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ナウエルカードを提示すると様々なお店で特典を受けられます！

我が家の必需品、
ナウエルカード。

掲載店舗・特典一覧
2015.9.16現在

提携店一覧の内容は予告なく変更と
なる場合があります。最新の情報は
右のQRコードまたは下記のアドレス
からご確認ください。
http://www.nowl-timitu.com/card/

0120-88-3306お問い合せは まで

米沢市中田町若宮491-1 ○電 0238-37-7526
○時 平日・日10：00-22：30
金･土・祝前日10:00-24:00
餐霞館営業時間
平日・日11：00-21：00
金･土・祝前日11:00-22:00
○休 不定休 月1回

アクアリゾート 鷹山の湯

米沢市

お食事処 餐霞館大盛無料
※鷹山の湯カードのポイント利用との併用可
　大盛対象商品のみに限ります

南陽市池黒1154-9
○時 9：00-18：00
○休 不定休

紫雲堂 南陽池黒店

南陽市

ナウエル会員様価格（通常価格の10％-30％引）より

さらに5%引!
※一部商品を除きます

米沢市中央1-13-3 東京第一ホテル米沢1F
○電 0238-24-0418
○時 11:30～15:00
 （ラストオーダー 14:00）

 17:00～22:00
 （ラストオーダー 21:00）

○休 年中無休

　 東京第一ホテル米沢
トラットリア エスタチーボ

米沢市

ディナーご利用時

ワンドリンクサービス
米沢市中央1-13-3 東京第一ホテル米沢1F
○電 0238-24-0418
○時 11:30～15:00
 （ラストオーダー 14:30）

 17:00～22:00
 （ラストオーダー 21:00）

○休 年中無休

　 東京第一ホテル米沢
鉄板ダイニング おわい菜え

米沢市

ディナーご利用時

ワンドリンクサービス

米沢市金池2-1-17
○電 0238-22-2467
○時 9：00-18：00
○休 年中無休

紫雲堂 米沢金池店

米沢市

ナウエル会員様価格（通常価格の10％-30％引）より

さらに5%引!
※一部商品を除きます

米沢市窪田町窪田1426-1
○電 0238-37-6633
○時 9：00-18：00
○休 年中無休

紫雲堂 米沢窪田店

米沢市

ナウエル会員様価格（通常価格の10％-30％引）より

さらに5%引!
※一部商品を除きます

ナウエル
グループ

米沢市

米沢市小野川町2070 ○電 0238-32-2221
○休 年中無休
（年数回メンテナンスの為休館）

水に囲まれた静寂な
宿。人気の牛肉三味
膳をご賞味下さい。

小野川温泉 河鹿荘

米沢市

直接の電話予約のみお一人様につき

宿泊料金10％引
米沢市松が岬2-3-17
○電 0238-22-6146
○時 9:00-17:00
○休 日曜日・祝日

カワサキ印刷

米沢市

年賀状・季節のご挨拶など
ご注文の方は印刷代より

10% OFF
米沢市駅前3-4-2
○電 0238-23-1192
○時 8：30-19：00
○休 日曜日
酒は金内味じまん

金内酒店

米沢市

うこぎ茶ペットボトル
1本サービス

米沢市中央1-14-1 ○電 0238-23-1889
○時 17：30-24：00
○休 年中無休
ゆったりとした空間
で地元の食材をふ
んだんに使った料理
を召し上がれ。

居酒屋えん

米沢市

アイス又はデザート
サービス

米沢市杉の目町3027-1
○電 0238-38-7171
○時 平日8：00-20：00
 日曜祝日
 9：00-18：00
○休 元日のみ

イタガキ 杉の目町給油所

米沢市

オイル交換すると洗車無料+
Tカードお持ちの方ポイント付加 米沢市門東町3-3-32

○電 0238-23-5510
○時 17：00-24：00
○休 月曜日
オシャレな空間でワ
インや欧風料理を
ご堪能してください

欧風酒場Diningえん

米沢市

シャーベットサービス

米沢市東2-8-57
○電 0238-21-8106
○時 11：00-22：00
○休 水曜日

カフェ コリンズ

米沢市

お食事の方に
ドリンクorサラダ
無料サービス
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米沢市城西3-9-54 
○電 0238-24-3100
○時 9：00-19：30
○休 日曜日
充実したワインの品揃え、地
酒・焼酎・洋酒も広く扱ってお
ります。チーズやパスタ、輸入
食品も楽しいアイテム盛りだく

さんです。

GOODY SHOP KANEKO

米沢市

御来店のお客様で輸入ワインお買上げ時

10％OFF
※現金でお買上げの際に限ります米沢市桜木町3-41 ○電 0238-22-4122

○時 昼11：00-14：30
 夜17：00-22：00
○休 火曜日
（営業日もございますのでお問合せください）

おいしい米沢牛を、
焼肉・すき焼・ステーキで!!

グルメプラザ金剛閣

米沢市

お食事の方に

ドリンク1杯サービス

米沢市八幡原5-4862-15
○電 0238-28-1228
○時 平日8：00-20：00
 土曜8：00-19：00
 日祝8：00-18：00
○休 元日

西方石油店 八幡原工業団地SS

米沢市

オイル交換すると洗車無料+
Tカードお持ちの方ポイント付加

米沢市花沢町2735-1
○電 0238-24-8730
○時 平日8：00-21：00
 日祝8：00-20：00
○休 元日

西方石油店 花沢大橋SS

米沢市

オイル交換すると洗車無料+
Tカードお持ちの方ポイント付加

米沢市御廟1-7-43
○電 0238-26-8624
○時 6：00-23：00
○休 定休日なし

西方石油店 米沢西SS

米沢市

オイル交換すると洗車無料+
Tカードお持ちの方ポイント付加

米沢市中央2-7-2
○電 0238-22-3226
○時 7：30-19：30
○休 年中無休

長井石油 米沢店

米沢市

ガソリン・軽油6円/L引
灯　油4円/L引

米沢市花沢字和久井田4-2919-1
○電 0120-008-008
ナウエルカードの会員ですとお伝えください
○時 8：00-20：00
○休 年中無休
新しい街へ。新しい
　　　　　毎日へ。

クロネコヤマト米沢営業所

米沢市

家族引越基本料金より５０％off
※但し山形エリアに限定、他エリアへは
　４０％off (３月２０日～４月５日を除く)
　その他サービス有

米沢市小野川町2427
○電 0238-32-2224
○休 不定休
温泉、旅、自然、人、
食べ物 5つの心を
大切にしたおもて
　　　　　　なし

五つの心の宿 高砂屋

米沢市

ご宿泊の方に
ラジューム卵おみやげ
プレゼント 米沢市塩井町塩野2268-19

○電 0238-21-6649　○時 8:30-18:00
（営業時間外でも
対応可能です）
○休 日曜日・祭日
板金・塗装のこと
ならお任せください！

高橋自動車板金塗装工場

米沢市

板金･塗装の修理工賃5％引き
修理中の代車は無料です

米沢市御廟1-5-88
○電 0238-23-0118
○時 11:00-17:00
○休 日曜日・お盆
 正月

でんがく味噌と古民具の店 廟の隠れ家

米沢市

お食事の時に
ソフトドリンク サービス
（オレンジジュース・ウーロン茶）

米沢市花沢674-12
○電 0238-21-0272
○時 昼11:00-15:00
 夜17:30-20:30
○休 木曜日
2F座敷有り

とんとんラーメン本店

米沢市

大盛り無料

米沢市春日1-2-9
○電 0238-21-9218
○時 9:00-21:00
○休 年中無休

銘菓の錦屋 金池店

米沢市

通常ポイントに

＋1ポイント 付加
米沢市大町1-2-23
○電 0238-23-0641
○時 9：00-17：30
○休 祝・祭日

カクリキみそ 醸造元 花角味噌醸造

米沢市

お買い上げ 3,000 円で

フリーズドライみそ汁
1食プレゼントいたします

山形県米沢市金池5-5-5
○電 0238-23-8741
○時 10:00～19:00
○休 定休日なし
花×カフェで心地良い
時間をお過ごしください

Hana musubi & Chirp cafe

米沢市

カフェにて1,000円以上お買い上げのお客様に
花束・アレンジ割引券
花束・アレンジお買い上げのお客様に
ドリンク割引券
供花スタンド10％OFF
※置賜（小国以外）どこの施設でもお届けできます 米沢市松が岬2-1-19

○電 0238-21-6680
○時 8:30～17:30
○休 年中無休
お電話からの
ご注文で仏花宅配
　　　　　サービス

花結び 米沢（N･Kフローリスト）

米沢市

供花スタンド10％OFF
※置賜（小国以外）どこの施設でも
　お届け可能です

米沢市金池７-8-6
○電 0238-24-5454
○時 11:00-15:00
 17:00-22:00
 日・祝
 11:00-22:00
○休 火曜日

ログレストラン 童夢

米沢市

1,000 円以上お食事の方

デザートサービス

米沢市金池7-8-46 ○電 0238-24-1107
○時 平日10：00-20：00
日・祝10:00-18:00
○休 火曜日
無理なく痩せたい、
美しくなりたい
　　　　　あなたへ

エステティックサロン b-クラッセ

米沢市

フェイシャル 60 分コース
12,000 円（税別）のところ

4,200円（税別）初回限り

米沢市通町６-１２-６
○電 0238-23-9100
○時 10：00-20：00

100円ショップシルク 通町店

米沢市

商品5個お買上ごとに

スタンプ1個
50個集めると100円商品5個プレゼント

米沢市成島町1-3-10
○電 0238-23-3630　○時 8:30-17:30
○休 日曜日・祝日
 第2土曜日
丁寧確実な整備を
心掛けていますので、
安心してお問合せ
ください。

桑嶋オートサービス

米沢市

オイル交換 10％割引

米沢市大町3-4-46
○電 0238-21-2020
○時 平日・土曜
 8:30-19:00
 祝日9:00-18:00
○休 日曜日

渋谷文具

米沢市

10％割引
※一部特価品を除きます

米沢市大町4-4-50
○電 0238-21-3333
○時 9：00-18：30
○休 元日のみ

花のえちごや

米沢市

店内商品全て10％OFF
※花キューピットは除きます
さらに1輪ざしのお花プレゼント
何かはその時のおたのしみ !!

米沢市中央4-1-16 ○電 0238-23-0381
○時 8：00-19：00
○休 定休日なし
枝豆をふんだんに使った
「ずんだ餅」、上杉藩菓子
処として銘菓「時雨の松」
&元祖「くるみゆべし」な
ど様々な和菓子・洋菓子
をつくっています。

永井屋菓子店

米沢市

本店・大沼店・マックスバリュー南陽店で
お買上の時
当社1ポイント進呈

米沢市中央1-2-17 ○電 0238-22-7111
○時 10：00-18：00
枝豆をふんだんに使った
「ずんだ餅」、上杉藩菓子
処として銘菓「時雨の松」
&元祖「くるみゆべし」な
ど様々な和菓子・洋菓子
をつくっています。

永井屋 大沼店

米沢市

本店・大沼店・マックスバリュー南陽店で
お買上の時
当社1ポイント進呈

米沢市丸の内1-1-78
○電 0238-23-1151
○時 8：00-18：30
○休 不定休

虎屋菓子店

米沢市

500 円以上お買い上げ毎に
虎屋ポイントカード
1ポイント進呈（本店のみ）
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米沢市鍛冶町4545
○電 0238-23-1307
○時 9：00-19：00
○休 日曜日・祝日
旨い地酒取り揃えて
お待ちしております。

フレンドリーショップ まきの

米沢市

酒・食品お買い上げの際に合計金額（税込）から

5％OFF
※一部対象外の商品がございます
　店舗従業員へお問合せください

米沢市春日3丁目2-21
○電 0238-22-4060
○時 9:00-19:00
○休 日曜日・祝日

富士屋商店

米沢市

1,000 円以上お買い上げの方

粗品サービス

米沢市丸の内2-3-13 ○電 0238-22-5182
○時 9:00-13:00　15:00-19:00
○休 水曜日・日曜日の午後
 祝日の翌日
予約制でゆっくりと
マッサージ、施術を
受けることが出来ます。

みつば整骨院・治療院

米沢市

マッサージ 60 分、骨盤矯正、美容鍼を受けられた方に
酸素水1本プレゼント

米沢市丸の内2-4-21
○電 0238-23-1475
 FAX22-0459
○時 9：00-19：00
○休 日曜日・祝日
業務用受け賜わります

山一酒販

米沢市

お買い上げ金額に準じて

清涼飲料プレゼント

南陽市長岡470-1
○電 0238-43-3419
○時 8:00-19:30
日・祝祭8:00-18:00
○休 元日三が日

サワヤカ石油 南陽SS

南陽市

店頭表示価格より

ガソリン5円/L引
南陽市椚塚1021-2
○電 0238-43-4023
○時 11:00-22:00
○休 定休日なし

太助寿司

南陽市

100円皿1枚無料
または総額より100円引

南陽市宮内4562-1
○電 0238-47-4432
○時 11:00-22:00
 L.O21:30
○休 年中無休

とんかつ竹亭 宮内店

南陽市

ソフトドリンク
サービス

南陽市 南陽市椚塚1620-5 ○電 0238-50-3388
○時 10:00-19:00 ○休 年中無休
南陽市唯一のauショップです。平成11年にセルラースポットと
して開店。以来、地域密着を
モットーに親切・丁寧・誠意ある
態度で対応いたします。どんな
些細なことでもご相談くださ
い。携帯電話に関することは是

非当店へ。

auショップ南陽

南陽市

タブレット購入で
講習会90分無料
携帯機器以外の物品5％OFF

南陽市宮内4549-2 ○電 0238-49-7535
○時 昼11：00-15：00
 夜17：00-21：00
（共にスープが無くなり次第終了）
○休 水曜日
バリエーション豊かな
技工派ラーメン店

麺屋 葵

南陽市

カード提示で

味玉トッピングサービス

南陽市椚塚1613-1
○電 0238-50-3577
○時 9：30-19：00
○休 年中無休
ありがとうを贈る

ギフトさんこう

南陽市

ナウエルカードご提示の方に

粗品進呈

南陽市宮内4575-1
○電 0238-47-2255
○時 9：00-19：00
○休 月曜日
（祝日の場合は翌日）

おかしのアトリエAlice

南陽市

ポイント
1ポイントプラス

米沢市金池1-4-16
○電 0238-23-7809
○時 平日9：30-19：00
日曜祝日9：30-18：00
○休 火曜日

フラワーコーディネート フロリコル

米沢市

2,500 円以上お買い上げの方に

次回以降使える
割引券進呈

米沢市大町2-2-22 ○電 0238-24-2222
○時 8：00-17：15
○休 日曜日
「ふるさとの味うまい
たれ」楽しい食卓のお
手伝いにうまいたれを
どうぞ!!

平山孫兵衞商店

米沢市

ご購入していただいた方に
うまいたれミニボトル
１本サービス

米沢市門東町3-3-1
米沢共立ビル1F
○電 0238-26-1555
○時 17：30-26：00
 LO25:30
○休 年中無休

昭和ホルモン亭 米沢店

米沢市

ご利用人数分の

ジェラードサービス

米沢市御廟2丁目6-19-2
○電 0238-26-5060
○時 11：30-23：00
○休 年中無休

焼肉ダイニングりんご苑 米沢店

米沢市

ご利用人数分の

ジェラードサービス

南陽市宮内587-3
○電 0238-45-2903
○時 昼11:00-14:00
 夜17:30-20:30
○休 水曜日
女子会など承ります

スパゲッティリア クレープ

南陽市

お食事ご利用の方

50円引
南陽市宮内4558-1
○電 0238-47-3030
○時 10：00-18：30
（土日祝19:00まで）
○休 水曜日

家具のいいづか

南陽市

現金でお支払いの方に限り

8％割引
南陽市池黒1510
○電 0238-47-7107
○時 8:30-19:00
○休 日曜日
花束・アレンジなど
心をこめてお届け
　　　　　  します

くわばら花店

南陽市

供花スタンド10％OFF

南陽市俎柳1596 ○電 0238-43-3007
○時 8:00-19:00
○休 不定休
オリジナル地酒
（えぼし山・庭のちぐさ）
など県内の銘酒が揃って
　　　　　　　おります

小林酒店

南陽市

地方発送の方に

送料サービス
※ただし5,000円以上ご購入の方に適用

米沢市下小管1207 ○電 0238-37-6525
○時 平日12：00-21：00
土日祝10：00-21：00
日の出より100円でプレー
出来ます。100円で15個。
平日12:00-16:00まで
打ち放題1,200円。

米沢グリーンゴルフクラブ成島

米沢市

カード提示で

練習ボール10個サービス

米沢市桜木町3-41 ○電 0238-22-2241
○時 9：00-18：30
○休 火曜日
（営業日もございますのでお問合せください）

創業90余年、選び
抜かれた第一級の
　　　　　米沢牛。

米沢牛黄木 本店

米沢市

ふれあいカード
ポイント2倍

米沢市窪田町窪田1233
○電 0238-37-3263
○時 平日8：00-20：00
 祝祭日8：30-18：30
○休 お正月

米沢日石 米沢北給油所

米沢市

オイル交換すると洗車無料+
Tカードお持ちの方ポイント付加

米沢市丸の内2-2-3
○電 0238-21-3031
○時 平日8：00-20：00
 祝祭日8：30-19：00
○休 元日

米沢日石 米沢丸の内給油所

米沢市

オイル交換すると洗車無料+
Tカードお持ちの方ポイント付加



○電＝電話番号　○時＝営業時間　○休＝定休日 ※提携店のご利用ではポイントは付きません

高畠町

南陽市中央東75-1
○電 0238-59-1187
○時 8:30～17:30
○休 なし
お電話からの
ご注文で仏花宅配
　　　　　サービス

花結び 南陽（N･Kフローリスト）

南陽市

供花スタンド10％OFF
※置賜（小国以外）どこの施設でも
　お届け可能です

南陽市長岡637-2
○電 0238-43-5194
○時 11:00-15:00
 17:00-20:00
○休 火曜日
手作り麺の店

食事処 ふたば

南陽市

ワンドリンク サービス
（ソフトドリンク・コーヒー）

南陽市長岡1952 ○電 0238-50-1236
○時 9:00-18:00　○休 火曜日
南陽市にある愛犬のためのトータルペットショップです。ワンちゃんと
オーナー様を末永くサポートさせて
頂ければ幸いです。スタッフ一同、親
切・丁寧をモットーにご対応いたしま
す。小さいお店ですがお気軽にお立

寄りください。

愛犬の店 プ・ドール

南陽市

トリミング料金10％OFF
（シャンプーコース・カットコース）

南陽市赤湯469
○電 0238-43-2158
○時 9:00-19:00
○休 日曜日

星精肉店

南陽市

ふれあいカード

ポイント3倍

南陽市赤湯420-24 ○電 0238-40-8567
○時 18:00-24:00
○休 月曜日
旬の魚が手軽に味
わえる店。団体様の
ご予約承ります。

飲み食い処 ゆるりや

南陽市

次回使える
500円お食事券進呈

高畠町大字高畠549-10
○電 0238-52-2408
○時 9：00-20：00
○休 年中無休

銘菓の錦屋 高畠店

高畠町

通常ポイントに

＋1ポイント 付加

高畠町大字高畠2129-1
○電 0238-52-2000
○時 8:30-17-30
○休 火曜日・祝祭日
 GW・お盆・年末年始

大河原自動車販売

高畠町

オイル交換 G車 （税別）

D車
1,000円
2,000円（税別）

（税別）
 ハイブリッドOK
タイヤ交換 2,000円

高畠町大字高畠1599-1
○電 0238-52-5959
○時 11:00-15:00
○休 不定休

ラーメン孫悟空 高畠店 

高畠町

年中大盛り無料

高畠町大字高畠688
○電 0238-52-0242
○時 １１：３０より
○休 不定休
11:30～大好評
ランチタイム有り

いこい寿司

高畠町

飲食代の

5％割引(ランチは除く) 

高畠町大字高畠1598-10
○電 0238-52-1105
○時 9:30-19:00
○休 月曜日

STUDIO A-Girl

高畠町

初回来店に限り

300円引き

高畠町大字深沼字蒲原2126-4
○電 0120-008-008
ナウエルカードの会員ですとお伝えください
○時 8：00-20：00
○休 年中無休
新しい街へ。新しい
　　　　　毎日へ。

クロネコヤマト高畠営業所

高畠町

家族引越基本料金より５０％off
※但し山形エリアに限定、他エリアへは
　４０％off (３月２０日～４月５日を除く)
　その他サービス有

高畠町大字高畠538-5
○電 0238-52-3131
○時 7:30-19-30
日・祝8:00-18:00
○休 元旦

サワヤカ石油 高畠SS

高畠町

店頭表示価格より

ガソリン5円/L引

高畠町大字相森8-7
○電 0238-52-2617
○時 8:30-17:30
○休 日曜日・祝日
地域に貢献

鈑金・塗装 マルワボデー

高畠町

現金支払いのお客様に限り

工賃5％OFF
高畠町大字高畠542
○電 0238-52-5551
○時 17:00-24:00
○休 不定休

やきとり大吉 高畠店

高畠町

ファーストドリンク1杯
サービス

高畠町大字高畠2117-3
○電 0238-52-4367
○時 11：30-23：00

焼肉ダイニングりんご苑 高畠本店

高畠町

ご利用人数分の

ジェラードサービス

高畠町大字高畠1598-1
○電 0238-51-1115
○時 9：30-19：30

100円ショップシルク 高畠店

高畠町

商品5個お買上ごとに

スタンプ1個
50個集めると100円商品5個プレゼント

南陽市椚塚1829-3
○電 0238-43-3477
○時 10:00-20:00
○休 不定休

マルゼンスポーツ赤湯店

南陽市

店内商品5％OFF
※ただし特価品・学販品を除きます

南陽市宮内4524-7
○電 0238-47-2362
○時 10:00-19:00
日・祝10:00-18:00
○休 第2・第4月曜日

マルゼンスポーツ宮内店

南陽市

店内商品5％OFF
※ただし特価品・学販品を除きます

南陽市二色根142-7
○電 0238-43-8639
○時 9：00-20：00
○休 年中無休

南の陽だまり Nisikiya 南陽店

南陽市

通常ポイントに

＋1ポイント 付加
南陽市赤湯944-2
○電 0238-43-2941
○時 17：30-26：00
 LOフード25:15
 LOドリンク25:30

昭和ホルモン亭 赤湯店

南陽市

ご利用人数分の

ジェラードサービス

南陽市赤湯2885 ○電 0238-43-8388
○時 10:00-19:00
枝豆をふんだんに使った
「ずんだ餅」、上杉藩菓子
処として銘菓「時雨の松」
&元祖「くるみゆべし」な
ど様々な和菓子・洋菓子
をつくっています。

永井屋 マックスバリュー南陽店

南陽市

本店・大沼店・マックスバリュー南陽店で
お買上の時
当社1ポイント進呈



○電＝電話番号　○時＝営業時間　○休＝定休日 ※提携店のご利用ではポイントは付きません

長井市

川西町

長井市あら町3-2
○電 0238-83-6101
○時 17：30-25：00
 LOフード24:00
 LOドリンク24:30

昭和ホルモン亭 長井店

長井市

ファーストドリンク
サービス（アルコール込）

長井市小出3747-7
○電 0238-88-1388
○時 10：00-19：00
○休 月曜日
 第三日曜日

ヘアーメイク・ストロー

長井市

パーマ・ヘアダイにつき

5％割引

長井市あら町4-55
○電 0238-84-3360
○時 9:00-21:00
○休 年中無休

杵屋 長井店

長井市

通常ポイントに

＋1ポイント 付加
長井市舟場15-7
○電 0120-008-008
ナウエルカードの会員ですとお伝えください
○時 8：00-20：00
○休 年中無休
新しい街へ。新しい
　　　　　毎日へ。

クロネコヤマト長井営業所

長井市

家族引越基本料金より５０％off
※但し山形エリアに限定、他エリアへは
　４０％off (３月２０日～４月５日を除く)
　その他サービス有

川西町大字上小松3128
○電 0120-5931-47
高校卒業資格取得!
職業・年齢 不問

で検索

日本国際高等学院おいたま校

川西町

サポート校・学習塾

1日無料体験

日本国際高等学院おいたま

川西町大字上小松3128
○電 0238-42-3055
グランドゴルフ
パークゴルフ
ゲートボール
わなげ販売

伏見屋スポーツ

川西町

各種クラブご購入の方に

マーカープレゼント
川西町大字上小松1216-2
うめや川西店内
○電 0238-42-4622

銘菓の錦屋 緑町店

川西町

通常ポイントに

＋1ポイント 付加

川西町大字上小松1584
○電 0238-46-2311　○時 8:30-19:00
○休 第一・第三日曜日
植物の管理（育て方
がわからないなど
ありましたら）アド
バイスいたします

小松花屋

川西町

お買い物ごとにポケットティッシュプレゼント
葬儀用生花ご注文時はボックスティッシュプレゼント

川西町大字上小松1644
○電 0238-42-3254
○時 昼11:30-14:00
 夜17:00-22:00
○休 月曜日

あっさり

川西町

お食事 800 円以上の商品につき

50円引
川西町大字上小松1509
○電 0238-42-2636
○時 8:00-18:30
○休 年中無休

銘菓の錦屋 川西本店

川西町

通常ポイントに

＋1ポイント 付加

長井市十日町1-2-32
○電 0238-84-2217
○時 7：30-19：30
○休 日曜日

長井石油 十日町

長井市

ガソリン・軽油5円/L引
灯　油4円/L引

長井市高野町1-3-10
○電 0238-84-6161
○時 7：30-19：30
○休 年中無休

長井石油 駅前店

長井市

ガソリン・軽油5円/L引
灯　油4円/L引

長井市横町9-19 ○電 0238-84-6387
○時 7：30-19：00
日曜8：00-18：00
○休 第1・3・5日曜日、元旦
安心・安全のスタッフ給油。整備
士常駐！「うめや北店」さんもすぐ
そば！お買い物がてら是非ご来

店ください。

喜助 野川サービスステーション

長井市

オイル交換500円引
シャンプー洗車無料
（現金支払。他のサービス券との併用不可。給油のお客様に限る）

長井市今泉1812-75 ○電 0238-88-9441
○時 7：00-21：00
日曜8：00-20：00
○休 年中無休
明るく元気なスタッフ
がお待ちしております。

喜助 今泉サービスステーション

長井市

オイル交換500円引
シャンプー洗車無料
（現金支払。他のサービス券との併用不可。給油のお客様に限る）

長井市館町1-10 ○電 0238-84-6389
○時 平日7：00-20：00
土曜8：00-19：00
日祝8：00-18：00
○休 第2・4日曜日、元旦
笑顔と元気でお待ちして

おります。

喜助 長井サービスステーション

長井市

オイル交換500円引
シャンプー洗車無料
（現金支払。他のサービス券との併用不可。給油のお客様に限る）

長井市栄町11-12
○電 0238-84-3446
○時 8:30-18:00
○休 月曜日
 第三日曜日

マリー美容室

長井市

通常ポイントに

＋2ポイント 付加
長井市館町北1-3
○電 0238-88-2064
○時 8:00-18:30
○休 日曜日
地域の酒文化に
貢献します

まるきち酒店

長井市

飯豊山水系秘境の湧水

2Lボトル1本サービス

長井市栄町4-3　○電 0238-88-3062
○時 9:00-19:00
○休 第1・第3水曜日
スポーツ用メガネ・
サングラスの
プロショップです。

メガネの金栄堂

長井市

メガネ・サングラスご購入の方に

メンテナンスキット
プレゼント※他の特典との

併用はできません

長井市栄町4-16
○電 0238-88-2313
○時 9:00-19:00
○休 年中無休
こころに届く素敵な
花贈りをお手伝い
 　　　　　致します。

ムスメヤ花店

長井市

店頭商品お買い上げで
当店メンバーズカードに

10ポイントプラス

長井市あら町3-12
○電 0238-84-7858
○時 9：00-20：00
○休 年中無休

銘菓の錦屋 長井店

長井市

通常ポイントに

＋1ポイント 付加

長井市四ツ谷1-5-51
○電 0238-88-2764
○時 7：00-20：30
○休 年中無休

殖産石油 self四ッ谷

長井市

ガソリン・軽油5円/L引
灯　油4円/L引



○電＝電話番号　○時＝営業時間　○休＝定休日 ※提携店のご利用ではポイントは付きません

cafe このシールが
目印だよ !

必ず
カード提示と

特典確認を
してから
利用してね。

ナウエルカードで
とってもお得♪

長井市館町南3999-1 ○電 0238-84-2901
○時 ランチ
 11:30～LO14:30
 ディナー
 17:00～LO21:30
○休 年中無休

焼肉ダイニングりんご苑 長井店

長井市

ドリンクバー
サービス

飯豊町 飯豊町大字萩生3549-2
○電 0238-86-3368
○時 9:00-20:00
○休 元旦のみ
飯豊のこだわり食材
販売中！！

スーパーセルカ

飯豊町

カードをご提示頂くとゆりポイント

＋1ポイント 進呈 小国町

長井市あら町7-15
○電 0238-88-2216
○時 9:00-18:00
○休 日曜日

お茶のやまいち

長井市

お茶ギフトご購入時に

ポイントスタンプ2倍

小国町大字小国163
○電 0238-61-0053
○時 9：30-19：30

100円ショップシルク アスモ店

小国町

商品5個お買上ごとに

スタンプ1個
50個集めると100円商品5個プレゼント


