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コルプレ!!は、おすそわけマーケットプレイス“ツクツク！”サイトと連動して、
お客様がもっと楽しいお買い物ができるように応援する月１回発行の情報誌です。 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

×

長岡市福住3-6-18 3F　TEL.090-3211-1923

アンダーヘアの身だしなみと
好評のジェルネイルのセットが
コルプレ見たよ!で更にお得!!

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

ブラジリアンWax脱毛＆ネイル
C.darling

ブラジリアンWax＆ネイル
セットで11,000円（税込）
500ポイント付与!

ウェブチケット購入

モリンガってなに?　私達に不足しがちなビタミン・ミネラ
ルをはじめ、ポリフェノールやGABAなど90種類以上の
栄養素を含有するスーパーフードです。

メルマガ登録で
今再注目のスーパーフード【モリンガ】
スティックパウダープレゼント!

ウェブサイトのみ
TEL.025-775-7181

ナチュラル＆オーガニック
スーパーフード専門店
双六問屋

メルマガ登録

長岡市沢田1丁目1-44
TEL.0258-89-7007（施術中は留守電です）

小さいお子様の施術には、主
に刺入しない針を用いるので、
安心して受けられます。

営業時間／9：00～17：00（予約制）
定 休 日／月・水

鍼灸（はりきゅう）
やまだまさき

クーポン登録で
桃～端午の節句【期間限定】
小児はり（0～3歳）100円

クーポン登録

菱屋豆腐店の井崎です。私どもは、厳選した大豆と魚沼の
雪解け水を使用しました豆腐、揚げ、ゆばを製造していま
す。是非ともご賞味下さい。

お得な情報
ご来店して頂いた方全員に
おからを差し上げます。

魚沼市堀之内3359
TEL.025-794-2104
営業時間／8：00～18：00
定 休 日／木・日　

菱屋豆腐店
お得な情報

締め付けないカップ付きインナーと、お肌に優しい肌着、
きれいめエレガンスファッションのお店です。ナチュラル、
カジュアル系ノンエイジアイテムもおすすめです。

メルマガ登録で
10％OFFクーポン
プレゼント！

柏崎市西本町1-9-20 TEL.0257-22-3211
営業時間／10：30～19：00
　　　　　金曜日のみ10：30～20：00 
定 休 日／第2・3火　

お肌に優しいインナーと
レディースファッションのお店
エレガンスミュージアム

メルマガ登録

親子で学ぶお金の教室、シリーズ第一弾。
ゲーム感覚で楽しく正しいお金の知識をつける、
親子セミナーです。

ウェブチケット購入で
特典1.料亭の特別スイーツプレゼント

特典2.小冊子プレゼント

https://tsuku2.jp/sonrisa-academy
ウェブショップのみ

Life Academy
SONRISA

ウェブチケット購入

湯煎または、レンジでの加熱で手軽に、もつ煮込みが楽し
めます。鍋に移して野菜や豆腐などと煮込むと、より一層
おいしく召し上がれます。

お得な情報
かぐら南蛮、行者にんにく

各種200g 650円（税込）※現地払いのみ

新潟県長岡市古正寺3-31
TEL.0258-84-7799
webショップのみ
HP／www.coruga.net

コルプレ!!応援商品
お得な情報

御社の商品宣伝
させてください!!

コルプレ配布地域５万世帯に
宣伝したい自社商品をお持ちの

事業者様大募集!!
宣伝コーナー設けます。
※掲載費は不要です!!

詳しいお問い合わせ

長岡市草生津1-2-28 ドルミーリバーサイド

LINE@QRコードを読み込み、住所、お名前、連絡先を
記載して下さい。後日、こちらからご連絡致します。

コルプレ!! ツクツク

コルプレ!!
Instagram

コルプレ!!
Facebook

コルプレ!! ブログ

み ん な つ な が る

掲載店、お店情報＆
制作部おすすめショップ

情報満載!!

レンタルスペース始めました

事業で場所を
お探しの方!!
ネイル施術で
エステ施術で

テーブルミーティングで
ご希望の日程でお貸しします！

（1時間～OK!）

城内通り

大
手
通
り

此の花

長岡市殿町1-6-2 川上ビル
TEL.0258-34-0655
営業時間／月～日・祝日・祝前日
　　　　　17：00～23：00（L.O22：30） 
定 休 日／日　

長岡市殿町1-2-6
TEL.0258-86-7772
営業時間／昼 11：30～14：00
　　　　　夜 17：00～23：00 
定 休 日／日 ※状況により営業時間短縮する
　　　　　　　　 場合もございます。　

香ばしい炙りチャーシュー
が堪らない！
テイクアウトOKな、
おすすめメニュー！

長岡市台町2-10-13
TEL.0258-39-3190
営業時間／昼 12：00～15：00
　　　　　夜 17：00～22：00
定 休 日／不定休

コルプレ女子２人が街をぶらり散歩してみました！

迎賓會館 紡希

GooTh Table

長岡駅

アオーレ長岡●

遊食居酒屋
なじらてい

越後の風

ホテル●
ニューオータニ　

お得な
メルマガ登録は
こちらから

お得な
メルマガ登録は
こちらから

遊食居酒屋 なじらてい

新潟酒飯 越後の風

メルマガ登録 限定特典

メルマガ登録 限定特典

①ランチ営業時
　ビーフカレー500円→100円
②夜営業時
　晩酌セット1,500円→500円
　（刺身+ネギモツ+2ドリンク）
③ランチ海鮮丼800円→300円
※上記いずれか一つになります。

ソフトドリンクサービス

深雪もち豚の炙りチャーシュー丼

長岡市殿町1丁目6-3 小幡ビル2階
TEL.0258-89-8008
営業時間／17：00～24：00
定 休 日／火

料理・空間にこだわった
お店。美味しいお肉とシャ
ンパンで長岡にいること
を忘れそう！女子会向き。
お得な
メルマガ登録は
こちらから GooTh Table

グーステーブル
メルマガ登録 限定特典
大人気の自家製

スイーツを1品サービス!

ランチ海鮮丼

全室個室で、ゆっくり食事
が楽しめる！趣のある館
内で、ちょっと贅沢な時間
が過ごせます！
お得な
メルマガ登録は
こちらから

メルマガ登録 限定特典
昼御膳（2,750円）＋1ドリンク付きで
3,000円（税込）

迎賓會館 紡希

居酒屋特集

第2弾

中越エリア
ぶらり女子さんぽ

長岡駅周辺
MAP



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

全てウェブチケットで支払い。共通ポイントが貯まる！

コルプ
レから

の贈り物
♪

コルプ
レから

の贈り物
♪

皆さんともっと
つながりたい！！

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!!

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。

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

例えば・・・

詳しくはコチラ

眉メイクって
いちばん難しい...

チケット購入QR

チケット購入QR

場所／ドルチェヴィータ レストラン
日時／4月3日（土）・ 4月15日（木）
　　　各日 14：00～15：30
定員／各日  ５名まで

場所／割烹柳屋
日時／4月7日（水）
　　　14：00～16：00
定員／10名

今さら聞けない
Instagramの使い方と
活用方法

場所／ドルチェヴィータ レストラン
日時／3月18日（木）・ 3月25日（木）
　　　各日 14：15～15：15
定員／各日 3名まで

美

動

学

全て￥
1,80

0で

体験
でき
る

荒木 香織 氏

中森 加純 氏

講師ご紹介 開運メイクが
大好評です！

メイクで！笑顔で！

皆さんを癒します！

なるほどねー

堂 と々見せられる眉毛になる
ためのポイントをお伝えします！

冷えた身体を温めよう！
体内温度が１度上がると、基礎代謝
免疫もアップ！ラジオ波温熱を体験しよう。

◯◯◯を変えるだけで
フォロワーが増える方法

勉強になるわ

穂苅 奈菜美 氏

講師ご紹介

みずおち ゆき 氏

講師ご紹介

みなさん一緒に
美BODYを
目指しましょう！

お友達同
士

の参加も

OK! 少人数で

しっかり
学べる！

Instagramアドバイザー
が教える、

使い方・見せ方をご紹
介します！


