
コルガプレイス（コルプレ！！）は、おすそわけマーケットプレイス “ツクツク” の出店機能を運用し、お客様が
もっと楽しいお買い物ができるように応援していく、月１回発行の情報誌です。お店とお客さんが応援し合い、自由に
選択可能な集客・通販の総合支援WEBサービスに結びつけていきます。
お友達同士でポイントをおすそわけしたり、お友達招待でお互いに高ポイント還元ができたり、貯めたポイントを使
用したご注文でもポイントがもらえたり。あなたも私もポイントがツクツク！！　

Vol. 01コルガプレイス 長岡版

ペーパー版
paper

CORUGA PLACE

コルプレとは、お店さんとお客さん、町が繋がる！
良いことがコロコロ転がる、そんな場所です。
コルプレとは、お店さんとお客さん、町が繋がる！
良いことがコロコロ転がる、そんな場所です。

発行／制作
コルガ合同会社
〒940-2106 長岡市古正寺3丁目31番地
TEL.050-3704-1214
E-mail : info.coruga@ozzio.jp

       

長岡市台町2-10-13
TEL.0258-39-3190

和ダイニング朔2名からでもコース対応可能4,000円～
エスタゴストーザ記念日は赤身肉と記念日プロデュースでお祝い
しよう迎賓曾館紡希極上空間で本物のダシを味わおう

営業時間／12:00～15:00
　　　　　17:00～22:00
定 休 日／不定休　

和ダイニング朔

小千谷市城内4-11-22 2F
TEL.0258-84-7960

1対1であなたのなりたい姿を最短で目標達成できるように
サポート！専門のトレーナーがお1人お1人に合わせて安全で
効果的なエクササイズやストレッチを行います。

営業時間／8：00～12：00
　　　　／15:00～19:00
定 休 日／水曜・土曜午後・日曜・祝日　

エスポワール接骨院

ご自身の体の悲鳴を無視していませんか？眠れない、だるい、
腰が痛い、肩が痛いなど様々な辛さを知る女性施術者が親身
に対応致します。

長岡市新組町545-46
TEL.090-2998-6724 
営業時間／10:00～17:00 （応相談）
定 休 日／日曜・祝日

お顔と体のトータルサロン
ギューフ

長岡市殿町1-6-2川上ビル
TEL.0258-34-0655
営業時間／月曜～日曜・祝日・祝前日
　　　　　17：00～23：00 （L.O. 22:30）
定 休 日／日曜　

遊食居酒屋なじらてい
小千谷市大字ひ生丙1654-1
TEL.0258-82-5866

小千谷市の木村食品では、業務用のお惣菜キットの製造販売
をしております。フードロス削減取組として数量限定ですが、
業務用食材をお得な価格で販売しております!

ドリンクとお刺身盛り合わせ+ネギもつ+小鉢が付いてとってもお得
なセット!牛サーロイン切り落とし+栃尾の油揚げハーフ+小鉢の
新セットも登場!更にちょい足しできる一品メニューも登場!

営業時間／8：00～17：00
定 休 日／無休　

株式会社木村食品

食に関するお得な情報を配信!

異なる5つのお風呂と天然温泉をご満喫頂けます。周りが自然
に囲まれておりこれからの季節、秋の紅葉・冬の雪景色と自然
の中での湯浴みを堪能できます。

長岡市上岩井6964番地
TEL.0258-42-4126
営業時間／10:00～22:00
定 休 日／無休

花みずき温泉旬食・ゆ処・宿
喜芳

メルマガ登録でクーポンプレゼント 
大人1名様1回入浴無料!

ウェブチケット購入で
全店舗で使える10,000円商品券

プレゼント

ウェブチケット購入で
 サブスク!!ひと月１万円で

60分のフル施術受け放題チケット

ウェブチケット購入で
パーソナルトレーニング60分

チケット6,600円

ウェブチケット購入で
２ドリンク付き晩酌セット 通常1,500円が

ツクツクウェブチケットご利用で40％OFFの900円!

メルマガ登録 ウェブチケット購入

ウェブチケット購入 ウェブチケット購入

ウェブチケット購入

お得な情報



長岡市呉服町1-3-1-2F
TEL.0258-30-4000

栄養価の高いおからを使用し火を使わず簡
単におから味噌の仕込みをしてみませんか？
10/31開催決定!カラダに優しいスイーツ付

営業時間／10:00～18:00
定 休 日／日曜・月曜 ・祝日

長岡市殿町3-2-15
TEL.0258-32-2808

ウィスキー、焼酎、おつまみ、
カラオケ付き！ぜひこの機会
にお越しください。

営業時間／20:00～24:00
定 休 日／日曜　

長岡市上除町甲364
TEL.0120-462-168
営業時間／8:30～17:30 
定 休 日／日曜

家まで届く体調管理！R-1シリーズ強さひきだす乳酸菌、飲む
タイプor食べるタイプあります。これからの季節特にお客様の
健康的な毎日をサポート致します。

新規宅配契約の場合、
契約商品を初回配達から1週間無料!

さらに宅配契約者様限定メルマガ会員登録で
なめらかとうふ5丁プレゼント

片桐宅配センター

良いものをより安く、より安心・安全に、忙しい主婦のための
ご自宅食品専門ショップです。見つけたら迷わずクリックしな
いとすぐ売り切れてしまうかもしれません！

南魚沼市茗荷沢381-4
TEL.025-779-3695
営業時間／9:00～17:00 
定 休 日／土曜・日曜

チェックメイト
トゥエンティ

素材にこだわりふんわり焼き上がった食パンとふわっふわの
生クリーム、季節のフルーツで作ったオリジナルサンド！絶品
です。随時、新商品も販売中です。

長岡市喜多町707
（道の駅ながおか花火館フードコート内）
TEL.0258-94-5611
営業時間／11:00～20:00（L.O.19:45）
定 休 日／不定休　

フルーツサンド専門店
すいもあまいも

メルマガ登録で
アイスコーヒー１杯プレゼント!

ビューティーサロン
M・ファータ

長岡市下山3-2386-1イイヅカコーポⅡ2号室
TEL.0258-86-5010

巻き爪でお困りの方はぜひご
相談下さい。痛くなく、切らな
いのに驚異的な矯正力です！

営業時間／9:00～19:00
定 休 日／火曜・祝日

長岡巻き爪矯正センター

柏崎市柳橋町10-18
TEL.080-9716-5023

麺やスープにもこだわってい
ますが、自家製チャーシュー、
味玉も絶品です。

営業時間／11:00～15:00（L.O.14:30）
　　　　　17:30～23:00（L.O.22:30）
　　　　　日曜日閉店22:00（L.O.21:30）
※スープなくなり次第終了となります。

オーナーセレクトの可愛く
オシャレなアイテムを取り
揃えております。

耳のつぼを刺激することによ
り食べることが気にならなく
なります。

長岡市小島谷1777
TEL.090-6452-1740

Mail：k.nana-o-1023@docomo.ne.jp
問い合わせ専用LINE @073wqygi

オンラインレッスン、季節ごとの
英語イベントも行っています。

新潟県刈羽村
TEL.080-9512-3882
定 休 日／土曜・日曜・祝日
Mail：lucia.salon3071@gmail.com

担々麺屋 柏崎店

英会話・パソコン・セルフケアトリートメント教室
lucia

耳つぼダイエットサロンsowseed

スナックeight

長岡市上除町甲3617-1
TEL.0258-46-2256

カジュアルでオシャレな雰囲気
の中、本格中華が頂けます。この
時期オードブルも大人気です！

営業時間／11:30～（L.O.14:00）  
　　　　　17:30～（L.O. 21:00）
定 休 日／月曜　

やまか飯店

魚沼市十日町字西360-5
TEL.025-792-4780

八海山水系のおいしい水と魚沼の大地の恵みで製造された
野沢菜漬、なす漬など旬のお漬物を新潟魚沼よりお届け致
します。

電話応対時間／9:00～17:00
定　休　日／水曜・日曜

魚沼のお漬物 幸源

弊社商品お取扱店様CoCoLo長岡1F
酒楽の里あさひ山長岡駅ナカ店様にて、

野沢菜漬けご購入のお客様に幸源より粗品進呈

メルマガ登録

メルマガ登録

メルマガ登録 メルマガ登録

メルマガ登録

ウェブチケット購入ウェブチケット購入

ウェブチケット購入

全品20%OFF以上
商品取り揃えております!

柏崎市若葉町2-57
TEL.0257-47-7581
営業時間／10:00～17:00 
定 休 日／不定休　

生活雑貨とギフトのお店
ハンギンゼア

長岡市三ツ郷屋町89-1
TEL.0258-86-8831 

1度食べたらまた食べたくなる！そんな食べやすくやみつきに
なるとんこつラーメンのお得なチケットです。様々なトッピング
も魅力的♪ご家族やお友達同士でのシェアも楽しいですね。

営業時間／10:00～15:30 （L.O. 15:15）
　　　　　17:00～21:00 （L.O. 20:45）　
定 休 日／水曜(祝日の場合翌日定休)

博多拉麺KAZU

ウェブチケット購入で
『KAZUパス白とんこつ5杯パスポート』
組み合わせ次第で合計1,000円以上お得♪

3,637円(税抜)4,000円(税込)

お得な情報お得な情報

メルマガ登録
メルマガ登録

メルマガ登録

メルマガ登録で
小籠包サービス!

メルマガ登録で
1時間飲み放題歌い放題

2,000円!

メルマガ登録で
施術体験無料

メルマガ登録で
kids英語遊び1回無料♪メルマガ登録で

会員様限定の毎月変わる
お得なサービスをお知らせ!

メルマガ登録で
初回100円OFFクーポン

プレゼント

ウェブチケット購入で
おから味噌ワークショップ
チケット4,400円

ウェブチケット購入で
巻き爪矯正チケット

(初回軽度の方)14,080円

営業時間／9:00～21:00
定 休 日／不定休



長岡市千秋2-278 リバーサイド千秋2F
TEL.0258-86-7355

長岡ならではのオリジナル商品を
中心に取り揃え、フレンドリーな接客
でお買い物を楽しまれてください。

営業時間／10:00～20:00
定 休 日／無休

和雑貨の店わがんせ

小千谷市本町2丁目344 横田ビル2階
TEL.0258-82-9591

広めのボックス席もございます
ので、団体様も大歓迎です。初め
ての方もお気軽にご来店下さい。

営業時間／20:00～0:00（平日・日曜・祝日） 
　　　　　20:00～2:00(金曜・土曜・祝前日)
定 休 日／月曜　

長岡市福住3-6-18 3階
TEL.090-3211-1923

欧米では、当たり前のVIOライン
の脱毛。ぜひ1度でツルツルにな
る快適さをご体感ください！

お問い合わせLINE@：@wcy1375x
営業時間／10:00～19:00
定 休 日／不定休　

和楽器の事なら何でもご相談
下さい。お伺いしてお見積り
もお出し致します！

長岡市中之島6211-7
TEL.0258-89-8860
営業時間／8:30～17:00
定 休 日／土曜・日曜・祝日
※お問い合わせ頂ければ、土日祝でも対応させて頂きます。　

はづき数秘術個人セッションでは、生年月
日から生まれ持った個性や人生のテーマ、
人生の波、人間関係などを読み解きます。

長岡市下柳2-6-8
長岡市福道町725番地(事務所)
TEL.0258-28-2645

住まいの健康は塗装から!屋根塗装・外壁塗装・吹付塗装・
室内塗装・浴室塗装など塗装の事なら全てお任せ下さい。

営業時間／8:00～19:00
定 休 日／日曜

　管理から施工・アフターまで
自社一貫体制で安心安全をお届けします

診断お見積り無料!

斎藤塗装店

ブラジリアンワックスC.darlingパブスナックラペ

レイキを取り入れたアロマヒーリングと
耳つぼ施術を致します。日々変化してゆ
く心と身体を内側からサポートします。

魚沼市田中9-1
TEL.090-7940-4562

いま様々な悩みを抱えている方
の心と体を元に戻すお手伝い
をさせて頂きます。

営業時間／9:00～17:00
定 休 日／不定休　

アロマと霊氣のヒーリング
和の雫

アロマヒーリングパリシェル

はっぴーらいふ友の会

和楽器総合取扱店サカイ商事

見附市昭和町2丁目6-23
TEL.0258-63-2071

機能的で履きやすい靴はもち
ろん、オシャレな婦人靴もご好
評頂き、取り揃えております。

営業時間／10:00～19:00
定 休 日／無休　

フットパーク ヌシセ

小千谷市城内1-8-25
TEL.0258-82-5527

通信容量は無制限!※快適なデータ速度10GB/日 24:00にリセット
使いすぎて遅くなったとしても翌日には快適にお使い頂けます。
docomo、Softbank、auのトリプルキャリア対応でどこでも使えます!

定 休 日／不定休
http:lin.ee/ey9BT4K
※現在実店舗がない為、まずはお問い合わせ下さい。

Xmobile代理店
（株）LOOP

機種端末代、事務手数料0円!
ずっと定額の3,500円/月(税別)
Wi-Fiなのに地図や翻訳アプリ搭載!

長岡市殿町1-6-2川上ビル
TEL.0258-34-0655

市場直送の新鮮な魚介やブランド肉をご提供致します。
くいしんぼうオーナーが季節ごとに厳選した様々な美味しい
ものをお楽しみ下さい。

営業時間／月～日・祝日・祝前日
　　　　　17:00～23:00（L.O.22:30）
定 休 日／日曜　

遊食居酒屋なじらてい

忘新年会のご予約、少人数での飲み会、
お弁当、ケータリング各種ご相談に応じます
コロナに負けるな!感染症対策万全で

お待ちしております!

見附市新町2-7-10
TEL.0258-63-5135

『人と人との繋がりを大切に』をコンセプトに安心安全なひと
ときを過ごして頂けるよう小部屋から大ホールまでご予約で
のランチやディナーに対応致します。

営業時間／11:00～22:00
定 休 日／不定休　

グランドール四季亭

メルマガ登録で
花水木御膳2,500円→2,000円(税別)

ランチタイム限定

メルマガ登録メルマガ登録

メルマガ登録

メルマガ登録 メルマガ登録

メルマガ登録

ウェブチケット購入

ウェブチケット購入

お得な情報

お得な情報

お得な情報

お得な情報

長岡市中島3-7-3
TEL.090-7826-4568
営業時間／11:00～18:00
定 休 日／不定休　

メルマガ登録で
プレゼント&お得情報てんこ盛り!

CoCoLo店でもOK!

メルマガ登録で3,000円以上で
500円引きクーポンプレゼント!
(一足のみのご利用とさせて頂きます)

メルマガ登録で2時間飲み放
題歌い放題がなんと2,000円!
お1人様でもご利用可能です

和太鼓各種の新調、張替修繕や太鼓バチ各
種の取扱いをしております。三味線やお琴
関係の小物類に関しても、ご相談下さい。

メルマガ登録で当店でのブラジリアン
ワックスが初めての方4,400円(税込)

(アフターケアパック付き)

ウェブチケット購入でアロマヒーリ
ングスタンダードコース(70分)
チケット8,580円のところ3,300円

ウェブチケット購入で、はづき数秘術個
人セッション60分チケット11/30まで
半額!(通常10,000円→5,000円)

メルマガ登録でお1人様
1回限りセッションメニュー

500円引き!

長岡市滝谷町256-7 
TEL.090-4822-8638
営業時間／9:00～16:00
定 休 日／不定休　
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楽しい企画や制作など、
自分のアイデアを
カタチにしていく仕事です。
詳しくはお問合せください。

楽しい企画や制作など、
自分のアイデアを
カタチにしていく仕事です。
詳しくはお問合せください。

〒940-2106 長岡市古正寺3-31
TEL.0258-84-7799　FAX.0258-66-1036
HP www.coruga.net

コルガ合同会社

み ん な つ な が る
C�uga Place Presents

A店の悩みはB店にとっては宝物です!!
そんな悩みを一緒に解決しませんか？

異業種のお店をつなげるお手伝い!!

コルプレ事業部では『コルプレ企画募集』にて、事業者の皆さんを
つなげるお手伝いを企画しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

メールまたは電話で
①氏名②連絡先③事業内容をお伝えください。
電話番号 0258-84-7799

結婚式場の空き部屋で
サービス系の施術を行う

癒し体験豪華ランチ

A店 B店

農産物・加工食品日帰り温泉

特産品フェアーが
どこでもできる

コラボレーション

を一緒につくりませんか？コラボしたいお店の方 大募集!

その１ その2

長岡中越応援
プロジェクト
新潟県長岡市、中越地域の
事業者様の応援サイト！！

・ワード・エクセルができる方
・イラストレータができる方
・週に３～４日　３～５時間働ける方
・時給８５０円～

元気なスタッフを
募集しています。

お問い合わせ

長岡市宮内2-6-3
TEL.090-7560-0396

痛気持ちよくスッキリします！
痛いのが苦手な方は強弱を
調整します。

営業時間／9:00～21:00
定 休 日／不定休　

足つぼサロンはなばな

見附市本町1-3-45
TEL.0258-94-4965

黒毛和牛中心のリーズナブル
な炭火焼肉を堪能できる本格
的な炭火焼肉店です。

営業時間／11:00～14:30 17:00～22:00 
　　　　　金曜、土曜、祝前日は23:00まで
定 休 日／不定休　

雑貨・便利グッズ、店長イチオ
シの美味しいものをたくさん
販売しています。

燕市新興野14-24
TEL.0256-98-5666
営業時間／9:00～19:00 
定 休 日／不定休　

無農薬で大切に育て収穫した幸
せトマトのピューレです。トマト
嫌いな方も食べれちゃいます。

長岡市下々条町1734-1リバーサイドA202
TEL.090-1549-3560

アロマと整体のお店です。痛みとサヨナラして元気になる
お手伝いを致します。

営業時間／9:00～20:00 （L.O. 19:00）
定 休 日／不定休
Mail：anlazuli_anlazuli@yahoo.co.jp　

ウェブチケット購入で
(初回お試し)全身整体60分チケット46%OFF3,000円
(初回お試し)アロマタッチ40分チケット46%OFF3,000円
(初回お試し)さとう式リンパケア30分チケット49%OFF2,000円

アロマと整体のお店
晏Lazuli

贈り物・お返し物ギフト専門店
ギフト&ギャラリーマツイ

韓国本格炭火焼肉めい

小千谷市城内1-8-25小千谷市総合産業会館サンプラザ1F
TEL.0258-83-2244

小千谷市や新潟県産の食材に
こだわった、安心安全で美味し
いお料理をご提供しております。

営業時間／11:30～14:30（L.O.14:00）
　　　　　17:30～22:00(L.O.21:00)
定 休 日／水曜　

Dining Booth 一氣

長岡市殿町1-6-2川上ビル
TEL.0258-34-0655　

乳製品の牛乳を一切使わずに新潟県のコ
シヒカリの甘酒をベースに使い、神楽南蛮
とニンニクを使用した越後が生んだ万能
調味料です。素材の味と香りを生かした越
後の発酵万能調味料 バ゙ーニャかぐらー゛
店内でお買い求めいただけます。

営業時間／月曜～日曜・祝日・祝前日
　　　　　17：00～23：00 （L.O. 22:30）
定 休 日／日曜　

遊食居酒屋なじらてい新潟魚沼のこだわり農家
佐々木農園

小千谷市城内1-8-24
TEL.0258-89-7119

生ビールをはじめ約80種類
のドリンクが、お時間無制限
で飲み放題となります!!

営業時間／17:30～24:00
定 休 日／不定休　

居酒屋 氣心

お得な情報 お得な情報

南魚沼市浦佐6366-1 
TEL.090-2488-3323
営業時間／9:00～18:00
定 休 日／不定休

ウェブチケット購入メルマガ登録

メルマガ登録

ウェブチケット購入

クーポン登録

クーポン登録

メルマガ登録で
足つぼ施術10分延長

又は肩もみサービス致します!

ウェブチケット購入でお得なチケット２種
①平日限定お時間無制限飲み放題チケット
②週末限定飲み放題チケット

クーポン登録で
ローストビーフ500円OFF!!
(2020/11月末まで)

クーポン登録で
人数分ソフトドリンク

プレゼント!

トマトピューレ150g
6個パック

1,685円(税込)

メルマガ登録で
雪室珈琲ドリップ5杯分

プレゼント!


