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100円から始まるお付き合い!

開催日

※各店サービスは裏面をご覧ください。

4/22日
おおがた百縁笑店街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。

第
23
回

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6日㈰まで協賛店提供 19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6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 キャラクターソーセージ
㈱ブルボン 上越工場 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：5月6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

　24潮風薫る宿 みはらし
◎25美味海会 汐彩の湯 みかく
◎26ロイヤルホテル小林
◎27㈱ワタナベアルミ
◎28㈱山田工務店
◎29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。

夕日が織りなす日本海の宿

◎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石釡ピッツァ ココビーンズ
　❼大食おおがた亭
◎❽アイラ
◎❾えちご上越農協 大潟支店
◎10上越信用金庫 大潟支店
　11柳沢鹿の子バレエパフォーミングアーツ
◎12居酒屋・割烹 やまろく
◎13ギフトの南部堂
　14ベーカリー ハレノヒ
　15㈱八十二銀行 潟町支店
　16アジャストシステム
◎17居酒屋 ほたる
◎18和ダイニング ひさご
　19百福笑店
◎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

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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おおがた



㈲ 五 十 嵐 金 物 店 YUMECHIYO ゆめちよ ㈾ 竹 田 酒 造 店 石釜ピッツァ ココビーンズ ベーカリーハレノヒ アジャストシステム 居 酒 屋 ほ た るギ フ ト の 南 部 堂

㈱ 久 保 田 建 築百 　 福 　 笑 　 店 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』マルト歌代菓子舗
協　賛　店

（協賛店賞・特別賞 提供店）

第23回 おおがた
百縁笑店街参加店

お願いします!
いいね!

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

■時間 10:00～15:00

小池新聞店
TEL.534-2423●❷

■時間 10:00～13:00

ハートフル♡夕映え
・チーズケーキ
・チョコケーキ
・ホットコーヒー
・まんぷく特製メンチカツ

夕映えの郷
TEL.520-8900●❸

ALL100円/個
■時間 10：00～13：00

《春のカラーはピンクとみどり》
・いちごぱん・・・・・・・・・・・・・・130円
・いちごパウンドケーキ・・・130円
・よもぎあんぱん・・・・・・・・・・110円
・抹茶パウンドケーキ・・・・・130円
　　　　　　 ALL 100円

YUMECHIYO ゆめちよ
TEL.534-6890●❹ 協賛店

大食おおがた亭
TEL.534-5511●❼

新潟タレかつ丼
（小）100円（カツ１枚）
（中）500円（カツ４枚）
（大）750円（カツ６枚）
■時間 11:00～14:00

ア イ ラ
TEL.534-5552●❽

■時間 10:00～15:00

ギフトの南部堂
TEL.534-4078●13 協賛店

■時間 10:00～15:00

和ダイニング　ひさご
TEL.534-2906●18

■時間 11:00～14:00

エコショップ
TEL.534-4595●20

■時間 10:00～15:00

タマヤデンキ
TEL.534-2451●21

■時間 10:00～13:00 ■時間 9:00～15:00

ベーカリーハレノヒ
TEL.534-5530●14 協賛店

・メロンパン  100円
・とんかつ  110円

■時間 8:59～19:00

居酒屋  ほたる
TEL.534-4597●17 協賛店

■時間 9:00～14:00

㈱八十二銀行潟町支店
TEL.534-2521●15

家計見直し相談会

■時間 10:00～14:00 無料

マルト歌代菓子舗
TEL.534-2155●22 協賛店

■時間 10:00～なくなり次第終了

朝日池の『むら市場』
TEL.534-5955●29 協賛店

■時間 10:00～15:00■時間 11:00～14:00

美味海会 汐彩の湯 みかく
TEL.534-2434●25 協賛店

㈱山田工務店
TEL.534-2959●28

・作ってみよう！
 「こいのぼりリース」 500円
・２時間で出来る！
 「ボーダーかごバッグ」 限定３個
 （13時からの講習付2,000円）要予約
 今すぐお電話ください

アジャストシステム
TEL.520-7452●16 協賛店

■時間 10:00～16:00

会場：大潟地区公民館  １階

・『iPadひろば』
　　　～iPadで遊ぼう～
・ボールロボット
　　　BB-８もあるよ！

㈱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）
 ・まな板けずり

源泉に一番近い温泉で
心も体もリフレッシュ!!
100円で温泉満喫♨

■時間 11:00～14:00

■時間 9:00～14:00

㈲五十嵐金物店
TEL.534-2319●❶

■時間 10:00～ なくなり次第終了

㈾竹田酒造店
TEL.534-2320●❺ 協賛店

※二十歳未満の方には販売致しません。
※駐車場に限りがあるため、お車での来社はご遠慮下さい。

季節限定
純米原酒壱回火入
180㎖  1本 300円
100本限定 ・ お一人様２本まで

協賛店
百福笑店

TEL.090-4722-1365●19

■時間 9:00～17:00

居酒屋・割烹 やまろく
TEL.534-2013●12

大好評!! 「お楽しみダーツ」
100円で２回　ハズレ無し

■時間 9:30～12:00

潮風薫る宿 みはらし
TEL.534-2566●24

・湯上がり生ビール
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円

・湯上がりアイス・・・・・100円

・入　浴・・・・・・・・・・・・・・・・・100円
■時間 13:00～17:00

協賛店

・ゴルフボールつかみどり
 つかんだボールの数でお菓子が当たる！
 １回 100円
・いつでも使える（ご希望日に使える）
 ハンドケア券・ハーブボール
 お試し券 １枚 100円

■時間 9:30～12:00

協賛店
石釜ピッツァ  ココビーンズ

TEL.534-6988●❻
・通常ワンリング1,000円のピザを
 800円で提供します。
・ワンリング８カットになりますので
  １カット100円にて販売します。

■時間 10:00～12:00

えちご上越農協大潟支店
TEL.534-3121●❾

・野菜苗
 トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、
 ひとくちまくわ 100円
 （売切れの際はご容赦願います。）
・各種ご相談承ります。

・100円～200円山盛り！ 五目御飯・焼きそば・
唐揚げ

・自転車 1,000円～
・耕運機 20,000円
・わなげ 100円

・リモコン電池交換
 リモコン１個につき 100円
 おひとり リモコン５個まで

おまたせしました。
皮はカリっと中はふっくら揚げたての
かりんとまんじゅうです。

※包丁とぎ、まな板けずりの受付は9時から11時まで

・フリーマーケット
・ピアス （k18、Pt、WG）
　　　　　  赤札価格より半額
・クラフトバンドの小物＆バッグ
・青竹ふみ

【無     料】 こども大工トントン!

上越信用金庫大潟支店
TEL.534-2724●10

■時間 10:00～14:00

窯焼き本格ピザをお召し上がり下さい。
（ワンリングお求めの方は箱代が100円かかります）

1等 焼酎ボトル引換券
2等 500円券　 3等 お刺身券
4等 からあげ券 5等 やきとり

柳沢鹿の子バレエパフォーミングアーツ
TEL.090-9636-4241●11

春です。 
リズムバレエをしましょう！
大人も、お子さんも（年長さん
から）できます。

あとは来店での
　　　 おたのしみ!

【同時開催】 渡邉綾書作展
日時 4/21㈯・22㈰ 10:00～16:00

入 湯 100円

TEL.534-2555●26夕日が織りなす日本海の宿 ロイヤルホテル小林 ㈱ワタナベアルミ
TEL.512-5510●27

・あみど張り替えネット、工賃込み
 小窓用100円　高窓用500円
 ハキ出し用800円
 お一人様２枚まで
・メッセージ入りグラス300円～
 エッチングで好きな言葉入れます
■時間 9:00～12:00 ■時間 10:00～15:00

大工さんと木を使った工作
 100円～ 
他イベントもありますよ。来てみてお楽しみ!!
・包丁とぎ 1丁 200円
・パイプ脚立、棚材等 100円～

・一番人気のお赤飯
・卵かけごはん（限定40食）
・びっくり！ おもち
 　  （はじもちなど）

数量
限定

になります ■一回目  9:00～ 9:30
■二回目  10:00～10:30

《特別販売》 ※数に限りがあります。
 食パン回数券（５枚綴り）
　  1,220円 （一斤当り244円）

～家計将来予測してみませんか?
　住宅ローン・保険見直し隊！～

たぬきうどん
100円

産地直送！
・おいしい果物
　　　 特価販売
・お楽しみ詰め放題 など

・ご来店の方に
 「エアコン洗浄1,000円割引券」
 進呈致します

しんきん大潟支店は『大潟』をPR! 盛り上げます!!

※各種ローン相談会 実施しております。

たとえば・・・
　500㎖しょうゆ・キーコーヒードリップ５P・
　かもめの玉子・三色せんべい・銀座餅・
　フェイスタオル　などなど
・“ ギフトはハート ”
　ご予約２割引dayです! （例外あり）

1個 100円


