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特別企画：Ｏ-１グランプリ受賞作品（スイーツ）限定販売

開催日

※各店サービスは裏面をご覧ください。

第
17
回

4/24日
おおがた百縁笑店街

ひゃく えん てん がいしょう

10時
スタート!

㊟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。

スタンプラリーは、お一人何回でも参加できます。

百縁笑店会　☎025‐534‐3211

Facebook
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→

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：5月8日㈰まで協賛店提供 16本

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：5月8日㈰まで

参加店
共　通 15本

特賞特賞

1等1等

2等2等

特別賞特別賞
特別協賛特別協賛

3,000円割引券 5本

丸大食品㈱ 新潟工場

㈱ブルボン 上越工場

300本キャラクターソーセージ
300本豆 菓 子

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：5月8日㈰まで

Ｏ‒１グランプリ
受賞スイーツは

裏面の　  マークの店舗で販売致します。

O-1グランプリ受賞作品の販売について
【O-1グランプリとは…】
 大潟をイメージし地元食材を活用したスイーツのグランプリ
A 恋するうのんちゃんのいちじくタルト 

タルトの中にダマンドをしぼり、いちじくの
甘煮をスライスして焼き上げました。
（マルト歌代菓子舗）

売価160円／個
１００個限定

B おおがたかっぱめろん
抹茶でかっぱの緑を表現しためろんぱん。
カスタードクリームといちじくジャムを
たっぷり入れました。（ゆめちよ）

売価180円／個
１1０個限定

C 朝日池のスワンシュー 
朝日池の平飼い卵と地元産かぼちゃを
つかった濃厚クリームと生クリームが
たっぷり。（朝日池総合農場）

売価260円／個
4０個限定

◎❶小池新聞店
◎❷夕映えの郷
　❸YUMECHIYO ゆめちよ
　❹㈾竹田酒造店
　❺大食おおがた亭
◎❻アイラ
◎❼えちご上越農協 大潟支店
◎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ベーカリーハレノヒ
◎12酒の専門店  ミヤモト
◎13ノースカイロプラクティックおおがた
◎14㈱八十二銀行 潟町支店
◎15クッキー音楽教室
　16アジャストＩＴスクール
◎17お食事処 ひさご
　18百福笑店
◎19大門硝子建材㈱
◎20エコ ショップ
◎21タマヤデンキ
　22マルト歌代菓子舗
◎23㈱久保田建築
◎24旬海の宿 湯元館 酔洋
　25潮風薫る宿 みはらし

◎26美味海会 汐彩の湯 みかく
◎27ロイヤルホテル小林
　28ワタナベアルミ
◎29㈱山田工務店
◎30朝日池の『むら市場』
※特別協賛：丸大食品㈱新潟工場
　　　　　　㈱ブルボン上越工場

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。

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）



YUMECHIYO ゆめちよ

ベーカリーハレノヒ アジャストＩＴスクール

夕　映　え　の　郷 ア　　　　イ　　　　ラ

お 食 事 処 ひ さ ご

㈾　竹　田　酒　造　店

ギ フ ト の 南 部 堂

㈱ 久 保 田 建 築 旬海の宿  湯元館酔洋

丸大食品㈱新潟工場 ㈱ブルボン上越工場美味海会 汐彩の湯  みかく 朝日池の『むら市場』

おおがた百縁笑店街参加店
第17回

お願いします!
いいね!

Facebook をご覧ください。
www.facebook.com/oogata.hyakuen

協 賛 店 （協賛店賞・特別賞 提供店）

Ｏ-１グランプリ
受賞スイーツ限定販売

紙面にこのマークがある
店舗にて数量限定販売

■時間 10:00～15:00

小池新聞店
TEL.534-2423●❶

新聞屋なのに

駄菓子屋さん!!
一日限りのOPEN！

A　30コ限

A…恋するうのんちゃんのいちじくタルト
B…おおがたかっぱめろん
C…朝日池のスワンシュー　

■時間 10:00～15:00

・チーズケーキ
・レアチーズケーキ
・メンチカツ

夕映えの郷
TEL.534-6163●❷ 協賛店

ALL100円/個
C　10コ限
B　10コ限

B　10コ限
A　20コ限

■時間 10：00～15：00

春色を100円で販売
・さくらロール  ・よもぎあんぱん
・さくらパウンドケーキ
・抹茶パウンドケーキ

YUMECHIYO ゆめちよ
TEL.534-6890●❸ 協賛店

⬅

■時間 10:00～なくなり次第終了

㈾竹田酒造店
TEL.534-2320●❹ 協賛店

※未成年者には販売致しません。お車での来社はご遠慮ください。

かたふね特別本醸造
180㎖ 150円 限定150本

お一人様２本まで

～ 創業150周年記念 ～

大食おおがた亭
TEL.534-5511●❺

・特製豚汁  １００円
・新潟タレかつ丼もあります。
・ご来店のお客様に次回ご利用頂ける
  割引券をプレゼントします。　
■時間 11:00～14:00

ア イ ラ
TEL.534-5552●❻ 協賛店

・k18．pt ピアス祭り
・フリーマーケット同時開催
・青竹踏み  ・球根（1袋）
・ガーデニング玉石  100円
■時間 10:00～15:00

酒の専門店  ミヤモト
TEL.534-5800●12

ジャガイモ・タマネギ
   詰め放題　　
 （当店指定袋にて）　　
■時間 9:30～11:50

ギフトの南部堂
TEL.534-4078●10 協賛店

・東北を応援する大人気銘菓
 かもめの玉子・南部せんべい など
・100均おたのしみコーナー
・お客様の手づくり品コーナー
 （100円～500円位）
■時間 10:00～15:00

アジャストＩＴスクール
TEL.090-3148-3623●16 協賛店

「iPadひろば」
     ～iPadで遊ぼう～　
どれで遊んでも100円です。

■時間 10:00～16:00

百福笑店
TEL.090-4722-1365●18

・楽しいフリーマーケット
・季節のくだもの
 その他いろいろ
 　　  何でも安い!!
■時間 9:30～16:30

エコショップ
TEL.534-4595●20

・春に片付け、衣替に!!
 衣類箱、カラーボックス
 布・ハギレ（価格は色々）
・わなげ
■時間 10:00～14:00 C　10コ限

B　10コ限
A　20コ限

タマヤデンキ
TEL.534-2451●21

・ごはんのおかずに
 　　もう一品シリーズ
・おやつを持って
 出かけようシリーズ
 （お一人様何個でもどうぞ!!）
■時間 10:00～13:00

C　10コ限
B　10コ限
A　10コ限

潮風薫る宿 みはらし
TEL.534-2566●25

・日帰り入浴 12：00～17：00 100円
・湯上がり生ビール（グラス）
 500円→300円
・湯上がりシェイク
 （ももミルク味）100円
■時間 入浴以外10:00～17:00

ベーカリーハレノヒ
TEL.534-5530●11 協賛店

・メロンパン  100円
・パンお買い上げのお客様全員に、
 お得なクーポン券プレゼント！
 さらに…500円以上お買い上げで、
 次回より使える100円引券プレゼント!
■時間 9:00～19:00

お食事処  ひさご
TEL.534-2906●17 協賛店

正油ラーメン
■時間 11:00～14:00

えちご上越農協大潟支店
TEL.534-3121●❼

・バケツ稲を育てよう 先着25名 200円
  （資材全て用意）
・野菜苗　トマト・きゅうり・ナス 100円
  （売切れの際はご容赦願います）
・各種ご相談承ります。
■時間 10:00～12:00

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
　各種ローン承ります。

■時間 10:00～14:00 無料

クッキー音楽教室
TEL.534-4875●15

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！

■時間 11:00～12:00

ロイヤルホテル小林
TEL.534-2555●27

100円にて、
お風呂入浴可能
大人、子供 100円です。
■時間 11:00～14:00

㈱八十二銀行潟町支店
TEL.534-2521●14

運用、ローン
　なんでも相談

■時間 10:00～15:00 無料

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  100円

■時間 9:30～10:00

スタジオ：土底浜神社前

ノースカイロプラクティックおおがた
TEL.534-4142●13

ゆがみチェック（子ども可）
500円
＋

骨盤調整（30分）
C　10コ限

大門硝子建材㈱
TEL.534-3808●19 協賛店

・花　苗
・プランター土   100円
・うどん
■時間 10:00～13:00 B　20コ限

マルト歌代菓子舗
TEL.534-2155●22 協賛店

ミルクまんじゅう
皮はもちもち、あんはミルクあんの
おまんじゅうです。

■時間 10:00～なくなり次第終了 B　20コ限

朝日池の『むら市場』
TEL.0120-345956●30 協賛店

・たまごかけご飯
・はじ餅
・たまご４ヶ入

■時間 10:00～15:00

ワタナベアルミ
TEL.090-8943-0481●28

・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、エクステリアの相談承ります。
 見積りは無料です。
■時間 9:30～15:00

山田工務店
TEL.534-2959●29

■時間 10:00～15:00

旬海の宿  湯元館酔洋
TEL.534-2562●24 協賛店

■時間 10:30～14:30

■時間 9:00～15:00
会場：大潟地区公民館  ２階  会議室

㈱久保田建築
TEL.534-2720●23 協賛店

【100円】 ・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

■時間 10:00～15:00 B　20コ限 B　10コ限
A　20コ限

■時間 10:00～15:00

美味海会 汐彩の湯 みかく
TEL.534-2434●26 協賛店

日帰り入浴 100円!!
【お子様限定】
消しゴムくじ付き!!

・大工さんといっしょに
　小物を作ってみませんか！
   棚板材もよりどり！ ひの木のダイスもありますよ

・包丁研ぎもしちゃおうかな！ マ ル ト 歌 代 菓 子 舗大 門 硝 子 建 材 ㈱

・ふろっ酒でデトックス！入浴体験 100円
  （お子様も安心の酒風呂と地酒粕パック）
・オリジナル春のイチジクスイーツセット
 700円→500円
・今が旬！桜鯛のミニ茶漬け 500円休憩スペースに無料ドリンクも用意してお待ちしています！

会場：大潟地区公民館  １階


