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コルプレ!!とは、様々な業種のお得なサービスを紙媒体（旧長岡市に
5万部を各ご家庭にポスティング）と高ポイント還元サイト、
おすそわけマーケットプレイスツクツク！（webサイト）を結びつけ、
お店同士の共通ポイントでお買い物できます。 コルプレ会員募集中

会員様限定 !!
お得なシークレットクーポンや
イベント情報を配信致します。

〝越後の醸造文化が育てた越後味噌を使用し四季亭独自
ブレンドで調合した料亭の味です。お歳暮のお品物として
キングサーモンの味噌漬けはいかがでしょうか〟

見附市新町2-7-10
TEL.0258-63-5135
営業時間／11:00～22:00
定 休 日／不定休　

グランドール四季亭

お得な情報
キングサーモンの味噌漬け5切れ

¥4,000（税別）

お得な情報

年に一度のお歳暮にぴったりな、厳選した商品を詰め合
わせにしました。大豆の持つ本来のおいしさをお届け致
します。

長岡市栃尾大野町4-4-10
TEL.0258-52-1000
営業時間／9:00～18:00 
定 休 日／火

栃尾ジャンボ油揚げ
あげ家 松兵衛

お得な情報
松兵衛ギフトセット
¥4,567（税別）

お得な情報

新潟でしか買えない冬の味覚が勢揃いです。冬期限定の
魚沼の味6品、海鮮＆お肉詰合せ「食べる福袋」を、お歳暮
としてオススメします。

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

新潟の贈り物専門店
新潟魚沼 越季（こしき）

魚沼の田舎セット6品
こがねもち/いわな/ウインナー/笹だんご/野沢菜漬け/妻有そば

¥3240（税抜）

お得な情報

低価格のアイテムを組み合わせたギフトがたくさん選べ
ると好評です。ラッピングデザインにもこだわっています。
あなたの贈りたいギフトに出会えるお店です。

お得な情報
食後の後片付けが楽しくなる！洗剤ギフト

¥1,000（税別）

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

お得な情報

【雪国|新潟県産人参使用】雪国の人参はみずみずしく、甘く
美味しい。その濃厚さは正に｢人参を飲む!!｣また「砂糖・添加
物は不使用」ですので安心してお召し上がりいただけます。

長岡市古正寺3-31
TEL.0258-84-7799
営業時間／10:00～18:00
定 休 日／土日　

ミノリ農産

お得な情報
人参ジュース「雪美人」1000ml×2本入り

¥1,872（税別）

お得な情報

厳選したコーヒー豆を天然雪を活用した食品保蔵庫「雪
室」でゆっくり寝かせ、まろやかな味わいに仕上げました。
気軽に淹れることができるドリップタイプでお届けします。

お得な情報
「新潟名産品」雪室珈琲ドリップバッグ飲み比べ
5Ｐ×4袋ギフト¥2,600（税別）

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　

贈り物・お返し物専門店
ギフト&ギャラリーマツイ

お得な情報



東京で技術を磨いた2人のスタイリストが、最先端技術で
お客様に似合ったヘアスタイルをご提案。半個室のプライ
ベートサロンでゆったりとした時間を過ごせます。

メルマガ登録ヘアーサロン キュービック
長岡市坂之上町3-1-9
エクスコート今井2F Cubic
TEL.0258-89-8133
営業時間／平日 10：00～21：00
　　　　　休日・祝日 10：00～20：00
定 休 日／不定休　

メルマガ登録で
1,000円引券プレゼント!

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!

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!

お得な情報

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
大人1名様タオル付
ご入浴1回無料

メルマガ登録

配布スタッフ大募集完全歩合制（アルバイト）

クライアント様からご依頼を受けたチラシを丁寧にポストに投函するお仕事です！

配布物はご自宅に
お届け致します♪
ご安心ください！

お問い合せ
コルガ合同会社 ポスティング事業部

※10日間で好きな時間に配布してください。配布料はそれぞれご希望にお応えできます。

出勤や退社はなし
! 

働き方は自由!!

空き時間、ご都合の良い時間でOK！平日のみもOK！
20代～70代と幅広く活躍中！ 健康維持の為に始められる方多数！
定年後のお父さんや主婦さん大活躍♪

　　　ご希望の地域・期間で
御社のチラシを配布致します。 クラシード新潟

TEL：0258-84-7109　mail：craceed-niigata@ozzio.jp
定休日／なし　営業時間／9：00～18：00全戸配布、集合住宅限定配布

企業様へ

地元野菜を中心に高級果物、完熟果実、低農薬果実など
を取り揃えております。お得なサービスカレンダーもQR
ページ内よりご覧下さい。

お得な情報
主婦に嬉しい

お得すぎる情報満載！！

長岡市長町1-1668-1
TEL.0258-86-5363
営業時間／9：00～18：30 
定 休 日／日曜　

やさい・くだものの店
シミズ

お得な情報

新規メルマガ登録の方は500円offの初回限定クーポン
がご使用頂けます！〇原則3日前までの注文
〇ウェブチケ購入後、要電話連絡※受取日時等

お得な情報
4人前で6,000円(税抜)、ウェブチケ購入の
お客様はプチバケットプレゼントの特典！

長岡市喜多町2983ルージェス喜多町
TEL.0258-86-7659
営業時間／11:00～15:30
　　　　　17:00～21:00(週末のみ)
定 休 日／火

パン食べ放題イタリアンレストラン
ドルチェヴィータ

※画像はイメージになります。一部商品は異なります。

お得な情報

長岡平野を一望できる高台に位置し、季節ごとの景色を
眺められる天然温泉。温泉、足湯、グルメ、エステと皆様に
一日中楽しんでいただける日帰り温泉施設です。

メルマガ登録で
大人1名様タオル付
ご入浴1回無料

長岡市麻生田町南谷2063番地
TEL. 0258-31-9300
営業時間／9：30~23：00(受付終了22：15) 
定 休 日／無休
駐車台数150台無料駐車場完備　

麻生田観音堂温泉 
麻生の湯

メルマガ登録



中之島インター付近　
※ご予約の際に折返し連絡。
TEL.070-4478-2633

目元が明るくパッチリと！感動するまつ毛パーマ
技術を是非お試し下さい。施術中は出れないこと
がありますのでメールメッセージをお願いします。

営業時間／9:30～17:00 
定 休 日／日曜・祝日
Mail：e-viage.8@docomo.ne.jp　　

エステルーム viage ヴィアージュ メルマガ登録

まつ毛パーマ2,750円
（通常3,300円）

メルマガ登録で更に500円引き

新潟市西蒲区松山1302-1
TEL.090-7198-4635

お腹をほぐして、デトックスと
ヒーリングを促します。出張も
承ります。

営業時間／10:00～18:00 
定 休 日／不定休　

新潟市 氣内臓療法
チネイザン Chang Mei

メルマガ登録

メルマガ登録で
初回通常90分

9,800円→6,800円に！

リフォーム、水回りの設備のことならお気軽にお問い合わ
せ下さい。安心、安全な技術とサービスを提供してまいり
ます。

お得な情報
建物全体に関わるお困りごと

解決致します！！

長岡市大町3-102-1
TEL.0258-33-0506
営業時間／8：30～17：30 
定 休 日／第2・4土、日、祝　

水彩工房長岡大町店
株式会社新生設備

お得な情報

世界が認めた最新の技術‼ジェラートグラッソ
脂肪細胞を凍らせて除去する新しい痩身法です。

お得な情報
お肌トラブルでお困りの方、

脱毛にチャレンジしたい方はぜひ当店へ

新潟市中央区下大川前通三ノ町2230ブリッジス2F
TEL.025-227-4100(会員の方)
営業時間／平日10:30~20:00
　　　　　土日祝9:30~18:00
定 休 日／不定休　

クールブリス新潟店 お得な情報

お客様がもっと楽しく
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。
お店とお客様が応援し合い、みんなが喜び、

つながる総合支援サービスです。

企画皆さんともっと
つながりたい！

下記QRから
メルマガ登録して頂き、
各お店でチケットを
get!してください。

※他のクーポンとの併用はできません。 ※提供ドリンクに関しては、各店舗でご確認ください。
※1回のお食事につきドリンク1杯サービスとなります。

毎月1回、
コルプレ企画情報を
お届けします。

メルマガ登録
している方限定

フルーツサンド専門店 すいもあまいも
長岡市喜多町707

長岡シュラスコ エスタゴストーザ～エスゴザ～
長岡市坂之上町2-6-1 近藤ビル2F

パン食べ放題イタリアンレストラン ドルチェヴィータ
長岡市喜多町2983

中華料理店 やまか飯店
長岡市上除町甲3617-1

遊食居酒屋 なじらてい
長岡市殿町1-6-2 川上ビル

ドリンク1杯サービス
店舗共通クーポンチケット

有効期限／2020.12.31まで

1

2

3

4

5

４種類のデザインからお選びいただけます。
１点からでもプライベート用としてお買い上げいただけますし、

名入れも可能ですので年末年始のご挨拶用としてもご利用いただけます。

〒940-2106 長岡市古正寺3-31
TEL.0258-84-7799

コルガ合同会社

１個  ¥350（税込）１個  ¥350（税込）

W55×H91mmの名刺と同じサイズです。ケース付きでケースの自立が可能です。
※２０２１年１月～２０２１年１２月までのカレンダーとなります。 

デスクの邪魔にならない
　　　シンプルで見やすいミニカレンダー

NEW

お問い合わせ・ご注文は

A B C D



企業様のお悩み解決!!

上記の全てが、月1万円で出来ます！

〒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

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。

弊社は掲載募集の営業で伺うことはありませんので、ぜひご興味ある店舗様、お問い合わせください

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

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！！

ツクツクのサービスで全てが叶います

ホームページが
PC版、スマホ版自社で簡単に
写真文字入れができます

カート機能他
各種クレジット、代引き
銀行振込などに対応会員募集

（メルマガ5万通）

顧客データ
解析・管理

オンライン
クーポン オンライン

通販グルメ、ビューティー
ページ

無在庫販売
（卸メーカー商品）

ウェブチケット
（サービスチケットで販売）

その他いろいろ

ツクツクおすそわけ
マーケットを利用する
わたしの使い方

ツクツクサイト内で
お買い物またはサービスが受けられます

1,949円分の
全額ポイント決済してもその商品についているポイントが付きます

パスタセット
チケット
1,590円

和牛焼肉セット
チケット
1,100円

100pt 33pt

腕
ワックス脱毛
9,000円

コラーゲンマシーン
（1ヶ月入り放題）
10,000円

297pt 500pt

にいがた和牛
サーロインステーキ
11,700円を57％OFF

5,093円

食べれる福袋
15,000円を
10,000円

165pt 324pt

整体施述
4,000円

1ヶ月フル施述
クイック施述受け放題

10,000円

200pt 330pt
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全店舗共通ポイント

貯まったわ♪
今月は 合計1,949pt

①氏名 ②連絡先 ③お問い合わせ内容
info.coruga@ozzio.jp　0258-84-7799

メールアドレスは
スマホで読み取り

メールまたはお電話ですべてのお問い合わせ


