最新のサービス内容はＨＰもしくは携帯サイトで

にいがたっ子すこやかパスポート協賛店一覧表

サービス内容は
平成30年11月13日現在です

所在地

名称

電話番号

提供サービス内容

所在地

電話番号

提供サービス内容

太田甲
石動2
松浜新町1

025-384-3300
025-384-1545
025-259-6555

除外商品以外の全ての商品に対し、日曜、祝日のみ５％割引
ギフト券 宅配料金、工賃、修理代は除く

北区
名称
ウオロク 葛塚店
ウオロク 豊栄店
ウオロク 松浜店

※除外商品・・・酒、たばこ、指定ごみ袋、本、雑誌、商品券、各種

かぶとやま2

025-388-0033

エンジンオイル交換時、エンジンオイル代金5％引き。車検時、車検料金1,000円引き。

オールアルビレックス・スポーツクラブ 豊栄校
川口美容室
キッチン いさみ
キューピット 豊栄店
キューピット 早通店
キューピット 松浜店
クスリのコダマ 豊栄店
クスリのコダマ 新崎店
個別指導塾まつがく 松浜教室
鮨・割烹 いとう

葛塚
葛塚
嘉山2
白新町3
早通北4
三軒屋町
石動2
すみれ野
松浜
松浜東町1

025-201-7779(事務局)
025-387-3046
025-387-3015
025-386-4640
025-386-9761
025-259-5139
025-386-4756
025-258-0789
025-259-1810
025-258-5655

入会時にかかる費用から、3,000円お値引きいたします。
子供料金を割引きいたします。
お食事されたお子様に、駄菓子をサービス！

白勢商事

木崎

025-386-6565

ガソリン・軽油・灯油を当店最安値価格で提供！※注文画面にてパスワードを入力ください。※値引き額は日々変動するので、店頭
にてご確認下さい。※現金のみ対象となります。

オートアールズ

新潟豊栄インター店

ホワイトスピリッツセルフ木崎

車検のコバック

豊栄店

毎週日曜日・祝祭日に、本体お買い上げ金額から「5％OFF」サービスを実施いたします。ただし、一部商品は除かせていただきま
す。また、その他のサービスとの併用はできません。
期間によって変更となるので、詳しくは店頭にてご確認下さい。
入会金を10％割引いたします。※ご入塾手続き時にカードを提示してください。
1,000円以上のご利用で10％割引 コーヒー1杯無料サービス

葛塚

0120-589-868

スーパーセーフティー1日車検をご利用のお客様に次回以降ご利用頂ける商品券1,000円分プレゼント。

スマイルカイロプラクティック楽ら
お食事処 大清
ｔｒｕｅ ＨＡＩＲ
トラットリア・ノラクチーナ

松浜本町2
太田
葛塚
葛塚

090-9953-1684
025-387-3249
025-387-3139
025-387-5200

新潟信用金庫

三軒屋町

025-259-7111

木崎

025-386-1211

はじめての方 初診料 1,000円割引
お食事されたお子様にオレンジジュースまたはウーロン茶を無料サービスします。
・お子様は当店ポイントカードのポイントを3倍進呈 ･当店内販売のヘアケア、ボディーケア商品を15％OFF引き
すこやかパスポート提示でソフトドリンク1杯サービス！
・定期積金『「アンパンマン」のスーパー積金』の店頭表示金利に0.05％上乗せします。
・「マイカーローン」の金利優遇項目に追加し金利を0.1％引下げます。
・「住宅ローン」の金利優遇項目に追加しました。（詳しくは、お近くの窓口にご相談ください。）
・「教育ローン」「教育カードローン」「新型仕送りローン」「新リビングリフォームローン」「リフォームローン・エコ」の 金利
優遇項目に追加し金利を0.1％引下げます。
・新車ご成約の際、添付のオプション（トヨタ純正販売店オプション）10％OFF ・オイル交換 2,000円均一（ディーゼル車を除
く）※必ず新車ご商談時、もしくはオイル交換ご入庫時にパスポートをご提示ください。新車ご成約後、および代金お支払い後のご
利用はできません。※他の割引、期間限定の各種特典との併用はできません。
・ご来店された、ご家族の飲食代から500円割引します。
・ママ友会、パパ友会 飲食代を10％割引します。
・お子様にソフトドリンクを１杯無料サービスします。
カード提示でカットのみ 1,000円〜（カット・シャンプー1,300円） お子様にジュースサービス。 カットされた方に好きな駄菓
子をサービス（小さいですが、駄菓子コーナーがあります。）
日曜、祝祭日のお買い物金額より5％引き（一部商品を除きます）
・未就学児のお子様にウエルカムセット（パンケーキとジュース）をプレゼント致します。
・すこやかパスポートを提示のお客様の会計を5％割引いたします。
他の割引との重複、サービスクーポン等重複はできません。一部割引商品は対象外と致します。
詳細はスタッフにおたずね下さい。
季節に応じて、粗品などを提供しています。たとえば、カレンダー等など、季節に応じてご来店のお客様にサービス品を提供しま
お子様に飴か風船を進呈
毎月１日 パスポートを提示していただくと、クリーニング代を割引します。会員様は合計から10%引き、非会員様も合計から5%
引きします。セール時でもご利用可能です。

松浜支店

新潟トヨタ自動車株式会社
呑み処

豊栄店

夢ひとよ

白新町

090-7273⊸2713

BARBER 風船葛

葛塚

025-388-3636

原信 豊栄店

葛塚

025-384-3050

石動1

025-388-1333

美容室アート
美容室 タムラ
ペリカンクリーニング キューピット豊栄店
ペリカンクリーニング キューピット松浜店
北越オートサービス

太田甲
内島見
白新町3
三軒屋町5

025-388-3155
025-387-2825
025-388-7445
025-259-7750

島見町

025-278-0901

マモル建築株式会社

横土居

0120-603-609

松浜新町

025-285-1114

三軒屋町3
白新町2

025-259-2038
0120-184-164

パスポートご提示で、当店ご来店商談成立しなくてもBOXティッシュ5個パックプレゼント。当店にてお車買取させていただいた方
に、当店最低買取価格（普通車18000円、軽自動車8000円）より3000円上乗せ。
新築、リフォーム、修理などの工事の際、住宅設備機器をお見積もり金額より5％割引きます。（システムキッチン、ユニットバス、
トイレ、洗面台、給湯器等）
クリーニング品をお持込の際に、すこやかパスポートのご提示で、定価から10％OFFにさせていただきます。(精算後のご提示や
セール品、布団、毛皮、その他特殊品は割引対象外とさせていただきます。)
お弁当ご注文の方にデザートサービス。ご予約時にパスポート利用とお伝えください。
すこやかパスポート提示で粗品プレゼント！！

バターフィールド

豊栄店

モンファインクリーニング

ウオロク松浜店

しかい
ゆい工房
東区
アイフルホーム新潟東店

藤見町2

025-270-3001

・ご来店されたお子様にお菓子をプレゼント
・ご来店されたご家族に「子育てが楽しくなる100の智恵」ブックをプレゼント
・ご来店されたお子様にお菓子をプレゼント。
・ご来店されたご家族に「子育てが楽しくなる100の智恵」ブックをプレゼント。

ＡＯＫＩ

河渡本町1

025-256-6188

お買い上げ総額より５％割引
を頂戴致します。

新潟河渡店

明石クリーン

ふとん丸洗い

カーペットクリーニング

※他クーポン券及びセットセールとの併用可

※他総額割引との併用不可

※補正代・宅配代は実費

紫竹卸新町

025-272-1010

ご利用料金が2,800円以上で、粗品を進呈いたします。

アクシーひがし（旧サンマリーン新潟スイム）

豊1

025-274-1223

(有)こがね畳

小金町1

025-275-5375

入会時にかかる費用から2000円（2000ポイント分）を割引いたします。 ＜このポイントは入会後の商品購入やイベント参加等
にご使用でも結構です＞
お子さまがお住まいの住居での，国産畳表を使用した表替え・新畳料金10％OFF(上敷き不可)。お見積り(出張見積りに限る)だけで
もミニ畳プレゼント！その他の割引との併用不可。

一日市2

025-271-3053

ご乗車されたお客様で現金支払い時のみ｢タクシー料金の10%｣を割引致します。

アミング 牡丹山店
アルビレックスチアリーダーズスクール 東新潟校
アルビレックスチアリーダーズスクール 藤見校
イエローハット河渡店

牡丹山1

025-272-0011

ポイントを2倍進呈いたします。

下木戸1
小金町1
河渡庚

025-246-8857

入校して頂いたお子様には、アルビレックスチアリーダーズスクールオリジナルグッズをプレゼント！！対象：にいがたっ子すこや
かパスポートのコピーを入校申込書と一緒にご提出ください。

025-272-1681

イエローハット赤道店
イオン上木戸店

牡丹山1

025-271-1451

はなみずき2

025-279-5170

イオン新潟東店

大形本町3

025-279-1515

イオン藤見町店
石焼ステーキ贅 松崎店
ウオエイ石山店
ウオロク 河渡店

藤見町2
松崎1
石山4

025-256-6380
025-272-2220
025-277-1610

幸栄3

025-271-0551

ウオロク

中野山店

西野

025-277-6611

ウオロク

牡丹山店

牡丹山3

025-275-9101

浅井政二畳店

東重機運輸

東タクシー

栄幸堂

■すこやかパスポート提示で、商品3%OFF!!
日曜・祝祭日のお買い物金額より5％割引（一部商品を除きます）
毎月第１土曜日「すこやかパスポート」ご提示のお客さまに限り、子供衣料、ベビー衣料、ベビー用品（紙おむつを含む）今付いて
いる価格よりレジにて5％割引（他割引との併用はできません）
日曜・祝祭日のお買い物金額より5％割引（一部商品を除きます）
お子様メニュー全品10％OFF
9のつく日にパスポートご提示で10ポイント券1枚進呈。※500ポイントで500円の割引券と交換できます。
除外商品以外の全ての商品に対し、日曜、祝日のみ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、修理代は除く
一部除外商品を除く全商品を、日曜、祝日のみ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、及びテナントは除く
除外商品以外の全ての商品に対し、日曜、祝日のみ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、及びテナントは除く
ポイントカード（チューリップカード）のポイントを2倍進呈
毎週水曜日は、お買い上げ金額から全品10%引き。毎週金曜日は、衣類・おもちゃに限り、買取査定20%UP。（他割引・サービス
との併用はできません）

中山2

025-275-8956

下木戸1

050-3476-1885

中山6

080-8033-0250

世界のセレブリティがこよなく愛する極上ハンドケア、有名ブランドOPIのラグジュアリー・ハンドケア（30分程度）通常3,675円
をすこやかパスポートのご掲示で2,100円にて提供致します。要予約

エヴァ 花かいどう店
(有)エンゼルウチダ

空港西1
中山2

025-279-4117
025-273-5462

おそうじ本舗

山木戸4

025-282-7377

オートリフレッシュ とがし
オールアルビレックス・スポーツクラブ 竹尾校
ガーデンプラザ グリーン東

江南3
竹尾
牡丹山1

025-287-5534
025-201-7779(事務局)
025-250-9800

株式会社ルチルスター

石山5

025-250-1255

木下精肉店
Kinomama 〜キノママ〜
キューピット 粟山店
キューピット 石山店
キューピット 中山店
キューピット 南紫竹店
クオリティフードセンターカワマツ中山店
クサマ自転車商会
クスリのコダマ 錦町店
クスリのコダマ はなみずき店
クスリのコダマ 牡丹山店
クスリのコダマ 中山店
クスリのコダマ 南紫竹店
ココカラファイン 山の下店
個別指導塾まつがく 木戸教室

中山5
大形本町5
粟山4
東中島2
中山6
南紫竹2
中山6
牡丹山3
錦町
はなみずき
牡丹山
中山
南紫竹2
古川町
中木戸

025-275-9050
025-288-5031
025-276-2131
025-276-0449
025-274-6586
025-257-7821
025-221-7070
025-274-6006
025-256-7365
025-279-5516
025-279-3008
025-211-3531
025-257-7277
025-275-3958
025-364-6006

・親子でご来店で10％割引 ・お子様だけのご来店でも10％割引
3,000円以上お買い上げのお客様に粗品進呈
清掃をご依頼していただいた方には、安全・無臭タイプでありながら塩素の2.5倍の除菌力を持つ除菌・消臭剤の「除菌ちゃんゲル」
を進呈します。
当店アイテム、オール20％割引します。お子様、女性にやさしい断熱フィルム20％割引します。
入会時にかかる費用から、3,000円をお値引きいたします。
カード提示で商品の5％OFF（配達料含む）又は、鉢花、切花ラッピングサービスのどちらか。
・お子様にプレゼントあります。（御成約、御見積り）
・毎月8日（屋根の日）に御成約の方は、5％割引致します。（プレゼントはいろいろ変わります。）
ご来店のお子様に、おだちんとしてお菓子を少しあげます。
施術されたお客様にジュレトリートメント（3,000円）をサービスさせていただきます。フロントカットのみは不可。

エコ・スポット
S

ＲＫ

diamond nail

新潟茅野山店

毎週日曜日・祝祭日に、本体お買い上げ金額から「5％OFF」サービスを実施いたします。ただし、一部商品は除かせていただきま
す。また、その他のサービスとの併用はできません。
毎週土曜日にすこやかパスポートを提示で、2,100円以上お買上げのお客様に、当社のグリーンカードポイント5倍進呈！
自転車お買い上げのお客様にＴＳマーク（傷害・賠償責任保険付き）をプレゼント
※超特価車は除きます。

期間によって変更となるので、詳しくは店頭にてご確認下さい。

入会金を10％割引いたします。※ご入塾手続き時にカードを提示してください。
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最新のサービス内容はＨＰもしくは携帯サイトで

にいがたっ子すこやかパスポート協賛店一覧表

サービス内容は
平成30年11月13日現在です

名称
個別指導塾まつがく 東新潟教室
Parade（パレード） 河渡店
くらしの保険室 東区役所店
クレバリーホーム新潟東店
KOUGI made by 阿部仏壇製作所
(株)サカイ引越センター
サロンデ・ビューティすぴっく
〜さんSpace若林
シダックス新潟赤道クラブ
自転車の駅サガミ(佐上商会)
清水フードセンター河渡店
清水フードセンター中山店
清水フードセンター東中野山店
清水フードセンター山の下店
車検のコバック 赤道店
(有)

写真のきよし

しゃぶしゃぶ温野菜

新潟赤道店

所在地

電話番号

中山
河渡庚
下木戸1
下木戸1
木工新町
下木戸3
太平4

025-270-2915
025-279-1414
025-270-3055
025-271-2330
025-275-7801
0120-388-141
025-274-6902

小金町1

025-274-4320

牡丹山3
太平4
河渡甲
中山6
東中野山7
古川町

025-275-6114
025-275-3369
025-273-4520
025-279-5500
025-257-2222
025-274-0651

牡丹山5

0120-5-5829-5

中山7

025-274-1718

提供サービス内容
入会金を10％割引いたします。※ご入塾手続き時にカードを提示してください。
お買上げ金額（税込）より5%割引きいたします！ ※一部対象外あり ※他の割引・クーポン・特別券などとの併用不可
無料保険相談お申込みでお楽しみプレゼント！プレゼントの内容は毎月変わります。
ＭＯＮＯプレイスより、内部備え付け収納家具、お好きなもの10万円分プレゼント！！
「KOUGI」オリジナル商品をご購入いただくと8％割引します。※一部除外品あり
引越基本料金（運賃＋人件費）30％割引。らくらくCコース半額サービス。注 見積りお申込時に必ずすこやかパスポートの利用を
お伝えください。（他の割引サービス等の併用不可）
親子で御来店の場合、5％引き、子供料金10％引きします。さらにお子様の誕生月に御来店の場合5％引きします。（要 証明書）
「〜さんSpace若林」の育児支援プログラムで行っている各レッスン参加で、スタンプポイント2倍サービス致します。「ベビーダン
ス」他。ポイントを集めると、割引券としてご利用いただけます。
ルーム割引30％OFF（フリータイム10％OFF）
自転車 新車購入時の防犯登録をサービス！ ※お子様、お母様の自転車限定
すこやかパスポートご利用日は毎週日曜日・水曜日の2日間プラス祝日、この期間中お買上金額よりレジにて5％引き致します。 但
し、クレジットカードでのご利用は出来ません。タバコ、お酒類、指定ごみ袋、本、送料、商品券などの一部商品は対象外となりま
す。清水フードセンターは、新潟の すこやか を応援致します。
ご好評にお応えして！４月１日〜６月３０日の期間中、すこやかパスポートご提示でスーパーセーフティ車検時「５４０円の特別割
引」致します。他、自社カードご入会でお得に整備特典が受けられる内容です。詳細はスタッフまで！この機会をお見逃しのないよ
お子様（家族等）の記念撮影 お客様の写真入オリジナルストラッププレゼント ・デジカメプリント100枚未満5%割引、100枚
以上200枚未満10%割引、２００枚以上20%割引

錦町

025-282-7831

パスポート持参にて、ご飲食代5％割引

白勢商事 ホワイトスピリッツセルフこーど
白勢商事 ホワイトスピリッツセルフ山木戸
スーパーオートバックス新潟竹尾

河渡本町
山木戸
竹尾

025-273-3141
025-273-1824
025-274-8765

ガソリン・軽油・灯油を当店最安値価格で提供！ ※注文画面にてパスワードを入力ください。※値引き額は日々変動するので、店
頭にてご確認下さい。※現金のみ対象となります。

スポーツクラブ ＪＯＹＦＩＴ 新潟東区役所
生活雑貨アンジュール松﨑店
整体 赤ひげ塾 バランス活性療法院
総合空手 夢源会

下木戸1

025-271-3711

新松﨑3
牡丹山5

025-250-8808
025-211-7201

大形本町4

025-272-6105

総合進学塾

中山6
寺山1

025-285-0161
(本部事務局)
025-273-6848

牡丹山5

025-250-3330

中木戸

025-279-2511

浜松町

025-270-0100

ロックウェル

木戸教室

長島輪店
大和ホーム 新潟支店
ドミノ・ピザ 新潟東店
トヨタレンタリース新潟

新潟空港店

※その他サービス券との併用不可

商品より5％OFF（特価品・限定品・工賃・法定諸費用は、対象外とさせていただきます）
・子ども教室の入会金（3,150円）を無料に致します。 ・同居の家族に限り成人会員入会金（3,150円）を無料に致します。 ※見
学・無料体験は随時開催中です。
お買い上げ金額より５％OFF ※一部割引除外品あり（食品、酒類、本など） ※他の割引との併用は不可となります。
初回ご来院時にすこやかパスポートご提示で、当院の人気商品「冷え取り入浴剤」をプレゼント。
・すこやかパスポートを見てご入会された方は当月の月謝一ヶ月分を無料とさせていただきます。 ・その他 親子入会などで一人
分の入門料を免除いたします。
・塾を訪問していただいたお子様に、文具をプレゼントします。 ・さらに、入塾していただいたお子様には、入塾記念品をプレゼ
ントします。
・自転車お買い上げの方，「ＴＳマーク」をサービス！（傷害・賠償保険付） ・お子様，お母様の自転車は，パンク修理300円引
き！ ・車の車検入庫の方，エンジンオイル交換サービス！ ・軽自動車のエンジンオイル交換の方，2,000円でＯＫ！（国産車に
初ご来店時にカード提示で、食器洗い乾燥機か浴室乾燥機をプレゼントします。但し、ご契約いただいた方が対象です。
ポテトフライ(Ｍ)、チキンナゲット(Ｍ)のどちらか一つをサービス。お会計時にパスポート提示（ご注文時にご利用をお申し出くださ
い。）※1,000円（税別）以上ご注文のお客様
1,レンタカー全車種、レンタル料金より10%割引
2.チャイルド・ジュニアシート.無料貸出（要事前予約）
3.新潟県全店舗、同サービス内容でご利用頂けます。

トヨタレンタリース新潟 竹尾インター店
新潟信用金庫 石山支店
新潟信用金庫 大形支店
新潟信用金庫 中山支店
新潟信用金庫 物見山支店
新潟信用金庫 山ノ下支店

竹尾4

025-275-0700

新石山1
大形本町4
中山6
物見山2
北葉町

025-276-1101
025-273-8811
025-275-1151
025-274-9611
025-273-6351

新潟トヨタ自動車株式会社

牡丹山5

025-274-7171

にこにこほいくえん ミッキーハウス
ニッポンレンタカー新潟卸新町営業所

中山8

025-274-0303

竹尾

025-271-5515

ニッポンレンタカー新潟空港営業所
白新商会 竹尾本店
原信 河渡店
原信 錦町店
はるやま 新潟河渡店
万人家 中山店
美容室 TRIBUTE360
美容室 プリエ

太平3

025-272-0956

竹尾
河渡庚
錦町
河渡本町
中山6
栗山1

025-275-8940
025-256-7200
025-250-8521
025-270-7608
025-270-1410
025-277-6988

東中野山1

025-277-5206

boulangerie Mymlan
ヘアー サロン カスタム i
ベビーキッズ＆ハンドメイドショップ SORA
ペリカンクリーニング 大形本町店
ペリカンクリーニング キューピット石山店
ペリカンクリーニング キューピット中山店

石山団地
北葉町
下木戸
大形本町1
東中島2
中山6

025-276-4515
025-275-9889
025-290-7154
025-273-3134
025-277-2167
025-271-2011

ホームコンじゅく幸栄教室

幸栄3

025-273-9989

ＰＯＰＯハウス 木戸店
眼鏡市場 新潟松崎店

下木戸1

025-275-5562

新松崎3

025-250-8901

メガネスーパー新潟松崎ニュータウン店
モンファインクリーニング 大形店
モンファインクリーニング 中山店
モンファインクリーニング 牡丹山店
モンファインクリーニング 山の下店
吉野家 新潟海老ヶ瀬インター店
理容室 美容室 ハイタイム
理容 菅原

新松崎1

025-257-9077

逢谷内
中山6
牡丹山1
古川町
大形本町5
山木戸5

025-271-8844
025-272-5367
025-270-8577
025-270-4558
025-279-4866
025-275-5925

長者町

025-273-2410

関新3
上所上1
鳥屋野

025-231-7341
025-257-0288
025-280-1388

親子でご来店の場合、会計より500円ＯＦＦ。お子様2人でのご来店の場合、会計より300円ＯＦＦ。
お買い上げ総額より５％割引 ※他クーポン券及びセットセールとの併用可 ※他総額割引との併用不可
を頂戴致します。

赤道店

・定期積金『「アンパンマン」のスーパー積金』の店頭表示金利に0.05％上乗せします。
・「マイカーローン」の金利優遇項目に追加し金利を0.1％引下げます。
・「住宅ローン」の金利優遇項目に追加しました。（詳しくは、お近くの窓口にご相談ください。）
・「教育ローン」「教育カードローン」「新型仕送りローン」「新リビングリフォームローン」「リフォームローン・エコ」の 金利
優遇項目に追加し金利を0.1％引下げます。
・新車ご成約の際、添付のオプション（トヨタ純正販売店オプション）10％OFF ・オイル交換 2,000円均一（ディーゼル車を除
く）※必ず新車ご商談時、もしくはオイル交換ご入庫時にパスポートをご提示ください。新車ご成約後、および代金お支払い後のご
利用はできません。※他の割引、期間限定の各種特典との併用はできません。
乳幼児の保育。 育児相談、栄養相談を無料でお受けいたします。
１レンタカー基本料金より約10%割引の特別料金（他の割引との併用不可）。
２チャイルドシート（ジュニアシート・ベビーシート含む）貸出無料。
３HP記載の新潟県内の各営業所でも同内容でご利用いただけます。
出産祝を購入時にお買い上げ金額より5％OFF
日曜、祝祭日のお買い物金額より5％引き（一部商品を除きます）
販売価格の５％オフ（税抜1,000円以下の商品・一部特価品・補正代・送料を除く）詳細はスタッフにお問い合わせください。
土・日・祝日のみ5％割引
ペアご来店時、ペア割で全施術料500円ＯＦＦ！（親子・友人・ご夫婦など、どなたとのペアでもＯＫ）※他の特典との併用不可
【すこやか限定サービス】１０％OFF!※他のサービスと併用不可 ●火曜日はカットデー￥2,700 ●毎日シルバーデーオール１
０％引き ●金曜日はカラーデー￥3,780〜 割引致します。
お子様にプチパン１コプレゼント
・ご来店されたご家族のカット代をそれぞれ200円引きいたします。
すこやかパスポートご提示で、ベビー、子供服5％off ※ただし、ハンドメイド商品は除きます。
毎月１日 パスポートを提示していただくと、クリーニング代を割引します。会員様は合計から10%引き、非会員様も合計から5%
引きします。セール時でもご利用可能です。
・パスポート持参の方には入会金3,150円を半額割引 ・1回2時間の無料体験コースでご確認のうえ、入会できます。（要予約）
・受講生卒業生は出張サポートを初回無料で利用できます。
登録料5,000円→1,000円
すこやかパスポートを提示いただくと本人、家族が5％割引になります（メガネのみ 備品は除く） ※但し、当社の株主優待券およ
びその他、割引券等との併用はできない。
すこやかパスポートのご呈示で…現金でお支払時10％割引！クレジットカードでお支払時5％割引！※一部割引対象外商品がござい
ます。割引の重複は出来ません。
クリーニング品をお持込の際に、すこやかパスポートのご提示で、定価から10％OFFにさせていただきます。(精算後のご提示や
セール品、布団、毛皮、その他特殊品は割引対象外とさせていただきます。)
お食事されたお客様に味噌汁無料サービスします。
親子で来店の場合、パスポート提示で、、大人カット料金5％OFF、子供10％OFFにいたします。
親子で一緒にご来店の場合、理髪大人料金５％割引き，子供料金１０％割引き。子供独りで来店でも１０％割引き。ただし，当店の
他のサービス券との併用はできません。

中央区
OUTRE
ＡＯＫＩ 新潟弁天橋店
ＡＯＫＩ 女池インター店
アーク引越センター北陸株式会社

新潟支店

※補正代・宅配代は実費

上近江3

0120-03-0003

すこやかパスポートご提示で、荷造り料金無料(通常はオプションにて有料)お引越料金30％割引き

浅川園 古町本店
株式会社アスカ

古町通7

025-228-3001

万代島5

025-278-7179

アミティーイングリッシュスクール 新潟校
アミング 新潟店
アルススイミングクラブ
アルピナウォーター

幸西3
上所上2
南笹口1

025-245-2400
025-280-1150
025-247-3500

東掘前通5

0120-498-400

アルビレックスチアリーダーズスクール

駅南校

花園１

025-246-8857

お買上げいただいたお客様のお連れのお子様にソフトクリームをサービス
「保育士」「幼稚園教諭」「看護師」「調理師」「栄養士」などの有資格者のかたのご登録時にクオカード５００円分プレゼント。
又、アスカでお仕事をしていただいたかたに勤務開始３ヵ月後にディズニーチケット１枚プレゼント。
当月キャンペーンの内容に準じて、おトクな特典をご用意しています。詳しくはお問合わせ下さい。
ポイント2倍進呈いたします。
お子様とそのご家族の方の入会金(2,000円）無料
アルピナウォーター高濃度水素水サーバー 水素溶存量最大4.1ppm 水素水で若さと健康 新規のお申込みで、初回納品12ℓボトル
3本サービス
入校して頂いたお子様には、アルビレックスチアリーダーズスクールオリジナルグッズをプレゼント！！対象：にいがたっ子すこや
かパスポートのコピーを入校申込書と一緒にご提出ください。

アルビレックスチアリーダーズスクール

中央校

新光町１

025-246-8857

入校して頂いたお子様には、アルビレックスチアリーダーズスクールオリジナルグッズをプレゼント！！対象：にいがたっ子すこや
かパスポートのコピーを入校申込書と一緒にご提出ください。

「あ！！分かった」オンラインゼミのCKCネットワーク

鐙西2

025-364-1561

①1カ月間のオンラインゼミ無料体験。 ②受講用のWebカメラ＆イヤフォンマイクプレゼント（希望者）。③体験後、入会される
場合は入会金（10,000円税別）無料。

Ann 異人池ヒルズ
イエローハット紫竹山店
イオン笹口店
イオン山二ツ店
イオンラブラ万代店
いくとぴあ 食と花の交流センター
壱勢 新潟店
一品料理 越後
癒しの総合空間 森の家。
ウオロク 神道寺店
ウオロク 信濃店
ウオロク デッキィ401店
ウオロク 女池店
ウオロク 鳥屋野南店
うとら はり灸院
駅前あたご ひまわりこども園
エコクリーン・アバンス
エコ・珠屋
エヴァ 鐙西店
エヴァ 弁天橋通り店
えふ・きっず ティンクル

西大畑町
紫竹山3
南笹口2
山二ツ1

0120-88-2031
025-241-3975
025-255-5701
025-257-7530

施術された方のお子様（３歳〜未就学児６歳まで）はカット無料サービス致します。（１回のご来店につきお１人様まで）
■すこやかパスポート提示で、商品3%OFF!!
日曜・祝祭日のお買い物金額より5％割引（一部商品を除きます）
日曜・祝祭日のお買い物金額より5％割引（一部商品を除きます）
毎月第１土曜日「すこやかパスポート」ご提示のお客さまに限り、ベビーフード、紙おむつ 今付いている価格よりレジにて5％割引
（他割引との併用はできません）
キラキラガーデン入場券を100円割引いたします。※但し、他の割引との併用はできません。
お子様にジュース一杯サービスさせて頂きます。
お子様連れの方にフルーツかソフトドリンクをサービス
初回ご来店時にすこやかパスポートご提示で、500円OFFとさせていただきます。

万代1

025-255-0200

清五郎
東大通1
文京町1
高志2
神道寺1
信濃町2
上近江4
女池6
鳥屋野字中沼
清五郎
弁天3
幸町8
花園1
鐙西2
弁天橋通1
寄居町

025-384-8732
025-242-1200
025-231-3745
025-287-2022
025-247-4334
025-267-7451
025-281-2600
025-284-6685
025-288-2220
025-286-0011
025-245-3131
025-241-9665
025-248-1170
025-245-8305
025-286-1503
025-228-8099

パスポートのご提示により、初見料（1,000円）を無料といたします。
・一時保育利用の場合、10時間ご利用ごとに次回1時間分無料サービス
エアコンクリーニングを含む各所のハウスクリーニング１０％割引（キャンペーン価格との併用は不可）
エコ・グッズ2,000円以上お買上げの方に粗品進呈
親子でご来店で10%割引。 お子様だけでのご来店でも10%割引。
・親子でご来店で10％割引 ・お子様だけのご来店でも10％割引
入会金5,250円→3,150円
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最新のサービス内容はＨＰもしくは携帯サイトで

にいがたっ子すこやかパスポート協賛店一覧表

サービス内容は
平成30年11月13日現在です

名称
エブリーワン
株式会社 えぷろん
大谷寿司

所在地

電話番号

提供サービス内容

万代島5
上大川前通7
上所上1

025-241-1600
025-229-1642
025-284-1787

お好み焼き 鉄板焼 六丁目

古町通6

025-223-6710

オートバックス新潟中央店
オールアルビレックス・スポーツクラブ 駅南本校
オールアルビレックス・スポーツクラブ ビッグスワン校
フレンド和・洋菓子店

上所上1
花園1
清五郎
本町通13

025-284-6311
025-201-7779(事務局)
025-201-7779(事務局)
025-223-4625

1,000円以上お買い上げの方5％引き！※たばこ・酒・書籍を除く
商品ご購入時にカード提示でお会計の3％割引。（ポイントカード・その他の割引と併用できません。）
お子様にジュース1杯サービス
・お食事されたお子様にバニラアイス無料サービス
・3000円以上お食事の方にはポイント2倍サービス（どちらもカード提示必要）
商品より5％OFF（特価品・限定品・工賃・法定諸費用は、対象外とさせていただきます）
入会時にかかる費用から、3,000円をお値引きいたします。
入会時にかかる費用から、3,000円をお値引きいたします。
３００円以上から5%引きにします。

オリーブオイル＆ジェラート カフェイタリア

万代1

025-243-5885

オリーブオイルお買上げの方５％ＯＦＦ。オリーブオイルの乳幼児への使い方、選び方やオリーブオイルを使った減塩等の相談、ア
ドバイス。

花園1

025-243-8643
(pm5〜pm10に受付)
※月曜日定休日

事前予約で体験希望の小・中・高校生は無料体験1週間できます。

本町通6

025-228-6231

カットサロン 三愛
髪切館
髪ＫＩＲＩ家
Kamizaiku 万里
gear CONDITIONING&RELAXATION（ギア コンディショニング
アンド リラクゼーション）
(株)きくや本店
居宅介護支援事業所きずな

東堀前通5
日の出3
姥ヶ山4
東大通2

025-228-0697
025-245-0965
025-286-6223
0120-46-7235

西堀通5

025-225-2138

すこやかパスポート提示で駐車場1時間100円のところ、無料。託児所と提携しているためお子様連れでも安心してご利用いただけ
ます。（要予約1人700円〜）

万代6

025-245-8261

礎町通上１

025-226-7128

ご来店されたお子様に10％割引します。
通常は高齢者の介護相談を行っていますが、パスポートのご提示で、各専門の資格保有者が、学習や育児の相談など幅広く情報提供
を行っています。必要に応じて専門の相談機関をご紹介します。

きのこや

万代6

キューピット 下本町店
キューピット 出来島店
キューピット 長潟店
キラキラレストラン（いくとぴあ食花施設内）
Grooming Studio JETS 東中通店

東堀通12
南出来島2
長潟
清五郎
寺裏通2

フリーダイヤル
0120-246-231
025-228-9422
025-285-6376
025-286-6177
025-280-1325
025-223-7779

クールブリス新潟店

下大川前通3

0120-877-488

脱毛どこでも1箇所無料体験またはエナジーテラピー30分無料体験
をお伝えいただき、来店の際にもカードをご提示ください。

くるま＆バイク レッツ新潟 （株）ファンタジスタ
軽未使用車専門店 ケイバッカ駅南店
こいで鍼灸整骨院
ココカラファイン 本町通店
ココカラファイン 古町7番町店
ココカラファイン 関屋店
ココカラファイン 古町6番町店
クスリのコダマ 万代店
クスリのコダマ 女池店
クスリのコダマ 南万代店
クスリのコダマ 鳥屋野南店
クスリのコダマ 南出来島店
クスリのコダマ とやの店
クスリのコダマ 新潟市役所前店
クスリのコダマ 早川町店
COCO塾新潟校
コージーハウス(株）由久

女池上山2

025-280-1880

紫竹山2

025-241-1029

笹口3
本町通6
古町通7
関新3
古町通6
万代1
女池神明1
幸西1
鳥屋野
南出来島2
天神尾2
学校町通１
早川町3
万代1
紫竹1

025-250-7616
025-228-5966
025-226-8088
025-234-5300
025-227-5517
025-240-9080
025-288-0708
025-290-4700
025-280-9611
025-280-0717
025-246-1437
025-227-5830
025-210-2811
025-290-5851
0120-913-449

ご購入の方＆買取の方に特別記念品進呈
1.オイル交換1L 100円 2.車検 2,000円割引 ※はじめて当社ご利用の方に限ります。※オイル交換はトラック・輸入車・ディー
ゼル車・不正改造車はお断りさせていただきます。※お一人様１台のご利用とさせていただきます。3.チャイルドシート相談会 参加
鍼治療の方、初診時に限り500円割引させていただきます。受付時にパスポートをご提示ください。

こども写真館

学習塾

真友ゼミ

傘＆レイングッズ

とみやま洋傘専門店

トム・ソーヤー県庁前店

理容、女性の顔剃り（TELで予約してください。） パスポート持参の方10％割引致します。
・親子でご来店の場合、10％割引き ・お子様だけのご来店でも、10％割引き
パスポート提示でお子様カット5%OFF

店頭価格より5%引き（但し特売品除く）
毎週日曜日・祝祭日に、本体お買い上げ金額から「5％OFF」サービスを実施いたします。ただし、一部商品は除かせていただきま
す。また、その他のサービスとの併用はできません。
すこやかパスポートご提示のご家族のお食事代を5%割引いたします。※他の割引券やサービス券との併用はできません。
マイクロバブルバス10%割引き致します

東出来島

0120-282-510

西堀通6
南笹口
京王3
女池2
女池4

サロンドシェリー・理容室・美容室

日の出1

025-222-8011
0120-52-4119
025-364-1888
025-368-7100
025-284-6755
025-243-0849
フリーダイヤル0120438994

株式会社

クリクラ事業部

※ご予約が必要です。ご予約時にすこやかパスポート利用の旨

期間によって変更となるので、詳しくは店頭にてご確認下さい。

ＫＯＨＩＮＡＴＡ・ＨＯＮ−ＴＥＮ
個別指導塾 ブイステージ
個別指導塾まつがく 姥ヶ山教室
個別指導塾まつがく 女池教室
酒井健康整体

サンウッドビーピー

無料体験期間で新規入塾者は入塾金を無料にいたします。

「にいがたっ子すこやかパスポート」をご提示いただき、お子様向け雨傘・レイングッズをお買上げいただいた方レジにて５％
OFF！！（一緒にお買い物された他の商品も適用です）※修理は除きます。
すこやかパスポートお持ちのお子様にかぎり１０％OFF

COCO塾ジュニア本部校・サテライト教室・ホームインストラクター教室入学金半額
「新築のお客様に塗り壁材でつくる記念手形額をプレゼント」世界でただひとつの、二度と同じものはつくれない、家づくりの思い出とマイホームへの
お写真１枚（６切以上）ご購入でストラップ１個プレゼント！（他の特典と併用はできません。）（プレゼントはお買い上げ写真の
中からお選び頂けます。）
美容施行（カット、パーマ、カラーｅｔｃ）にて技術料金を５％OFFにさせて頂きます。
授業料を5％割引とします。（週間3コマ以降に適用となります。入塾時にすこやかパスポートをお持ちください。）
入会金を10％割引いたします。※ご入塾手続き時にカードを提示してください。
初回ご来店時に学生以上の方は1,000円OFF。小学生以下の方は500円OFF。
パスポート提示で幼児〜小学生まで平日￥1,050円。キャラクターグッズのおみやげ付き。3/1から4/8までキャッシュバックキャ
ンペーン実施中！
弊社ショールームにてボトルを購入して頂くと1本につきスタンプ1個を押させて頂きます。10個スタンプを貯めるとボトル1本プレ
ゼント！！
パスポート提示により初回に限り治療代金を全身治療5000円→4500円、患部治療3500→3000円。小学生のバランス調整は初
回に限らず500円にいたします。
入学金通常1万円をパスポート提示で「無料」と致します。

高美町3

025-285-3799

指圧 整体 はり きゅう ＬＩＦＥ治療院
ジェイムズ英会話

弁天橋通1

025-287-6360

弁天1

025-244-8850

gentleman Barber

東万代町1

025-249-0077

・施術されたお子様にソフトドリンクとお菓子をサービス。カット料金10％OFF
・親子で施術された場合、合計額から10%OFF

シダックス新潟南出来島クラブ
清水フードセンター関屋店
清水フードセンターとやの店
清水フードセンター西堀店
清水フードセンター湊町店
車検のコバック 紫竹山店
車検のコバック 女池インター店
しゃぶ禅 和楽
ジャンボインドアテニススクール
(有)昭和美装
食堂・居酒屋 麺大誠
Johnson English Service
白勢商事 浜浦ＳＳ
シルク ドゥ ガリバー新潟店
じんわり整体
SWEET-FACTORY＋PULS 万代店
学校制服専門店 スクールメイツ
ステーキとハンバーグのお店 さるーん
スーパー マルイ 女池店
生活雑貨アンジュール近江店
生活雑貨ショップ ウチカ新潟駅南店
整顔・ボディケアサロンwellciesta
関口美容院 エンゼルネイルクラブ
セルフうどん こびきや 出来島店
セルフ片山ピアBandai店

南出来島1
関屋新町通1
堀之内
西堀通3
湊町通4ノ町
紫竹山1

025-285-9111
025-234-3200
025-245-2533
025-229-0921
025-226-7155
0120-589-558

ルーム割引30％OFF（フリータイム10％OFF）

女池神明3
弁天1
南出来島１

0120-589-554
025-247-2500
025-285-1933

西船見町

025-222-2996

太田
文京町12
浜浦町
南笹口1
川岸町2
万代1
上近江4
神道寺2
女池４
上近江3

025-387-3249
025-231-5516
025-267-7221
025-242-3163
070-6984-3940
025-249-7130
025-285-6110
025-248-1729
025-280-1400
025-280-0666

鐙3

025-290-3678

笹口1
古町10

025-240-0424
025-222-4276

南出来島2

025-281-0085

万代島

（社）全日本空道連盟

紫竹山1

025-256-8077
道場電話
025-244-9102
携帯電話
070-6451-9101
025-285-0161
(本部事務局)
025-285-0161
(本部事務局)

大道塾新潟支部

総合進学塾

ロックウェル

医学町教室

医学町通2

総合進学塾

ロックウェル

女池本校

女池神明2

すこやかパスポートご利用日は毎週日曜日・水曜日の2日間プラス祝日、この期間中お買上金額よりレジにて5％引き致します。 但
し、クレジットカードでのご利用は出来ません。タバコ、お酒類、指定ごみ袋、本、送料、商品券などの一部商品は対象外となりま
す。清水フードセンターは、新潟の すこやか を応援致します。
ご好評にお応えして！４月１日〜６月３０日の期間中、すこやかパスポートご提示でスーパーセーフティ車検時「５４０円の特別割
引」致します。他、自社カードご入会でお得に整備特典が受けられる内容です。詳細はスタッフまで！この機会をお見逃しのないよ
うご来店下さい。
お食事されたお子様にソフトドリンク1杯、又はアイスクリームを1個無料サービスします。
入会金5,400円を無料！
戸建住宅外壁の塗替えを通常料金2,450円/平方メートル（ウレタン塗装）、足場代無料で全体工事金額から15％値引き！ 職人
は、普段より20％増しの笑顔で作業します。低予算でご家庭をサポートします！
お食事を注文されたお子様にオレンジジュース・ウーロン茶サービス
レッスン：入会金無料、レッスン料5％OFF(保護者も対象)
留学：JES手数料30,000円が半額
英文校閲：5％OFF(保護者も
ガソリン・軽油・灯油を当店最安値価格で提供！※値引き額は日々変動するので、店頭にてご確認下さい。※現金のみ対象となりま
パスポートお持ちの方、プリクラ100円割引 ※対象外あり ※お一人様、１日１回限り有効
初見料サービスさせていただきます。
税込1000円以上お買い上げで10％OFFします。 ※他割引サービスとの併用はできません。
10,000円（税別）以上のお買上げで粗品進呈（学校指定の商品は除きます。）
小学生以下のお子様人数分ミニアイスプレゼント
日曜、祝日の除外商品以外のお買上合計金額の５％割引（除外商品：酒・タバコ・ごみ処理券・雑誌・商品券・ギフト券など）
お買い上げ金額より５％OFF ※一部割引除外品あり（食品、酒類、本など） ※他の割引との併用は不可となります。
540円以上のお会計時に当店ポイントカードのご提示で2ポイントプレゼントいたします。※当店のポイントカードをお持ちでない
方はご入会金無料 ※特典付与は1日1回、すこやかパスポートをご提示ください。
パスポート提示にて、通常価格より20％割引いたします。※他の割引サービス等との併用はできません。
美容院、着付け、ネイル，爪の色付とロングヘアアップ、一般、指導、デコレーション
・ご来店されたご家族のお食事代を5％割引致します。※うどん50円引き「こびきの日」（毎月10日・20日・30日）は対象外 ※
他の割引・クーポンとの併用は出来ません。
3,000円以上お買い上げでお子様向けお菓子をプレゼントします。
入門時に必要となる費用（入門月の会費とスポーツ保険料）をサービス致します。

・塾を訪問していただいたお子様に、文具をプレゼントします。
ントします。

・さらに、入塾していただいたお子様には、入塾記念品をプレゼ

南長潟

025-286-1161

パスポート提示で5％割引します。

ターミナルアートイン
(株)竹林味噌醸造所
DeKKY401 ファミリーパーク

笹口1
礎町通1
上近江4

025-246-7111
025-222-0066
025-281-2162

TeNY テレビ新潟

新光町

TeNY ﾁｹｯﾄ専用ﾀﾞｲﾔﾙ

デリ＆レストラン ピアットジョルニ
トイザらスベビーザらス新潟店
ＴＯＮＩ & ＧＵＹ ＮＩＩＧＡＴＡ

万代島2
上近江4

025-281-8000
025-384-4955
025-284-4633

万代1

025-374-4303

ドミノ・ピザ

新潟新和店

新和1

025-282-2255

ドミノ・ピザ 文京町店
トヨタレンタリース新潟 万代店
トヨタレンタリース新潟 新潟駅南口店
トヨタレンタリース新潟 女池インター店
(株)永喜多電気商会

文京町

025-201-2266

ご宿泊のお子様のご朝食代を無料サービスします。
パスポート提示で5％引きに致します。
パスポートお持ちの方、のりもの１回無料 ※お一人様、１日１回限り有効
TeNYでは、お子様向けイベントを実施する際には対象イベントであることをお知らせの上、パスポート提示で料金等を優遇させてい
ただきます。
●お食事のお子さまにはキッズドリンク1杯サービス ●「ジョルニファミリークラブ」会員限定、ワークショップやイベントなど開
MPCカード会員対象に毎週火曜日にお買いものしていただくと、\100クーポンをプレゼント（各日先着100名）
通常カット4,860円〜のところ、小学生までは2,700円。中学生は30％OFFで施術させていただきます。また、ご家族も初回に限
り技術料金30％OFFでご提供いたします。
ポテトフライ(Ｍ)、チキンナゲット(Ｍ)のどちらか一つをサービス。お会計時にパスポート提示（ご注文時にご利用をお申し出くださ
い。）※1,000円（税別）以上ご注文のお客様
ポテトフライ(Ｍ)、チキンナゲット(Ｍ)のどちらか一つをサービス。お会計時にパスポート提示（ご注文時にご利用をお申し出くださ
い。）※1,000円（税別）以上ご注文のお客様

万代４
米山1
女池上山１
本町通13

025-243-0100
025-245-0100
025-285-0100
025-228-2057

タイヤ館にいがた

弁天橋通り店

※限定品、処分品は対象外

1,レンタカー全車種、レンタル料金より10%割引
2.チャイルド・ジュニアシート.無料貸出（要事前予約）
3.新潟県全店舗、同サービス内容でご利用頂けます。
3,000円以上お買い上げされた方3％割引します。
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にいがたっ子すこやかパスポート協賛店一覧表

最新のサービス内容はＨＰもしくは携帯サイトで

サービス内容は
平成30年11月13日現在です

名称
(株)新潟伊勢丹
新潟占いBlue Rose−青いバラの花言葉―
フレンズ
新潟合同法律事務所
公益社団法人 新潟市シルバー人材センター
新潟・市民映画館シネ・ウインド
新潟信用金庫 姥ヶ山支店
新潟信用金庫 春日町支店
新潟信用金庫 関屋支店
新潟信用金庫 出来島支店
新潟信用金庫 鳥屋野支店
新潟信用金庫 ながた支店
新潟信用金庫 沼垂支店
新潟信用金庫 本店
新潟信用金庫 横門前支店
新潟信用金庫 米山支店
新潟ターミナルホテル
新潟土地建物販売センター株式会社
新潟トヨタ自動車株式会社

新潟店

西堀ローサ

所在地

電話番号

提供サービス内容

八千代1

025-242-1111

礎町通1
清五郎
上所１
上所1
八千代2
京王2
春日町
信濃町
出来島
鳥屋野1
長潟
東万代町
西堀通5
元祝町
米山5
花園1
桜木町

080-6600-2500
025-383-8718
025-245-0123
025-241-3541
025-243-5530
025-286-3600
025-243-0777
025-266-7156
025-285-6666
025-283-4111
025-287-3711
025-245-3307
025-222-3111
025-222-7121
025-241-5100
025-241-7777
025-288-5637

・春休み、GW、夏休みに開催の手づくり教室への参加費をご優待。 ・お父さんのための子育てセミナーの開催。 ・母の日、父の
日などに親子でケーキつくり教室など開催し参加費の優待。など
鑑定料金５％OFF、商品代金５％OFF
生花及び園芸品 表示価格より5％引き（他の割引との重複はできません）
法律相談料 通常３０分５０００円のところ、すこやかパスポートご提示の方について１０００円引き致します。（３０分４０００
お子さまに係る見守り、送迎、食事作りまたは産前産後のお手伝いサービスをご利用された場合、年3回までご利用料金の5％を値引
大人1,300円。親子でご鑑賞の場合、お二人で2,000円で映画をお楽しみいただけます。

女池南１

025-281-7117

西堀前通6

025-224-2288
代表

・定期積金『「アンパンマン」のスーパー積金』の店頭表示金利に0.05％上乗せします。
・「マイカーローン」の金利優遇項目に追加し金利を0.1％引下げます。
・「住宅ローン」の金利優遇項目に追加しました。（詳しくは、お近くの窓口にご相談ください。）
・「教育ローン」「教育カードローン」「新型仕送りローン」「新リビングリフォームローン」「リフォームローン・エコ」の 金利
優遇項目に追加し金利を0.1％引下げます。

ご宿泊のお子様のご朝食代を無料サービスします。
新築住宅購入時、粗品プレゼント。不動産売却時、粗品プレゼント。
・新車ご成約の際、添付のオプション（トヨタ純正販売店オプション）10％OFF ・オイル交換 2,000円均一（ディーゼル車を除
く）※必ず新車ご商談時、もしくはオイル交換ご入庫時にパスポートをご提示ください。新車ご成約後、および代金お支払い後のご
利用はできません。※他の割引、期間限定の各種特典との併用はできません。
西堀ローサ内「カフェプラス」でお食事のお子様にはオレンジジュース（１杯）をサービスいたします。ご注文の際にパスポートを
ご提示ください。

鳥屋野

0120-208900

・ご来店時にパスポートをご提示いただいた方は、お見積金額から５％割引いたします。
※但し、限定品、展示品、パック商品は、対象外とさせていただきます。

ニチイ学館新潟校

万代4

025-245-3913

ニチイライフ（株式会社ニチイ学館）

万代4

0120-212-295

入会金無料、受講料3％オフ
【家事・育児・家族介護サービス】■デビュープラン（初回限定価格）1.5時間3,980円
用）通常料金の5％ＯＦＦ

ニッポンレンタカー新潟新幹線口営業所
ニッポンレンタカー新潟万代営業所
ニッポンレンタカー新潟上所営業所
日本家庭教師普及会 本部
のがみ美容院
株式会社バウハウス
博多一風堂 新潟店
(株)長谷久商店
Pasta & Dolce Caffe you & I
バターフィールド ＣｏＣｏＬｏ新潟店

米山1
万代1
上所2
南笹口1

025-243-7666
025-245-3221
025-283-0919
0120-535-112

湊町通2

025-222-3522

米山3
紫竹山
古町通5
上大川前通7

025-248-1960
025-240-5646
025-229-0681
025-222-6379

花園1

025-244-6555

花森自然形体院

春日町

070-3236-8777

原信 近江店
原信 紫竹山店
原信 関屋店
はり・きゅう・小児はり 癒絡堂
はるやま 新潟近江店
万代島鮮魚センター
万人家 紫竹山店
パンの店 ブティック シエール
ビッグエコー新潟駅南口店
ビッグエコー新潟駅前店
ビッグエコー新潟駅前花園店
ビッグエコー新潟駅南笹口店
ヒッコリースリートラベラーズ

上近江2
紫竹山1
関新3
万代1
上近江3
万代島2
紫竹山3
上大川前通5
米山1
東大通1
花園1
笹口2
古町通3

025-280-9071
025-247-3155
025-234-5525
025-384-8696
025-281-1198
025-256-8555
025-247-5078
025-225-7333
025-249-7000
025-249-3131
025-240-7911
025-245-9000
025-228-5739

ピアレMart 新和店
ピッツェリア新潟中央インター店
ピーア軒
ひらた整体院
美容室 ａｒ
美容室 カペリ ＣＡＰＥＬＬＩ
美容室 KISS & HUG

新和1

025-250-7120

湖南4
白山浦1
本町通12
沼垂東4
文京町

025-288-0511
025-266-1661
025-229-2322
025-244-1291
025-232-0177

堀之内南1

025-241-4104

美容室ながおか
美容室 ファイン
備長扇屋 紫竹山店
ファッション ヘアサロン ライト
株式会社 北越楽器 新潟店

西堀通3
関屋田町4

025-229-4811
025-265-0327

紫竹山
東堀前通10

025-245-8001
025-228-5711

女池5

025-280-9131

ヘアクラブACTbYそやま
ヘアーサロン うえの
ヘアーサロン ツチヤ
ヘアーサロン Ｙｏｓｈｉｚａｗａ
ヘアーサロンＹｏｓｈｉｚａｗａ 天明町店
ヘアーショップしゃるむ
ペリカンクリーニング 京王店
ペリカンクリーニング 田町店
ペリカンクリーニング 女池本店
Berry's Pancake
ペル美容室
(株)宝石のダイヤ
宝石の戸川
放課後等デイサービス 真友サークル

本町通9
学校町通3
旭町通2
花園2
天明町
愛宕2
京王3
関屋田町1
女池神明3
神道寺南2
本町通5
古町通8
東堀通6
花園1

025-222-9749
025-266-8817
025-229-1030
025-245-0554
025-244-1977
025-283-7892
025-286-8236
025-231-8043
025-285-5454
025-250-5105
025-222-9102
025-228-5833
025-222-7337
025-385-6931

保険見直し本舗

日昭アルミ工業株式会社

新潟支店

万代1

025-240-7071

ホテル ターミナルイン
ぽぷり （総合福祉会館１階食堂・喫茶）
ＰＯＰＯハウス 紫竹山店
ホンマ健康ランド

笹口1
八千代1
紫竹山1
美咲町

025-245-1100
025-243-4380
025-210-6900
025-283-4126

マイスターコーティング

湖南29

025-283-2417

マルヤ美容院

万代1

025-241-5930

マルヤマ美容室

浮洲町

025-222-8951

村さ来新潟本店

南笹口

025-245-7854

眼鏡市場

紫竹山1

025-255-6678

新潟万代ラブラ2店

新潟中央店

紫竹山店

メガネ・コンタクト

クローバー

長潟

025-286-9608

メガネスーパー新潟鳥屋野店
MAISON DE HAIR NOTE
モリパワーキャリアアップスクール
モンファインクリーニング 上大川前通店
モンファインクリーニング 笹口店
モンファインクリーニング 西堀店
モンファインクリーニング 女池店
やぶそば
山本時計店

堀之内南3

025-282-3250

上近江4
米山4
上大川前通
南笹口2
西堀前通
女池6
古町8
本町通13

「子育て応援住宅」有限会社

姥ヶ山3

025-284-0030
025-256-8654
025-223-0134
025-241-1470
025-222-9550
025-284-1888
025-222-7982
025-223-0144
025-286-4391

上近江4

025-285-7786

古町通6
堀之内南1
本町通6
日の出1

025-229-2581
025-255-5100
025-226-7188
025-244-2857

友貴設計

ゆるりと菜 村さ来デッキィ401店
(株)横場精良堂
吉野家 新潟とやの店
吉野家 新潟本町通店
理容 サトウ

(0120-864-225)

１
２
３

■スポットプラン（必要な時のみのご利

レンタカー基本料金より約10%割引の特別料金（他の割引との併用不可）。
チャイルドシート（ジュニアシート・ベビーシート含む）貸出無料。
HP記載の新潟県内の各営業所でも同内容でご利用いただけます。

・家庭教師に興味のある小学生・中学生・高校生対象に無料体験指導 無料体験でご入会された方は入会金無料。
カット、セット、パーマ、着付、結髪、シャンプーも致します。お化粧も希望があれば出来ます。小学生以下の子供は，大人料金の
50％サービス致します。子供大好きです。
すこやパスポートご提示でハウスクリーニング料金５％OFF
すこやかパスポートご提示の方、ラーメン2杯以上ご注文で、博多一口餃子が420円⇒100円に！
一割引、除外品有り
・お食事されたお子様にミニパフェを無料サービス。
・未就学児のお子様にウエルカムセット（パンケーキとジュース）をプレゼント致します。
・すこやかパスポートを提示のお客様の会計を5％割引いたします。
整体45分→半額2,000円、60分→半額2,500円、スペシャル骨盤矯正→半額2,250円（約20分）、シンメトリー小顔エステ→半
額3,500円（約60分）、シンメトリー小顔エステ＋肩、首、肩甲骨リラクゼーション【￥8,500円 → ￥5,000円】、産後の骨盤矯
正・お試し【￥5,000円 → ￥3,500円】、産後の骨盤矯正＋肩、首、上半身のリラクゼーション【￥6,500円 → 4,500円】※産
後のイライラ、肩コリ、首コリ、開いた骨盤を整え、ストレッチと抵抗運動で維持しやすい身体造りを目指します。
日曜、祝祭日のお買い物金額より5％引き（一部商品を除きます）
パスポートの提示により、初診料(1,000円)を無料といたします。
販売価格の５％オフ（税抜1,000円以下の商品・一部特価品・補正代・送料を除く）詳細はスタッフにお問い合わせください。
毎週火曜日、店内で販売している商品の5％割引(送料・箱代は除きます。)
土・日・祝日のみ5％割引
ご来店されたお客様に店内の商品全品10％OFF
受付時すこやかパスポート掲示で室料一般料金より30％割引
受付時すこやかパスポート掲示で室料一般料金より30％割引
受付時すこやかパスポート掲示で室料一般料金より30％割引
受付時すこやかパスポート掲示で室料一般料金より30％割引
お子様と一緒にご来店いただくと、500円OFFいたします（衣類に限ります。）
9のつく日にパスポート提示で、当社ポイントカードの10ポイント券1枚進呈。9のつく日が水曜日(1,000円ごとお買い上げ10ポイ
ント券進呈)に重複した場合もパスポートを提示された場合は1枚進呈。
お子様同伴時、すこやかパスポート提示で、ポテトフライプレゼント！
お食事されたお子様にアイスクリームまたはジュース1杯サービスします。
初回に限り、施術料金10分サービス
パスポート提示で、全施術5%割引き致します。
親子でご来店の場合 技術料金20％割引き
ご両親→ヘアメニューから初回20%off ２回目以降10%off(一部除外有り) 「パ
未学童児カット→1,365円 小学生→1,890円 ご両親→ヘアメニューから初回20%off、２回目以降10%off(一部除外有り)
スポート（カード）」使用を予約時申請、入店時提示
小学生以下のお子様をお持ちの方のベル・ジュバンス技術料を5％割引き致します。
子ども料金10％割引

（2,000円→1,890円）

お会計金額から10％割引き
メンバーズカード有り スタンプ数により割引きやプレゼント特典が有ります。又、カット後10日以内なら無料修整致します。
●音楽・英語各教室へのご入会金１０％OFF。但し、他サービスキャンペーンとの併用は出来ません。
●現金にてお買い物の方、お店商品５％（楽器を除く）
親子で来店の方料金１０％off（お子さまのみでもＯＫ）、 ジュース1本さし上げます。
小学生までの子供さんに１０％の割引
子ども料金 300円引き 親子で一緒の来店の合計料金から500円引き
親子で一緒に来店の場合、合計料金から500円引き。
・パスポート持参でお子様料金100円引き ・スタンプカードのポイント2倍
カットされたお子様の料金から200円お引きします。
毎月１日 パスポートを提示していただくと、クリーニング代を割引します。会員様は合計から10%引き、非会員様も合計から5%
引きします。セール時でもご利用可能です。
キッズパンケーキ100円OFF
親子でご来店の場合、大人も子どもも10％割引き
・腕時計、掛時計、置時計、メーカー希望小売価格10〜20％OFF ・宝石、貴金属10〜20％OFF
商品お買上金額の10％OFFとさせて頂きます。 ※一部除外品もございます。 ※他サービスとの併用はご利用できません。
障がいを持つ児童のために、学習・運動・コミュニケーションの支援によって、成長を促進させていく。
無料保険操相談をされた方に、ノベルティをプレゼント！(後日郵送) ※電話・Web・店頭にて要予約〜予約時に【子育て支援】とお
伝えください〜 ※プレゼント獲得目的のみと弊社判断の場合お断りさせていただくこともあります ※他キャンペーン併用不可
※弊社店舗初回利用のみ有効 ※現在加入している保険があれば【保険証券】も持参下さい(任意)
ご宿泊のお子様のご朝食代を無料サービスします。
当店ご利用の際、お連れのお子様にグラスアイスをプレゼント！
登録料5,000円→1,000円
レストランでパスポートを提示した方にソフトドリンク1杯サービス
・お問い合わせお電話にて、『おしえてかし子さん！』もれなく無料送付
・お見積り無料
・コーティング料金を10%OFFとマイクロファイバークロスを2枚プレゼント
家族同伴の料金10％引き。大人2,100円→1,890円 子供1,800円→1,620円
親子カットの場合、お子様1人分カット無料、お子様後日カットも出来ます、1週間以内に限り無料。お子様のみカットの場合、
1,000円（シャンプー、ブロー込）予約お願い致します。
平日、週末問わず、ご利用されたご家族のお会計を5%割引します（ランチ利用不可、カード会計不可、他割引券の併用不可）最大値
引き3,000円まで
眼鏡・コンタクトの店頭表示価格より更に5％割引。※但し、当社の株主優待券およびその他、割引券等との併用はできない。※補聴
器・販売備品は除く。
すこやかパスポートご提示で メガネ一式5,000円以上お買い上げの方，選べる粗品＆ミネラルウォータープレゼント。(他の割引と
の併用はできません。)
すこやかパスポートのご呈示で…現金でお支払時10％割引！クレジットカードでお支払時5％割引！※一部割引対象外商品がござい
ます。割引の重複は出来ません
新規の方、全メニュー15％割引。
入会金通常3,240円をパスポート提示で「無料」に致します。※見学随時受付中
クリーニング品をお持込の際に、すこやかパスポートのご提示で、定価から10％OFFにさせていただきます。(精算後のご提示や
セール品、布団、毛皮、その他特殊品は割引対象外とさせていただきます。)
麺の量を抑えて、価格を低くした。 パスポート持参の方におもちゃを提供する。
時計・メガネ 20%割引きいたします。
当社に新築・増改築・リフォーム工事、賃貸仲介・不動産売買の仲介をご依頼の場合、お子様用のベビーカー、自転車、階段柵、ト
イレ補助器具、チャイルドシート、ジュニアシート等をプレゼント致します。
平日、週末問わず、ご利用されたご家族のお会計を5%割引します（ランチ利用不可、カード会計不可、他割引券の併用不可）最大値
引き3,000円まで
ちょっとした文具プレゼント
お食事されたお客様に，味噌汁無料サービスします。
お食事されたお客様に，味噌汁無料サービスします。
来店のお子様には、子供料金10％割引とキャンディーサービス
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にいがたっ子すこやかパスポート協賛店一覧表

最新のサービス内容はＨＰもしくは携帯サイトで

サービス内容は
平成30年11月13日現在です

所在地

電話番号

提供サービス内容

古町通13
西堀前通6
春日町
医学町通2
上所上2

025-222-6330
025-222-3698
025-244-6018
025-222-7346
025-281-7980

子供料金10％割引き
親子でご来店の場合，大人カット料金５％割引，子供料金200円割引。（古町，本町商店街無料駐車券差上ます）
子供の好きなガムをあげています。
10％割引き
すこやかパスポートご提示で、お子様カット300円引き、保護者様カット１０％割引

アート ホリカワ

亀田新明町4

025-381-2616

アクシーかめだ（旧ヘルスパークかめだスイミング）

五月町1

025-381-8844

アピタ新潟亀田店

鵜ノ子4

025-383-3211

阿部 理容
イエローハット新潟亀田店
イオン亀田店
イオン新潟南店

袋津3
025-381-5611
亀田四ツ興野1 025-383-1601
亀田四ツ興野1 025-383-5201
下早通柳田1

025-383-1300

イカラシ理容所
石焼ステーキ 贅 亀田店
衣料・化粧品のたちかわ
ウオエイかめだ店
内山家具．インテリアウチヤマ
ウメダ理容室
エヴァ 亀田店
エースコンタクト イオンモール新潟南店(コンタクトレンズ)
お菓子の古泉
お茶の立川屋
海鮮寿司処 ことぶき寿司 亀田店

西町3
亀田四ツ興野1
袋津5
稲葉1
亀田本町2
亀田本町3
亀田四ツ興野3
下早通柳田1
亀田本町2
亀田本町2

025-381-5059
025-383-5855
025-381-2471
025-382-7191
025-381-2015
025-381-4715
025-382-0015
025-382-9911
025-381-3076
025-382-3131

旭3

0120-018-993

海鮮寿司処 ことぶき寿司
解体工事(株)コバックス
カットイン サクセス
カットショップ さとう
ガレージQ

横越中央8

0120-017-228

子ども調髪料金 200円割引 おとなの方にコーヒーサービス
入会時にかかる費用から2000円（2000ポイント分）を割引いたします。 ＜このポイントは入会後の商品購入やイベント参加等
にご使用でも結構です＞
毎月第3日曜日 子供ベビー部門 衣料、雑貨（アピタ直営コーナーのみ、ショップ、専門店を除く）をレジにて、5％引き。 対
象：にいがたっ子すこやかパスポートを持参されるお客様
子ども調髪料金 200円割引
■すこやかパスポート提示で、商品3%OFF!!
日曜・祝祭日のお買い物金額より5％割引（一部商品を除きます）
毎月第１土曜日「すこやかパスポート」ご提示のお客さまに、子供衣料、ベビー衣料、ベビー用品（紙おむつを含む）今付いている
価格よりレジにて5％割引（他割引との併用はできません）
子ども調髪料金 200円割引
お子さまメニュー全品10％OFF
お買上げ1,000円で1ポイント（20ポイントで1,000円金券サービス）
9のつく日にパスポートご提示で10ポイント券1枚進呈。※500ポイントで500円の割引券と交換できます。
お買上いただいた方には古い家具無料でお引取り致します。カタログでの販売は、15％〜30％まで値引致します。
子ども調髪料金 200円割引
・親子でご来店で10％割引 ・お子様だけのご来店でも10％割引
コンタクトレンズ全品5％引き(ケア用品は特別価格)のご優待価格でお求めいただきます。
1,000円以上お買い上げのお客様に粗品プレゼント
1,000円（税込み）以上お買上げのお客様に粗品（お菓子）進呈します。
【キッズカードポイント２倍！】５ポイント集めるとお好きな一皿プレゼント致します。※当日のみ有効です※店内もしくはお持ち
帰りで当店のメニューをお食事された方のみ有効です。
【キッズカードポイント２倍！】５ポイント集めるとお好きな一皿プレゼント致します。※当日のみ有効です※店内もしくはお持ち
帰りで当店のメニューをお食事された方のみ有効です。
住宅解体のご契約時にパスポートご提示の方には、ご契約金額の10％をお値引き致します、
子ども調髪料金 200円割引
子ども調髪料金 200円割引
・修理工賃10%割引き+洗車サービス ・出張修理OK ・車検ご利用時、オイル交換なんと500円 ・お子様にお菓子またはドリン
クプレゼント
毎週日曜日・祝祭日に、本体お買い上げ金額から「5％OFF」サービスを実施いたします。ただし、一部商品は除かせていただきま
す。また、その他のサービスとの併用はできません。

名称
理容 庄司
理容タカフジ
理容 早川
理容 ミズオチ
worth worth
江南区

プラント５横越店

天野3
025-280-7373
亀田四ツ興野2 025-382-8992
亀田早通1
025-381-3631
日水3

025-382-6293

キューピット かめだ三條岡店
キューピット 亀田店
クスリのコダマ アピタ亀田店
靴、カバン タカハシ
久保モータース
栗原理容所
激辛塾
興栄信用組合 酒屋支店
こどもおうこく すくすくスクエア 新潟亀田店
サード イオンモール新潟南店
一般財団法人 北方文化博物館
寝具 よこやま 亀田店
寝具 よこやま 横越店
鈴木理容
生活雑貨アンジュールアピタ新潟亀田店

三條岡1
亀田本町2
鵜ノ子4
亀田本町2
船戸山4
横越中央4
天野1
酒屋町
鵜ノ子4
下早通柳田
沢海2
亀田本町2
横越中央3
所島2
鵜ノ子4

総合進学塾

西町1
東本町5
五月町2
亀田本町4
横越中央6
沢海2
稲葉1

025-382-1101
025-382-3101
025-383-3404
025-381-3013
025-382-2450
025-385-2341
025-280-4372
025-280-2570
025-382-8400
025-282-7668
025-385-2001
025-382-7131
025-385-3851
025-382-5780
025-385-8002
025-285-0161
(本部事務局)
025-381-4052
025-381-8100
025-381-2552
025-385-3717
025-385-3083
025-382-5471

東早通1

025-385-8100

野村理容所
長谷川印章店
畠山呉服店
(有) 花ムラ
ハヤシ洋品店
はるやま 新潟亀田店
Parade（パレード）横越店
ハローズガーデン 亀田店
ビッグエコー亀田駅前通店
ファンシーショップ ライオン堂
(株)フォーシンボル
藤田理容所
伏見理容所
ＨＡＩＲ ｉｓｔ Ｆｉｎｅ
ヘアークラブＴＯＹ
ヘアーサロン 河内
ヘアーサロン 桐生
ヘアーサロン ササキ
ヘアーサロン トリコシ
ヘアーサロン ヒカリ
ヘアーサロン ミハラ
ヘアーサロン ムラキ
ペペロンチーノ 新潟亀田店

亀田水道町3
亀田本町2
亀田本町2
亀田本町2
亀田本町2
東早通1
横越中央8
鵜ノ子4
西町3

025-381-3107
025-381-2827
025-381-3020
025-381-2901
025-381-2027
025-381-8001
025-250-6902
025-383-3314
025-383-1717

亀田本町1

025-381-5857

西山
茗荷谷
城所1
横越中央2
横越中央2
丸山
亀田早通1
鵜ノ子1
曙町1
亀田早通1
江口
北山

025-383-6512
025-276-1735
025-382-4679
025-385-3187
025-385-3394
025-276-3766
025-381-7027
025-382-7340
025-382-7026
025-381-4876
025-276-2459
025-277-0178

期間によって変更となるので、詳しくは店頭にてご確認下さい。
靴、カバン、傘など正札価格より5％引き （学用品、特別割引品を除く）
作業料金10％引き（除・外註作業） （他の割引きとの併用は不可）
子ども調髪料金 200円割引
小学校高学年から大人まで教育進学相談無料。いじめ対策。子供を高学歴にしたい人、親たちへのアドバイス等、無料。
・定期積金「すこやか積金」店頭表示金利（３年以上）に0.2％上乗せします。 ・「マイカーローン」金利を0.1％引下げます。
当日のすくすくスクエアのレシートと一緒に提示で店頭の乗り物1日1回無料！
お会計から8％割引致します。（一部除外有）
入館料 大人 800円→700円 小中学生 400円→300円
羽毛ふとんの丸洗いを10％割引します。（お持込みのみ）
羽毛ふとんの丸洗いを10％割引します。（お持込みのみ）
子ども調髪料金 200円割引
お買い上げ金額より５％OFF ※一部割引除外品あり（食品、酒類、本など） ※他の割引との併用は不可となります。
・塾を訪問していただいたお子様に、文具をプレゼントします。 ・さらに、入塾していただいたお子様には、入塾記念品をプレゼ
ントします。
200ページのカタログ帖進呈します。全品30％引サービスです。
○店頭表示価格より5％割引（特売品・セール品を除く/他の割引との併用不可）。 ○ご来店いただいたお子様に、フーセンプレゼ
買い物されたお客様に5％引
子ども調髪料金 200円割引
子ども調髪料金 200円割引
子ども調髪料金 200円割引
1,レンタカー全車種、レンタル料金より10%割引
2.チャイルド・ジュニアシート.無料貸出（要事前予約）
3.新潟県全店舗、同サービス内容でご利用頂けます。
子ども調髪料金 200円割引
500円以上購入時すこやかパスポート提示で1スタンプサービス
粗品進呈
子ども調髪料金 200円割引
・定期積金『「アンパンマン」のスーパー積金』の店頭表示金利に0.05％上乗せします。
・「マイカーローン」の金利優遇項目に追加し金利を0.1％引下げます。
・「住宅ローン」の金利優遇項目に追加しました。（詳しくは、お近くの窓口にご相談ください。）
・「教育ローン」「教育カードローン」「新型仕送りローン」「新リビングリフォームローン」「リフォームローン・エコ」の 金利
優遇項目に追加し金利を0.1％引下げます。
・ご入会の方、入会金（1万円）全額免除いたします。 ・ご入会の方、受講科目のテキストを無料でご提供。
・新車ご成約の際、添付のオプション（トヨタ純正販売店オプション）10％OFF ・オイル交換 2,000円均一（ディーゼル車を除
く）※必ず新車ご商談時、もしくはオイル交換ご入庫時にパスポートをご提示ください。新車ご成約後、および代金お支払い後のご
利用はできません。※他の割引、期間限定の各種特典との併用はできません。
子ども調髪料金 200円割引
実印、銀行印 10％割引します。 ※特別価格商品、及び他のサービスとの併用は不可
5,000円以上お買上げの方に、当店商品券500円を進呈 ※学用品は除く
店頭お持ち帰り品につき5％引（特定サービス品、花キューピット、葬儀用生花籠、祝生花籠をのぞく）
・亀田スタンプ ・シーズンオフには割引あり
販売価格の５％オフ（税抜1,000円以下の商品・一部特価品・補正代・送料を除く）詳細はスタッフにお問い合わせください。
お買上げ金額（税込）より５％割引きいたします！ ※一部対象外あり ※他の割引・クーポン・特別券などとの併用不可
【大人気ゲーム：太鼓の達人】お子さまがプレイでご家族お1人様分が無料！1日何回でもご利用できます。
受付時すこやかパスポート掲示で室料一般料金より30％割引
300円以上お買上げのお子様にはかわいいポイントカードにスタンプを押して差し上げます。30個集まると500円の金券を差し上
げます。200以上のギフトには無料でギフト包装致します。
ご成約された方に新鮮野菜（季節により内容変動）進呈します。同じくお子様に有名キャラクターグッズのプレゼント
子ども調髪料金 200円割引
子ども調髪料金 200円割引
子ども調髪料金 200円割引
ご利用されたお子様のカットを20％OFF！
子ども調髪料金 200円割引
子ども調髪料金 200円割引
子ども調髪料金 200円割引
子ども調髪料金 200円割引
子ども調髪料金 200円割引
子ども調髪料金 200円割引
子ども調髪料金 200円割引

鵜ノ子

025-383-3312

お食事いただいた小学生以下のお子様にジェラート(バニラ・ストロベリー・チョコレートの中から1種類)無料サービスいたします。

ペリカンクリーニング

袋津三條岡

025-383-5056

松島理容所
万平菓子舗
ミシンの友愛
眼鏡市場 新潟亀田店
メガネスーパー亀田店
メガネ パリミキ アピタ新潟亀田店
めぐ理容店

袋津6
亀田本町4
横越上町
亀田緑町3

025-381-4437
025-381-2267
0120-915-856
025-383-5048

早苗2

025-383-1866

鵜ノ子4
北山

025-381-8832
025-276-0658

毎月１日 パスポートを提示していただくと、クリーニング代を割引します。会員様は合計から10%引き、非会員様も合計から5%
引きします。セール時でもご利用可能です。
子ども調髪料金 200円割引
亀田スタンプを2倍さしあげます。
「カフェ de ハンドメイド」200円引き
・眼鏡購入のお客様5％割引致します。（備品は除く） ※但し、当社の株主優待券およびその他、割引券等との併用はできません。
すこやかパスポートのご呈示で…現金でお支払時10％割引！クレジットカードでお支払時5％割引！※一部割引対象外商品がござい
ます。割引の重複は出来ません。
毎月第三日曜日に，メガネ一組ご購入の方のみ５％引きをいたします。（他の割引，セ−ル品は対象外とさせていただきます。）
子ども調髪料金 200円割引

モンファインクリーニング

鵜ノ子

025-382-3834

クリーニング品をお持込の際に、すこやかパスポートのご提示で、定価から10％OFFにさせていただきます。(精算後のご提示や
セール品、布団、毛皮、その他特殊品は割引対象外とさせていただきます。)

亀田東町1
両川1
城所2
袋津1
稲葉1
諏訪3
松山
元町1
亀田本町4
所島2

025-381-3211
025-282-9200
070-6979-5739
025-381-4426
025-382-2460
025-381-6593
025-277-0349
025-381-3764
025-381-3823
025-382-5710

子ども調髪料金 200円割引
エアコンクリーニング・洗濯機クリーニングなどの清掃サービスが10％割引。その他快適生活サポート商品も10％割引で提供
ハーブティープレゼント
子ども調髪料金 200円割引

ロックウェル

亀田教室

贈答品のサイトー商会
タイヤセレクト新潟
高橋自転車店
たか理容室
とこやＳＵＮのさとう
とこやのミナガワ
トヨタレンタリース新潟

新潟亀田インター店

下早通柳田2

025-382-0165

虎澤理容所
dwarf / tacktack
中川薬局
中村理容所

鍋潟新田
横越川根町1
亀田本町2
横越中央4

025-280-3305
025-250-5149
025-381-2042
025-385-2324

新潟信用金庫

亀田本町2

025-382-3411

東船場４

025-384-0072

亀田支店

新潟中央ゼミナール
新潟トヨタ自動車株式会社

亀田店

かめだ三條岡店

アピタ新潟亀田店

山際理容室
ヤマトホームコンビニエンス(株)北信越統括支店
リフレッシュサロン Soleil〜そ・れ・い・ゆ〜
理容 いじま
理容 イマムラ
理容 太田
理容おおの
理容 カワタニ
理容 さいとう
理容 さかい

子ども調髪料金
子ども調髪料金
子ども調髪料金
子ども調髪料金
子ども調髪料金
子ども調髪料金
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200円割引
200円割引
200円割引
200円割引
200円割引
200円割引

にいがたっ子すこやかパスポート協賛店一覧表

最新のサービス内容はＨＰもしくは携帯サイトで

サービス内容は
平成30年11月13日現在です

名称
理容ジュン
理容たかはし
理容のぐち
理容ファミール
理容 ホンダ
理容 ホンマ
理容 ヤマギワ
理容 山代
理容 ワダ
理容 渡辺

所在地

電話番号

提供サービス内容

西町2
横越川根町3
江口
横越中央1
亀田本町1
横越中央4
船戸山2
諏訪3
亀田新明町1
亀田本町2

025-382-3467
025-385-3129
025-276-1814
025-385-3507
025-381-6079
025-385-2347
025-381-3206
025-381-4530
025-382-3383
025-381-4313

子ども調髪料金
子ども調髪料金
子ども調髪料金
子ども調髪料金
子ども調髪料金
子ども調髪料金
子ども調髪料金
子ども調髪料金
子ども調髪料金
子ども調髪料金

200円割引
200円割引
200円割引
200円割引
200円割引
200円割引
200円割引
200円割引
200円割引
200円割引

秋葉区
(株)イウラ不動産

新町2

0250-22-0685

ご来店のお客様に引越やネット接続がお得になるパンフレット差し上げます。電車でお越しのお子様連れのお客様を新津駅まで車で
送迎致します（要予約）。商談中お待ちのお子様用のおもちゃをご用意できます。（1歳〜12歳用）

イシヤマベーカリー
有限会社 井上建築設計
ウオエイおぎかわ店
ウオロク 新津店
江戸屋クリーニング
御菓子司 羽入
学生衣料の金津屋
春日薬局 本店
カットサロン オカムラ
カットスペース そが

新津本町2
川口
中野5

0250-22-0405
0250-23-2766
0250-24-8351

柄目木

0250-22-2718

加藤茶舗
カネヅカ楽器
(有)かまくらや

新津本町2
荻島2
小須戸

0250-22-0233
0250-22-7908
0250-38-2033

神尾弁当部

新津本町1

0250-22-5511

髪家いとう
カラオケ本舗 まねきねこ新津店
感動自然空間工房 はなぞの
基礎からラクラク パソコンくらぶ 新津教室
空間工房 ｉ
クチーナ・デル・オテント
Parade（パレード） 新津店
クリーニングショップこばやし
ケイ カット ルーム

浦興野
南町
みそら野1
新津本町2
川口
新津本町１
程島
中村

0250-22-8315
0250-21-0166
0250-21-0708
0250-23-4555
0250-23-2766
0250-23-5590
0250-21-1296
0250-22-1188

ご来店頂いたお客様にあめプレゼント
子ども室のリフォーム10%OFF。 新築住宅をご成約の方につき、10万円相当のオプションプレゼント。
9のつく日にパスポートご提示で10ポイント券1枚進呈。※500ポイントで500円の割引券と交換できます。
除外商品以外の全ての商品に対し、日曜、祝日のみ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、修理代は除く
・チャイルドシート、ハイロ―ラックのクリーニング5%OFFいたします。・子供服（サイズ130まで）5%OFFいたします。
毎週火曜日 提示のお客様、お買上げ代金500円以上5％引き
毎週水曜日はパスポート提示で当店のポイントカードのポイントを2倍進呈（特別売出しの場合は除外させて頂きます）
当店ポイントカードのポイント2倍進呈（グリーンカード、さつきちゃんスタンプも使えます。）
・子供にジュース・子供料金500円引き・親子で来店大人料金10％OFF
・調髪（カット、洗髪、顔そり） お手軽な「カットのみコース」や「カット、洗髪のみコース」もあります。 ・施術のお子様に
はお菓子を進呈。 ・明るめカラー お手入れ簡単アイロンパーマがおすすめ！
商品（タバコを除く）お買上げのお客様に、えんぴつ 差し上げます。
音楽教室（ピアノ・フルート・エレキギター・リトミック等）の入会金、通常5,000円を2,000円に。※ご家族の方も同様
1,500円以上のお買い上げのお客様に、ポイントの他にスピードくじで景品が当たる！
毎週日曜日、すこやかパスポート提示された方にされた方にお買い上げ金額から1個に付50円サービスさせていただきます。（新津
駅前、神尾弁当部店頭のみ）
ご来店された子供たちにスナック菓子（カルビーカッパえびせん）をあげている。
受付時、すこやかパスポート提示で全会計10%引き。
・ツリークライミングイベント参加の際、ツリークライミング体験を割引きします。
パソコン教室入会時、入会金6480円を半額に。
お子様のいるお宅の壁紙の貼替え工事費、子ども部屋のオーダーカーテン・ブラインドを5%オフ

東島

0250-23-0603

軽未使用車専門店 ケイバッカ新津本店
ココカラファイン コモタウン新津店
クスリのコダマ 新津店
（有）齋藤不動産
サワグリ理容室
車検のコバック 新津店
昭和基地一丁目 Ｃ５７
JA新津さつき 荻川支所
JA新津さつき 小須戸町支所
JA新津さつき 新津支所
ジーンズカジュアルショップ URBENE

朝日

0250-23-4411

新津
新津本町4
山谷町2
下興野町
北上
新津本町1
中野3
小須戸
新津本町1
さつき野1

0250-25-7744
0250-24-5237
0250-24-7879
0250-24-1788
0250-21-3000
0250-25-3457
0250-22-4433
0250-38-2124
0250-22-3226
0250-25-1717

(株)鈴木組１級建築士事務所

新津本町4

0250-22-0216

大将ラーメン
高幸建築事務所

新津本町2

0250-24-6197

下興野町

0250-25-7432

新津本町2

0250-22-1876

善道町2

0250-22-2945

多良富久
ダッシュスイミングスクール新津

新津本町1
新津本町3

0250-22-2559
0250-21-2189

中国菜館

新津本町2

0250-22-0018

松ヶ丘1
北潟

0250-38-2069

程島

0250-23-0500

小須戸

0250-38-5031

古田

0250-22-4000

新津フラワーランド
にいつフードセンター三の町店
にいつフードセンター小須戸店
にいつフードセンターベルシティ店

古津
新津本町3
小須戸2
新津本町4

0250-24-8787
0250-22-0656
0250-38-2911
0250-22-7797

にいつフードセンターパルス店

新津山谷南

0256-23-2188

にいつフードセンター荻川店
宝飾・メガネ・時計の野本
とんかつ・すき焼き 和風レストラン箱岩

田島
新津本町3
新津本町3

0250-21-6260
0250-22-0070（代）
0250-22-4516

Ｂｉｒｄ

滝谷本町

0250-24-6563

原信 新津店
美容院 シャワー
ファッションケア・フレンズ
ファッション ヘアー アオキ
藤井薬局

程島
中野3
古田2
中野3
小須戸

0250-21-1327
0250-21-2278
0250-22-2482
0250-22-9645
0250-38-2205

フルーツ＆ギフト

巧みの髪工房
畳工房

カットハウス

スワローズ

にい田

飛鳥

東樹音楽教室
(株)徳永設備設計事務所
トヨタレンタリース新潟

新津店

新潟第一消毒(有)
新潟トヨタ自動車株式会社

Ａｃｃｅｓｓ

新津店

(株)秋葉造園

やまいし

新津

0250-24-6111

新津本町2
新津本町1
新津本町3
新津本町3
中新田

0250-22-1083
0250-22-0462
0250-22-0313
0250-22-0638
0250-22-4557

新津本町3

0250-23-0397

Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅ Ｍｏｏｎ
ヘアー・ジャンクション
ヘアーサロン・かわせ
ヘアーサロン クリヤマ

大鹿
こがね町
善道町1

0250-25-7538
0250-23-5845
0250-22-8906

日宝町

0250-23-3141

ヘアーサロン タナカ
ヘアーサロン モリヤマ
ヘアーサロン（理容）ばば
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ 新津 (有)坂爪ホンダ販売
まちの駅 ぽっぽ

山谷町3
田家1
矢代田
北上3

0250-22-4689
0250-22-1870
0250-38-3534
0250-22-7150

新津本町

0250-21-2464

ミュージックショップ フジヤ
染、織、和装ギフト むらき呉服店
村さ来新津店

新津本町2
新津本町3

0250-24-0201
0250-22-0098

南町

0250-24-8423

メガネスーパー新津程島店
美容室 プリ・グラン
よこのスポーツ
リオン・ドール 新津店

程島

0250-24-3170

新保
新津本町2

0250-38-3825
0250-22-0509

下興野

0250-21-6666

理容 明間
理容 あづま
理容 タカハシ

新金沢町
田家2
大鹿

0250-22-2197
0250-22-2896
0250-24-0811

能登

025-372-6200

鯵潟
能登2
親和町
白根

025-373-3015
025-372-4809
025-373-3105
025-372-4480

ご注文時に会員カード提示で、ソフトドリンク１杯サービスします。
お買上げ金額（税込）より、5％割引きいたします！ ※一部対象外あり ※他の割引・クーポン・特別券などとの併用不可
品物お預かり時、当店スタンプカード1ポイント、会員様の場合は会員ポイント1ポイント進呈（どちらも315円相当）
当店のポイントカードのポイントを2倍サービス。または、Ｓｏｍｅチョコレートをプレゼントします。より良い技術とあったかい
Heartを皆様へをモットーとして老若男女全てのお客様に対応しています。
1.オイル交換1L 100円 2.車検 2,000円割引 ※はじめて当社ご利用の方に限ります。※オイル交換はトラック・輸入車・ディー
ゼル車・不正改造車はお断りさせていただきます。※お一人様１台のご利用とさせていただきます。3.チャイルドシート相談会 参加
期間によって変更となるので、詳しくは店頭にてご確認下さい。
・土地、建物の仲介手数料を10％割引 ・ハウスクリ−ニング、代等小修理も10％引
当店のポイントカードのポイントを2倍進呈
スーパーセーフティ1日車検をご利用のお客様にパスポート提示でティッシュBOX10ケプレゼント
1品400円以上のお食事を店内でお召し上がりのお子様には、ソフトドリンク（お子様用）を1杯無料でサービスいたします。
お子様のすこやかな成長に、JAが応援します。「にいがたっ子すこやかパスポート」をお持ちのお子様やご両親に金利の上乗せをい
たします。 ３年以上の「定期積金」について当組合店頭金利の２倍で提供します。（店頭金利は毎週変動します）詳しくは窓口で
おたずね下さい。
お会計から5％OFF ※SALE品は対象外 ※他のクーポンや割引イベントとの併用不可(ポイントカードは可)
・ご相談、お見積り無料 ・ご契約されたお客様へ通常料金より１０％割引き。 ・住宅新築、増築、リフォーム、修繕、アフター
メンテナンス。
子供だけ一律100円引き
・すこやかパスポートご提示で新築リフォームの方には20万円相当のエアコンをプレゼント・リフォーム（10万円以上）ご契約の
方には工事費10％割引
(1) 携帯メールで予約すると、さらに200円割引き (2) 子供カット2,000円、お父さんカット3,500円、お母さん顔剃り2,500円
さらにポイントがたまると1,500円割引きします。
一枚でも「にいがたっ子すこやかパスポート価格｣で畳替えを致します。詳しくは携帯ホームページでご確認下さい。(一例)当店指定
商品の20％オフ。
1000円以上飲食のお客様100円引き
・入会前に無料体験ができます。 ・入会時に入会金（通常 2,100円）を無料にします。
ランチタイム！（定食Ａ・B）土・日を除く、週変り サービスセット・チャーハン＆坦々麺セット、半チャンラーメンセット、要望
によりチャーハン＆他の麺類とのセットも可能。
新しく入会された方、最初の２ヶ月レッスン料３０％オフ
・下水道接続工事 見積無料 さらに１０％引 ・リフォーム工事 見積無料 さらに１０％引
1,レンタカー全車種、レンタル料金より10%割引
2.チャイルド・ジュニアシート.無料貸出（要事前予約）
3.新潟県全店舗、同サービス内容でご利用頂けます。
・白アリ防除、床下点検、見積無料及び見積金額より10％割引
・床下換気扇、床下調湿工事、見積金額より10％割引
・新車ご成約の際、添付のオプション（トヨタ純正販売店オプション）10％OFF ・オイル交換 2,000円均一（ディーゼル車を除
く）※必ず新車ご商談時、もしくはオイル交換ご入庫時にパスポートをご提示ください。新車ご成約後、および代金お支払い後のご
利用はできません。※他の割引、期間限定の各種特典との併用はできません。
すこやかパスポート提示で、季節の花の種等をプレゼント

毎週土曜日に『すこやかパスポート』を提示で、税抜2,000円以上お買上げのお客様に当社のグリーンカードポイント5倍進呈！

すこやかパスポート提示で￥2,000円(税抜)以上お買上げの方にアニマルスポンジをプレゼントします。
お子さま連れでご来店のお客様に、お会計時カード提示で駄菓子をおひとつプレゼントします。
・お庭の管理（剪定、冬囲い他）通常作業費の1５％割引き ・ガーデニング工事はお見積り金額より10％割引き。さらにお花の寄
せ植え（プランター）プレゼント。もちろんお見積りは無料。
日曜、祝祭日のお買い物金額より5％引き（一部商品を除きます）
子どもさんにぬり絵、風船プレゼント。金曜カットデー 幼児・小学生：1,300円＋税 中学・高校生：1,800円＋税
品物お預かり時、当店スタンプカード1ポイント進呈（通常315円で1ポイント）もしくは、グリーンスタンプ1ポイント進呈いたし
日ごろの忙しい疲れを平日は入念にマッサージ（肩、腕、頭）とフェイシャルマッサージで、心身ともにリラックスできます。
小須戸スタンプ会のドリームポイントを２倍進呈
対象のお子様をお連れでパスポートカードを提示された方、さつきちゃんスタンプを2倍進呈いたします。（但し1000円以上のお買
い上げ、お持ち帰りのお客様のみ）
小学生以下は、200円引き！中学生以下は、100円引き！
・親子でご来店の場合、当店のポイントカードのポイント2倍進呈 ・毎週金曜日は学生さんが約20％割引き
・アイスクリームのサービス ・ポイントカードで２ヶ月以内に散髪の場合には、200円の割引き。
・カットされたお子様に、お菓子ｏｒジュースサービス ・ポイント割引きカード発行します。 ・ポイントを貯めて還元 ・小学
生以下、カットのみ1,000円でお菓子付です。
調髪 大人、子供料金5％引き
お子様にプレゼント用意
・小学生以下、カットのみ\1,000
・Ｈｏｎｄａ車購入時、ホンダ純正用品 10％OFF ・車検 法定点検 一般修理時 修理工賃10％OFF
保護者同伴でコーヒー又は紅茶をご注文いただいた場合、コーヒー又は紅茶を100円（通常250円）にてご提供、お子様には駄菓子
を1つ無料で差し上げます。
お買い上げの方、お菓子プレゼント
・お買物されたお子様にさつきちゃんスタンプ2倍さし上げます。
平日、週末問わず、ご利用されたご家族のお会計を5%割引します（ランチ利用不可、カード会計不可、他割引券の併用不可）最大値
引き3,000円まで
すこやかパスポートのご呈示で…現金でお支払時10％割引！クレジットカードでお支払時5％割引！※一部割引対象外商品がござい
ます。割引の重複は出来ません。
子供さんにぬり絵、風船プレゼント。水曜カットデ― 幼児・小学生：1,300円＋税 中学・高校生：1,800円＋税
￥2,000以上お買上げの方は10％割引（学校指定関連商品は除く）
除外商品以外の全ての商品に対し、日曜、祝日のみ5%割引
※除外商品…酒、たばこ、指定ごみ袋、本、雑誌、商品券,宅配料金等、及びテナントは除く
・子供料金10％割引き。 ・子供さんと一緒のご来店で、大人料金10％割引。
子供料金5％割引き。親子特典あります。ポイントカード発行しています。
ご来店のお子様に各種お菓子をプレゼント。

南区
イオン白根店
ウオエイ白根国道店
エムズ・ヘアプレゼンス
きもの泉三
クスリのコダマ 白根店

毎月第１土曜日「すこやかパスポート」ご提示のお客さまに限り、子供衣料、ベビー衣料、ベビー用品（紙おむつを含む）今付いて
いる価格よりレジにて5％割引（他割引との併用はできません）
9のつく日にパスポートご提示で10ポイント券1枚進呈。※500ポイントで500円の割引券と交換できます。
・パパ、ママ、お子様のカット10％OFF ・お子様にはお菓子の詰合せプレゼント
・店内商品を5%割引いたします。 ・きものクリーニング（丸洗い・しみ抜き・汗取り・洗い張り）を5%割引いたします。
期間によって変更となるので、詳しくは店頭にてご確認下さい。
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最新のサービス内容はＨＰもしくは携帯サイトで

にいがたっ子すこやかパスポート協賛店一覧表

サービス内容は
平成30年11月13日現在です

名称
個別指導塾まつがく 白根教室
にいつフードセンター白根店

所在地

電話番号

提供サービス内容

親和町
七軒字前

025-373-2004
025-371-0282

新潟信用金庫

能登2

025-372-2174

白新商会 しろねカイトタウン店
長谷部表具店
原信 白根店
フルーツショップ中村屋

上下諏訪木

025-372-6125

hair art fata

入会金を10％割引いたします。※ご入塾手続き時にカードを提示してください。
毎週土曜日に『すこやかパスポート』を提示で、税抜2,000円以上お買上げのお客様に当社のグリーンカードポイント5倍進呈！
・定期積金『「アンパンマン」のスーパー積金』の店頭表示金利に0.05％上乗せします。
・「マイカーローン」の金利優遇項目に追加し金利を0.1％引下げます。
・「住宅ローン」の金利優遇項目に追加しました。（詳しくは、お近くの窓口にご相談ください。）
・「教育ローン」「教育カードローン」「新型仕送りローン」「新リビングリフォームローン」「リフォームローン・エコ」の 金利
優遇項目に追加し金利を0.1％引下げます。
出産祝を購入時にお買上げ金額より5％OFF
襖・障子の貼り替え、壁紙クロス貼り替え、網戸貼り替え、床クッションフロア他各種貼り替え、住宅塗装工事、外壁の塗り替え他
（建築塗装部にて）各種作業内容の手間代のみ定価の5%引きいたします。カードの提示をお願いします。
日曜、祝祭日のお買い物金額より5％引き（一部商品を除きます）
●ご来店されたお子様にバナナ１本無料サービスします。
●すこやかパスポート提示でご家族の方にもバナナサービス致します。（バナナ欠品の際にはご容赦ください。）
●幼児〜小学6年生まで、平日のみ(祭日除く)前髪カット108円
●中学1年〜3年生、平日のみ(祭日除く)前髪カット324円
●中学1年〜3年生、男子のみ、平日(祭日除く)カット料金10％割引
●保護者(お母様のみ)、平日(祭日除く)前髪カット108円
・3歳〜小学６年生までのお子様、すこやかパスポートご提示で１０００円0ff。・プチエステ兼プレゼント（ご一緒に施術のご家
族）男性にもオススメですよ。プチエステで子育て中のパパとママの肩コリも癒します。
・ご利用されたお子様に、お菓子詰め合わせをプレゼント致します。 ・ベビー用お菓子もご用意しております。 ・部分カット
500円〜あります。 ・季節のキャンペーン等により、お菓子つかみどり大会も致しております。
未就学児まで1,000円（駄菓子サービス） 小学生〜中学生1,500円 高校生2,000円 一般〜2,800円 ※部分カットなど価格相
談に応じます。
お問い合わせ、ご相談、お見積り、私の笑顔は無料です。しつこい営業は苦手なのでお気軽にご相談ください。お問い合わせの方、
温泉気分を味わえる天然ひのき風呂の素プレゼントします。
除外商品以外の全ての商品に対し、日曜、祝日のみ5％割引 ※除外商品…酒、たばこ、指定ごみ袋、本、雑誌、商品券、宅配料金
等、及びテナントは除く
該当のお子さまは、料金を１０％割引いたします。

白根支店

大通南１

025-362-7687

田中

025-372-8600

白根

025-372-2326

能登

025-373-2099

Hair Create Salon KURITA

白根

025-372-1626

ヘアーサロン

白根

025-372-3892

白根

025-372-2472

能登2

025-373-2295

のざわ

宮島美容室
木造住宅専門店

昭 工務店

リオン・ドール白根店
理容 タムラ
西区
ＡＯＫＩ 新潟亀貝店
ＡＯＫＩ 新潟関屋大橋店
アトケア日本総代理店 株式会社CommPlusBiz（コムプラズビズ）
アルビレックスチアリーダーズスクール 青山校
青山カイロプラクティック施術室（カイロプラクティック、整体）
青山ホーム

白根

025-373-3731

月潟

025-375-2264

亀貝前田
青山2
槇尾

025-264-4788
025-201-1488
025-211-8988

青山1

025-246-8857

松美台8

025-311-0123

お買い上げ総額より５％割引
を頂戴致します。

※他クーポン券及びセットセールとの併用可

※他総額割引との併用不可

※補正代・宅配代は実費

布団クリーナー・温水マットを税抜価格から５％OFF！ ※他のサービスとの併用不可
入校して頂いたお子様には、アルビレックスチアリーダーズスクールオリジナルグッズをプレゼント！！対象：にいがたっ子すこや
かパスポートのコピーを入校申込書と一緒にご提出ください。
無料でお子様の姿勢チェックとアドバイスをいたします。その他のお悩みもご相談ください。
ご来店時にパスポートをご提示いただいた方は、ご相談、お見積り無料、土地、建物の仲介手数料を10%割引。ご新築の際はエアコ
ンを１台サービス。
入会時にかかる費用から2000円（2000ポイント分）を割引いたします。 ＜このポイントは入会後の商品購入やイベント参加等
にご使用でも結構です＞
ご来店時にパスポートをご提示いただいた方は、ご相談、お見積り無料。ご新築の際はエアコンを１台サービス。
住宅資金計画アドバイザーによる住宅ローン資金計画相談まで無料。価格が見え、品質が見える「オープンシステムの家づくり」小
冊子をプレゼントいたします。
毎月第3日曜日、すこやかパスポート持参の方は、２階アピタ衣料品売場にて子供・ベビー衣料・雑貨を５％引きいたします。（子供
ブランドショップ、専門店は除く）
Ann aoyamaで施術された方のお子様（３歳〜小学校６年生まで）はカット無料サービス致します。(１回のご来店につきお１人様ま
ポイント2倍進呈いたします。
■すこやかパスポート提示で、商品3%OFF!!
毎月第１土曜日に「にいがたっ子すこやかパスポート」をご提示いただくと、子供衣料・ベビー衣料・ベビー用品（紙おむつ含む）
今付いている価格よりレジにて5％割引（他割引との併用はできません）
毎月第１土曜日「すこやかパスポート」ご提示で、子供衣料・ベビー用品（紙おむつ含む）を表示価格より５％割引（但し、他の割
引との併用は不可）
お子様メニュー全品10％OFF
9のつく日にパスポートご提示で10ポイント券1枚進呈。※500ポイントで500円の割引券と交換できます。
除外商品以外の全ての商品に対し、日曜、祝日のみ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、修理代は除く
コンタクトレンズ全品5％引き(ケア用品は特別価格)のご優待価格でお求めいただけます。
■車検基本料金 2,000円引き ■1年点検基本料金 1,000円引き ■エンジンオイル交換工賃 無料 ■オイルエレメント交換
工賃 無料 ■板金・塗装工賃 10％割引
入会時にかかる費用から3,000円をお値引きいたします。
すこやかパスポート提示で、（金）（土）（日）（月）5%割引！2,000円以上お買い上げのお客様には、時々の粗品を差し上げま
す。※割引の際クレジットカードでのご利用はご遠慮ください。
【キッズカードポイント２倍！】５ポイント集めるとお好きな一皿プレゼント致します。※当日のみ有効です※店内もしくはお持ち
帰りで当店のメニューをお食事された方のみ有効です。
10,000円（税別）以上のお買上げで粗品進呈（学校指定の商品は除きます。）
・整備 板金・塗装工賃 10〜20％割引きいたします。 ・見積り 代車料 無料
幼・小・中・高を対象に家庭教師のスタート体験講習を実施しております。お申し込み時にすこやかパスポートをご提示いただけれ
ば「図書カード2000円」をプレゼント！
カット+１，０００円でいろいろと（スペシャルマッサージ，スキャルプマッサージ，フェイシャルマッサージなど）他にはないサー
ビスを致しております。
来店されたお子様には100円〜200円割引致します。
花束などを注文された子供の家族に2,000円以上10％引き。色々な記念日用での注文の場合に関して、粗品進呈。
・入庫時、室内清掃サービス（ご来店、整備） ・入庫時、ボディー撥水コーティングサービス ・お買い上げポイントサービス
カード進呈します。
ご購入代金の5%を割引ます。
無数のトミカやままごとセットなど、充実したキッズルームと、約20種類のフリードリンクを2時間無料でお楽しみいただけます。
眼鏡お買い上げのお客様にメガネスタンドｏｒメガネクリーナープレゼント
すこやかパスポートの提示で初回の法律相談（30分間）を無料
単品価格より5％割引致します。 ※他の割引との併用不可
無料保険相談お申込みでお楽しみプレゼント！プレゼントの内容は毎月変わります。
すこやかパスポート提示にてお子様、ご家族様ともに技術施術料５％引きいたします。同伴でなくとも可。（土・日除く）
ＭＯＮＯプレイスより、内部備え付け収納家具、お好きなもの10万円分プレゼント！！

東青山1

025-230-7664

アクシー中央（旧：新潟中央スイミングスクール）
朝日建設
一級建築士事務所 アトリエ ジニアス建築設計事務所

西小針台2

025-267-7322

東青山1

025-231-6060

平島3

025-233-5611

アピタ新潟西店
Ann aoyama
アミング 亀貝店
イエローハット小新インター店

小新白鳥

025-201-1711

青山
亀貝字前田
小新南1

0120-67-6268
025-378-0106
025-232-1680

イオン新潟店

青山2

025-231-9111

イオン新潟西店

小新南2

025-234-3100

石焼ステーキ 贅 小新店
ウオエイ金巻店
ウオロク 大学前店
エースコンタクト イオン新潟青山店(コンタクトレンズ)
有限会社オートサービス・イトウ
オールアルビレックス・スポーツクラブ 黒崎校
海産物専門店 新潟大口屋

小新大通2
金巻

025-201-1070
025-377-5788

坂井字村上

025-269-3636

青山2

025-210-5522

鳥原

025-377-3571

山田

025-201-7779(事務局)

内野町

025-262-2236

海鮮寿司処

槇尾

0120-263-084

カエル制服店
カズオート(株)

内野西1
内野上新町

025-201-6265
025-261-7171

家庭教師のマナベスト

大学南１

025-211-4374

カット倶楽部・刈流人

小針西1

025-266-6311

カットハウス シュガー
Ｃｏｌｏｒ
(有)カーメイトさくら井

坂井東6
みずき野4

025-260-3888
025-239-3617

大野町

025-377-4383

学研・新潟学習社
ガリバーWOW！TOWN新潟
眼鏡館 コイズミ
菊田頼司法律事務所
キャンパスショップ アレス
くらしの保険室 イオン新潟西店
ｃｒｏｉｘ
クレバリーホーム新潟西店
クスリのコダマ 大野店
クスリのコダマ 青山店
クスリのコダマ 内野店
クスリのコダマ 山田店
ココカラファイン 大学前店
ココカラファイン 新通店
ココカラファイン アピタ新潟西店
興栄信用組合 赤塚支店
興栄信用組合 大野支店
興栄信用組合 寺尾支店
興栄信用組合 本店

平島3
善久字川中
小針南
青山5
平島2
小新南2
西小針台1
山田
大野町
青山8
五十嵐中島5
山田
五十嵐2
新通南
小新
赤塚
大野町
寺尾東2
内野町

025-267-5001
025-370-6171
025-232-4141
025-378-1655
025-265-3033
0120-987-232
025-201-6993
025-201-6410
025-377-2036
025-231-7148
025-262-1962
025-370-7621
025-239-5150
025-211-1139
025-201-5350
025-239-2145
025-377-2443
025-268-3631
025-262-3331

小針かに屋

小針上山

025-231-6923

・毎週日曜日お買い上げ金額を5％割引します。
・自社加工の漬け魚なども対象です。
・年末年始、セール期間は除きます。

清水フードセンター青山店
清水フードセンター黒埼店
清水フードセンター小針店
清水フードセンター坂井店
清水フードセンター大学前店

青山
山田
小針7
坂井東6
坂井砂山3

025-267-1195
025-377-1811
025-266-1444
025-260-6820
025-260-1110

すこやかパスポートご利用日は毎週日曜日・水曜日の2日間プラス祝日、この期間中お買上金額よりレジにて5％引き致します。 但
し、クレジットカードでのご利用は出来ません。タバコ、お酒類、指定ごみ袋、本、送料、商品券などの一部商品は対象外となりま
す。清水フードセンターは、新潟の すこやか を応援致します。

清水フードセンター

内野西が丘

025-264-5811

すこやかパスポートご利用日は毎週日曜日・水曜日・金曜日の3日間プラス祝日、この期間中お買上金額よりレジにて5％引き致しま
す。 但し、クレジットカードでのご利用は出来ません。タバコ、お酒類、指定ごみ袋、本、送料、商品券などの一部商品は対象外
となります。清水フードセンターは、新潟の すこやか を応援致します。

寺尾

0120-5829-41

ご好評にお応えして！４月１日〜６月３０日の期間中、すこやかパスポートご提示でスーパーセーフティ車検時「５４０円の特別割
引」致します。他、自社カードご入会でお得に整備特典が受けられる内容です。詳細はスタッフまで！この機会をお見逃しのないよ
うご来店下さい。

小新大通2

025-234-6766

青山1

025-234-5621

ことぶき寿司

車検のコバック

内野店

西内野店

寺尾店

ステーキワン 小新インター店
スポーツクラブ ＪＯＹＦＩＴ

新潟青山

スーパーいちまん 内野駅前店
スーパー マルイ 寺尾台店
生活雑貨アンジュールアピタ新潟西店
生活雑貨ショップ ウチカ西新潟店

内野町

025-262-5171

寺尾台3
小新

025-268−1600
025-201-1255

五十嵐東1

025-211-0777

総合進学塾

坂井砂山4

ダッシュスイミングスクール新潟

寺尾東2

T-ROOP Dance Company

寺尾朝日通

025-285-0161
(本部事務局)
025-260-5560
フリーダイヤル
0120-260-559
025-378-5137

青山4

025-265-0100

小新

025-201-5586

ロックウェル

トヨタレンタリース新潟

新大駅前教室

青山店

ファミリーアミューズメント

新潟西店

期間によって変更となるので、詳しくは店頭にてご確認下さい。

・定期積金「すこやか積金」店頭表示金利（３年以上）に0.2％上乗せします。

・「マイカーローン」金利を0.1％引下げます。

平日17:00以降ご来店されたご家族のお食事代を５％割引いたします。
・子ども教室の入会金（3,150円）を無料に致します。 ・同居の家族に限り成人会員入会金（3,150円）を無料に致します。 ※見
学・無料体験は随時開催中です。
スーパーいちまんは子育て奮闘中のママさん達を応援します。すこやかパスポートの提示で毎日レジにて5%割引いたします。（酒・
タバコ・本・指定ゴミ袋・商品券は除きます。尚ポイントカードとの併用はできません。）
日曜、祝日の除外商品以外のお買上合計金額の５％割引（除外商品：酒・タバコ・ごみ処理券・雑誌・商品券・ギフト券など）
お買い上げ金額より５％OFF ※一部割引除外品あり（食品、酒類、本など） ※他の割引との併用は不可となります。
540円以上のお会計時に当店ポイントカードのご提示で2ポイントプレゼントいたします。※当店のポイントカードをお持ちでない
方はご入会金無料 ※特典付与は1日1回、すこやかパスポートをご提示ください。
・塾を訪問していただいたお子様に、文具をプレゼントします。 ・さらに、入塾していただいたお子様には、入塾記念品をプレゼ
ントします。
・入会前に無料体験ができます。

・入会時に入会金（通常 2,100円）を無料にします。

パスポート提示で無料体験チケット進呈。
1,レンタカー全車種、レンタル料金より10%割引
2.チャイルド・ジュニアシート.無料貸出（要事前予約）
3.新潟県全店舗、同サービス内容でご利用頂けます。
●【大人気ゲーム：太鼓の達人】お子さまがプレイでご家族お1人様分が無料！1日何回でもご利用できます。
●キッズガーデンボールプール10分延長！
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にいがたっ子すこやかパスポート協賛店一覧表

最新のサービス内容はＨＰもしくは携帯サイトで

サービス内容は
平成30年11月13日現在です

名称
ハウスクリーニング

Ｔａｍａ

Ｅｃｏ

Ｓｔｙｌｅ

林せいたい療術院
はるやま イオン新潟西店
(株)中野大工
新潟信用金庫 青山支店
新潟信用金庫 大野支店
新潟信用金庫 坂井支店
新潟信用金庫 寺地支店
新潟信用金庫 真砂支店
新潟トヨタ自動車株式会社

青山店

所在地

電話番号

鳥原

025-210-0010

小針上山
小新南2
木山
青山1
大野町
寺尾東3
寺地
真砂4

025-311-0587
025-201-6635
025-239-3086
025-231-6611
025-377-2821
025-268-1811
025-265-5400
025-233-1777

青山

025-233-7000

提供サービス内容
・浴室・トイレ・レンジフード・キッチン等のクリーニング10％割引
・友達などのおまとめ予約依頼で各自15％割引（2世帯から対応）
（キャンペーン価格との併用は不可）
初回せいたい60分4,200円のところ3,500円で。
販売価格の５％オフ（税抜1,000円以下の商品・一部特価品・補正代・送料を除く）詳細はスタッフにお問い合わせください。
・新築された方 エアコン（8畳用）1台、手づくりテーブル、サービス。 ・リフォームされた方5％割引
・定期積金『「アンパンマン」のスーパー積金』の店頭表示金利に0.05％上乗せします。
・「マイカーローン」の金利優遇項目に追加し金利を0.1％引下げます。
・「住宅ローン」の金利優遇項目に追加しました。（詳しくは、お近くの窓口にご相談ください。）
・「教育ローン」「教育カードローン」「新型仕送りローン」「新リビングリフォームローン」「リフォームローン・エコ」の 金利
優遇項目に追加し金利を0.1％引下げます。
・新車ご成約の際、添付のオプション（トヨタ純正販売店オプション）10％OFF ・オイル交換 2,000円均一（ディーゼル車を除
く）※必ず新車ご商談時、もしくはオイル交換ご入庫時にパスポートをご提示ください。新車ご成約後、および代金お支払い後のご
利用はできません。※他の割引、期間限定の各種特典との併用はできません。
１ レンタカー基本料金より約10%割引の特別料金（他の割引との併用不可）。
２ チャイルドシート（ジュニアシート・ベビーシート含む）貸出無料。
３ HP記載の新潟県内の各営業所でも同内容でご利用いただけます。

ニッポンレンタカー新潟大学前営業所

五十嵐一の町 025-260-6656

原信 内野店
原信 新通店
パソコンなんでも相談所
万人家 大学前店
美容院 ラビィ
「美容矯正サロン」エンゼルハート
総本家備長扇屋新潟大学駅前店
フジサキ塗装
プチ・フール洋菓子店

五十嵐中島5
新通
大学南2
五十嵐一の町
槇尾
小針1
坂井砂山3
真砂3
小針6

025-261-3271
025-264-7100
025-261-1900
025-268-7579
025-264-6200
025-201-2123
025-211-0137
0120-910-402
025-267-8023

Fuwarica by hair garden Milk tea

小新4

025-378-3449

施術されたお客様にクレンジングヘッドスパ（3,200円）をサービスさせていただきます。さらにお子様の前髪カットもサービス。
クレンジングヘッドスパは前髪カットのみは不可。

ヘアーサロンおかざわ

笠木

025-262-2789

ヘアーサロン・ヨシオカ

松美台

025-266-6980

お子様のみ10%引き
女性の顔剃＋フェイシャルエステ。男性のカット+白髪ぼかし，ワンタッチ白髪染め。プラス1,000円で，システインパーマ（髪の毛
が傷まないソフトパーマ）カット＋2,000円で無料送迎も致します。

ヘアーサロン

日曜、祝祭日のお買い物金額より5％引き（一部商品を除きます）
・パソコンサポート料5％OFF！ ･子供向けパソコン講座に無料招待
土・日・祝日のみ5％割引
子どもさんにぬり絵・風船プレゼント。 水曜カットデー 幼児・小学生：1,300円＋税 中学・高校生：1,800円＋税
初回の初診料1,080円が、すこやかパスポート提示で無料に！
・ご来店されたご家族様のお食事代10％OFF
ご相談・お見積り無料。外壁塗替え・屋根塗替え塗装工事の見積り金額より5％割引きさせて頂きます。
ケーキお買上げの時、焼き菓子ケーキ等のサービス

内野町

025-262-3481

すこやかパスポート提示のお子さま、キッズ料金10%OFF

ヘアーショップシーキューブ
HAIR SPACE SAITO
ヘアーファクトリーMASA

山田
寺尾西3
山崎

0800-800-2900
025-269-2850
025-239-2437

ペリカンクリーニング

小針4

025-233-2206

カード提示の方技術料300円 OFF またはご家族でご利用の場合1名様につき300円 OFF
小学生以下のお子様に，7〜8種類あるお菓子の中から，お好きなもの1つを選んでプレゼント。
カットされた子供には、お菓子サービス+5%OFF 親子で来店の場合10%OFF
毎月１日 パスポートを提示していただくと、クリーニング代を割引します。会員様は合計から10%引き、非会員様も合計から5%
引きします。セール時でもご利用可能です。
ヘッドエステ，フットエステ，保護者の方１０％，お子さん２０％割引致します。
・作業を依頼された方、10％割引き。又は、お子様預かりサービス1時間無料。
・お子様預かりサービス20％割引き。（通常1時間3,000円）
2,500円以上のお買い物をされた方に、当店人気No.1（飲料部門）のオーガニックりんごジュースを1本プレゼントします。
お好きな部位マッサージ20分サービス
毎週日曜日のみ全額の5％割引。（但し、一部惣菜とシーズンの朝市価格は除く。）
ご来店されたお子様に飴をプレゼント
平日、週末問わず、ご利用されたご家族のお会計を5%割引します（ランチ利用不可、カード会計不可、他割引券の併用不可）最大値
引き3,000円まで

ワタベ

小針4丁目店

内野町
ベル･ジュバンス ビューティークリニックサロン じゅん
坂井東3
便利屋アースカンパニー
寺尾東1
マクロビオティック屋 たね
妊婦さんからママまで。女性にやさしいおうちサロン Smile Clover 内野関場
山田
マリーン
谷内
ミート＆デリカ わくい
山田
村さ来黒埼店

025-262-0333
025-268-6380
025-201-7592
025-378-3964
025-230-3330
025-239-2641
025-377-7821

村さ来新大前店
眼鏡市場 アピタ新潟西店
眼鏡市場 新潟小針店

大学南2

025-261-1243

平日、週末問わず、ご利用されたご家族のお会計を5%割引します（カード会計不可、他割引券の併用不可）最大値引き3,000円まで

小新白鳥

025-201-1128

小針6

025-232-1898

眼鏡一式5％割引いたします。 ※但し、備品除く ※但し、当社の株主優待券およびその他、割引券との併用はできない。
メガネ、コンタクト購入金額から更に5％割引します。※但し、当社の株主優待券およびその他割引券等との併用はできません。※補
聴器、販売備品は除く。

メガネスーパー新潟黒埼店

山田

025-377-1800

すこやかパスポートのご呈示で…現金でお支払時10％割引！クレジットカードでお支払時5％割引！※一部割引対象外商品がござい
ます。割引の重複は出来ません。

モノクローム新潟

真砂3

025-267-2093

・デジカメプリントＡ４サイズまで１枚からでも２０％ＯＦＦ。
・証明写真撮影料金、名刺印刷料金２０％ＯＦＦ。
・A３でもカラーコピー３５円、白黒コピー７円。

モンファインクリーニング 青山店
モンファインクリーニング アピタ新潟西店
モンファインクリーニング イオン新潟西店
モンファインクリーニング イオン新潟青山店
モンファインクリーニング 黒埼インター店
モンファインクリーニング 新大西店
モンファインクリーニング 西内野店
モンファインクリーニング 大学前店
山清トーヨー住器 株式会社
ゆう美容室 eQule（エクル）
ゆるりと菜 村さ来青山店
吉野家 ８号線黒埼店
夢教室ドリームアドバンス
らーめん源次郎
リオン・ドール寺尾店
理容 エンドウ
rosso claen

青山8
小新5
小新南
青山
山田
五十嵐
内野西が丘
坂井砂山
小新大通1
亀貝字前田

025-265-3395
025-230-6364
025-265-2650
025-266-4308
025-379-1050
025-261-1440
025-262-2550
025-260-1264
025-266-5770
025-211-4976

青山1

025-266-4409

平日、週末問わず、ご利用されたご家族のお会計を5%割引します（カード会計不可、他割引券の併用不可）最大値引き3,000円まで

山田
青山
寺尾台3
寺尾
中野小屋
寺尾朝日通

025-370-7880
025-201-7562
025-260-1777
025-234-5888
025-262-0228
025-367-2649

お食事されたお客様に味噌汁無料サービスします。
入学金から2,160円を減額！ ※入学受付時にカードを提示してください。
お子様連れでご来店の方、麺類50円引。
毎週火曜日、1,000円以上お買い上げのお客様に、リオン・ドールポイントカードに５ポイント入力致します。
調髪されたお子様は10%割引きさせていただきます。
エアコン清掃 その他ハウスクリーニング等 5％ＯＦＦにて 清掃の事ならおまかせ下さい。

アクシーMAKI

巻甲

0256-73-3360

イエローハット巻店
ウオロク 巻店

西蒲区

0256-73-0333

巻甲

0256-73-5050

梅田軒
おかじま米店
お好み焼き ピットイン 英
(本店)木嶋屋生花店 ・(支店)フラワーショップきじまや(Ｓウオロク
巻店構内)

升岡
巻甲
岩室温泉

0256-88-3543
0256-72-1313
0256-82-5025

入会時にかかる費用から2000円（2000ポイント分）を割引いたします。 ＜このポイントは入会後の商品購入やイベント参加等
にご使用でも結構です＞
■すこやかパスポート提示で、商品3%OFF!!
除外商品以外の全ての商品に対し、日曜、祝日のみ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、修理代は除く
ご来店されたご家族のお食事代を10％割引します。
ご来店お持ち帰りのお客様限定：お米５ｋｇ以上お買い上げ頂くと【ティッシュボックス1箱】プレゼント致します！
お好み焼きご注文の場合、1枚につき100円引き

巻甲

0256-72-2473

お買い上げ金額の10％を割引します。

桐建材株式会社

遠藤

0256-77-8950

女性でも楽々折りたたみと移動ができる総桐製折りたたみベッド「桐らくね」を2000円引きします。会計時、パスポート提示で値
引き致します。ネットで購入ご希望の方はメールにてパスポートの画像を添付し、ご連絡ください。

高志の宿 高島屋
クスリのコダマ 清水フードセンター巻店
クスリのコダマ 西川店

岩室温泉
巻甲
押付

0256-82-2001
0256-72-0230
0256-88-0501

工房はたや
個別指導塾まつがく

旗屋

0256-70-4044

巻甲

0256-75-0777

パスポート提示で、お子様にソフトドリンク一杯サービスいたします。
期間によって変更となるので、詳しくは店頭にてご確認下さい。
期間によって変更となるので、詳しくは店頭にてご確認下さい。
ご来店時にクジを引いて頂き、それに応じてサービスが変わります。サービス内容：進呈ポイントの2倍・3倍サービス、お菓子や粗
品進呈など
☆ハズレなしです！
入会金を10％割引いたします。※ご入塾手続き時にカードを提示してください。

清水フードセンター巻店

巻甲

0256-72-8666

住まいの塗替え・塗装工事 高橋美装
スマイル水道
スーパー マルイ 巻店
ダスキン巻支店
手打そば し奈乃 わた膳

巻乙

0256-72-5692

仁箇

0256-72-8916

巻甲
漆山
岩室温泉

0256-73-3511
0256-72-2109
0256-82-4065

トヨタレンタリース新潟

クリーニング品をお持込の際に、すこやかパスポートのご提示で、定価から10％OFFにさせていただきます。(精算後のご提示や
セール品、布団、毛皮、その他特殊品は割引対象外とさせていただきます。)

窓ガラスの交換・修理や網戸の張替え・修理等、ご請求金額より、５パーセント値引きいたします。
すこやかパスポートをご提示で、お子様カット300円引き、保護者様カット１０％割引

西蒲区

巻教室

巻店

潟頭

0256-73-7171

中之口いのまた整体院
中之口自動車工業
新潟市岩室健康増進センター 遊雁の湯・よりなれ、食堂やすらぎ

道上
中之口
石瀬

025-375-2231
025-375-2569
0256-82-2270

新潟トヨタ自動車株式会社

巻店

巻甲

0256-72-4101

新潟マルヰ下越営業所(富士の湧水)
(有)野忠電気商会
はしもと玩具店
はせがわ呉服店
(有)長谷川電機商会
富士屋
ふとん丸洗い 信光サンクリーン
ヘアー＆フェイス 美容室 彩花

曽根
巻甲
巻甲
巻甲
巻甲
岩室温泉
松野尾

0120-01-0170
0256-72-3385
0256-72-2557
0256-72-2476
0256-72-2301
0256-82-4151
0120-915-525

角田浜

0256-77-2416

ヘアーサロン 天神
ヘアーサロン ホンマ
ペリカンクリーニング 潟東店

姥島
巻甲
番屋

025-375-3235
0256-72-3435
0256-86-3882

すこやかパスポートご利用日は毎週日曜日・水曜日の2日間プラス祝日、この期間中お買上金額よりレジにて5％引き致します。 但
し、クレジットカードでのご利用は出来ません。タバコ、お酒類、指定ごみ袋、本、送料、商品券などの一部商品は対象外となりま
す。清水フードセンターは、新潟の すこやか を応援致します。
小規模塗装から外壁・屋根の塗装まで 見積り合計金額から５％割引致します。
・住宅設備の水漏れ及びトイレ等の排水の詰まり修理 修理代金 通常料金より10%割引き ・住宅設備器具 給湯器見積り金額よ
り10%割引き・トイレ器具10%引き
日曜、祝日の除外商品以外のお買上合計金額の５％割引（除外商品：酒・タバコ・ごみ処理券・雑誌・商品券・ギフト券など）
ハウスクリーニング全般10%off（他キャンペーン併用不可） レンタル商品2週間無料貸出し
お子様連れでお食事されたご家族様全員にプチデザートサービスします。
1,レンタカー全車種、レンタル料金より10%割引
2.チャイルド・ジュニアシート.無料貸出（要事前予約）
3.新潟県全店舗、同サービス内容でご利用頂けます。
初診料（1,000円）サービス！※保険適応外整体のみ対象となります。
お車の修理代金、工賃、10％割引き
食事をされたお子様にソフトドリンク1杯無料サービス
・新車ご成約の際、添付のオプション（トヨタ純正販売店オプション）10％OFF ・オイル交換 2,000円均一（ディーゼル車を除
く）※必ず新車ご商談時、もしくはオイル交換ご入庫時にパスポートをご提示ください。新車ご成約後、および代金お支払い後のご
利用はできません。※他の割引、期間限定の各種特典との併用はできません。
富士の湧水ウォーターサーバー(富士山の天然水)定期ご購入申し込みでサーバーレンタル無料サービス、初回12リットルパック2個
1,000円以上お買上の方に粗品プレゼント
まきドリームカードのポイントを2倍進呈
お茶、コーヒーがでます。
100円お買上げごとにポイントサービス
1歳以上のお子様にデザート券
クリーニング料金を20％引きします。
お子様には、お菓子プレゼント。 ポイントカード発行しております。500点たまると2千円分の商品好きな物がもらえます。（美
容室内の商品、例、シャンプーリンス、つや出し、化粧品など）
子ども料金10%割引き（親子でご来店の場合、理髪大人料金５％割引き、子ども料金10％割引き）
子供料金10％割引。親子(家族）でご来店の場合、大人料金10%割引。当店ポイントカードのサービスも受けられます。
毎月１日 パスポートを提示していただくと、クリーニング代を割引します。会員様は合計から10%引き、非会員様も合計から5%
引きします セール時でもご利用可能です
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にいがたっ子すこやかパスポート協賛店一覧表

最新のサービス内容はＨＰもしくは携帯サイトで

サービス内容は
平成30年11月13日現在です

名称
ペリカンクリーニング リオンドール西川店
夕日とさかなの宿 旅館 丸一
夕焼の宿 愛幸
ゆに〜ずアロマ＆リフレ
リオン・ドール西川店
リオン・ドール巻店
和田屋食堂
(有)わなみ自動車

所在地

電話番号

提供サービス内容

押付北割8

0256-88-5810

引きします。セール時でもご利用可能です。

間瀬田ノ浦温泉 0256-85-2666

越前浜

0256-77-2990

鱸
押付
赤鏥
岩室温泉
和納

0256-88-4090
0256-70-4511
0256-73-7371
0256-82-2048
0256-82-3010

市外
アミング 上越店
アミング 燕三条店
アミング 長岡店
ウオエイ小中川店
ウオエイ燕店
カラダゆがみ工房 カイロプラクティックケアセンター
キューピット 五泉店
キューピット 三本木店

上越市下門前
燕市井土巻
長岡市古正寺
燕市四ッ屋
燕市杣木
燕市四ッ屋
五泉市郷屋川
五泉市三本木

025-520-8121
0256-61-0050
0258-25-8670
0256-64-2251
0256-64-4616
0256-64-8875
0250-43-8580
0250-41-0085

バターフィールド

長岡市城内町 0258-39-5155

CoCoLo長岡店

・コースご予約又はご宿泊のお子様ソフトドリンク1杯サービス
親子、家族でやっております。予約やお好きな注文にも応じております。4名様以上で一泊二食付6000円。ご予約される方には
5,500円でのサービス。
全メニュー10％引 英国式リフレクソロジー、アロマオイルトリートメント、心のケアコースなど メニュー多数有。3,780円より
毎週火曜日、1,000円以上お買い上げのお客様に、リオン・ドールポイントカードに５ポイント入力致します。
毎週火曜日、1,000円以上お買い上げのお客様に、リオン・ドールポイントカードに5ポイント入力致します。
お子様全品50円引（一部除く）
車検ご利用時に、オイル交換を5割引にサービス

ポイント2倍進呈いたします。
ポイント2倍進呈いたします。
ポイント2倍進呈いたします。
9のつく日にパスポートご提示で10ポイント券1枚進呈。※500ポイントで500円の割引券と交換できます。
初回施術料7,560円→半額！！3,780円（税込）
毎週日曜日・祝祭日に、本体お買い上げ金額から「5％OFF」サービスを実施いたします。ただし、一部商品は除かせていただきま
す。また、その他のサービスとの併用はできません。
・未就学児のお子様にウェルカムセット（パンケーキとジュース）をプレゼント致します。
・カードを提示のお客様の合計を５％割引致します。
他の割引との重複、サービスクーポン等の重複はできません。一部割引商品は対象外と致します。詳細はスタッフにおたずね下さ
い。
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