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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。

当店はつけ麺を中心に、その他多彩なメニューを取り揃え
ております。今後も更にツクツクメルマガ会員を中心とした
サービスを実施致しますのでご来店お待ちしております！

メルマガクーポンで
トッピング１点無料サービス

チャーシュー1枚、麺大盛、麺特盛、ネギ増し、味玉1個

長岡市喜多町1112-1
TEL.0258-94-4517
営業時間／11:00～14:30
　　　　　17:00～20:00 
定 休 日／無休　

麺香房ぶしや メルマガ登録

「四季の暮らしに和顔（笑顔）を」をコンセプトに全国から集めた和
雑貨のお店です。風呂敷や陶器、縁起物や四季の歳時記を彩る置物
やインテリア、素材にこだわったファッションアイテムも揃います。

メルマガ登録で
500円割引券プレゼント！
※1100円以上のお買物時にご利用いただけます。

SALE品不可、他サービスとの併用不可

長岡市千秋2-278
TEL.0258-86-7355
営業時間／10：00～20：00
　　　　　※予告なく変更する場合があります 
定 休 日／無休
そ の 他／COCOLO長岡店でも同様のサービスが受けられます。

和雑貨の店 わがんせ メルマガ登録

お値打ちランチ1,100円～ご用意しております。風味豊か
な出汁を生かした一品料理をはじめ、様々な食材を用い
たコース料理などをご用意しております。

メルマガ登録で
次回ご利用頂ける、500円チケットをプレゼント！
ランチは、さらにデザートサービス！

長岡市表町1-9-22 TEL.0258-32-1030
営業時間／昼 平日火曜日～金曜日
　　　　　　 11:45～14:00（L.O.13:15）
　　　　　夜 17:30～21:30（L.O.21:00） 
定 休 日／不定休
（日・月は、ご予約のみ承ります。お問い合わせ下さい）　

日本料理 此の花 メルマガ登録

おかげさまで6周年を迎えました。寒い季節にはラーメン
がさらに美味しい♪お友達等にちょっとしたプレゼントと
してチケットを送ることもできます。

ウェブチケット購入で
KAZUパス「しょうゆとんこつ+味付玉子」

一杯分チケット

長岡市三ツ郷屋町89-1
TEL.0258-86-8831
営業時間／10:00～15:30（LO15:15）
　　　　　17:00～21:00（LO20:45）
定 休 日／水曜日（祝日の場合翌日定休）　

博多拉麺KAZU ウェブチケット購入

『ひなた』のオフィシャルGOODS、CD、チケット、自社工
場でつくるメイドイン長岡のマスクやエコバッグなど販売
します。

メルマガ登録で
『ひなた』制作のショップの
情報を配信いたします！

新潟県長岡市袋町２－１０８４ 
その他／murata.t@marukyu-uniform.com

『ひなた』の音楽とGOODSの店
09LABO
(株)丸久ユニフォーム

メルマガ登録

最高級とび魚だしの美味しい佐渡情話・とび魚ぽん酢や、
新潟県産大豆・小麦使用の郷土の実りなど、当社自慢の
商品のおすすめスペシャルセットです！

メルマガ登録で
ツクツク!!スペシャルギフトセット
　2,700円税込【送料込み!!】

長岡市新産2-11-11
TEL. 0258-46-5155
営業時間／8:15～17:15
定 休 日／土日　

良寛しょうゆ
株式会社 ホクショク

メルマガ登録



雪や雨の多い季節は、靴のお手入れが必須です！
お手入れ方法についてはぜひ当店にお任せ下さい。
また、只今秋冬アイテムのSALEも実施しております！

基本のシューケアコース 990円(税込)
高ポイント還元【現地払い・現金のみ】

長岡市古正寺町56
TEL.0258-29-4192
営業時間／10:00～19:00
定 休 日／水曜日(イベント時は営業)　

リーガルシューズ
長岡店

ウェブチケット購入

長岡市古正寺3丁目302
TEL.0258-86-6591

新築・リフォームについては、お気軽
に無料相談会にてご相談ください！
通販で雑貨等の販売もしております。

営業時間／9:00～18:00 
定 休 日／水曜日　

株式会社オシア
長岡スタジオ

お金と間取りの相談会も
随時開催しております。

お得な情報

新潟市中央区上所中3-11-2-B103
TEL.080-1155-8787

日本製の上質なガーゼアイテム
を豊富に取り揃えております。全
国各地にギフト発送も承ります。

営業時間／ウェブショップのみ 
定 休 日／ウェブショップのみ
　　　　　　　　https://tsuku2.jp/CALINER
そ の 他／年末年始は発送作業のみお休み有　

CALINER(カリネ)

メルマガ登録で10名様に
ガーゼハンカチまたは
スタイをプレゼント！

メルマガ登録

コラーゲンマシーンの5大効果!①肌荒れ、たるみ、しみ知らずのアン
チエイジング効果②疲労感の軽減③睡眠不足・不眠症の改善④冷え
性＆むくみ解消⑤セルライトの分解など様々な面で実感できます。

ウェブチケット購入で
美容効果はもちろん、癒やし効果や疲労回復効果も
期待される【コラーゲンマシーン】1回体感チケット!

長岡市新保6丁目507-1
TEL.0258-77-7217
営業時間／10：00～18：00 
定 休 日／水曜　

トータルビューティーサロン
ENCHANT（アンシャンテ）

ウェブチケット購入

小千谷市城内4-11-22 2F
TEL.0258-84-7960

痛みの改善だけではなく、
ケガをしない身体づくりを
目指します!

営業時間／8：00～12：00
　　　　　15：00～19：00 
定 休 日／水、土曜午後、日、祝日　

エスポワール接骨院

接骨院ですが、パーソナル
トレーニングも大人気!

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

貴方のお悩みに真剣に向き合
います。根本改善!
お任せください。

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

毎日の正しいスキンケアで
なりたいお肌へ導きます!

お得な情報

長岡市小島谷1777
TEL.090-6452-1740

耳のツボを刺激することによ
り食欲が落ち着きます。耳つ
ぼダイエットもおすすめです。

営業時間／9:00～21:00 
定 休 日／不定休
問い合わせ専用LINE @073wqygi　

耳つぼダイエットサロン
sowseed

まずは初回無料
カウンセリングへ!

お得な情報

長岡市美園1丁目3-3
TEL.090-8317-1087

イタ気持ちいい足もみとアロ
マの香りに癒され、心も身体も
ゆったりお過ごし下さいませ。

営業時間／10:00～18:00 
定 休 日／日

足もみでココロとカラダの巡り調える
totonou

足もみ＋お肌や髪のこと
健康情報もご案内！

お得な情報

不動産取引業
新潟県知事（1）第5455号
不動産コンサルティング

Links・planning LLC
リンクス・プランニング合同会社

〒949-5407 長岡市神谷1544-1
E-mail：links.rial.e@gmail.com
TEL . 0258-89-6630　FAX . 0258-89-6625

モデルハウス
長岡市関原町
信越線長岡駅から徒歩98分
平屋建てオール電化

（
税
込
）2,880

■所在地：長岡市関原2丁目4254番地■土地：314.6㎡（95.16坪）■建
物：118.1㎡（35.72坪）■構造：木造平屋建■築年月：令和1年7月■間取：
3LDK■取引態様：専任

長岡市五反田町
関原小学校近く、閑静な住宅街

（
税
込
）1,480

■所在地：長岡市五反田町1072番地■土地：238.43㎡（72.12坪）■建物：
115.61㎡（34.97坪）■構造：木造２階建■築年月：2006年4月■間取：
3LDK■取引態様：専任

中古住宅

世界一わかりやすいお金の話シリーズ、第1弾。お金のし
くみ、将来のお金の不安をなくす、賢い人はやっている運
用方法など、わかりやすくお話します。

ウェブチケット購入で
スイーツプレゼント♪
無料個別相談付き♪

https://tsuku2.jp/sonrisa-academy
ウェブショップのみ
近日、気になるお金のセミナー開催予定！！

Life Academy
SONRISA

ウェブチケット購入



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！

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

配布物はご自宅に
お届け致します♪
ご安心ください！

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

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

ご希望のチケットのQRコードを
スマホで読み込んで
お得なウェブチケット情報をget!!

¥500～¥1,500で体験できる！！
自分磨き  から

全てオンラインウェブチケットで決済可能！！

ここで
しか買

えない

お得な
体験チ

ケット
！

コルプ
レ企画

足つぼ
足もみでココロとカラダの巡り調える
totonou（トトノウ）

足つぼ20分体験チケット

耳つぼ
耳つぼダイエットサロン Sow Seed

耳つぼ＆
ハンドマッサージ
体験チケット

エステ
エステルームViage（ヴィアージュ）

正しいスキンケア
体験チケット

フェイシャル
エスポワール接骨院

フェイシャルケア
チケット

グルメチケット、コンサートチケット、エステチケット、
宿泊チケットなどの各種サービスがweb上で
決済できるチケットです。

ドルチェヴィータ
レストラン

ブラジリアンワックス
シーダーリン

ウェブチケットとは…！？ウェブチケットの
使い方！

④新規様はツクツク
　登録

⑤メールアドレス入力 ⑥メールが届く ⑦本登録へ ⑧情報入力して
　登録完了！

①ウェブチケット
　内容表示

②カートに入れて購入 ③お客様ログインへ

皆さんともっと
つながりたい！！

2021年 今年1年の始まりは

例えば・・・

「コルプレ」
ウェブチケット

数量限定販
売！！

コルプレス
タッフより

オーナーは

すっぴん美人
！！

コルプレス
タッフより

20kg痩せた
方と

お会いしまし
た！！

コルプレス
タッフより

最新美容機
器で

アンチエイジ
ング

できる！

コルプレス
タッフより

美容知識も

教えてもらえ
るよ！




