
長岡市デジタル地域通貨

おかわりチャージ

30％分ポイント付
与

チャージ金額の

❶ まずはアプリをダウンロード ❷ 必要事項を入力して登録

上記QRコードからダウンロードするか、アプリダウンロードの検索
ボックスに「ながおかペイ」と入力し、検索結果の「ながおかペイ」
の右側のインストールまたは入手でアプリをインストールします。

「新規登録をする」からユーザー登録をします。
必要事項を入力して「確認メールを送る」を押すと
登録メールアドレスに確認コードが送信されます。
6桁の確認コードを入力・送信すると、
ながおかペイアプリがご利用できるようになります。

最大
付与
ポイント

キャンペーン
キャンペーン第2弾

令和5年2月1日～2月28日まで  ※予算に達し次第終了付与期間／利用期間

令和5年
2月1日～

さらにお得に！  

始
ま
る
！！

100円  につき1ポイント付
与

決済金額
（
税
込
）

※おかわりチャージキャンペーンで付与されたポイントは対象外

案内動画はこちら

チャージ金額（プリカ）の有効期限は6か月ですのでご注意ください。注意事項



No 店名 業種 住所

1

～

3

長岡グランドホテルレストラン
（欅、南天、ロワール） 飲食業 東坂之上町1

4 スプレッド 飲食業 坂之上町1

5 松香 飲食業 北園町

6 麺屋　松 飲食業 昭和2

7 いっさく長岡東店 飲食業 琴平1

8 いっさく長岡七日町店 飲食業 福山町

9 新潟酒飯　越後の風 飲食業 殿町1

10 和創作　灯駅前店 飲食業 東坂之上1

11 和洋酒宴居酒屋いちか 飲食業 大手通1

12 lento 飲食業 城内町1

13 和創作　灯造形大学前店 飲食業 宮関1

14 割烹　魚石 飲食業 新町2

15 トラットリア　
ノラ・クチーナ長岡店 飲食業 福山町

16 料亭　かも川本館 飲食業 殿町2

17 和島トゥー・ル・モンド　
レストランBague 飲食業 和島中沢

18 クッチーナ・ヒコ 飲食業 坂之上町2

19 レストランナカタ 飲食業 坂之上町2

20 和ダイニング　朔 飲食業 東坂之上町2

21 ESTA・GOSTOSA 飲食業 東坂之上町2

22 迎賓會館　紡希 飲食業 台町2

23 焼肉　六花 飲食業 東栄1

24 フロリダキッチン 飲食業 干場2

25 越後炉ばたと雪国地酒ちいぼう 飲食業 堀金1

26 おむすびと汁と茶　6SUBI 飲食業 摂田屋4

27 SUZUDELI 飲食業 千秋

28 割烹　大覚 飲食業 栃尾本町

29 レストラン喫茶ぽっぽ 飲食業 西津

30 創作居酒屋とらちゃん 飲食業 西新町1

31 ナガオカバル　ルイージ 飲食業 東坂之上町2

32 喜京屋 飲食業 殿町1

33 越後屋珈兵衛 飲食業 東坂之上町1

34 ケセラセラ 飲食業 山田2

35 農村レストラン&農産物直売館
「すがばたけ」

飲食業、
食品販売 大川戸

36 遊食居酒屋なじらてい 飲食業 殿町

37 お好み焼き中しま 飲食業 東坂之上町3

38 寺泊中央水産
飲食業、
食料品・
日用品販売

寺泊下荒町

39 UNE HAUS
飲食業、
食料品・
日用品販売

一之貝

40 里山元気ファーム岩塚直売店 食品販売 飯塚

41 里山元気ファーム中沢直売店 食品販売 越路中沢

42 LACOTE　Iwatsuka 食品販売 城内町1

43 新潟味のれん本舗七日町
アクロスプラザ店 食品販売 七日町

44 SUZU365 食品販売 下々条1

45 和島トゥー・ル・モンド　
パン工房Harmonie パン販売 和島中沢

46 司　生林堂 菓子販売 大島新町3

No 店名 業種 住所

47 お肉の直売所　六花 肉販売 東栄1

48 おぐま酒家 酒類販売 柏町2

49 マルイ　寺泊店 スーパー
マーケット 寺泊敦ヶ曽根

50 マルイ　与板店 スーパー
マーケット 与板町与板

51 マルイ　新組店 スーパー
マーケット 新組町

52 マルイ　中之島店 スーパー
マーケット 中之島

53 マルイ　栃尾店 スーパー
マーケット 楡原

54 マルイ　長岡学校町店 スーパー
マーケット 学校町1

55 マルイ　長岡駅前店 スーパー
マーケット 城内町2

56 オオミヤスポーツ スポーツ用品 美沢3

57 長岡ドームスポーツスタジアム スポーツ
レジャー施設 南七日町

58 長岡グランドホテル ホテル業 東坂之上町1

59 川口温泉リゾート 温泉施設 川口中山

60 新潟アルビレックスBB バスケ運営 城内町2

61 越後御貢屋 お土産販売 喜多町

62 ミウラ服装 衣料品店 城内町2

63 きもの処　星ごん 衣料品販売 東坂之上町2

64 和雑貨の店　わがんせ 衣料品販売 城内町1

65 鶴亀社・スタジオリングス 貸衣裳 呉服町1

66 靴のカネトク 靴販売 坂之上町2

67 リーガルシューズ長岡店 靴販売 古正寺町

68 イデア　街の風船屋さん バルーン販売 千手3

69 小国和紙生産組合 和紙工作体験 小国町小栗山

70 スリープショップまるみや 寝具・家具 曙1

71 桜井ふとん店 寝具・家具 東神田1

72 高木時計眼鏡店 時計眼鏡販売 城内町2

73 とっと 仏壇仏具
お祭り用品 三和1

74 ハレの日タカダヤ 米穀雑貨販売 宮内2

75 田中米穀 米類販売 新組町

76 SQL 家具・雑貨 東坂之上町2

77 カネトク燃料部 燃料販売・
住宅設備 坂之上町2

78 すみきち出光興産 栃尾給油所 栃尾旭町

79 オートショップヒーローズ 自動車販売・
整備店 宮本町1

80 翼 情報通信業 福山町

81 たまご薬局本店 薬局・薬品 曙3

82 星の接骨院 医療
（療術業） 猫興野

83 オアシス鍼灸整骨院 鍼灸整骨
アロマ 関原南5

84 ONRI-Esthe Room エステ 花園東2

85 タラサ・ハンド エステ 新陽2

86 癒し空間　蒼 リラクゼーション
整体 宮関4

87 KASHIIDEYA 化粧品販売 栃尾旭町

88

～

110

渡辺ドライ
クリーニングニューワタナベ
ホワイト急便ペリカンクリーニング

クリーニング 各店舗

長岡市デジタル地域通貨協議会
事務局：長岡市共通商品券協同組合

T E L：0258-86-7107（土・日・祝日休み）
H    P：https://nagaoka-shohinken.jp/digital_nagaoka_pay.html

お問合せは
こちらから

長岡市デジタル地域通貨 取扱店 110店
＼ 2月中 ／

取扱店随時募集中！まだまだ
増えるよ

利用方法は
こちら


