1 ページ

☆水と土の芸術祭2015 サービス協力店

No
1

施設名
hickory03travelers
（ヒッコリースリートラベラーズ）

住所
〒951-8063
新潟市中央区古町通3番町556

TEL
025-228-5739

営業時間
定休日

サービス内容
水と土の芸術祭2015ガイドブック提示でTシャツご購入の際に500 11：00～18：30
円引
月曜日

2 考古堂書店

〒951-8063
新潟市中央区古町通4番町563

025-229-4050

「にいがた良寛ふれあいマップ」をプレゼント ※ただし、数に限り
有り

3 食堂Rirupa

〒951-8063
新潟市中央区古町通5番町610
フリーダビル2階

025-229-8778 お会計時、合計金額より5%OFF

月～土/9：30～18：30、日祭日/10：00～18：00
会期中、休みの予定なし
11:00～22:00

〒951-8063
【ランチタイム限定】
11：30～14：00、17：00～23：00
新潟市中央区古町通5番町596-1 アイ 025-223-6888 店内でご飲食されたお客様を対象に、ミニビール・ミニデザートな
無休
メディア実習棟2F
どを1つサービス

5 海鮮問屋 大助 古町店

〒951-8063
新潟市中央区古町通7番町935

025-222-8580 小鉢1品サービス

6 お茶の浅川園 古町本店

〒951-8063
新潟市中央区古町通7番町1004-1

025-228-3001

7 やぶそば

〒951-8063
新潟市中央区古町通8番町1490

025-222-7982 大盛サービス（手打ちそばは除く）

8 新潟三越

〒951-8530
新潟市中央区西堀通5番町866

「中山みどり フェルトアート展」（8/11～23）につき、水と土の芸術 10:00～19:00（最終日入場は16:30まで）
025-227-7335 祭2015「ガイドブック」又は「スタンプラリーの台紙」提示で1名様
8/17（月）、8/24（月）
招待

9 にいがた石山

〒951-8067
新潟市中央区本町通6番町1118

025-222-8568

10 USAストア

〒951-8068
新潟市中央区上大川前通6番町

025-210-3945 お買い上げ5%OFF

11 烏龍茶販売 ピュアウーロン

〒951-8067
新潟市中央区本町通6番町 本町中央
市場商店街内

025-225-5312 お買い物された方に10%OFF

〒951-8067
新潟市中央区本町通6番町 本町中央
市場商店街内

025-222-6569 切いかを50円引

13 カジュアルレストランMOKA

〒950-3125
新潟市北区松浜本町2-14-18

025-259-7949 お食事のお客様にソフトワンドリンクサービス

14 アートギャラリー三宮

〒9518065
新潟市中央区東堀通6番町1040

025-222-3625

15 株式会社 トヨタレンタリース新潟

〒950-0150
新潟市江南区下早通柳田2-2-12

トヨタレンタカー全店舗（新潟県内20店舗）を対象とし、「ガイドブッ 8:00～20:00
ク」の提示でトヨタレンタカー推奨料金（基本料金）より500円割
025-382-0091 引。
各種割引制度との併用可（※公人特別料金、キャンペーン料金、
年中無休
旅行代理店クーポンは除く）。

16 ブルーカフェ

〒951-8068
新潟市中央区上大川前通7番町1237-1 025-201-7885 ケーキセット850円～を50円引きで提供
サンシャイン新飯田屋2F

平日/11：30～21：00、土/9：00～21：00（日/～18：00）

17 須坂屋そば 新潟駅前店

〒950-0901
新潟市中央区弁天1-4-29 IMAビル1F

025-241-7705 お会計より10%割引

11:00～25:00（日祝は24:00まで）

18 酒処かくれんぼ

〒951-8065
新潟市中央区古町通5番町607

025-226-6262 ドリンク1杯サービス

19 福寿温泉 じょんのび館

〒953-0076
新潟市西蒲区福井4067

0256-72-4126

20 かき忠

〒951-8065
新潟市中央区東堀通9番町1407

025-229-1818 ワンドリンクサービス

21 亜麺坊 新潟店

〒950-0086
新潟市中央区花園1-1-1 CoCoLo東

025-247-2004 500円以上ご注文のお客様に対し杏仁豆腐サービス

22 ニッポンレンタカー新潟株式会社

〒950-0862
新潟市東区竹尾764-6

新潟県内のニッポンレンタカー各営業所（佐渡を除く）
025-278-3510 全クラス1,000円割引
※利用金額が10,000円以下の場合、500円割引

8:00～20:00（営業所によっては、19:00まで）

025-288-0543 新潟上所店、新潟駅北口店、新潟空港店
（新潟上所店） 基本料金より10%OFF

新潟上所店/9:00～18:00
新潟駅北口店・新潟空港店/8:00～20:00

23

〒950-0993
オリックスレンタカー
新潟市中央区上所中2-1-2（新潟上所
【新潟上所店、新潟駅北口店、新潟空港店】
店）

お茶をお買い上げで、冷煎茶ワンドリンク又はお茶屋のアイスク
リームをプレゼント

その他

http://www.h03tr.com/

その他

http://www.kokodo.co.jp/home/

飲食

http://rirupa.sub.jp/

飲食

http://r.goope.jp/morgenrot

日曜・祝祭日
10：00～19：00
元旦のみ
11:00～20:00（オーダーストップ）
毎週水曜日・第3火曜日

12:00～19:00
無休
10:00～18:00

飲食
飲食

http://www.asakawaen.co.jp/

飲食

http://www.f-yabusoba.com/

その他

http://niigata.mitsukoshi.co.jp/contents/top.cgi

飲食

http://www.niigata-ishiyama.com/

飲食

http://www3.plala.or.jp/usa_store_ha-ha/

飲食

http://green.ap.teacup.com/pureoolong/

火曜日
9:00～18:00

飲食

無休

額縁・画材・絵画など店内現品割引販売。
〔第1弾〕7/13（月）～7月31（金）：50%～20%OFF
〔第2弾〕8/3（月）～：10%OFF
※いずれも特価商品は割引対象外になります。

ガイドブックを提示したお客様 大人入館料50円引
（他の割引との併用不可）※ご本人を含め3名まで

〒950-2264
新潟市西区みずき野2‐12‐8

025-239-3910

25 キッチン やの

〒950-2022
新潟市西区小針8-21-33

パルロンステーキ
025-231-9882 130g（1,580円）、200g（2,450円）、300g（3,080円）をそれぞれ
10%OFF

27 鮨割烹いじま

11:30～14:00、17:00～23:00

「ガイドブック」を提示したお客様及び「スタンプラリーの台紙」を提 9:30～18:00
示した小中学生に対し、1,000円以上のお買い物で「鮭の焼き漬
け（1切330円）」をプレゼント。
日曜日
※お一人様1回限り

24 和風ジェラート おかじ

26 中華懐石 口福（クーフー）

URL

水曜日（祝日の場合、翌日休み）

4 モルゲンロート 古町店

12 荒井食料品店

ジャンル

各サイズ50円割引
シングル300円 ダブル400円 トリプル500円

9:00～23:00
第2月曜日

飲食

9:30～18:30
その他
日曜・祝日

レンタカー

http://www.r-niigata.net/

飲食

月曜日（不定休有）

なし
15:00～23:00
日曜日・祝日
10:00～22:00
毎月第1・3水曜日
11:30～13:15、16:00～22:00
日曜日・祝祭日
8:00～21:30（ラストオーダー）
なし

飲食

http://suzakayasoba.com/

飲食
温泉

http://jonnobi.com/

飲食
飲食

レンタカー

http://www.nrniigata.co.jp/

レンタカー

http://car.orix.co.jp/

飲食

http://www.okaji-ice.com/

飲食

http://www.geocities.jp/kitchenyano/

飲食

http://www.koufu.info/

飲食

http://www.sushi-ijima.com/

温泉

http://www.daironoyu.com/

飲食

http://chiacchierino.cc/

なし

10:00～18:00
月曜日
11:00～14:00頃まで 16:30～20:30頃まで

木曜日
〒950-2072
お食事された方に対し、当店オリジナルのあんにんどーふをサー 11:30～14:00、17:30～21:00
新潟市西区松美台5-13 サンハイム松 025-231-0500 ビス
火曜日
美台
11:30～13:30、16:30～21:30
〒950-3125
025-259-5678 越後すし丼（1,400円）を100円引
新潟市北区松浜本町2-16-13
不定休

28 多宝温泉 だいろの湯

〒959-0508
新潟市西蒲区石瀬3250

ガイドブックを提示したお客様は入館料800円のところ700円で入 10:00～22:00
025-373-1158 館可。
無休
※他の割引との併用不可。

29 タヴェルナ・キアッキエリーノ

〒950-0087
新潟市中央区東大通2-2-11

025-288-5523 お食事をした人に限り「自家製ジェラート1つ」サービス

30 上海食堂 Le・CHINOIS【ル・シノワ】

〒950-0986
新潟市中央区神道寺2-6-2 1F

ガイドブック・スタンプラリーの台紙をご注文時にご提示いただい ランチ/11:30～15:00（L.O.14:30）、ディナー/17:00～24:00（L.O.23:00）
025-241-7788 たお客様（お食事ご注文のお客様に限る）に対し、「グループ全員
不定休
にドリンクorデザート」をサービス

飲食

http://le-chinois.com/

31 穂のか菜のか shop&café

〒950-0983
新潟市中央区神道寺1-12-15

新潟市産苺（越後姫）、とまと（桃太郎）を使った穂のか菜のかの 11:00～17:30
025-244-7168 とびっきりジャムたっぷりのかき氷メニューをオーダーされた方
火曜・水曜・木曜
に、ミルクジェラートのプチトッピングをプレゼント

飲食

http://www.tunagu.biz/

32 新潟市岩室観光施設 いわむろや

〒953-0104
新潟市西蒲区岩室温泉96-1

0256-82-1066

その他

http://www.iwamuroya.com/

33 有限会社 東横

〒950-0914
新潟市中央区愛宕2-2-3

025-282-2838 ぎょうざ1皿（4個）サービス

飲食

http://www.touyoko.jp/

34 創作居酒屋 あさや

〒951-8066
新潟市中央区東堀前通8番町1371-2
東堀ビックナイトビル1F

025-222-2992 お会計金額より10%OFF

35 天地豊作 新潟店

〒950-0086
新潟市中央区花園1-1-1 CoCoLo南館
3F

025-248-8808

ガイドブック提示で、売店にて岩室産ジャージー牛のソフトクリー
ムを50円引

お食事をされたお客様に対して、ガイドブック・スタンプラ
リーの台紙1冊（枚）につきソフトドリンク1杯サービス

ランチ/11:30～13:30（L.O.）、ディナー/18:00～22:30（L.O.）

日曜日

施設/9:00～19:00、売店/9:00～17:00
第1・3水曜日

平日/11：00～23：40、日・祝日/11：00～22：00
なし
（月～木）/18：00～翌2：30、（金・土）18：00～翌3：00

日曜・祝日
11：00～21：00（15：30～17：00を除く）
なし

飲食

飲食

