
      

      

      

      

 令和３年度 伴走型小規模事業者支援推進事業          発行：村松商工会 

（※五十音順に掲載） 
 

 

 

○村松商工会員事業所４１社が参 

 加するクーポンチラシです。 

○お店の情報をチェックしてお買 

 い物やお食事をお楽しみ下さい！ 
 

 

 

〒959-1705   

 新潟県五泉市村松乙245   

 電話：58-2201  

 FAX：58-8409 

 URL：http://www.muramatu-net.or.jp 

[村松商工会HP] 

お問合せ先【村松商工会】 

 【クーポン利用期間】 月 日(土)   ～  月 日(日) 

 

     

◎クーポン利用の際は“必ず”お店にチラシを持参して下さい。 

○チラシに掲載されているサービスの詳細は各掲載店へお問合せ下さい。 

○チラシの予備は掲載店、商工会にて配布しているほか、商工会ホーム 

 ページからもダウンロードの上、印刷してご利用いただけます。 

 ※その他本事業に関するご不明点は商工会までお問合せ下さい。 

 《クーポン利用時の注意事項》 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

もめん綿布団の仕立て直し、羽毛布団のリフォー 

ムなど、専門店でしかできないサービスが得意 

です。 

○住 ：村松甲1701 

○☎ ：５８-6319 

○F ：58-6237 

○営 ：8:30～18:00 

○休 ：水曜 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

全車両に新型コロナ対策設備導入！ 

「通院」、「お買い物」、「忘年会送迎」… 

何でも承ります。お気軽にご用命ください！！ 

<HP> http://www.izumi-group.jp 

○住 ：赤海873番地1 

○☎ ：41-0077 

○F ：43-7337 

○営 ：7:00～24:00 

○休 ：年中無休 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

酒類、食料品、日用雑貨などを取り揃え

ております。 

お気軽にお立ち寄りください。 

○住 ：石曽根8070-209 

○☎ ・○F ：58-6502 

○営 ：8:30～19:00 

○休 ：日曜日 

【有効期限：令和３年12月3日㈮・１2月4日㈯】 

≪12月3日㈮・4日㈯ジュエリーフェア開催≫ 

郷ひろみ氏プロデュースのジュエリーブランド

「ローゼンヘムデン」を是非この機会に。金・プラ

チナ買取も致します。 

○住 ：村松乙643-9 

○☎ ：５８-6204 

○F ：58-8754 

○営 ：9:30～18:00 

○休 ：毎月4・14・19・24日 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

スニーカーやバッグ、介護シューズもあります。 

○住 ：村松1360 

○☎ ・○F ：58-1800 

○営 ：9:30～20:30 

○休 ：年中無休 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪他の割引サービス、クーポン券併用不可≫ 

教えたくない名店！看板メニュー！牛ステーキ

丼、生春巻、生パスタ、地元民が足繁く通う味がこ

こにあり！！ 

○住 ：村松甲6364-13 

○☎ ：58-3603 ○F ：58-6709 

○営 ：㈰～㈭：17:30～23:00 

  ㈮・㈯：17:30～24:30 

○休 ：不定休（だいたい㈪休み） 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪はじめてご来院の方≫ 

ぎっくり腰や寝違い、交通事故施術、スポーツ障

害、片頭痛、自律神経調整、姿勢調整（保険適応

外の施術あり） 

 <HP> https://awane-sekkotsu.com 

○住 ：村松甲2244番地 

○☎ ・○F ：58-5995 

○営 ：8:30～12:00 

    15:00～19:00 

○休 ：土曜午後・日曜・祝日 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

明治30年創業の酒販店です。新潟県産の日本酒
を中心に焼酎やウイスキーなど多数取り揃えてお
ります。店のつくりは昔ながらの町屋つくりです
ので、店内の雰囲気も一緒に楽しんで下さい。 
<HP>https://store.kisoya-sake.jp 

          https://kisoya-sake.jp/post/ 

○住 ：村松甲2170-5 
○☎ ：58-7135 
○F ：58-2762 
○営 ：8:30～19:00 
○休 ：日曜 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

着物のクリーニング、直し等々、何でもご相談下

さい。 

 <HP>http://kimono-ishikawaya.com 

○住 ：村松甲1888-1 

○☎ ・○F ：５８-6346 

○営 ：10:00～20:00 

○休 ：年中無休 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪期間中購入された現金払いのみ 

（一部除外品有）≫ 

眼鏡光学士１級の店、Gショックも多数展示中で

す。毎週月曜２時～３時は補聴器相談室開催中 

<HP> https://www.hanamegane.net 

 
○住 ：村松甲2192 

○☎ ・○F ：５８-6755 

○営 ：8:30～19:00 

○休 ：毎月4・14・19・24日 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪他の割引サービス併用不可≫ 

料理・スイーツにエゴマの葉・実・オイルを使用して

います。自然の中でゆっくりとお楽しみください。

※当店は新潟安心なお店プロジェクトの認証店で

す。安心してご来店ください。 

<HP>https://www.kawakami-nouen.net 

○住 ：刈羽丙804-2 

○☎ ・○F ：５８-2022 

○営 ：11:00～16:00 

○休 ：月・火・水・木・金曜 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

日本酒のおいしい季節となりました。 

皆様のご来店を楽しみにしております。 

○住 ：村松甲1953-1（春日） 

○☎ ：５８-6066 

○F ：58-6061 

○営 ：8:00～19:00 

○休 ：年中無休 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

やさしい味わいの「タマ吉ふわわ」はふんわり笑

顔の口当たり。生クリーム・チョコ・チーズの３種

類をご用意しております。 

○住 ：村松甲2175-1 

○☎ ・○F ：５８-6428 

○営 ：8:30～18:45 

○休 ：毎月4・14・19・24日 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪他割引サービス併用不可≫ 
 

季節限定メニューもありますので、 

ぜひ御来店ください！ 

○住 ：村松甲3867-5 

○☎ ：５８-6456 

○営 ：11:00～14:00 

    16:30～21:00 

○休 ：月曜※祝日の場合翌日 

   毎月第三木曜 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

人気の美白オプション（550円税込）をサービス！ 

大切な想い出を形に残すお手伝いをしています。 

スタジオ記念撮影から出張撮影まで、写真のこと 

ならなんでもご相談ください。  

○住 ：村松乙553-3 

○☎ ：５８-3311 

○営 ：（平日）8:30～19:00 

（土・日曜）9:00～18:00 

○休 ：毎月4・14・19・24日 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

降雪前に傷んだ屋根を点検しませんか？ 

瓦・板金等、屋根全般承ります！ 

○住 ：石曽根7998-2 

○☎ ：５８-6326 

○F ：58-6759 

○営 ：8:00～19:00 

○休 ：日曜・祝日 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

相続手続きは当事務所にお任せ下さい！ 

<HP>https://gyosei-itakome.com/ 

○住 ：村松甲2046 

○☎ ：５８-6441 

○F ：58-6419 

○営 ：9:00～18:00 

○休 ：不定休 



      

      

      

      

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

創業70年、地域に密着した工務店です。住宅の新

築・リフォームをはじめ、内装・外装・水廻り・バリア

フリー工事の他、土木工事にも対応いたします。 

 <HP> https://saitokoumuten.net 

 ○住 ：村松甲6238（寺町） 

○☎ ：５８-6287 

F ：58-5772 

○営 ：8:00～17:00 

○休 ：日曜・祝日 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

処方せん調剤・医薬品・介護用品・化粧品 

どの病医院の処方せんも調剤します。 

<HP>https://www.facebook.com/ 

     saitoyakkyoku 

○住 ：村松甲1776（仲町） 

○☎ ：５８-6568 

○F ：58-1230 

○営 ：8:00～19:00 

○休 ：日曜 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪一部商品を除く≫ 

冬物衣料品も値引中690円コーナーもあります

のでぜひ御来店ください。見て買わなくても良

いですよ！ 

○住 ：村松乙247-1 

○☎ ・○F ：５８-6802 

○営 ：8:30～17:30 

○休 ：不定休 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪釜めし等の「お弁当」以外は適用外です。≫ 

お弁当・料理折・オードブル等はもちろんのこと、
「釜飯」の宅配サービスも新商品として始めまし
たのでお気軽にご利用ください。 
詳しくはお電話またはホームページにて。 

<HP> http://matsunoya.xsrv.jp/ 

○住 ：村松乙555-1 

☎ ：５８-7151 

○F ：58-8683 

○営 ：8:00～19:00 

○休 ：不定休 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪クーポン券を持参（1枚で何個でも可能）≫ 

開店40周年の記念です。これからもお客様の

台所でありたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○住 ：村松乙263 

○☎ ：５８-6491 

○営 ：11:00～13:30 

   17:00～22:00 

休 ：火曜 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪米粉麺は除く・他割引サービス併用不可≫ 

昭和28年創業のラーメン店です。人気NO.1の

五目ラーメンや牡蠣入り麻婆麺、お得なセットメ

ニューも人気です。 

 <HP>https://r.goope.jp/sr-15-1532 

      21s0027 

住 ：村松甲2206-2 

○☎ ：５８-6696 

○営 ：11:00～21:00 

○休 ：水曜（※変更あり） 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪ランチご利用の方≫ 
 

この機会に当店の味をぜひご賞味ください。 

○住 ：村松甲2114（城町） 

○☎ ：５８-7191 

○F ：58-1678 

○営 ：11:00～20:00 

休 ：不定休 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪アルコール類ご注文のお客様≫ 

おいしい鶏肉と料理とお酒でみなさんを笑顔に！ 

デザートコーナーあります！ 

 ＜HP＞https://www.instagram.com/ 

            sironosato/ 

○住 ：城下2丁目773-1 

☎ ・○F ：47-8821 

○営 ：11:30～14:00 

    17:30～23:00 

○休 ：不定休 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪出前不可・店内ランチ（にぎり・丼）のみ≫ 

  旧村松地域なら１人前から出前（ランチ 

  含む）いたします。 

○住 ：村松甲2326 

○☎ ：58-6021 

○営 ：11:00～14:00 

    16:00～22:00 

○休 ：水曜 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪他割引サービス併用不可 

鯖江シール付対象消費≫ 

銀座和真フレンドショップグループに加盟する、

メガネと補聴器の専門店です。 

仲良し夫婦が心を込めて対応します。 

○住 ：村松1360 

○☎ ・○F ：58-0900 

○営 ：10:00～20:00 

○休 ：不定休 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪ご来店の方に限り≫ 

テイクアウトできます。本格中華を御自宅で家族

皆さんで味わってみてはいかがでしょうか？ 

○住 ：村松乙256-3 

○☎ ：58-6353 

○営 ：11:00～14:00 

    16:45～21:00 

○休 ：火曜（※連休有） 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

「家全体を冷暖房するので家中どこでも快適」 

全館空調システムを採用し、大空間のリビングを

実現。お気軽にご相談ください！ 

 <HP> http://www.satou-kentaku.com 

住 ：美郷244-1 

○☎ ：47-8101 

○F ：47-8102 

○営 ：8:00～18:00 

○休 ：日曜・祝日 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪現金にてお買い上げの方のみ≫ 

常時フリマ開催しています 

○住 ：村松甲1763-1 

○☎ ：58-2151 

○F ：58-2150 

○営 ：9:00～17:00 

○休 ：日曜 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪割引品・スクール用品は対象外≫ 

冬物、NEW荷中！！ 

ちょっとのぞいてみて下さい。 

○住 ：村松甲1715 

○☎ ・○F ：58-6350 

○営 ：平日：8:30～18:30 

 4・14・19・24日・土日・祝日 

      ：9:00～18:00 

○休 ：不定休 

（毎月4・14・19・24日いずれか） 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪他の割引やサービスとの併用不可 

上記時間外は不可≫ 

ポカポカと体が暖まりたい季節になりました。 

稲刈りやスポーツ、日頃の疲れにあなたの街のさ 

くらんど温泉！！<HP> https://sakurand.com 

○住 ：上木越423-1 

○☎ ：５８-1611 

○F ：58-1622 

営 ：10:00～21:00 

○休 ：毎月第二木曜 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪3,000円以上お買い上げの方≫ 

楽しいミセスファッションのお店です。 

他、下着、雑貨など 

○住 ：村松乙631 

○☎ ・ F ：５８-6664 

○営 ：9:00～18:30 

休 ：不定休 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

当店独自で年金月には『年金感謝デー』と

してさくらカードポイント２倍進呈です。 
 

○住 ：村松甲1726 

○☎ ：58-6575 

F ：58-5086 

○営 ：9:00～19:00 

休 ：毎月4・14・19・24日 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月26日㈰】 

≪運転免許証返納を証明するもの 

をご提示下さい≫ 

お客様の暮らしと地域に寄り添います。介護タク

シー（車いす・寝台）もご利用頂けます。お気軽に

ご用命ください。 

○住 ：木越字石道1897番地2 

○☎ ：43-2323 

○F ：43-2365 

○営 ：7:00～22:00 

○休 ：年中無休 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

あったか新柄毛布取り揃え 

○住 ：村松甲1706（下町） 

○☎ ：５８-6250 

○F ：58-6745 

○営 ：8:40～18:00 

○休 ：毎月4・14・19・24日 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

スーツ・スカート・ブラウス他各種取り扱っ

ております。洋服のリフォーム（丈つめ、ま

わりつめ、他）も承ります。 

○住 ：村松甲1787-1（仲町） 

○☎ ・○F ：58-7363 

○営 ：8:30～18:30 

○休 ：毎月4・14・19・24日 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪チラシ持参と花の購入（1本でも）≫ 

 全国への花のお届けも承っております。 

 是非ご利用下さい。 

 <HP>https://hananomariya.shopinfo.jp 

 
住 ：村松甲2229 

○☎ ・ F ：５８-2160 

営 ：9:00～18:00 

㈰：8:30～17:30 

○休 ：不定休 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

≪インスタグラムより要予約≫ 

村松出身のパティシエが古民家で丁寧にお菓子

を作っています。数量限定販売、御予約はインス

タグラムのDMから承っております。  

＜HP＞https://www.instagram.com/ 

      patisserie_arigatou/ 

住 ：村松甲2112 

営 ：完全予約制 

○休 ：不定休 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

・お茶の専門店 

・日本茶インストラクターのいる店 

○住 ：村松甲2238（下浦町） 

○☎ ：５８-6016 

F ：58-2340 

営 ：9:00～18:00 

○休 ：不定休 

【有効期限：令和３年11月２7日㈯～１2月２6日㈰】 

全国オークション会場よりご希望のお車
をお探し致します！各社メーカーの新車
も取扱います。 

○住 ：本田屋3154-1 

☎ ：５８-5078 

○F ：58-5079 

営 ：㈪～㈯7:30～19:00 

  ㈰7:30～17:30 

○休 ：祝日 


