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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。

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.0258-84-7799
E-mail : info@coruga.net

これからの時代に、必要不可欠な
お金のスキルを気軽に学べる
〔マネーサロン〕！！

美容室に行く感覚でお気軽に
まずはお問い合わせ下さい。

お問合わせ / TEL.080-1287-4597

「お金のスキル」
身に付けませんか？

モノと向き合いながらご自身の中にある

宝物を一緒に見つけていきませんか？

こんまりメソッドによる片づけを最後まで終え、

小学校教師15年の安定したキャリアを手放し、

他人軸から自分軸にシフトチェンジした方法をお伝えします！

受講後は、片づけだけでなく、人生について考えたくなる、

みっちーの「こんまりメソッドワークショップ」

あなたも、是非体験して下さい

「片づけは宝探し」
こんまりメソッドワークショップ 日時 各日とも10時～12時半 

その後ランチ

3/3(水）、24(水）

場所 割烹柳屋
新潟県見附市今町1丁目1-8

料金 ¥ 6,000
（割烹柳屋ランチ付き）

コルガ合同会社　〒940-2106 長岡市古正寺3丁目31番地
TEL ： 0258-84-7799　E-mail ： info@coruga.net【 お問い合わせ 】　

こんまり流後片づけコンサルタント
篠原　美智子 さん

長岡市西津町3801-6 むてんかかふぇあいすた内２F
TEL.080-3718-8008

冷え性対策に！県内ではなかな
か受けられない、パーソナルスト
レッチですっきりポカポカに♪

営業時間／10：00～18：00 
定 休 日／不定休（前日までに予約）　

リンパボディケア
Grand・jete-グランジュテ

メルマガ登録で、
組み合わせ自由‼

60分以上の施術1000円OFF

メルマガ登録

長岡市西津町3801-6 むてんかかふぇあいすた内2F
TEL.080-1060-8132

ふみほぐしとよもぎ蒸しで　
冷え改善のお手伝いをさせて
頂きます。

営業時間／10：00～16：00 
定 休 日／不定休　

冷え改善温活サロン
fuumuu(ふーむー)

メルマガ登録で
温活コース5,500（税込）→

3,300（税込）

メルマガ登録

一軒家かふぇで、新型コロナ対策もしっかりしております
ので、お子様連れでも気兼ねなくお食事して頂けます。
かふぇ２Fにはリラクゼーションを併設しております。

お得なランチを取り揃えております！
ハンバーグセット￥420（税込）
週替りランチ￥400～

長岡市西津町3801－6
TEL.090-8096-3635
営業時間／金曜日10：00～16：00、
　　　　　土曜日8：30～16：00 
定 休 日／日曜～木曜　

むてんかかふぇ あいすた お得な情報

日ごろから飲食店、旅館などを中心に食品を卸すため、野
菜、果物の種類は特に豊富に取りそろえております。外出
せずにネットで注文、自宅まで無料配送いたします。

お得な情報
お任せ野菜果物セット
3000円（税抜）【送料無料】

長岡市呉服町1丁目3－21
TEL.0258-34-6551
ウェブ注文のみ　

（株）日本食品
　　チェーンサービス

お得な情報

創業230年、伝統にとらわれず新しい味の追及を行い、心
をこめた旬の味をご提供いたします。完全個室のお部屋
で、ご家族のお祝いや会食にお使いください。

独自にブレンドした、
鮭の味噌漬けをはじめ、贈答用の
商品も取りそろえております！！

見附市今町1丁目1番8号
TEL.0258-66-3166
営業時間／12：00～22：00（LO.21：00） 
定 休 日／月、第2・4水曜
そ の 他／駐車場有（普通車12台、バス1台）

割烹 柳屋 お得な情報

越後長野温泉　嵐渓荘

日本屈指の濃厚な「強食塩冷鉱泉」と
一緒に渓谷美と川のせせらぎを日帰り
でもお楽しみ頂けます。

三条市長野1450　  TEL.0256-47-2211

ホームページはこちら▶

定休日／無休　駐車場／50台
https://www.rankei.com/

日帰り入浴料金
●大人（貸フェイスタオル付）
●2歳～中学生以下
　（貸フェイスタオル付）
●貸バスタオル
●貸浴衣
※大浴場は11：00～15：00、山の湯は
　11：00～12：00又は13：00～15：30利用可

¥1,000

¥700
¥170
¥440

越後長野温泉　嵐渓荘　特別割引クーポン
11：00～14：30の間にご入館の方

日帰り入浴大人
¥1,000→¥750
※入館時提示　※1回1枚限り、2名まで可
※他割引、クーポンとの併用不可

ちょっと贅沢に
美味しいランチが楽しめる!!

ツクツク限定 お得な
チケット

此の花弁当

1,200円（税込）あり
ます！

ヘアサロン キュービック

おうち時間におすすめ!
キッズ前髪カット術!!

長岡駅

至大手大橋

アオーレ長岡

長岡郵便局

平潟神社

此の花
キュービックビオリーブ

わがんせ

大
手
通
り

長岡市表町1-9-22　TEL.0258-32-1030
営業時間／昼（火～金）11：45～14：00（LO.13：15）、夜17：30～22：00（LO.21：00） 
定 休 日／不定休※日、月の夜は、ご予約のみ。詳しくはお問い合わせ下さい。　

日本料理 此の花

季節の食材をふんだんに使い、普段より
少し贅沢なランチを楽しむことができます。

長岡市坂之上町3-1-9エクスコート今井2F　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　

いくつかのコツを押さえれば、サロンのよう
な前髪カットが自宅でできます！

此の花

長岡市柏町2-3-22 1F　TEL.0258-86-7522
営業時間／10：00～17：00 　定 休 日／日、祝日　

詳しくは
コルガ
ブログで！

お店のイチオシ商品「フィッシュベジ」。
土を使わずに育てるアクアポニックスとい
う水耕栽培で、無農薬、無化学肥料、さらに

お魚と一緒に育ったお野
菜なんです。
レタスの苗はご自宅で栽培
ができます！

オーガニックショップ Biolive（ビオリーブ）

オーガニック食品で
体にやさしく地球にやさしく!!

おすすめ商品「フィッシュベジ」

長岡市城内町1-611-1 駅ビルCOCOLO長岡1階　TEL.0258-32-0123
営業時間／10：00～19：30 　定 休 日／なし　

おすすめ商品「タペストリー」

和雑貨の店 わがんせ

日本の季節を笑顔で
楽しもう!!
3月のひなまつりに向けて場所を取らない
タペストリーのひなかざりが大人気!!
季節ごとに手軽にお部屋の雰囲気を変え

られます。
タペストリーとは…風景・
人物などの絵模様を織り
出した繊維の壁掛けです。

中越エリア
ぶらり

女子さんぽ

長岡駅周辺MAP
第1弾

此の花

ビオリーブ わがんせ

キュービック

コルプレ女子２人が街を
ぶらり散歩してみました！

２人は素敵なお店にたくさん出会えるかな？

季節の特製弁当 3,780円（税込）



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.net　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

全てQRコードでお取り寄せ可能！！

コルプ
レ企画

⑤マイページをクリック ⑥フレンド招待を
　クリック

⑥上記いずれかの方法を選んでお友だちを招待！

④ユーザー登録を
　完了する

①QRコードを読み取る ②メールで登録 ③届いたメールから、
　本登録URLをクリック

皆さんともっと
つながりたい！！

フレンド招待の手順

バレンタインデーホワイトデーにぴったり!

感謝の気持ちを贈ってみませんか？
こんな時だからこそ！！　私からあなたへ！

スイーツ特集!!
新潟県だけで

はなく

全国のおすす
め

ギフト満載！！

ティラミス
プレミアム
ロールケーキ
新潟県燕市
スイーツ菓子工房
RIM（リム）

口の中に広がる珈琲と
チーズの組み合わせは

最高です！！

コルプレスタッフより

生キャラメル
ショコラ
6個入り
新潟県阿賀野市
お菓子の龍宝堂

ほんのびまんじゅう
6個パック

新潟県柏崎市
大和屋菓子舗

職人の手で1つ1つ手作り！！
もっちもちの皮が
やみつきになります！

コルプレスタッフより

琉球団子
3種類各5本
計15本入り
沖縄県
琉球ドルチェテラス

濃厚
チーズケーキ
兵庫県
お菓子屋豆畑食べ応えがあるので

相手のハートを
わしずかみ！

コルプレスタッフより

グルテンフリー
ローズマリーとレモンの
米粉クッキー缶
東京都
身体に優しい
グルテンフリーの
おやつ ままがし

小麦粉、卵、乳製品
不使用の優しい味わいで
美味しいクッキーです！

コルプレスタッフより

生キャラメルの甘さと
生チョコのほろ苦さが
最強のタッグ！

コルプレスタッフより

みたらし、
シークワーサー、
紅芋の３種類。
冷やして食べる
新感覚スイーツ
です！

コルプレスタッフより

お友だちと一緒に登録しませんか？
今ならフレンド紹介キャンペーンやってます！

招待用URL

SNSシェア

QRコード
自身のアドレスがQRに
なったものを表示して、そ
の場でお友達に登録して
もらえます。

Facebook、Twitterで友
達募集の広告を投稿した
り、LINEで招待します。

自分専用のURLをお友達
に教えて、登録してもらい
ます。

まずはご自身が
会員登録！!

　　　　みんなが得する
ショッピング＆ウェブチケット＆グルメ＆
ビューティーの総合マーケットプレイスです

とは？


