会員でよかった！
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燕市総
合型ス
ポーツ
これか
クラブ
らも
「スポ
は、
スポー
ーツ×
地域」
ツ振 興
で
や地 域
取り組
活性化
んでい
に
きます
！

燕市総合型スポーツクラブ「スポろーれ燕」
・
「スポーピアよしだ」
・
「クラブスポーツバイキングぶんすい」の会員証を提示すると、
各協賛店で割引やお得なサービスを受けられます。

店名

特典

ĈೲƞƻƖƙƢǛ½ǹǟơໍſ
¢ਕဖƝŷઐࢳſƇƉŷƱƌ

高三仏具店

念珠・念珠直し１０％ＯＦＦ

お菓子処寿津屋

ご来店のお客様に限り、全商品５％OFF

レディースファッション＆バッグかなや

お買い上げの方、全員にもれなく粗品をプレゼント

司法書士亀山克司事務所

全業務につき当事務所報酬額５％ＯＦＦ

洋装のたまいち

お買い上げの方、全員にもれなく粗品をプレゼント

焼肉屋「味楽」

豚カルビ、若鳥、レバー、ホルモンの中から一皿サービス
（入店時会員証提示）

レストランメッセピア

ランチ・カフェ全メニュー５％ＯＦＦ

燕石油販売（株）花見ＳＳ

ワックス洗車８％ＯＦＦ

クレープａｃｏ

全メニュー５０円引き

リトルマーメイドイオン県央店
釜飯「松月」
割烹

魚芳

燕地区

玉庭印判店

みつでん

マーガレットクラブシール２倍
（ご宴会代は除く）
お食事代５％ＯＦＦ

データ
☎0256-62-3756 燕市水道町 1-2-40
8:30〜18:30

☎0256-62-4839 燕市南 3-3-19
8:00〜20:00
9:00〜19:00
8:30〜17:00
10:00〜17:00

11:00〜14:00、17:00〜22:00

1,000円以上お買い上げのお客様に粗品贈呈

株式会社星野電業社

当店価格10,000円以上の家電品５％ＯＦＦ

木曜定休

☎0256-33-5841 三条市須頃 1-17
10:00〜：21:30
（18:00〜完全予約制） 第1水曜定休

☎0256-64-3093 燕市花見 307
8:00〜19:30

元旦休み

☎0256-64-8186 燕市秋葉町 4-9-56
10:00〜19:00

不定休

☎0256-66-1180 燕市井土巻 3-65 イオン県央店１F
7:00〜20:00

無し

☎0256-62-4075 燕市桜町２２７
11:00〜14:00、17:00〜22:00

月曜定休
（祝日の場合翌日）

☎0256-64-4167 燕市水道町 3-19-18

10:00〜18:00

ぽれぽれベーカリー

土日月定休

☎0256-66-2825 燕市小池 2405

印鑑・ゴム印・表札作成（市販のもの除く）の方に限り５％ＯＦＦ

おかわりドリンク１杯無料、珈琲豆１０％増量

土日祝定休

☎0256-62-2124 燕市宮町 6-31

10:00〜22:00

喫茶つばめや

月曜定休

☎0256-63-2131 燕市本町 1-5-1

お支払金額より５％OFF（会員証１名提示で全員分）

（特殊工事除く）
エアコン工事御見積から５％ＯＦＦ

月曜定休
（祝祭日の場合翌日）

☎0256-62-3342 燕市宮町 2-22

月曜定休

☎0256-62-3642 燕市宮町 6-40-1
日曜祝祭日定休

☎0256-66-2656 燕市小池新町３７番地
8:30〜18:00

日曜祝祭日定休

☎0256-66-0123 燕市桜町５
平日10:00〜18:00（LO17:30）土曜8:30〜16:00（LO15:30） 日月祝定休

☎0256-46-8837 燕市燕 4075-2
8:00〜18:00

日・祝・その他定休

☎0256-63-6311 燕市桜町 3113-3
9:00〜19:00

月曜定休
（第4週は月・日曜日）

☎0256-64-8332 燕市新栄町 113

花コニ

全品５％ＯＦＦ

パティスリーアンジュ県央店

1,000円以上お買い上げ毎に
４０円券を２倍の８０円券贈呈

10:45〜21:00
（LO20:30） 水曜定休

紅屋呉服店

Ｓカード２倍（但し、学生衣料は除く）

8:30〜19:00

お菓子の飴屋本舗

（特洋品や配達品除く）
店売品１０％ＯＦＦ

9:00〜19:00

10:00〜18:30

水曜定休

☎0256-63-9530 燕市井土巻 2-245
☎0256-62-2760 燕市宮町 2-21
月曜定休

☎0256-62-2051 燕市宮町 5-2
月曜・第三日曜定休

☎0256-62-3341 燕市秋葉町 1-2-30

山崎畳店

新畳・畳表替え・畳裏返し・上敷き８％ＯＦＦ

株式会社中央モータース
アップル新潟中央店

エンジンオイル交換ご来店特別価格
板金工賃１０％ＯＦＦ
エンジンオイル交換ご来店特別価格
板金工賃１０％ＯＦＦ

アピア総合設備

水栓金具の出張無料点検

割烹ふじ屋

１５名様以上ご来店のお客様にミニ生ビール（人数分） ☎0256-62-2281 燕市小高 4910 番地
22:00まで 月曜または火曜定休
または焼酎ボトル１本サービス

リフォームスタジオ田耕

洋服お直し1点につき５０円引き

車検のコバック燕店

車検基本整備料金５００円割引

車検のコバック三条店

車検基本整備料金５００円割引

9:00〜19:00

年中無休

☎0256-63-5041 燕市杣木 3020-1
8:30〜18:30

日曜・祝日定休

☎0256-36-0222 三条市上須頃 618-1
月〜土8:30〜17:30、日・祝9:00〜18:00 年末年始・GW・お盆休み

☎0256-46-0696 燕市秋葉町１丁目 10 番 31 号
8:30〜18:00

日曜・祝日定休

☎0256-62-2711 燕市秋葉町 1-1-7
9:00〜19:30

木曜定休

☎0120-589-194 燕市横田2511
月〜土8:30〜19:00、日・祝8:30〜18:00

火曜定休

☎0120-589-514 三条市須頃3-65
月〜土8:30〜19:00、日・祝8:30〜18:00

木曜定休

店名

特典

パナ・コスモス カネデン
まるかクリーニング

ĈೲƞƻƖƙƢǛ½ǹǟơໍſ
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データ
☎0256-97-4346 燕市五千石2810-5

家電製品無料出張点検

8:30〜18:30

お持ち込みでクリーニング代１０％ＯＦＦ

渡辺染物店

9:00〜19:00
9:00〜19:00

月曜定休

☎080-3424-2216 燕市熊森1337-4

カラオケ１時間無料またはドリンク１杯サービス

19:30〜24:00

（但し、イベント開催時は除く）

ふれあいパーク てまりの湯

月曜定休

☎0256-97-1416 燕市下諏訪10-19

着物のリメイク・リフォーム代１０％OFF

Arm BAR

水曜定休

☎0256-97-1416 燕市下諏訪10-19

不定休

☎0256-97-1755 燕市長辰7550-3

平日１０時〜１７時大人１００円、小・中学生５０円引き

10:00〜21:00（受付20:30まで） 第2・4月曜（祝日の場合翌日）

割烹やま友

☎0256-97-2286 燕市分水新町１丁目5-16
１０名様以上ご来店の方精算時
8:30〜18:00（宴会時は22:30まで） 水曜定休
（但し、飲み放題プラン除く）
１０％OＦＦ
飲み放題プラン以外のお客様１０名ごとにワイン（白ｏｒ赤） ☎0256-97-3102 燕市分水新町２丁目７番１号
１本サービス。または、お客様１人３００円引き（宴会のみ） 8:30〜18:00（宴会時は22:30まで） 水曜定休

おかしのＨＩＲＯＳＡＴＯ

（２０種類以上の中からお好きなものをお選びいただけます）

小川屋

1,000円以上お買い上げでHIROSATO手づくりクッキー１袋プレゼント

分水地区

3,000円以上お買い上げで
緑茶５００ｍＬペットボトル1本サービス
エンジンオイル交換１０％ＯＦＦ
（福祉レンタカー含む）
レンタカー料金１０％ＯＦＦ

下孝酒店
中野自動車商会

☎0256-97-3398 燕市分水学校町1-6-5
8:30〜19:30

月曜定休
（祝日の場合は翌日）

☎0256-97-2209 燕市地蔵堂本町３-６-４
8:30〜19:30

無し

☎0256-98-5151 燕市笈ケ島1259-1
平日8:00〜19:00、日祭日9:00〜17:30

無し

☎0256-98-2131 燕市分水新町1-6-5分水ショッピングパークパコ

らぁ麺ほっしん

麺類１００円引き

キッチン暖

お買い上げの合計金額より５％ＯＦＦ

☎0256-98-6433 燕市分水新町1-6-5分水ショッピングパークパコ
１０
：
００〜１９
：
３０ 第2火曜定休

ビストロ与六

アルコール注文の方本日の小鉢プレゼント

☎0256-98-6109 燕市分水学校町２丁目９番５３号
ランチ11:30〜14:00、デイナー17:00〜０：００ 火曜定休（ランチ火・土・日祭日）

大人５名様以上ご来店の方精算時１０％ＯＦＦ

☎0256-98-4903 燕市一ノ山1-55番地

とりたけ

11:00〜14:00、17:00〜21:00（日曜祝日は20:00まで） 火曜定休（祝日の場合は前後します）

17:00〜22:00

（入店時会員証提示）

月曜定休

☎0256-98-3016 燕市分水栄町3-14

レストランオレンジ

ランチタイムサービスサラダを特盛

ひゃくてん燕店

ドリンク１杯無料（月〜金のみ）

☎0256-98-0707 燕市熊森1273-1
11:30〜25:45
（LO25:15） 火曜定休

焼肉「みずほ」

４名様以上ご来店でキムチ１皿提供

☎0256-92-2334 燕市佐善2946-2
11:00〜22:00
（中休み有り）
木曜定休

よね蔵分水店

ドリンク１杯無料（日〜木）但し、金・土・祝前日は除く

17:00〜24:00

鮨割烹

惣六

11:30〜19:30
（中休み有り）
不定休

☎0256-98-5188 燕市分水栄町3-9

ウエルカムドリンク１杯サービス（２０時までに来店の方）

割烹かねこ

無し

☎0256-9７-3649 燕市地蔵堂本町1-4-3
17:00〜24:00

水曜定休

１０名様以上ご来店の方精算時５％OＦＦ

☎0256-97-2508 燕市上諏訪11-14

（但し、飲み放題プラン除く）

水曜定休

ギフト＆ギャラリーマツイ

お買い上げ金額に応じてプチプレゼント

☎0256-98-5666 燕市新興野14-24
9:00〜19:00
（日・祝は18:00まで） 不定休

とり福

全商品５％ＯＦＦ

9:00〜19:30

ポイントカードスタンプ２倍

☎0256-93-2608 燕市吉田７４５２

☎0256-93-1129 燕市吉田本所198-1

（但し、期間限定メニュー除外）

9:00〜19:00

よね蔵吉田店

ドリンク１杯無料（日〜木）但し、金・土・祝前日は除く

17:00〜24:00

吉田地区

信田精肉店

当社ＨＰで定期的に告知される
【おそうじキャンペーン】の項目５％ＯＦＦ

株式会社東新

2,200円以上一律200円割引

ゆう代行

（２２００円以下は１ポイント進呈）

会計時3,000円以上のご飲食で１０％ＯＦＦ

キナレヤ

（但し、店内の飲食に限る）

豆工房コーヒーロースト吉田店

コーヒー豆に限り表示価格の５％ＯＦＦ

火曜定休
（第３週のみ日・月曜定休、翌日営業）
月曜定休
（祝日の場合翌日）

☎0256-93-5600 燕市吉田下中野247-28
無し

☎0256-92-4533 燕市粟生津32
8:00〜17:00

受付休
（土・日・祝）
現場休
（年末年始）

☎0256-93-8080 燕市吉田西太田773-7
19:00〜3:00

無し

☎0256-93-2217 燕市吉田弥生町6-8
11:00〜20:00（平日の月曜日は14:00まで） 木曜定休（祝日は営業）

☎0256-94-7198 燕市吉田神田町15-20
10:00〜19:00

水曜、第２火曜定休

☎0256-93-2258 燕市吉田中町6-3

マルワストアー

商品割引ほか文具サービス

パティスリーアンジュ吉田店

1,000円以上お買い上げ毎に
４０円券を２倍の８０円券贈呈

☎0256-91-1300 燕市吉田3651-8

石川ぶどう園

ぶどう狩り１００円引き
1,000円以上お買い上げでおまけ付き

☎0256-94-2875 弥彦村井田3345

お問い合わせ

スポろ〜れ燕
スポーピアよしだ
クラブスポーツバイキングぶんすい

8:00〜19:00

日曜・祝日定休

9:30〜19:00
（夏季6〜9月は19:30まで） 水曜定休
8月中旬〜10月中旬
（9:00〜18:00）

Tel.0256-64-3091
Tel.0256-92-5100
Tel.0256-97-3188

