ガイドブック特典 サービス提供施設・店舗一覧
営業時間
エリア

施設名

サービス内容

条件・備考

住所・電話番号
休み

亜麺坊 新潟店

天地豊作 新潟駅店

オリックスレンタカー
新潟駅北口店

自家製杏仁豆腐1品サービス

ソフトドリンク1杯サービス

クオカード500円分
プレゼント

500円以上注文した人対象

食事をした人対象

レンタカーを利用した人対象

新潟市中央区花園1-1-1
CoCoLo東
025-247-2004

新潟市中央区花園1-1-21
CoCoLo南館3F
025-248-8808

新潟市中央区花園1-2-2
025-255-0543

9:00〜22:30（21:30LO）
休みなし
11：00〜15：00
17：00〜21：00
休みなし
8:00〜20:00
休みなし

献血をした人対象
献血ルームばんだい
ゆとりろ

アーバンボックス

中
央
区
新
潟
駅
前
・
万
代
シ
テ
イ

ＳＵＢＷＡＹ
新潟万代シテイ店

サンマルクカフェ
新潟万代シテイ店

記念品を＋1個プレゼント

会計10%OFF

クッキー1つとドリンク(S)の
セットが300円

全商品会計5%OFF

世界で2番めにおいしい
焼きたてメロンパンアイス
万代シテイ店

メロンパンアイス50円引

みかづき 万代店

イタリアン50円引き

MALAlKA 新潟店

須坂屋そば 新潟駅前店

新潟・市民映画館
シネ・ウインド

Lequipe heurtebise

献血は16歳から。
小･中学生対象のスタンプラリーは
プレゼント対象外

会計10%OFF

他の割り引きと併用不可

万代店のみ有効

2,000円以上商品
を購入した人対象

大人と学生のみ対象

会期中休みなし
11:00〜19:30

新潟市中央区万代1-6-1
万代シテイバスセンタービル2F
025-246-5505

9:30〜20:00

不定休

会期中休みなし

新潟市中央区万代1-6-1
万代シテイバスセンタービル2F
025-255-0309

7:00〜22:00

新潟市中央区万代1-6-1
万代シテイバスセンタービル2F
025-244-8131

11:00〜19:00

新潟市中央区万代1-6-1
万代シテイバスセンタービル2F
025-241-5928

〒950-0088
新潟市中央区万代4-1-6
新潟あおばﾋﾞﾙ1F
025-282-7241

新潟市中央区八千代2-1-1
万代シテイ第2駐車場ビル1F
025-243-5530

新潟市中央区八千代2-1-1
万代シテイ第2駐車場ビル1F
025-244-9060

ホームケア付き
トリートメント20%OFF

9:30〜17:00

新潟市中央区万代1-6-1
万代シテイバスセンタービル2F
025-242-1177

新潟市中央区弁天1-4-29
lMAビル1F
025-241-7705

会計10%OFF

入場料200円引き

新潟市中央区万代1-4-33
損保ジャパン新潟セントラルビル2階
025-240-5500

休みなし

会期中休みなし
10:00〜20:00
会期中休みなし
11:00〜20:00
水曜定休（祝日除）
11:00〜25:00
（日曜・祝日〜24:00）
休みなし
上映時間に準ずる
会期中休みなし
平日 10:00〜20:00
土曜 9:30〜19:30
日・祝 9:30〜19:00
月曜定休（祝日の場合翌日）
11:00〜20:00

中
央
区
万
代
島

SMOKEN

たこ焼き2個増量

たこ焼きを購入した人対象

新潟市中央区万代島2
ピア万代内
水曜定休

佐渡廻転寿司弁慶
新潟ピア万代店

みそ汁 1杯 or
ソフトドリンク1杯サービス

食事をした人対象

新潟市中央区万代島2-4
ピア万代内
025-255-6000

10:30〜21:00
水曜定休

ガイドブック特典 サービス提供施設・店舗一覧
営業時間
エリア

施設名

サービス内容

条件・備考

住所・電話番号
休み

らーめん宗次

中
央
区
万
代
島

Flowers&Sweets
花マルシャン

チャーシュー2枚増、麺大盛、
味玉、半ライス、岩のり、玉ね
ぎトッピングのうち、1つサービ
ス

麺類を注文した人対象

かき氷大盛分サービス

かき氷を注文した人対象

デリ&レストラン
ピアットジョルニ

ジェラート1品サービス

ホテル日航新潟

ホテル特製レトルトカレー
1個プレゼント

ドクター可児

特製デザート1品サービス

新潟市中央区万代島2-12
ピア万代内
025-246-8585

11:00〜15:00、
土･日曜・祝日：
11:00〜16:00
17:30〜19:30
不定休

新潟市中央区万代島2-13
ピア万代内
025-288-5287

10:00〜18:00

店内で飲食、またはテイクアウト商
品を1,000円以上購入した人対象

新潟市中央区万代島2-14
ピア万代内
025-384-4955

11:00〜19:00

西洋料理「セリーナ」、中国料理「桃
李」でランチビュッフェ、もしくはコー
ス料理を注文した人対象。1名1個

新潟市中央区万代島5-1
025-240-1888

食事をした人対象

新潟市中央区一番堀通町685-4
025-223-0851

不定休

火曜定休
（祝日の場合翌日）
11:30〜14:00
17:30〜21:00
休みなし
10:00〜22:00
休みなし

ホテル イタリア軒

丸屋本店

ドリンク1杯サービス

会計10%OFF

マルコポーロで食事をした人対象
コーヒー、紅茶、オレンジジュース、 新潟市中央区西堀通7番町1574番地
グレープフルーツジュースのいずれ
025-224-5286
か

一部商品は対象外

新潟市中央区東堀通6番町1038
025-271-9111

6:30〜21:30
休みなし
9:30〜20:00
休みなし

中
央
区
古
町

三宮商店

会計10%OFF

一部商品は対象外

新潟市中央区東堀通6番町1040
025-222-3625

9:30〜18:30
第2・４日曜・祝日定休

ふくをよぶ店 かき忠

新潟市中央区東堀通9番町1407
025-229-1818

ドリンク1杯サービス

11:30〜13:15、
16:00〜22:00（21:00LO）
日曜定休

布―KlRE― 柾谷小路店 布地・毛糸類の会計10%OFF

付属品は対象外
学生割り引きは併用不可

新潟市中央区東堀前通6番町10681
025-244-5857

10:00〜18:00
日曜・祝日定休
11:00〜18:00

古町糀製造所

糀アイストッピングサービス

糀ドリンクご購入の方

新潟市中央区古町通2番町533番地
025-228-6570
火曜定休

hickory03travelers
（ヒッコリースリー
トラベラーズ）

会計100円引き

500円以上商品を
購入した人対象

新潟市中央区古町通3番町556
025-228-5739

11：00〜18：00
日曜11:00〜17:00
月曜定休
（祝日の場合翌日）

ガイドブック特典 サービス提供施設・店舗一覧
営業時間
エリア

施設名

サービス内容

条件・備考

住所・電話番号
休み

考古堂書店

粗品1品プレゼント

1名1個
数に限りあり

新潟市中央区古町通4番町563
025-229-4050

モルゲンロート 古町店

ミニビール・ミニデザート
など1品サービス

ランチタイム時
ランチメニューを注文した人対象

新潟市中央区古町通5番町596-1
アイメディア実習棟2F
025-223-6888

古町柳都庵

ドリンク１杯サービス

ランチ時：コーヒー、ウーロン茶、オレ
ンジジュース、グレープフルーツ
ジュース、コーラ、ジンジャーエール
のいずれか。
ディナー時：生ビール、ソフトドリンク
のいずれか

新潟市中央区古町通6番町953-1
025-223-6101

食事をした人対象

新潟市中央区古町通6番町956
025-229-1710

9：30〜18：30、
日曜･祝日10：00〜18：00

11：30〜14：30
17：00〜23：00
日曜定休
11:30〜14:30
17:00〜22:30
休みなし
9:00〜20:00

喫茶マキ

バニラアイス1品サービス

木曜定休
10:00〜19:00
横場精良堂

粗品プレゼント

1,000円以上お買い上げの方

新潟市中央区古町通6番町959-1
025-229-2581
第1・第3火曜定休

和gen

きもの情報誌「月刊アレコレ」
＆「和gen新聞」プレゼント

1冊につき1人1回まで

新潟市中央区古町通7番町934
025-222-5678

11:00〜19:30
日曜：11:00〜19:00
火曜定休

海鮮問屋 大助

新潟市中央区古町通7番町935
025-222-8580

会計10%OFF

11:30〜14:00
17:00〜23:00
日曜・祝日定休

中
央
区
大阪屋 古町本店
古
町

新商品「新潟の新」
ご試食品をプレゼント

商品を購入した人対象

新潟市中央区古町通7番町1006-1
025-229-3211

9:00〜19:30
会期中休みなし

新潟古町藪蕎麦
（やぶそば）

大盛りサービス

限定手打ちそばは対象外

新潟市中央区古町通8番町1490
025-222-7982

11:00〜20:00
日･祝: 11:00〜17:00
水・第3火曜定休

新潟地魚専門店
古川鮮魚

傘&レイングッズ
とみやま洋傘専門店

新潟市中央区本町通6番町1116
青海ショッピングセンター内
025-223-2966

会計100円引き

会計5%OFF

他の割り引きと併用不可
修理品含む一部商品は対象外

新潟市中央区本町通6番町1101
025-228-6231

9:00〜18:00
木曜定休
10:00〜18:00
木曜定休

リユースきもの たんす屋
新潟店

和柄ハンカチ1枚プレゼント

1冊につき1人1回まで

新潟市中央区本町通6番町1109
025-226-7062

10:00〜18:30
会期中休みなし

きものと帯 笹長

新潟市中央区本町通6番町1112
025-222-8214

お茶1杯サービス

10:00〜17:30
木曜定休

にいがた石山

堀川鮮魚本町店

鳥
中
屋
央
野
区
潟

上海食堂 LeCHlNOlS

総菜・食品合計
会計200円引き

会計10％引き

特製キャラメルアイス
1品プレゼント

1冊につき1人1回まで
1,000円以上お買い上げ
した人対象

新潟市中央区本町通6番町1118
025-222-8568

1冊につき1人1回まで
1,000円以上お買い上げ
した人対象

新潟市中央区本町通6番町1130
025-225-4121

食事をした人対象

新潟市中央区神道寺南2-6-2
松山ビル1F
025-241-7788

9:00〜18:00
日曜定休
7:00〜16:00
日・水曜・祝日定休
11:30〜15:00（14:30LO）
17:00〜24:00（23:00LO）
火曜定休

ガイドブック特典 サービス提供施設・店舗一覧
営業時間
エリア

施設名

サービス内容

条件・備考

住所・電話番号
休み

北
区

鮨・割烹いじま

小鉢1品サービス

食事をした人対象

新潟市北区松浜本町2-16-13
025-259-5678

11:30〜13:30
16:30〜21:30
不定休

東
区

ニッポンレンタカー
新潟株式会社

秋葉温泉 花水

全クラスレンタル料
1,000円引き

入館料150円引き

佐渡市を除く新潟県内のニッポンレ
ンタカー各営業所が対象。利用金
額が10,000円以下の場合は500円
引き

新潟市東区竹尾764-6
025-278-3510

1グループ有効
メンバーズカードポイントは
対象外

新潟市秋葉区草水町1-4-5
0250-24-1212

8:00〜20:00
（一部〜19:00）
休みなし
10:00〜22:00
最終受付21:30
休みなし
10:30〜16:00

CAFE GEORG

新潟市秋葉区小須戸3446-1
0250-47-8924

ドリンク50円引き

日・月曜・祝日定休
秋
葉
区

町家カフェわかば

新潟市秋葉区小須戸3602
0250-38-1828

豆乳ソフトクリーム60円引き

10:00〜16:00
水・木曜定休

あかり庵

コーヒー1杯サービス

着物着用で来店し、
飲食した人対象

新潟市秋葉区小須戸3617
090-2535-0542

12:00〜22:00
月曜定休

栄森酒店

粗品1品プレゼント

1000円以上商品を
購入した人対象

新潟市秋葉区小須戸3642-7
0250-38-2148

9:00〜19:00
第2・3日曜定休

南
区

11:00〜18:00
駄菓子屋まるご

駄菓子ちょっぴりプレゼント

1冊につき1回まで

新潟市南区上下諏訪木1202-5
水曜定休

キッチン やの

地産池消の参加料理
「豚ヒレの サ・サ・ヤ・キ 」
会計10%OFF

新潟市西区小針8-21-33
025-231-9882

ワンサイズアップ
（シングル→ダブル、
ダブル→トリプル）

新潟市西区みずき野2‐12‐8
025-239-3910

「ごとらって」のソフトクリーム
50円引き

新潟市西蒲区岩室温泉96-1
0256-82-1066

木曜定休

西
区
和風ジェラート おかじ

新潟市岩室観光施設
いわむろや

10:30〜14:10
16:30〜20:20

10:00〜18:00
月曜定休
施設／9:00〜19:00
売店／9:00〜17:00
第1・3水曜定休

西
蒲
区

10:00〜22:00
福寿温泉 じょんのび館

入館料100円引き

本人のみ対象
他の割り引きと併用不可

新潟市西蒲区福井4067
0256-72-4126
第1・3水曜定休

竹 かまぼこ株式会社

会計10%OFF

ピア万代店、新潟駅ビルCoCoLo万代
店、本町店、ふるさと村鮮魚センターマ
リーン店、新潟伊勢丹店
店舗により異なる

湯ったり苑

貸しタオルセット1組サービス
（バスタオル+フェイスタオル）

槇尾店・松崎店・女池店
店舗により異なる

そ
の
他

店舗により異なる
各店舗の情報は
ホームページへ
店舗により異なる
各店舗の情報は
ホームページへ

