL.534-2319●❶ 協賛店

手作りアロマクラフト
・シュワシュワ入浴剤 500円
・虫よけスプレー　 500円

■時間 10:00～14:00

上越信用金庫大潟支店
TEL.534-2724●❽

・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。
【イベント】 ラジコン体験コーナー

■時間 10:00～15:00

夕映えの郷（ハートフル）
TEL.534-6163●❸ 協賛店

■時間 10:00～なくなり次第終了

㈾竹田酒造店
TEL.534-2320●❺

■時間 10:00～15:00

ギフトの南部堂
TEL.534-4078●10

・やめられない人気「かもめの玉子」
・100円、500円コーナー
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・おたのしみに！
・お中元お買い上げ・ご予約の方に
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ソーメン進呈！

■時間 10:00～16:00

アジャストＩＴスクール
TEL.520-9885●17 協賛店

「iPadひろば」 ～iPadで遊ぼう～
    どれで遊んでも 一人100円
ラジコン戦車とボールロボットもあるよ！
会場：大潟地区公民館 １階 和室

■時間 9:00～15:00

居酒屋 ほ た る
TEL.534-4597●18 協賛店

・五目御飯・栗御飯・焼き鳥・ぎょうざ
 唐揚げ・きゃらぶき・干物
 自家製みそ（数量限定）
・米 600円
・その他販売（数量に限り有ります）

協賛店

■時間 10:00～15:00

㈱久保田建築
TEL.534-2720●25 協賛店

・包丁とぎ（お一人様2丁まで）
・まな板削り  ・人気建築雑誌
【無料】 ・こども大工トントン
  ・住まい教室11：00～ 14：00～ 30分
※包丁とぎ、まな板削りの受付は12：00まで
　休憩スペースもご用意してお待ちしています！

■時間 11:00～15:00

ロイヤルホテル小林
TEL.534-2555●29

・お風呂の入浴 100円
・売店の商品（500円以上）
  100円引き

■時間 10:00～15:00

旬海の宿  湯元館酔洋
TEL.534-2562●26 協賛店

サザエのつかみどり！（片手）
 ・６才まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100円
 ・１２才まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円
 ・１００才まで・・・・・・・・・・・・・・・300円

■時間 10:00～13:00

大門硝子建材㈱
TEL.534-3808●21 協賛店

・花の苗（日日草・ベゴニア・アスター）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ポット 100円
・プランターの土・・・・・・・・・・・・・・・・・100円
・うどん（細麺のみ）・・・・・・・・1袋 100円
・駄菓子屋 おこさまおかし ２袋 100円
　　　　　　　　　   ―おまけあります―

■時間 10:00～15:00

㈲朝日池総合農場
TEL.534-5955●31 協賛店

■時間 11:00～14:00

美味海会 汐彩の湯 みかく
TEL.534-2434●28 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 10:00～13:00

タマヤデンキ
TEL.534-2451●23 協賛店

・大好評！ バリバリ！ ボリボリ！
 「われせん」つかみどり
  種類豊富になってさらにバージョンアップ

・水廻りのリフォーム相談受付中
■時間 10:00～ なくなり次第終了

マルト歌代菓子舗
TEL.534-2155●24 協賛店

昨年大好評だった
チーズヨーグルト大福

が復活!
■時間 11:00～14:00

お食事処  ひさご
TEL.534-2906●19

冷やしつけ麺

■時間 9:30～12:00（無くなり次第終了）

酒の専門店  ミヤモト
TEL.534-5800●13

・ジャガイモ、玉ネギ等野菜各種
 詰め放題 100円（当店指定袋のみ）
・先回大好評でした、国内外ワイン、
 シャンパンを1割引セール

協賛店

■時間 9:00～19:00

ベーカリーハレノヒ
TEL.534-5530●12

・メロンパン・・・・・・・・100円
・500円以上のお買い物で、
 次回より使える100円クーポン券
 プレゼント！

■時間 10:00～13:00

エコショップ
TEL.534-4595●22

・的投げゲーム・・・・・・・・・・・・・・・・・100円
・自転車・子共自転車（中古）
  夏が来るよ!! ２台目に
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
・冷蔵庫・洗濯機(中古) 5,000円

■時間 10:00～15:00

㈱八十二銀行潟町支店
TEL.534-2521●15

各種ローン相談承ります
・住宅ローン・マイカーローン・教育ローン
【イベント】 毛ばりをつくってみよう！
対象は中学生以上です。
開催場所：八十二銀行  潟町支店ATMコーナー

■時間 11:00～12:00

クッキー音楽教室
TEL.534-4875●16

楽しい歌声サロン♪
童謡・唱歌などみんなで
楽しく歌いましょう！
会場：大潟地区公民館 2階 会議室

■時間 10:00～14:00

YUMECHIYO ゆめちよ
TEL.534-6890●❹ 協賛店

・新作スイーツ お豆腐シフォン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・カットサイズ 100円
・ベーグル全種類  １０円引き

おおがた

第15回

生まれた日の新聞一面と裏面には
お持ちいただいた写真を印刷パウチします

お誕生日新聞 100円

●ハンドメイド作品も販売します
　 100円～

・手づくりチーズケーキ or
 濃厚チョコケーキ・・・1コ 100円
・炭火焼やきとり・・・・・・・1本 100円
・ガレージセール
・まんぷく特製 冷し中華 300円（限定30食）

漬物用酒粕
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１㎏  １００円
販売は２㎏単位でお願い致します。

■時間 11:00～14:00

大食おおがた亭
TEL.534-5511●❻

新潟タレかつ丼
100円

■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.534-2231●❾

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

ノースカイロプラクティックおおがた
TEL.534-4142●14

・ゆがみチェック（子ども可） 500円
＋

骨盤調整（15～20分）
※ゆがみチェックをした方にもれなく!
　割引券とお菓子つかみどり１回!!

■時間 9:00～12:00

百福笑店
TEL.090-4722-1365●20

手作りパン等、100円商品、多数有り
生鮮品（鮮魚・野菜・果物）を主とした
市場感覚のお店です。
毎週火曜・土曜は合同朝市も開催しています。
市内の朝市・他、イベント出店も行ってます。

■時間 12:00～17:00

潮風薫る宿  みはらし
TEL.534-2566●27

・湯上がり生ビール ・・・・・・・・・・・200円
・湯上がりアイスクリーム 100円
・日帰り入浴(大人・小人とも） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100円 

400円の
ところ

■時間 8:30～15:00

ワタナベアルミ
TEL.090-8943-0481●30

あみど張り替え １枚 100円～
・ネット、工賃込み  窓用・・・100円
・はき出し用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円
窓の相談、エクステリアの相談承ります。
お見積りは無料です。

・たまごかけご飯１杯・・・100円
・赤飯 　　  １パック・・・・100円
【数量限定50個】
・たまご4個入・・・・・・・・・・・・100円

お願いします!
いいね!Facebook はじめました

おトクな新情報
随時更新中!!

詳しくはコチラ↑

■時間 10:00～12:00

■時間 9:00～17:00

ヘアースタジオ witch
TEL.534-6643●11

前髪カット・なんちゃってブロー
500円 ＋

割引券プレゼント
無料

無料


