
区分 詳細 店舗名 所在地 サービス内容

1 衣料品 小川屋洋品店 今町2-2-16
子育て応援カード持参の方に今町ホームスタンプ２倍進
呈(特価品を除く)

2 衣料品 染と織あさい 本町2-3-27 粗品贈呈

3 衣料品 タカコウ 新町1-8-25 スタンプ２倍、粗品進呈

4 衣料品 野志徳 今町1-8-27
お買上げ金額より５％引きorホームスタンプ３倍進呈
※いづれも特価品は除く

5 衣料品 ㈱丸正清水呉服店 今町1-5-26 商品購入の際、カード提示されたお客様に粗品進呈

6 お菓子 あわづや 本町2-3-4 粗品プレゼント

7 お菓子 (株)ガトーベニヤ 今町1-8-25 消費税８％サービス

8 お菓子
サーティワンアイスクリーム
見附店

上新田町725-1
(スーパーセンター
PLANT５内)

お買い上げ1,000円以上で５％OFF　＊他のクーポン券と
の併用はできません

9 お菓子 下関屋菓子店 本町3-1-61 誕生ケーキ5％引き(キャラクターほか各絵入り)

10 お菓子 谷信菓子店 新町１－７－７
会計時にいるお子様1名につきコーンアイス1ヶ30円引
き。ただし、お持ち帰り・キャップサービス無し、スプーンな
し。見附祭り期間・お盆休み期間は除く。

11 お菓子 田の口屋 新町3-2-20 お買い上げ金額に応じて、子育て応援プレゼント！

12 お菓子 泊屋菓子店 今町1-9-10 常時ホームスタンプシール２倍

13 お菓子 西洋和菓子　ドルチェ小川 南本町2-9-33

お買い上げ100円毎にダイヤシール３倍進呈
※ダイヤシールは平成29年5月31日までの発行となりま
す。平成29年6月1日よりみつけポイントカードが発行させ
ます。
平成29年6月1日よりお買い上げ100円毎にポイント3倍贈
呈

14 お菓子 望月菓子店 南本町2-2-8

1,000円以上購入の方、５％引き・ダイヤシール２倍・粗品
進呈(スナック菓子など)
※ダイヤシールの発行は平成29年5月31日までの発行と
なります。

15 靴
㈲ぬしせ靴店
   フットパークヌシセ

葛巻町1949-1(見附
ショッピングセンター内)

全品５％引き※現金でのお買上げに限らせていただきま
す。※特価品、値下げ品に一部ご利用できない商品もご
ざいます。※商品券、サービス券との併用はできません。

16 靴 ㈲ぬしせ新町店 新町1-8-21

ダイヤシール５倍サービス！学校指定品、特価品は除く
※ダイヤシールは平成29年5月31日までの発行となりま
す。平成29年6月1日よりみつけポイントカードが発行させ
ます。
平成29年6月1日よりポイント５倍サービス！学校指定
品、特価品は除く

17 靴 Parade(パレード)見附店 上新田町696-1
合計税込金額より　５％ｏｆｆ
※一部対象外あり
※他の割引、クーポン、特別券などのと併用不可

18 酒屋 二見屋酒店 今町2-5-7 ホームスタンプ２倍

19 酒屋 水富屋酒店 本町2-3-26 お買上げ分の「めだかポイント」2倍サービス

20 酒屋 ㈱港屋酒店 新町1-11-47 お買上げ１,０００円ごとに１００円サービス券進呈

1 / 6 ページ
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21 酒屋 やまさく商店 嶺崎1-9-66 粗品進呈（そうめん・うどん・そばの乾麺類）いたします。

22 酒屋 ㈱吉長商店 新町1-2-10 粗品進呈(缶ジュース)

23 酒屋 (有)吉乃川酒店 新町1-2-2 当店の商品10％割引します。但し、特価品は除く。

24
自転車・
バイク

㈲石黒輪業　昭和町店 昭和町2-9-20
親と子、双方に関わる車輌の格安での販売。又、それ等
の修理自体の割引。特典etc。(当店、他店で購入した全
ての品物、車輌全般)

25
自転車・
バイク

小出輪業 南本町1-1-19 自転車の修理時の部品代金１０％割引き

26
自転車・
バイク

多田自転車店 本町3-12-34 子供車、幼時車修理５％引き

27 自動車
ホンダカーズ長岡東 ㈲久
住商会

新幸町4－3
エンジンオイル交換を３０％割引
自動車保険、生命保険等の無料証券診断いたします
チャイルドシート短期無料貸出（期間はお問合せ下さい）

28 食料品 諏訪乳業㈱ 葛巻町746
ご来店の方・宅配の方、スワヨーグルト、スワプリン、スワ
ミルクヨーカン、スワバニラアイスクリーム　販売価格から
5％引き

29 食料品 海産物　ねだち 今町1-4-2 今町ホームスタンプを全品に３倍サービス

30 食料品 米善醤油味噌製造(資) 今町1-12-21 今町ホームスタンプを全品に3倍サービス

31 書店 ㈲上野屋書店 本町2-3-1

非課税商品・特価商品・特別商品は対象外です。
図書券、商品券等のお買い上げ御使用は除外させてもら
います。
・文房具類　　５％引き　レジにて店員とジャンケンに勝つ
と１０％引きに変わる(ダイヤシールも付きます。)
・書籍、雑誌　スタンプサービス
※ダイヤシールは平成29年5月31日までの発行となりま
す。平成29年6月1日よりみつけポイントカードが発行させ
ます。
非課税商品・特価商品・特別商品は対象外です。
図書券、商品券等のお買い上げ御使用は除外させてもら
います。
・文房具類　　５％引き　レジにて店員とジャンケンに勝つ
と１０％引きに変わる(ポイントも付きます。)
・書籍、雑誌　ポイントサービス

32 書店 押野見書店 今町1-9-19 当店スタンプカードに、お買上げ分の2倍スタンプ捺印

33 出版 はっぴーママ新潟
新潟市中央区新光町10
－3－7F

本誌の表紙こどもモデルオーディション（撮影会）に30%割
引で参加できます。

34 スーパー ㈱ウオロク見附店 葛巻町1655

　日、祝日に子育て応援カードをレジ会計に提示していた
だくと一部商品を除き5％割引　※除外商品…酒、たば
こ、指定ごみ袋、本、雑誌、商品券、各種ギフト券、宅配
料金、工賃、修理代等及びテナントは除く

35 スーパー スーパー　マルイ　国道店 今町5-34-20　　　　　　　

36 スーパー スーパー　マルイ　見附店 新町2-5-13　　　　　　

37 スーパー 原信　見附店 新町1-14-20
子育て応援カードをレジで提示頂きますと、土日祭日に限
り５％割引いたします。　※たばこ、酒類、各種商品券等
一部商品を除きます。

38 電機 ㈱高橋電機商会 今町1-5-24 家電品の５％引き　(特価品及びパソコンは除きます)

お買上げ1,000円ごと（税込）にマルイグリーンカードポイ
ント30ポイント券プレゼント！ポイント券発行対象日：日
曜・祝日　但し、一部商品を除く（自動販売機商品・イベン
ト販売商品・商品券・ビール券・宅急便料金・切手・印紙・
粗大ごみ処理券・タバコ・雑誌・市指定ゴミ袋）
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区分 詳細 店舗名 所在地 サービス内容

39
時計、メ
ガネ、宝
飾

小笠原時計店 本町2-1-11

見附ダイヤシール イベント時は２～3倍進呈
※ダイヤシールは平成29年5月31日までの発行となりま
す。平成29年6月1日よりポイントサービスに移行します。
平成29年6月1日よりポイント５倍サービス！学校指定
品、特価品は除く

40
時計、メ
ガネ、宝
石

玉木宝石時計店 本町3-3-13 メガネ30％引・時計、宝石など20%引(補聴器は除く)

41 日用品 カバン・化粧品　アサト 本町2-1-5
化粧品　５％引き（一部除外品有り）
カバン・雑貨　５％引き（学童衣料・学校指定カバン・割引
品は除く）

42 日用品 瀬戸嘉商店 今町1-8-26 カード提示に限り１０％OFF

43 日用品 武石奥次郎商店 本町3-2-6
お買い上げ金額に応じて、ポケットティッシュ、ティッシュ
ボックス、軍手、使い捨てカイロ、スリッパなどの粗品をプ
レゼントします

44 日用品 リビングアーチ原山 本町2-1-10

ダイヤシール３倍　※但し赤札商品、酒類、修理品、市指
定ごみ袋は除く
※ダイヤシールは平成29年5月31日までの発行となりま
す。平成29年6月1日よりみつけポイントカードが発行させ
ます。
6月より、ポイント３倍　※但し赤札商品、酒類、修理品、
市指定ごみ袋は除く

45 文房具 文具・事務用品のイマニ 新町1-1-3 商品５％引きサービス

46 文房具 堀文具店 今町1-16-9 店内商品２０％OFF(一部除く)

47
見附の特
産品

みらい市場 学校町1-16-15
ネーブルみつけ内子育て支援センターの毎月1回開催さ
れる「誕生日会」のイベントを応援しています。

48 薬 扇長薬局 今町１－１４－３３
スタンプ２倍サービス！（今町ホームスタンプ 又は おひさ
まスタンプ）

49 薬 みどり調剤薬局
見附市昭和町２－９－
１

おひさまスタンプ２倍サービス！

50 食事 食事処　海老名 柳橋町273
お子様に季節のデザートサービス（他のサービスとの併
用不可）

51 食事 ㈲太田家 新町1-8-4 お子様１名につきソフトドリンク１本サービス

52 食事 お食事処　ニュー小や松 学校町1-11-57 お子様にはアイスクリーム１品サービス（夜の営業のみ）

53 食事 割烹　小や松 今町1-16-31 お子様には菓子、飴など用意してあります

54 食事 ㈲グランドール四季亭 新町2-7-10
お子様にアイスリ－ムもしくはオレンジジュースをサービ
ス

55 食事
ザ・ガーデンプレイス　小林
樓

今町2-4-38 お子様に季節のデザートサービス

56 食事 紅竜飯店 新町2-1-2 お子様1名につき餃子1人前サービス

57 食事 ㈲栄亭 新町1-11-9
店頭(鮮魚・惣菜)販売、仕出し１０％引き
会席料理のお客様にはデザートサービス

3 / 6 ページ



区分 詳細 店舗名 所在地 サービス内容

58 食事
洋食レストラン
    Chez　NoA(シェ ノア)

新町1-17-10
お子様に手作りアイスクリーム、手作りシャーベット、もし
くはオレンジジュースをサービス
（ただし、他のサービス券との併用はできません）

59 食事
中国料理レストラン　上海
亭

本町1-5-21
小学生以下おもちゃ進呈　応援カードで飲食利用の方１
０％引き

60 食事 聴風庵 石地町甲498-1 お子様1名につき大正もちよもぎ大福1個サービス

61 食事 椿食堂 学校町1-6-35 麺類１００円引き

62 食事 回転寿司　ひまわり見附店 学校町1-129-1 １,０００円以上ご飲食の方に１０５円皿を１枚サービス

63 食事 ㈲割烹　柳屋 今町1-1-８ 季節のデザートサービス

64 食事 山口屋 本町4-5-59 お子様の食事代のみ100円引き

65 食事 割烹 米ひろ 新町1-17-28 店主のおまかせサービス

66
クリーニ
ング

五十嵐クリ－ニング店 新町1-6-3 クリーニング料金１０％割引き

67
クリーニ
ング

クリーニングの紺栄 今町2-3-3 粗品進呈（サランラップ1本）します

68
クリーニ
ング

ニューワタナベ
                 ウオロク見附
店

葛巻町1655

69
クリーニ
ング

ニューワタナベ　原信見附
店

新町1-14-20

70
クリーニ
ング

㈲ファッションクリーニング
長谷桂 嶺崎店

嶺崎1-9-58
クリーニング料金５％割引き
（ただし、一部特殊品及びセール期間中は利用できませ
ん。また嶺崎店のみのサービスとなります）

71
クリーニ
ング

山岸クリーニング店 本町3-1-22

１８才未満のお子様が、お手伝いやお使いでお持込の時
は半額。（要応援カード提示）お持込の方、クリーニング
料金１０％割引き（ただし一部特殊品・サービス期間は除
きます）

72
クリーニ
ング

ロイヤルクリーニング㈲み
ながわ

今町3-2-32

お持込の方、一般クリ－ニング全品５％OFF　(注：ジュウ
タン、皮革、和服など特殊品や、各種加工代は除く)
会員様は会員価格から更に５％OFF　させていただきま
す

73
クリーニ
ング

㈱ワゴードライ　中越支店 今町7-2-19

74
クリーニ
ング

㈱ワゴードライ　今町５営業
所

今町5-34-20
(スーパーマルイ国道
店内)

75 美容 美容室　アクイール 上新田町439-13
子供～高校生まで料金５％ＯＦＦ
　※他券との併用はできません

76 美容 井カラシ美容室 新町1-10-16
子供～高校生まで料金５％ＯＦＦ
　※他券との併用はできません

77 エステ
池田屋美容院エステルー
ム

本町2-2-23
常時ポイント２倍(スタンプ30個、50個貯まると計2,000円
のキャシュバック。有効期限なし　※他の割引サービスと
の併用はできません)

78 美容 池田屋美容院 本町2-2-23
常時ポイント２倍(スタンプ30個、50個貯まると計2,000円
のキャシュバック。有効期限なし　※他の割引サービスと
の併用はできません)

クリーニング料金、定価の20％引き（ワイシャツ、一部特
殊品は除きます。他の割引券との併用はできません。）

全商品サービス価格より更に５％OFF　(ただし、他の割
引サービスとの併用はできません)
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79 美容 美容室　ＯＫＡ 今町1-13-14
カット・パーマ・ヘヤーカラー１０％OFF
　※サービス価格を除きます

80 美容 シンフォニーイケダヤ 葛巻1-8-11
常時ポイント２倍(スタンプ30個、50個貯まると計2,000円
のキャシュバック。有効期限なし　※他の割引サービスと
の併用はできません)

81 エステ Salon Ｋi・Ｒa・Ｒi 上新田521-38-2Ｆ 施術料10％off!!(他のクーポンとの併用不可）

82 美容 髪salon bobu 本町2－14－7
カードの提示でカット料金500円off（18歳高校生まで）
他のサービスと併用はできません。

83 理容 理容　あさの 今町1-16-10

乳幼児は３００円割引き
幼児（幼稚園・保育園）は２００円割引きと１００円のお菓
子
子ども（小学生）は３００円のおだちん

84 理容 オコノギ理容室 学校町1-5-25 小学生まで、おだちん３００円

85 理容 ヘアーサロン　カリヤ 昭和町2-8-18 小学生まで、おだちん５００円

86 理容 クリヤマ理容所 新町2-2-9 幼児から小学校６年生まで料金300円割引

87 理容 ヘアーサロン　タカハシ 新町2-3-9 子供料金の１０％引き

88 理容 武田理容店 新町2-1-9 子供料金の１０％引き

89 理容 理容　ナカジマ 今町1-5-32 子供料金（小学校６年生まで）　１０％引き致します。

90 写真 おおの写真館 新町1-7-2 スタジオ写真撮影5％引、デジタル証明写真5％引

91 写真 ナルミカメラ店 新町1-1-5
デジタルプリント５％引き
各種ダビング５％引き
お子様の写真キーホルダーを525円で作成します。

92 写真 もちづきスタジオ 学校町1-16-5
スタジオ写真撮影１０％引き
　※他の割引サービスとの併用はできません
赤ちゃん撮影の方に写真入り携帯ストラッププレゼント

93
ガソリン
スタンド

宇佐美 8号中之島・見附イン
ター給油所

上新田町221-1
来店時、給油前にスタッフへカードを提示にてガソリン優
待価格にて提供（他のガソリン企画との併用はできませ
ん）

94
ガソリン
スタンド

黒坂屋㈱市役所通りサー
ビスステーション

昭和町2-6-26
自動車の安全点検サービス。修理、補充商品10％割引
致します

95 タクシー ㈱みつけタクシー 学校町1-8-50 現金でお支払いの方に当社ポイントシールを2倍。

96 金融 三條信用組合　今町支店 今町5-34-8

【融資】　目的ローン、リフォームローン、リフォームロー
ン・、しんくみマイカーローン、奨学ローン、フリーローンの
レートを△０．３％優遇いたします。
【預金】　スーパー定期（１年もの）の預金店頭レートに＋
０．１％優遇いたします。※ただし、一世帯３００万円まで・
１年間限りとさせていただきます。

97 映画館 イオンシネマ県央 燕市井土巻3-148
通常窓口料金より、大人・高校生\２００割引　中学生以
下￥１００割引 （他の割引との併用はできません）

98 映画館 イオンシネマ新潟西
新潟市西区小新南2-
1-10

通常窓口料金より、大人・大高生\２００割引　中学生以
下￥１００割引 （他の割引との併用はできません）
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区分 詳細 店舗名 所在地 サービス内容

99 住宅 ㈲大久保工務店 新町2-1-32

・住宅関連工事及び住設商品を通常見積より５％引き
・住宅修繕・リフォーム・新築等見積及び不動産無料相談
・子供室リフォームは、家具調度品等さらに特値にてサー
ビス

100 造園 ㈲佐甚組 福島町641 造園工事５％引き、植木・その他商品５％引き

101 住宅 富川建設㈱　本社 杉沢町3532
・子供室のリフォーム工事には通常見積の５％値引き
・住宅リフォーム・新築等の無料相談

102 住宅
富川建設㈱　デザインプラ
ザ

新町2-6-38
・子供室のリフォーム工事には通常見積の５％値引き
・住宅リフォーム・新築等の無料相談
・見積依頼でご来場の際、お子様に粗品プレゼント

103 住宅 長谷川表具店 南本町3-11-8
クロス、襖、障子の張り替え、10％割引・カーテン、ブライ
ンド20％割引・各種商品10％割引

104 住宅 ㈱星野工務店 葛巻1－1－28

・住宅無料耐震診断
・住宅相談無料　CAD図面による設計及び見積（・子育て
世代に参考となる住まいの相談。・楽しい子供部屋の企
画・設計。・子供に目の届くキッチンの設計）
・新築・増改築時に子供部屋のカーテン・ブラインド等５
０％OFF
・子供部屋リフォーム工事代金５％OFF
・工事費（雑工事）５％OFF
　※「健康な住まいの駅」としてまちの駅加入。こども110
番加入しています。

105 住宅 ㈲宮島畳産業 新町３－１－４２
ご都合により日曜祭日もOK。５％割引。畳注文の方には
特製手作り花瓶敷または粗品プレゼント。

106 冠婚葬祭 ㈱松本式典 本町3-3-2

商品限定　５００円以上お買上げの時５％引き　(但し、
あっせん商品、立替金、特価品、レンタル品、代筆料、人
件費は除外)　※当社会員サービスとの併用は出来ませ
ん

107
カイロプ
ラクテック

ふじた療術院 今町1-4-12 料金より１０％お引きします

108
カイロプ
ラクテック

カイロプラクテックヘルスケ
アセンター　見附店

新町1-5
お身体に合わせたサプリをプレゼント。
小学生以下、施術料無料（親子での同時施術時に限りま
す）

109 パソコン マイスターＣＥスクール 本所1-2-21
パソコン修理・技術サポートの技術料１０％引き
（メーカー修理代金、部品の代金は除く）
作業開始前にカードをご提示ください。

110 公共施設

見附市勤労者家庭支援施
設ふぁみりあ
 指定管理者
  NPO法人生き生き企画

学校町1-3-70

ふぁみりあ主催の講座等で託児を利用された方に１回の
利用につき、ｽﾀﾝﾌﾟ１個進呈。ｽﾀﾝﾌﾟ10個で託児料が１回
無料になります。見附市子育て応援カードと一緒に受付
に提出してください。

111 公共施設
文化ホールアルカディア
 指定管理者
   アルカディア事業体

昭和町2-1-1 自主事業（一部除く）チケット5％引
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