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好評につき Ｏ-１グランプリ受賞スイーツ限定再販

おおがた

開催日

※各店サービスは裏面をご覧ください。

第
18
回

7/10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：7月24日㈰まで協賛店提供 18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：7月24日㈰まで

参加店
共　通 15本

3,000円割引券 5本

丸大食品㈱ 新潟工場

㈱ブルボン 上越工場
キャラクターソーセージ
豆 菓 子

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：7月24日㈰まで

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

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
21０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

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
受賞スイーツは
裏面の 　　   マーク
の店舗で

販売致します。

◎❶㈲五十嵐金物店
◎❷小池新聞店
◎❸夕映えの郷
　❹YUMECHIYO ゆめちよ
　❺㈾竹田酒造店
　❻大食おおがた亭
◎❼アイラ
◎❽えちご上越農協 大潟支店
◎❾上越信用金庫 大潟支店
　10柳沢鹿の子バレエパフォーミングアーツ
◎11ギフトの南部堂
　12ベーカリーハレノヒ
◎13酒の専門店  ミヤモト
◎14㈱八十二銀行 潟町支店
◎15クッキー音楽教室
　16アジャストシステム
◎17フラワーショップ はなや
◎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ロイヤルホテル小林
　29ワタナベアルミ
◎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。

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）

の
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り
の

  

← 

お
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目
印



YUMECHIYO ゆめちよ

ベーカリーハレノヒ

アジャストシステム フラワーショップ  はなや

ア　　　　イ　　　　ラ

お 食 事 処 ひ さ ご

㈾　竹　田　酒　造　店

居　酒　屋　ほ　た　る

タ　マ　ヤ　デ　ン　キ

ギ フ ト の 南 部 堂

㈱ 久 保 田 建 築

丸大食品㈱新潟工場 ㈱ブルボン上越工場旬海の宿  湯元館酔洋 朝日池の『むら市場』

おおがた百縁笑店街参加店
第18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）

好評につき Ｏ-１グランプリ
受賞スイーツ限定再販

紙面にこのマークがある
店舗にて数量限定販売

小池新聞店
TEL.534-2423●❷

パワーアップしてもう一度！
超★駄菓子や
   ＫＯＩＫＥA…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

■時間 10:00～14:00 ※売切れ次第閉店

ハートフル♡夕映え
・チーズケーキ  ・レアチーズケーキ
・かき氷  ・焼き鳥
まんぷく食堂
・メンチカツ…………100円
・サラダうどん（12:00～）300円

夕映えの郷
TEL.520-8900●❸

100円

B　10コ限
A　10コ限

■時間 10:00～15:00（受付は13：00まで） なくなり次第終了

・虫よけアロマスプレー（赤ちゃんでも安心）　　
・コネコネ石けん（小さいお子さんでもOK!）

・ハンドケア（予約優先）
・介護用アロマのご相談なんでもどうぞ！

㈲五十嵐金物店
TEL.534-2319●❶ 協賛店

どれでも500円/個

B　10コ限
A　50コ限

⬅

■時間 10:00～なくなり次第終了

㈾竹田酒造店
TEL.534-2320●❺ 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●❻

冷しそうめん
■時間 11:00～14:00

ア イ ラ
TEL.534-5552●❼ 協賛店

■時間 10:00～15:00

酒の専門店  ミヤモト
TEL.534-5800●13

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●11 協賛店

・東北応援～ かもめの玉子ほか
………………………100円～

・熊本応援～ くまモンの黒棒ほか
………………………100円～

・お客様の手作り品おたのしみコーナー
………………………100円～

■時間 10:00～15:00

アジャストシステム
TEL.090-3148-3623●16 協賛店

「iPadひろば」
     ～iPadで遊ぼう～　

■時間 10:00～16:00

百福笑店
TEL.090-4722-1365●20

おいしい果物と
  地場野菜の直売
    やすいよ～！

■時間 9:00～ B　10コ限
A　20コ限

B　10コ限
A　10コ限

潮風薫る宿 みはらし
TEL.534-2566●27

■時間 12:00～17:00

ベーカリーハレノヒ
TEL.534-5530●12 協賛店

・メロンパン　100円
・クロワッサン 100円（限定100個）
500円以上お買い上げで、
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●19 協賛店

塩ラーメン
■時間 11:00～14:00

居酒屋 ほ た る
TEL.534-4597●18 協賛店

■時間 9:00～15:00

フラワーショップ はなや
TEL. 534-4192●17 協賛店

■時間 10:00～12:00

えちご上越農協大潟支店
TEL.534-3121●❽

・えだ豆つかみ取り  100円
・お菓子つかみ取り  100円

・Ｋ１８、Ｐｔ、ｗＧ ピアス
 70％ＯＦＦ
・青竹ふみ、ゆるみ鉄砲もあるよ

■時間 10:00～12:00

上越信用金庫大潟支店
TEL.534-2724●❾

・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

㈱八十二銀行潟町支店
TEL.534-2521●14

運用やローンの
ご相談なんでもどうぞ!!
※アンケートにおこたえください。
粗品進呈いたします。
■時間 10:00～15:00 無料

大門硝子建材㈱
TEL.534-3808●21 協賛店

スイーツを
販売します
プランター土・花苗も
あります
■時間 10:00～13:00

マルト歌代菓子舗
TEL.534-2155●24 協賛店協賛店

チーズヨーグルト大福☆
要冷蔵の商品になりますので、
保冷剤のご用意をお願いします！
恋するうのんちゃんの
いちじくタルトもあります
■時間 10:00～なくなり次第終了

朝日池の『むら市場』
TEL.0120-345956●30 協賛店

■時間 10:00～15:00

ワタナベアルミ
TEL.090-8943-0481●29

・あみど張り替え  激安～
 窓用100円 ・ はき出し用500円
 ネット工賃込み／お１人様2枚まで

・窓の相談、エクステリアの
 見積りは0円です。

クッキー音楽教室
TEL.534-4875●15

■時間 11:00～12:00

マ ル ト 歌 代 菓 子 舗大 門 硝 子 建 材 ㈱

㈲ 五 十 嵐 金 物 店

旬海の宿  湯元館酔洋
TEL.534-2562●26 協賛店

■時間 15:00～21:00

㈱久保田建築
TEL.534-2720●25 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 A　50コ限

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

■時間 10:00～

・シフォンケーキ（ハーフサイズ）
  470円→300円！！
  プレーン・お豆腐・カフェオレ・抹茶

・なめらかプリン販売  限定50個

YUMECHIYO ゆめちよ
TEL.534-6890●❹ 協賛店

■時間 10：00～14：00

※ サンデー相談会同日開催
　 （9：00～15：00）
　 ローン・共済等、なんでもご相談下さい。

柳沢鹿の子バレエパフォーミングアーツ
TEL.534-2231●10

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
B　10コ限
A　30コ限

他にもロボットやシューティングゲームも
あるよ！ どれで遊んでも100円です。

・五目御飯 ・栗御飯 ・焼き鳥
・ぎょうざ ・唐揚げ
・自家製みそ（数量限定）
・その他販売

エコショップ
TEL.534-4595●22

・掘り出し物多数！
 家具（中古）・ギフト用品
・お楽しみゲーム
 …………1回 100円
■時間 10:00～14:00 B　20コ限

A　20コ限

タマヤデンキ
TEL.534-2451●23

夏はやっぱり花火でしょ!!
100えんで運だめし
花火抽選会
■時間 10:00～13:00 B　30コ限

ロイヤルホテル小林
TEL.534-2555●28

・100円で
……お風呂入浴可能

・100円で
……風船ヨーヨーすくい

■時間 11:00～14:00 ■時間 9:00～15:00

メディカルアロマ精油で

を作ろう!!

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

・国産最高品質　生花各種
 100円（お一人様10本限り）
・給水フォーム（オアシス）
 ２個 100円

・老若男女だれでもキレイになれる！
 「レイトふろっ酒」酒風呂と酒粕パック体験 100円
・おもしろ消しゴムガチャガチャ１回
 「うのんちゃん」ペーパークラフトプレゼント！ 100円
・オーシャンビュー客室ルームチャージ
 1,000円/1h  ※要予約 サンセットはプライスレス!

・日帰り入浴……………100円
 ～湯上がりシリーズ～
・生ビール（グラス）500円→300円
・アイス ………100円
・手作りなめらかプリン
 ………………100円

B　10コ限
A　20コ限

・笹もち（あん入り） １ヶ
・たまごかけご飯 １杯
・赤飯 １Ｐ
・はじ餅 １袋 100円


