
佐渡市子育てエンジョイカード協賛店一覧 （R2.4.1現在）

店舗名 地区 所在地 サービス内容（お買い物） 電話番号 営業時間 定休日等

㈲石川書店 両津 両津夷282 毎週日曜日、絵本お買い上げの方に粗品プレゼント 27-2378 9：00～20：00 元　日

大阪屋両津店 両津 両津夷11 セール特価品を除く全品2％引き 27-2423 8：00～19：00 原則10日・24日
（曜日により変更有）

ケラ　シューズ＆ワーク
ショップ

両津 両津夷50
全商品10％引き（但し作業用品（白衣・手袋）などは5％引き、ま
た学校指定靴は除きます）

27-2782 8：00～21：00
毎月24日

（但し3・12月は10
日）

㈱太陽堂　両津店 両津 両津夷62 当店ポイントカードにポイント付加 23-2188 9：30～18：30 毎週火曜日

ほっともっと佐渡　両津店 両津 加茂歌代357
お弁当１個お買上げにつきオレンジジュース１本プレゼント（同伴
のお子様のみ）

24-7200 7：00～23：00 無　休

吉井衣料店 両津 両津湊64 当店ポイントカードのスタンプ押印を通常の２倍 27-4714 8：30～18：30 元　日

㈲曽我商店 相川 相川羽田町63 お買い物時トキカードポイント２倍進呈 74-3351 9：00～18：30 無　休

㈲富新商店 相川 相川羽田町50 お買い物時トキカードポイント２倍進呈 74-4181 8：00～19：00 無　休

マツキヤ 相川 相川羽田町22 お買い物時に当店ポイントカードポイント2倍進呈 74-2432 9：00～18：30 元日、1/2

大阪屋佐和田店 佐和田 河原田本町13
誕生日・ひなまつり・こどもの日のデコレーションケーキ4号（12
㎜）以上5％引き

52-2424 9：30～18：30 元　日

大阪屋東大通店 佐和田 東大通819-5
誕生日・ひなまつり・こどもの日のデコレーションケーキ4号（12
㎜）以上5％引き

52-3012 9：00～19：00 元　日

佐渡ホンダ販売㈱
モビリティワールド

佐和田 東大通821-1 雑貨部門の店内商品５%割引(セール品、食品、委託商品を除く) 51-1127 10：00～18：30 毎週水曜日

㈱しまや　本店 佐和田
沢根五十里
989-1

お買い上げ1,000円以上で「文弥人形芝居(焼菓子)」を１枚プレゼ
ント

52-6166 8：00～17：00 元　日

㈱しまや　窪田バイパス店 佐和田 窪田121-3
お買い上げ1,000円以上で「文弥人形芝居(焼菓子)」を１枚プレゼ
ント

57-1020 9：00～18：00 元日・不定休
（月1～2回）

㈱太陽堂　佐和田店 佐和田 中原599 当店ポイントカードにポイント付加 57-3118 9：30～18：30 毎週水曜日

靴とカバン　ハギハラ 佐和田 河原田本町10 2,000円以上お買物時にトキカードポイント3倍進呈 52-2442 9：00～18：00 毎月1日、17日
（土日を除く）

エキスパート　ハギハラ
（佐渡セントラルタウン内）

佐和田 窪田6-2 2,000円以上お買物時にトキカードポイント3倍進呈 52-5867 10：00～20：00 年5日
（不定期）

㈱林　本店 佐和田 河原田本町217 当店ポイントカードに通常時以上にポイント付加 52-3185 9：00～18：30 毎月1日、17日

ほっともっと佐渡　佐和田
店

佐和田 長木765
お弁当１個お買上げにつき飲料（マミー、アップルジュース、カ
フェオレ）１本プレゼント （同伴のお子様のみ）

51-4510 7：00～23：00 無　休

㈱メガネスーパー　佐渡佐
和田店

佐和田 中原227-1
現金お支払時10％、クレジットカードお支払時5％それぞれ割引
ただし、一部対象外商品有

51-1225 10：00～19：30 なし

シュープラザ佐渡店 佐和田 市野沢154－1 お子様を対象に、1足1,000円（税抜き）以上の定価商品10%割
引（他の割引券・企画との併用不可）

51-4039 10：00～20：00 無　休

山田屋釣具店 佐和田 沢根五十里1024 お買物時にトキカードポイント2倍進呈 52-6513 7：00～20：00 元　日

SHIMAYA CAFÉ  シマ
ヤ カフェ

金井 千種141-7
お買い上げ1,000円以上（店内飲食代除く）で「文弥人形芝居(焼
菓子)」を1枚プレゼント

63-4338 10：00～19：00 元日・毎月1回水曜
（不定休）

ヤマゴスポーツ 金井 千種丙201
お買上げ金額1,000円以上　10％引き、さらにトキカードポイン
ト3倍進呈

63-2992 7：30～18：00 不定期

内田商店（タイム24） 金井 千種99-6 粗品プレゼント 63-3458 6：00～24：00 年中無休

クロス工房 カネス 新穂 新穂26-2
トキカードポイント2倍進呈　（幼稚園・保育園用おひるね布団手
作りいたします）

22-2250 10：00～18：00 日、月、火曜日

後藤薬店 新穂 上新穂640
毎月5日・10日　当店ポイントカードポイント3倍進呈
忙しいお母さんに…エステ初回のみ通常2,160円を1,080円でサー
ビス

22-2115 8：00～19：00 毎月第3日曜日

ホンマ衣料品・介護品店 新穂 新穂89
当店ポイントカードにお買物ポイント進呈
（ポイントがいっぱいになりましたら1000円券としてお使い頂け
ます。）

22-4333 9：00～19：00 年中無休

㈾小松屋商店 畑野 畑野甲434甲3 お買物時にトキカードポイント2倍進呈 66-2043 8：00～18：30 第1・第3日曜日

本宮商店 畑野 畑野甲608 お買物時にトキカードポイント2倍進呈 66-2119 7：30～19：00 第1・第3日曜日

セト靴店 真野 真野新町481 お買物時にトキカードポイント3倍進呈 55-2235 7：15～18：30 元　日

㈲タカノ薬局 真野 真野新町460 お買物時にトキカードポイント3倍進呈 55-2053 8：30～19：00 毎週日曜日

装いと寝具 河野 小木 小木町647 お買物時にトキカードポイント2倍進呈 86-2071 8：00～18：30 毎週火曜日

装いと寝具 河野 羽茂店 羽茂 羽茂本郷9 お買物時にトキカードポイント2倍進呈 88-2178 9：00～18：30 毎週日曜日



佐渡市子育てエンジョイカード協賛店一覧 （R2.4.1現在）

店舗名 地区 所在地 サービス内容（お食事） 電話番号 営業時間 定休日等

寿しの魚秀 両津 両津湊136 お食事をされたお子様にジュース１杯サービス 27-5610 11:00～19:00 毎週水曜日

天國 両津 両津湊206 お食事をされたお子様にジュース１杯サービス 23-2714
12:00～22:00

（土日は13:00から
営業）

な　し

カフェテラス　ロータリー 両津 両津湊135-1 お食事をされたお子様にジュース１杯サービス 23-2514 9:30～19:00 不定期

そばとパスタの店　與左エ
門

相川 相川新五郎町11
小学生以下にはプチデザートサービス、中学生以上にはソフトドリ
ンクサービス

78-2806
昼11：00～14：30
夜17：30～21：00 月～木

楽食ダイニング　つぼ八 佐和田 上矢馳640 お食事をされたお子様１人につきアイスクリーム１個サービス 51-0800 17:00～24:00 な　し

龍の隠れ家 佐和田 河原田諏訪町34 カード提示で１０％OFF 67-7616 17：00～23：00 毎週火曜日

中国料理　味里 畑野 畑野甲470-2 小学生にはお菓子、中高校生にはドリンク１杯サービス 66-3966
11:30～21:00

（14:00～17:00除
く）

毎週月曜日

レストラン＆バー　こさど 真野 真野新町278 お子様のドリンクセットサービス（ジュース等） 55-4004
11:00～23:00

（14:00～17:00除
く）

毎週水曜日

店舗名 地区 所在地 サービス内容（その他） 電話番号 営業時間 定休日等

新湊自動車㈱
（車検のコバック）

両津 原黒327 コバックセーフティー１日車検ご利用で1,000円割引 23-3716 8：30～18：00 水曜・祝日

中村写真館 両津 両津湊35 撮影料20％引き、デジカメプリント代10％引き 23-2701 9：00～19：00 毎週水曜日

けんこう社 両津 両津夷16
誕生、七五三、入学の記念撮影の方に額付写真プレゼント。デジカ
メ・スマホプリントLサイズ20％引き。

27-3404 8：30～18：30 毎週水曜日

かんぞう理容店 両津 両津夷65 アイスクリームかジュースのサービス 27-2336 8：00～18：30 毎週月曜及び
第1・第3日曜日

ニッポンレンタカー新潟
(株)佐渡営業所

両津 両津夷226-3
レンタカー基本料金より10％割引（他の割引との併用不可） チャ
イルドシート無料貸出（要予約 ジュニアシート・ベビーシート含
む）※上記について、新潟県内の各営業所で利用可能

23-4020 8：00～19：00 12/31～1/3

マキ美容室 相川 相川三町目13 粗品進呈 74-3012 8：30～18：00 毎週月曜及び
第1・第3日曜日

ホテル吾妻 相川 相川大浦548-1
日帰り温泉の利用（15：00～20：00）大人１名利用（700円）
につき、小学生以上18歳未満のお子様１名無料

74-0001 15：00～24：00 なし

Ryokan　浦島 佐和田 窪田978-3 お子さまにソフトドリンク１本プレゼント 57-3751 7：00～21：30 12/30～1/3

ファミリーフォト 佐和田 東大通819-7 デジタルプリント（Ⅼ判）当日仕上32円を25円（税別）で実施 52-5752 9：00～19：00 元日、1/2

カラオケ　ビッグエコー佐渡店 佐和田 中原225-3 スナック盛り合わせプレゼント 51-4121
日～木・祝日11：00～
翌3：00、金・土・祝前
日11：00～翌5：00

年中無休

新潟縣信用組合佐和田支店 佐和田 河原田本町272
カード提示で当組合取扱マイカーローンの金利引下げ項目に該当と
なり、通常金利から0.1％適用金利を優遇します。

52-3181 9：00～15：00 土・日・祝日

ホンマカメラ店 金井 千種丙296-1
入学式・七五三等お子様の記念撮影料金20％引き
プリント・カメラ・フィルム・写真用品など店頭価格より5％引き

63-3451 8：00～19：00 第1・第3日曜日

リラクゼーションサロン楽
Ne

金井 千種丙215-3
台湾式リフレクソロジー 60分6,000円→5,480円
タイ古式 90分7,000円→6,480円、120分9,500円→8,980円
※平日のご利用のみ。※次回予約割引きは対象外となります。

63-5366 10：20～16：00 毎週日曜日

たびのホテル佐渡 金井 千種113-12
家族でデイユース　大人１名に対し、小学生以上18歳未満のお子
様１名無料

58-8020 6：00～24：00 なし

おけさ観光タクシー㈱ 金井 千種79-3 粗品プレゼント 63-3348 7：00～23：00 なし

㈱新洋舎 畑野 畑野甲403 子供服クリーニング代10％引き 66-3689 8：00～17：30 毎週日曜日

理容梅の木 畑野 畑野甲281 ご来店のお子様にジュース又はお菓子を進呈 66-2163 8：30～19：00 毎週月曜及び
第1・第3日曜日

次世代型個別指導塾　金魚
先生

畑野 畑野甲537 18歳未満のお子さまが3人以上いる場合、受講料10％引き 67-7287 7：00～23：00 不定期

新潟縣信用組合畑野支店 畑野 畑野甲242-1
カード提示で当組合取扱マイカーローンの金利引下げ項目に該当と
なり、通常金利から0.1％適用金利を優遇します。

66-2212 9：00～15：00 土・日・祝日

㈲運上納 真野 大小516
現金でのご利用に限り、ハイオク、レギュラー、軽油を通常価格よ
り値引き。 (他カードとの併用不可)

55-2377 7：00～20：00 元日、1/2

ふれあいハウス潮津の里 真野 背合38 宿泊、体験学習10％割引（団体、グループも対象になります。事
前にご相談ください。）

55-3311 8：30～21：00 年末年始

安達写真館 羽茂
羽茂大橋1301-
2

写真撮影料から500円引き（証明写真を除く） 88-2269 7：30～19：00 不定期

金田クリーニング 赤泊 赤泊15－子 クリーニング利用時、ポイントカードのポイント2倍進呈 87-2568 7：00～19：00 不定期

佐渡市病後児保育室 地区 所在地 サービス内容 電話番号 営業時間 定休日等

金井病後児保育室
「ほほえみ」

金井 千種丙202-1 カード提示で病後児保育利用料が半額 63-5535 8：00～18：00 土日・祝日・年末年始


