令和3年度「つばめ元気かがやきＰカード」協賛店舗一覧
カードを提示すると、各協賛店で割引やお得なサービスを受けられます。
業種

店舗名

サービス内容

住所

電話番号

飲食 焼肉屋「味楽」

豚カルビ、若鳥、ホルモンの中から一皿サービス

燕市小池2405

0256-66-2825

飲食 クレープａｃｏ

全メニュー５０円引き

燕市秋葉町4-9-56

0256-64-8186

飲食 釜飯「松月」

税込み前のお会計額より５％ＯＦＦ（ご宴会代は除く）

燕市桜町２２７

0256-62-4075

飲食 割烹 魚芳

お支払金額より３％OFFただし飲み放題を除く（カードの提示は予約時に
燕市水道町3-19-18
出してください。会員証１名提示で全員分）

0256-64-4167

飲食 喫茶つばめや

おかわりドリンク１杯無料、珈琲豆１０％増量

燕市桜町５

0256-66-0123

飲食 割烹ふじ屋

平日の火曜～金曜ドリンク１杯無料 ※祝日の前日は除く

燕市小高4910番地

0256-62-2281

飲食 （有）花園いさみ鮨

酒小・チューハイ・生ビール小・ジュース類 １杯サービス

燕市花園町28-13

0256-63-3039

飲食 やきとり しんせい

バラコロ１本サービス

燕市新生町2-7-3

0256-61-1166

飲食 酒麺亭 潤 本店

煮たまご、または大盛りサービス

燕市小牧464-12

0256-66-3685

飲食 お食事処 丸泰

宴会時１０名様以上でオリジナル焼酎１本サービス ※他特典との併用
不可

燕市水道町１丁目４番２５号

0256-64-4466

飲食 居酒屋割烹 直

夜かんぱい人数分サービス（火、水、木、日曜日の夜のみ）

燕市白山町３丁目１３番１３号 0256-64-7401

飲食 地魚料理 いしづか

お支払い金額より５％OFF（ランチ除く）

燕市杉柳1968-5

0256-63-3693

飲食 東京三ノ輪のジョニーの味噌 たまねぎ、味玉、メンマ、いずれかサービス（他券併用不可）

燕市井戸巻2-18

0256-48-8477

飲食 橋本屋

１０名様以上で１０％割引

燕市八王寺695

0256-62-5757

飲食 茶房 若狭や

ドリンク５％OFF

燕市秋葉町1-7-26

0256-62-2285

飲食 ごん蔵 県央店

角ハイボール・チューハイ（生しぼりは除く）・ソフトドリンクのどれか１杯サービス（日～木
曜日提供可能、会員証１枚につき１グループ対応可能、他券併用不可）

燕市井戸巻３丁目１８８番地

0256-64-5950

飲食 うすかわ鯛焼 鯛喜

１０枚で１枚サービス

燕市小牧406-1

0256-63-9991

飲食 旬菜酒房高笑

4,800円の飲み放題を4,300円で提供※火～木曜日のみ 祝日祭日の前
燕市八王寺711-2
日は除く

0256-66-0678

飲食 キママニ食堂

自家製フルーツビネガーソーダ―を会員証１枚につき１枚サービス。※お 三条市林町2-15-16サニービ
食事ご注文された方対象
ル114

0256-46-8298

飲食 ダイヤモンドムーン

お通しサービス。カラオケ代金無料。

三条市本町２丁目１－４７ 五
090-8843-8553
十嵐ビル１０６

飲食 食事処 日の出

平日の火曜～金曜ドリンク１杯無料 ※祝日の前日は除く

燕市日の出町５１

0256-62-3325

飲食 RORNO（ロルノ）

ピザのトッピング１種類無料

燕市東太田1222

0256-64-7455

飲食 居酒屋 楽酒味

乾杯ドリンク１杯サービスまたはデザートサービス（日～木）

燕市舘野1233

0256-66-0208

飲食 Ｔｓｕｂａｍｅ Ｒａｍeｎ Ｙｕｋｉ 煮卵または大盛りサービス

燕市灰方15-5

0256-47-0860

飲食 よね蔵吉田店

ドリンク１杯無料（日～木のみ 金、土、祝日前日除く）

燕市吉田下中野247-28

0256-93-5600

飲食 キナレヤ

会計時3,000円以上のご飲食で１０％ＯＦＦ（但し、店内の飲食に限る）

燕市吉田弥生町6-8

0256-93-2217

飲食 麺’ｓ 冨志

麺類１００円引き ※他のサービス併用不可

燕市富永100-1

0256-92-0775

飲食 ラテコーヒー

テイクアウトドリンク50円引き（キャンペーン商品は除く） ※コーヒー以外
燕市吉田日之出町２５－２
の飲食物多数あり

0256-78-8778

飲食 喰道楽よっしゃ

お好きな刺身1人前サービス（休日前を除く月～木曜日）

燕市吉田東栄町42-5

0256-93-0150

飲食 ら～めんぺこぺこ

ラーメン全種類１００円引き

燕市吉田大保町29-52

0256-92-5058

飲食 寿恵吉食堂

ソフトドリンク１杯サービス（フロートは除く）

燕市吉田東町21-28

0256-78-8957

飲食 楽食酒屋 海が大すき

平日の月曜～木曜ドリンク１杯無料 祝日前日は除く

燕市吉田日之出町22-5

0256-92-6662

飲食 田之助

中華そば大盛り無料 その他に応じてサービス提供有（要相談）

燕市吉田本所582-1

0256-94-7273

飲食 酒楽遊食房 あがれ家

月～木ドリンク１杯無料 ※祝日の前日は除く

燕市吉田旭町1-4-17

0256-93-2971

飲食 川松

消費税サービス（来店のお客様に限る）

燕市吉田中町11-26

0256-93-2311

店舗名

業種

サービス内容

住所

電話番号

飲食 Arm BAR

カラオケ１時間無料またはドリンク１杯サービス（イベント開催時は除く）

飲食 小川屋

１０名様以上ご来店の方精算時5％ＦＦ（但し、ドリンク、飲み放題プラン除
燕市分水新町１丁目5-16
く）

0256-97-2286

飲食 割烹やま友

テイクアウト時１万円以上お買い上げで５％OFF
宴会時１人３００円引き

0256-97-3102

飲食 らぁ麺ほっしん

麺類１００円引き 他サービスとの併用不可、注文時にカードを提示してく 燕市分水新町1-6-5分水ショッ
0256-98-2131
ださい。
ピングパークパコ

飲食 ビストロ与六

アルコール注文の方本日の小鉢無料

燕市分水学校町２丁目９番５３
0256-98-6109
号

飲食 とりたけ

５名様以上ご来店の方精算時１０％ＯＦＦ

燕市一ノ山1-55番地

0256-98-4903

飲食 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

燕市分水栄町3-14

0256-98-3016

飲食 ひゃくてん燕店

平日のみドリンク１杯無料 ※注文時にカードを提示

燕市熊森1273-1

0256-98-0707

飲食 焼肉みずほ

４名様以上ご来店でキムチ１皿提供

燕市佐善2946-2

0256-92-2334

飲食 よね蔵分水店

ドリンク１杯無料（日～木のみ 金、土、祝日前日除く）

燕市分水栄町3-9

0256-98-5188

飲食 鮨割烹 惣六

２０時までに来店の方ウエルカムドリンク１杯サービス

燕市地蔵堂本町1-4-3

0256-97-3645

飲食 割烹かねこ

１０名様以上ご来店の方精算時５％ＦＦ※飲み放題プラン除く

燕市上諏訪11-14

0256-97-2508

飲食 中国料理 家和

５名様以上 会計５％OFF

燕市新興野12-14

0256-98-3111

飲食 レストハウス華苑

鶏の唐揚げ２個サービス

燕市五千石荒川1-31

0256-98-5634

飲食 やきとり倶楽部

１，０００円以上お買い上げで５０円引き

燕市分水桜町3-1-12

0256-97-1741

飲食 割烹与七

１０名様以上でご来店の方精算時５％OFF ※飲み放題プラン除く

燕市下諏訪１０－２２

0256-97-2222

飲食 いぬねこ茶屋

1,000円以上お買い上げで50円引き

燕市地蔵堂本町1-6-10

0256-78-8068

燕市熊森1337-4

燕市分水新町２丁目７番１号

080-3424-2216

お菓子

お菓子処寿津屋

ご来店のお客様に限り、全商品５％OFF（一部商品を除く）

燕市南3-3-19

0256-62-4839

お菓子

パティスリーアンジュ県央店

1,000円以上お買い上げで毎に４０円券を２倍の８０円券贈呈

燕市井土巻2-245

0256-63-9530

お菓子

お菓子の飴屋本舗

店売品５％ＯＦＦ（特注品や配達品除く）
※他サービスとの併用は除く

燕市宮町5-2

0256-62-2051

お菓子

ますださんちのミニ工房

来店時カード提示で１本５０円引き

燕市灰方556-20

090-4660-8304

お菓子

御菓子司 白根屋

店売品３％ＯＦＦ（来店時の現金精算に限る）

燕市秋葉町3-8-6

0256-62-2635

お菓子

ヤマトヤプリメ

ヤマトヤスイートシールを通常の２倍進呈（ヤマトヤ全店で利用可能）

燕市東太田６８４４

0256-63-7576

お菓子

パティスリー ROOTS

デコレーションケーキお買い上げで、焼菓子１個プレゼント（クリスマス
ケーキを除く）

三条市須頃1-31

0256-47-1075

お菓子

パティスリーアンジュ吉田店

1,000円以上お買い上げで毎に４０円券を２倍の８０円券贈呈

燕市吉田3651-8

0256-91-1300

お菓子

餅屋一筋 かめや

1,000円以上お買い上げで饅頭１個サービス（※納津店のみ）

燕市米納津8900

0256-92-2721

お菓子

今彦菓子店

いちご大福（時期的にない場合あり）２０円引き

燕市吉田下町3-6

0256-93-2296

お菓子

おかしのひろ里

1,000円以上お買い上げでひろ里手づくりｸｯｷｰ２０種類以上の中から１
袋プレゼント（12/20～12/25クリスマス期間除く）

燕市分水学校町1-6-5

0256-97-3398

お菓子

坂田屋本店

500円以上お買い上げのお客様に、さかたや手造りアイス1ディップ進呈

燕市大川津島畑１０７３番地

0256-97-1660

小売り

高三仏具店

全製品・商品を５％OFF

燕市水道町１-2-40

0256-62-3756

燕市宮町2-22

0256-62-3342

燕市花見307

0256-64-3093

燕市井土巻3-65
イオン県央店１F

0256-66-1180

小売り

リトルマーメイドイオン県央 マーガレットクラブシール２倍
店
印鑑・ゴム印作成（市販のもの除く）の方に限り５％ＯＦＦ※他サービスと
玉庭印判店
の併用不可

燕市宮町6-40-1

0256-62-3642

小売り

ぽれぽれベーカリー

1,000円以上お買い上げのお客様に粗品贈呈

燕市燕4075-2

0256-46-8837

小売り

株式会社星野電業社

当店価格10,000円以上の家電品５％ＯＦＦ

燕市桜町3113-3

0256-63-6311

小売り

花コニ

全品５％ＯＦＦ（委託商品を除く）

燕市新栄町113

0256-64-8332

小売り

紅屋呉服店

Ｓカード２倍（但し、学生衣料は除く）

燕市宮町2-21

0256-62-2760

小売り 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
小売り
小売り

燕石油販売（株） 花見ＳＳ

ワックス洗車８％ＯＦＦ

サービス内容

店舗名

業種

住所

電話番号

小売り

山崎畳店

８％ＯＦＦ

燕市秋葉町1-2-30

0256-62-3341

小売り

メガネのLOGO

オプション料金3,000円相当サービス（オプション要相談）

三条市上須頃1520-1

0256-33-8300

小売り

タカバタケchaya

ポイントカード２倍サービス
（清酒、ウイスキー、ワイン、本格焼酎お買い上げ毎にスタンプ１個捺印。スタンプ４ 燕市桜町371番地
０個で５００円の割引券として利用可能）

0256-62-3326

小売り

めがねのマルイチ

傷防止コート 通常販売価格3,300円を無料サービス

燕市東太田2843-3

0256-62-3434

小売り

角豊商店

水アカ取りと手がけコーティング洗車特価で ※要予約

燕市八王寺1583

0256-64-3771

小売り

ENEOS西燕SS

プリズムグラス洗車・エンジンオイル交換１０％OFF

燕市花見1229-3

0256-63-5315

小売り

くすりの元気印

２，０００円以上購入のお客様に粗品プレゼント

燕市東太田6837

0256-66-3169

小売り

うまか亭燕店

各弁当に唐揚げ１個サービス

燕市仲町２番３７－１号

0256-64-5022

小売り

とり福

全商品５％ＯＦＦ※オードブル、皿盛り、ごみ袋除外、売り出し曜日、肉の
燕市吉田本所198-1
日除外 現金購入のみ

0256-93-1129

小売り

信田精肉店

ポイントカード通常スタンプ＋１スタンププレゼント
（ただし限定メニューとオードブルは除外）

燕市吉田７４５２

0256-93-2608

燕市吉田神田町15-20

0256-94-7198

小売り 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
小売り

BeeFlowers

税抜き1,000円以上お買い上げで10％off

燕市吉田西太田773-6

0256-78-7128

小売り

金子三圭堂

粗品サービス

燕市吉田旭町３丁目１－３

0256-93-2747

小売り

マサイ輪店

商品割引有り（相談により％が変動）

燕市吉田日之出町14-12

0256-93-2499

小売り

ジュエルヒグチ

ジュエリー商品５～１０％サービス ※店舗不在の際多くご来店前にお電
燕市吉田旭町４丁目２－２１
話をおかけください

090-3647-6551

小売り

ファッションハウス ペペ

お買い上げ時金額の５％分の商品券をプレゼント
※セール品を除く

0256-92-4905

小売り

山源呉服店

全商品１０％OFF(小中学校体操着除く） 5,000円以上お買い上げの方に
燕市吉田旭町1-5-20
高級ハンカチ進呈、着物の染み抜き、丸洗いも割引

0256-93-2160

小売り

たなべ靴店

商品割引あり。（要相談）

燕市吉田旭町１丁目6-30

0256-93-2505

小売り

ブーランジェリー Rēｖe想

パン類５％OFF（平日のみ）

燕市吉田西太田773-6

0256-94-0155

小売り

とみけい

平日のみガソリン軽油２円引き ※現金と個人カード対応（法人カードは
燕市吉田春日町14-13
NG）

0256-93-4018

小売り

メガネのビュー

お支払い金額より５％割引

燕市吉田堤町3-32

0256-92-4626

小売り

やきとりあんちゃん

１，０００円以上お買い上げで５０円引き。

燕市吉田西太田1601-1

0256-92-7756

小売り

パナ・コスモス カネデン

家電製品無料出張点検

燕市五千石2810

0256-97-4346

小売り

キッチン暖

お買い上げの合計金額より５％ＯＦＦ

燕市分水新町1-6-5
分水ショッピングパークパコ

0256-98-6433

小売り

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

燕市新興野14-24

0256-98-5666

小売り

山田花店

お花の購入代１０％OFF

燕市中諏訪4-35

0256-97-2474

小売り

エース薬局 パコ店

薬局専用かぼちゃくらぶポイントカード２倍

燕市分水新町1-6-5

0256-98-2070

小売り

グリーンショップパコ

切花・鉢花５％OFF

燕市分水新町1-6-5

0256-98-6438

小売り

ふとんのおかもと

羽毛布団50,000円以上お買い上げでカバーサービス

燕市分水新町3-3-2

0256-97-2436

小売り

コドモストアー

商品割引及び文具サービス

燕市地蔵堂本町3-3-14

0256-97-2460

小売り

卯八家具店

ウォーキングポール購入５００円引き。ポールウォーキング体験会初回の
燕市下諏訪8-3
み無料

0256-97-2332

小売り

米五酒店

分水商工会スタンプ 通常の２倍サービス

燕市地蔵堂本町３－２－２５

0256-97-3139

小売り

フェミナ ヒラハラ

眉スタイリングサービス
お肌の悩みに合わせたサンプリング３日分プレゼント

燕市地蔵堂本町２－１－２１

0256-97-2228

自動車

株式会社中央モータース

エンジンオイル交換ご来店特別価格・板金工賃１０％ＯＦＦ

燕市杣木3020-1

0256-63-5041

自動車

アップル新潟中央

エンジンオイル交換ご来店特別価格・板金工賃１０％ＯＦＦ

三条市上須頃618-1

0256-36-0222

自動車

川崎自動車株式会社

洗車機による洗車サービス（ご来店の方限定）

燕市大曲2443番地

0256-64-3155

自動車

中野自動車商会

エンジンオイル交換１０％ＯＦＦ、レンタカー料金１０％ＯＦＦ（福祉レンタカー含む）、
燕市笈ケ島1259-1
４輪ホイールアライメント測定12,000円（税抜）を２０％OFF

0256-98-5151

自動車

車検のコバック燕店

車検基本整備料金５００円割引

0120-589-194

燕市吉田旭町1丁目８番６号

燕市横田2511

サービス内容

店舗名

業種

住所

電話番号

自動車

車検のコバック三条店

車検基本整備料金５００円割引

三条市須頃3-65

0120-589-514

自動車

有限会社MRオート本店

車検基本整備料金1,000円割引

燕市佐善3399番地１

0256-93-6967

自動車

長谷川自動車

エンジンオイル交換１０％ＯＦＦ

燕市分水向陽５番３４号

0256-97-2073

自動車

石田自動車

新期入庫の謝金の工賃を一割引
オイル交換工賃１０％引き

燕市五千石4435番地１

0256-97-3101

自動車

株式会社くるまやカワカミ

洗車カード3,000円を2,700円（税別）
毎週土曜日エンジンオイル半額１L６００円（消費税別）

燕市長辰5977番地

0256-97-1577

電気設備

みつでん

エアコン工事御見積から５％ＯＦＦ（特殊工事除く）

燕市小池新町３７番地

0256-66-2656

電気設備

株式会社吉原電機

家庭用ルームエアコンクリーニング１台通常税別12,000円のところ2,000
燕市長辰7128
円引（ただし２台以上の場合に限る）特殊作業は除きます

0256-98-5864

法律相談

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

燕市本町1-5-1

0256-63-2131

水道工事

アピア総合設備

水栓金具の出張無料点検

燕市秋葉町１丁目10番31号

0256-46-0696

衣類直し

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

燕市秋葉町1-1-7

0256-62-2711

衣類直し

渡辺染物店

着物のリメイク・リフォーム代１０％OFF

燕市下諏訪10-19

0256-97-1416

カイロプラティック

クリニカルカイロプラティック燕

初診料半額 7,700円⇒3,850円

燕市白山町1-2-13

0256-46-8727

美容 BEAUTY SALON アトリエルージュ パーマ・カラーの方１０％OFF

燕市大曲3617

0256-64-5677

美容 HAIR＆FACE K2JUGON

パーマ、カラー、カット１０％サービス

燕市八王寺1428

0256-63-2162

美容 メグミント （完全予約制）

１８歳以上の施術をされた方に、FPトリートメント（1,870円相当）をサービ
燕市八王寺408-1
ス。※初回のみ。他サービスとの併用不可。

0256-68-9062

美容 SHIFT

メンズは頭皮クレンジング レディースは５層コートのスーパートリートメン
燕市富永125-2
トをサービス ※土日を除く

0256-91-1234

美容 HAIR OLIVE

パーマカラー10％OFF
初めてご来店のお客様トリートメント（2500円相当）サービス

燕市水道町1-2-12-1

0256-66-4343

美容 ハートネイル

１キラサービス ジェルネイルの施術をしたお客様にアート１本（３００円
程度）サービス ※限定デザインをされたお客様は対象外

燕市吉田下中野703-4

0256-78-7301

美容 おしゃれサロンみなみ

初めてご来店のお客様カット・パーマ・カラー５０％OFF ２回目以降は予
燕市吉田上町4-12
約していただき１０％OFF

0256-93-2591

美容 ヘアーサロンアップル

初めてご来店のお客様1,000円引き。２回目以降は３００円引き。

燕市吉田春日町15-7

0256-92-3098

美容 ヘアアンドメイク ひまわり

カット、パーマ、カラー施術後、頭皮スパトリートメントを割引価格1,500
（税別）で対応

燕市地蔵堂本町１丁目２番４
号

0256-97-1078

クリーニング

まるかクリーニング

お持ち込みのでクリーニング代１０％ＯＦＦ

燕市下諏訪10-19

0256-97-1416

クリーニング

クリーニングハウス ジェム

ポイント２倍

燕市吉田神田町２０番３２号

0256-93-4177

燕市国上5866-1

0256-97-1755

温泉 ふれあいパーク てまりの湯 平日１０時から１７時大人１００円引き、小・中学生５０円引き
温泉 寺泊きんぱちの湯

本人のみ 大人（中学生以上）１００円引き
子供（３歳～小学生）５０円引き

長岡市寺泊松沢町9353番地
621

0258-75-5888

清掃 株式会社東新

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
※他割引との併用不可

燕市粟生津32

0256-92-4533

代行 ゆう代行

2,200円以上一律200円割引 2,200円以下でポイント１、ポイント１０で割
燕市吉田西太田773-7
引

0256-93-8080

観光 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

弥彦村井田3345

0256-94-2875
080-1007-1212

スポーツ

SPORTS DOJO KAGAYAKI

入門受付金無料＆ボクシンググローブプレゼント

燕市吉田法花堂1872-5

スポーツ

ファーストステップ

初回時、水（500ｍｌ）１本プレゼント ※初回時のみ

燕市吉田法花堂Ｙビル２階 ２
0256-77-8626
-Ｄ

工務店

株式会社 金丸工務店

お見積もりより５％OFF お気軽にお問合せください

燕市燕市溝24

0256-78-7683

工務店

渋木瓦工業

見積金額の５％OFF

燕市五千石荒川1-17

090-4399-1199

工務店

優和板金

見積金額の５％OFF

燕市五千石荒川1-17

080-2056-4575

占い 輝 かがやき

４０分３，０００円を会員の方は５００円割引で２，５００円 時間延長１０分
弥彦村大字村山１９１６
まで

080-5681-0290

写真 写真のみどりや

各種証明写真１０％割引

燕市地蔵堂本町１－２－１０

0256-97-2473

石材 上田石材

見積金額の５％OFF

燕市五千石荒川2-3

0256-97-1181

●店舗により、他サービスとの併用が出来ない場合がありますのでご注意ください。
●協賛店舗やサービスの内容は変更になる場合があります。市ホームページでご確認ください。
この協賛店におけるサービスは、燕市スポーツ協会との協働事業です

お問合せ：燕市健康づくり課 健康推進係
☎0256-77-8182
燕市保健センター ☎0256-93-5461

