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※下記作品は公開が延期になる場合があります。作品公式サイトもしくは劇場に
　ご確認をお願いします。

「シャザム !」と唱えると、屈 強 な
ヒーローに変身できる少年・ビリー
の活躍を描いたシリーズ第 2 弾。
授けられたパワーをくだらないこと
ばかりに使い、ついに神々を怒ら
せてしまった半 人 前ヒーローの
シャザム。やがて、復讐に燃える
�神の娘たち�が巨大モンスターを
引き連れて地球に襲来。未曾有の
危機を前に、頼れるのは誰…?

3.17(金)
公開

シャザム！～神々の怒り～
本当はコドモの半人前ヒーローが神の逆鱗に触れる!?

T・ジョイ長岡

せてしまった半 人 前ヒーローの

公 開 情 報

イオンシネマ県央 燕市井土巻3-148
0256-66-0088　 https://www.aeoncinema.com/cinema/kenoh

一般¥1,800/大学生¥1,500/3歳～高校生¥1,000/
シニア（55歳以上の方）¥1,100/障がい者手帳をお持ちの方¥1,000
※本人確認できるものをご持参ください
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公 開 情 報

PG-12T・ジョイ長岡 長岡市千秋2-1087-1（2F）
0258-21-3190　 https://tjoy.jp/t-joy_nagaoka 

一般¥1,900/大学生・専門学校生¥1,500/高校生¥1,000/小人（3歳～17歳）
¥1,000/シニア（60歳以上の方）¥1,200/障がい者手帳をお持ちの方¥1,000
※本人確認できるものをご持参ください。 

PG12

Ⓒ2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & © DC

明治・大正期を彷彿とさせる架空
の世界を舞台に、目黒蓮（Snow 
Man）と今田美桜の共演で実写映
画 化した 和 製 シンデレラストー
リー。家族に虐げられて育った名
家の長女・美世は、美しくも冷酷
な軍人・清霞との政略結婚を命じ
られる。次第に心を通わせていく2
人だったが、残酷な運命が 2 人を
容赦なく切り裂いていくー。

©2023 映画『わたしの幸せな結婚』製作委員会

3.17(金)
公開

わたしの幸せな結婚
望んでしまった。少しでも長くこの人と居たいとー。
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イオンシネマ県央、T・ジョイ長岡

T・ジョイ長岡

本年度アカデミー賞で最多とな
る10 部門 11ノミネート! 破産寸
前のコインランドリーを経営する
ごく普通の中年女性が、突然、
気の弱い夫といくつものマルチ
バース（並行世界）にトリップ !マ
ルチバースに蔓延る悪と戦うべ
く立ち上がり、カンフーマスター
となって世界を救う姿を描いた
異色のアクションアドベンチャー。

Ⓒ2022 A24 Distribution, LLC. All Rights Reserved.

3.3(金)
公開

エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス
マルチバースを飛び回り、世界と家族を救うのだ!
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イオンシネマ県央、T・ジョイ長岡

人気脚本家・古沢良太が初担当
したシリーズ 42 作目。空に浮か
んだ三日月型の島を見つけ、誰で
もパーフェクトになれる夢のよう
な楽園にたどり着いたドラえもん
たち。そこで完璧なネコ型ロボッ
ト・ソーニャに出会うが、島には
大きな秘密があって…? ゲスト声
優として永瀬廉（King & Prince）、
山里亮太、藤本美貴が出演する。

Ⓒ藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2023

3.3(金)
公開

映画ドラえもん のび太と空の理想郷
空に浮かぶ理想郷＜ユートピア＞での大冒険が始まるー !
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こちらもおすすめ !

☎0258-37-3977
長岡店

長岡市新保1-1821-1　 
11：00～15：00、17：00～22：00（LO21：30）、
土日祝/11：00～22：00（LO21：30）　　1/1 　　 54席　　 19台

さる～ん長岡店 ナジラビクーポン

【店内お食事の方】
ソフトドリンク人数分サービス!
利／注文時提示/1回1枚限り/他券・他サービス併用不可
期／3月1日～3月31日

★アメリカンロースステーキ

★カットロース
　+ハンバーグ

¥2,580（税込）

¥3,280（税込）

¥1,780（税込）

300g

450g

★カットロース
　+ハンバーグ

100g

★アメリカン
　ロースステーキランチ

¥1,480（税込）

¥1,680（税込）

★カットロース
　+ハンバーグ

150g

¥1,880（税込）

150g

専門店の味を
家族、友人、
みんなで
囲もう!!

5～6人前 円
（税込）10,000円円円（税込）

肉三昧ステーキ
オードブル

お受け取り日の前日までにご注文ください

●サーロインステーキ250g×2
●さる～んステーキ450g
●さる～んハンバーグ
●大エビフライ　●フライドポテト

オードブル内容

全てのランチは洋風セット（ライスorパン・スー
プ）又は和風セット（ライスor梅ご飯・味噌汁
・お新香）付き

アメリカンロースと
は?

肩から背中にある大きな部位で、きめ細か
い肉質・風味の良さ・適度な霜降りが合わ
さり程よい食感で食べやすいお肉です!

8

HERE ★

原信新保店

至
川
崎
IC

至
長
岡
大
橋

至
北
長
岡
駅

酒屋平成堂

しまむら
ケンタッキー

ラーメンしみず

150g

グランドメニュー

ランチメニュー
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アメリカン
ロースフェア

3
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見附店・長岡店協賛

☎0258-62-1559
□10：00～21：00営
□見附市市野坪町64住

□月曜休 □30台P
★

附
見

駅

セブン
イレブン

コメリ

ウオロク

HERE
ダイナム

プラント5

大阪屋

見附大橋

至三条

☎0258-33-1315
□日～木/11：00～21：00
　金土/11：00～23：00
営

□不定休休 □駐車場完備P

□長岡市台町1-8-18住 長
岡
駅★

原信阪之上小

ホテル
ニューオータニ

E・ PLAZA

パティスリー
カワサキ

HERE

ぎょうざ

三点盛り（天）
三点盛り（山） ソフトドリンク

各種

※ラムネは除く

ハイボール
各種

生ビール
中

大
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見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛見附店・長岡店協賛

創創創創創創創創創創創創創創創創創創業
祭

見附店は火～金のみ開催 長岡店は月～金のみ開催

見附店 長岡店

開催
期間

開催
期間

祭祭祭祭祭祭祭祭

※他券との併用できません。
※材料が無くなり次第終了とさせていただきます。

※セットメニューとちびっこラーメンは除く祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭 ※セットメニューとちびっこラーメンは除く※セットメニューとちびっこラーメンは除く

円引!!100平日限定

3月2日（木）

キャンペーン 長岡市

毎月第1木曜日は
「喜芳の日」
当日来館の方に食事・飲み物150円引券
（1人1枚）プレゼント。13:00と19：00の
1日2回ビンゴゲームが開催され、平日入
館入浴の無料券や半額券が当たる。喜芳
メンバーズ倶楽部会員の方は、その日の利
用ポイントが2倍。

問／☎0258-42-4126
場／日帰り温泉 旬食・ゆ処・宿 喜芳
　　［長岡市上岩井6964］
時／10：00～21：30

3月4日（土）

イベント 長岡市

えちご雪割草街道 
スタンプラリー2023 
雪割草の群生地を保護・公開している、［雪
国植物園］［国営越後丘陵公園］［妙法寺］
［大崎雪割草の里］の4ヵ所の「花場」と
「協賛施設」のスタンプを集めると応募で
きるスタンプラリーを開催。抽選でペア温
泉宿泊券や長岡の特産品などが当たる。 

問／☎0258-32-1187 
［えちご雪割草街道連絡会（長岡観光
コンベンション協会内）］

時／3月4日（土）～4月9日（日）
※開花状況により開催期間変更の場合
あり 

3月11日（土）

展覧会 見附市

五十嵐拓也展 
日展や光風会などで活躍する西山町在住
の洋画家・五十嵐拓也の展覧会。子供の頃
に過ごした旋盤工場をモチーフにした大作
の展示を中心に、小品の展示販売も行う。

「じいさんの旋盤」 2008 第40回日展

問／☎0258-84-7755 
場／ギャラリーみつけ（2階フロア）
　　［見附市昭和町2-4-1］ 
時／3月11日（土）～3月26日（日） 
　　10:00～22:00（最終受付21:30）
　　※最終日は16：00まで 
休／月曜
料／無料

イベント 長岡市

雪割草まつり 
新潟県の草花に指定され、長い冬に耐え
可憐な花をつける「雪割草」。3月の週末に
は雪割草の逸品200点以上が並ぶ展示・
即売会もあり。 

問／☎0258-47-8001
　　［越後公園管理センター］
場／国営越後丘陵公園（花と緑の館）
　　［長岡市宮本東方町字三ツ又1950-1］
時／3月11日（土）～4月9日（日）9:30～16:30
　　※大規模展示会は3月中の土日のみ
（最終日は15：00まで）

休／月曜（3/20は開館）、3/22
料／入園料・駐車料無料（3月末まで）

3月19日（日）

体験会 長岡市

体験プログラム
「昔の遊び道具を体験しよう」
けん玉、こま、お手玉、ヨーヨーなど、懐か
しい昔のおもちゃで遊ぶ体験。

昔の遊び道具の例

問／☎0258-47-6130
場／新潟県立歴史博物館（常設展示室内

体験コーナー）
　　［長岡市関原町1-2247-2］
時／3月19日（日）・26日（日）
　　13：30～15：30（受付は15：15まで）
料／無料※常設展観覧券が必要
※人数制限を行う場合あり

3月21日（火・祝）

展覧会 見附市

yumeyume展 2023 
出雲崎町在住の絵本作家・武田悠夢の絵
本原画展第3弾。“創造の国エサラグーン
の妖精さん”の物語が楽しめる。

「そらさんの喫茶店」

問／☎0258-84-7755 
場／ギャラリーみつけ（展示室1）
　　［見附市昭和町2-4-1］ 
時／3月21日（火祝）～26日（日） 
　　10:00～22:00（最終受付21:30）
　　※最終日は16：00まで 
料／無料

3月25日（土） 

上映会 長岡市

劇場版「荒野に希望の灯をともす」
長岡上映会
2019年、アフガニスタンで用水路建設に
邁進するなか武装勢力に銃撃されて死去
した医師・中村哲の足跡を追ったドキュメン
タリー。これまでテレビなどで放送された
映像のほか、未公開映像、現地映像も加え
て再編集し、中村哲の生き様を描く。

©日本電波ニュース社

問／☎090-4520-4222（菅野）
　　［長岡アジア映画祭実行委員会!］
場／アオーレ長岡（交流ホールA）
　　［長岡市大手通1-4-10］  
時／3月25日（土）10:30～
「荒野に希望の灯をともす」上映（90分）

料／【前売券】¥1,200、【当日券】¥1,500、
障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方
及び高校生以下（学生証提示）¥500  
【プレイガイド】文信堂書店、ながおか
市民協働センター、ら・なぷぅほか

※売上の一部をペシャワール会に寄付します
※マスク着用

3月26日（日）

イベント 長岡市

yoga salon LILT
5th anniversary
［ヨガサロンリルト］による5周年イベント。
初心者でも参加できるヨガ体験を［アオー
レ長岡］で開催するほか、［HOOD］では
雑貨の販売やワークショップ、フード・ドリン
クが楽しめるマーケットもあり。

問／☎070-2801-8025（担当/佐藤）
［ヨガサロンリルト］

場／①アオーレ長岡
［長岡市大手通1-4-10］
②HOOD
［長岡市東坂之上1-6-11］

時／3月26日（日）
①8:30～9:30アオーレでおはよーが
10:00～フレンドティーチャーによ
るヨガリレー

②11:00～15:00マーケット
料／ヨガ1本¥2,000、2本¥3,000
※ヨガは要事前予約（  liltyoga@gmail.
com）

キャンペーン 長岡市

毎月26日は「ゆらいやの日」
特典①入浴ポイント3倍。特典②入浴され
た方に「ドリンク券（翌27日より利用可）」を
プレゼント。※無料・サービス入浴は対象外

問／☎0258-31-5526
場／リップス・スーパー銭湯 越後長岡ゆらいや
　　［長岡市川崎町1497-4］
時／10：00～24：00
　　（最終受付23：30）

＜募集内容＞
●イベントを開催する
●キャンペーン・フェアを行う
●NEWオープンする
…などの情報が無料で掲載できます。
※長岡市・見附市・小千谷市周辺の情報に
限ります。※誌面には限りがございますの
で、全ての情報を掲載できるとは限りませ
ん。掲載の可否についてはナジラビ編集部
にて判断させていただきます。
＜情報のお寄せ先＞
ナジラビ編集部
TEL：0258-62-8400
FAX：0258-62-0160
WEB：https://najirabi.jp/request

おでかけ情報を募集中!

各イベントは天候や不測の事態により、内
容変更や中止の場合があります。詳しくは
お問い合わせください。

ーお知らせー 

今日、どこいく?

E V E N T 20 2 3 3
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見附店・長岡店協賛

☎0258-62-1559
□10：00～21：00営
□見附市市野坪町64住

□月曜休 □30台P
★
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見

駅

セブン
イレブン

コメリ

ウオロク

HERE
ダイナム

プラント5

大阪屋

見附大橋

至三条

☎0258-33-1315
□日～木/11：00～21：00
　金土/11：00～23：00
営

□不定休休 □駐車場完備P

□長岡市台町1-8-18住 長
岡
駅★

原信阪之上小

ホテル
ニューオータニ
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パティスリー
カワサキ

HERE

ぎょうざ

三点盛り（天）
三点盛り（山） ソフトドリンク

各種

※ラムネは除く

ハイボール
各種

生ビール
中

大

創業祭1〜3 331創
業
祭

見附店は火～金のみ開催 長岡店は月～金のみ開催

見附店 長岡店

開催
期間

開催
期間

※他券との併用できません。
※材料が無くなり次第終了とさせていただきます。

※セットメニューとちびっこラーメンは除く

円引!!100平日限定

3月2日（木）

キャンペーン 長岡市

毎月第1木曜日は
「喜芳の日」
当日来館の方に食事・飲み物150円引券
（1人1枚）プレゼント。13:00と19：00の
1日2回ビンゴゲームが開催され、平日入
館入浴の無料券や半額券が当たる。喜芳
メンバーズ倶楽部会員の方は、その日の利
用ポイントが2倍。

問／☎0258-42-4126
場／日帰り温泉 旬食・ゆ処・宿 喜芳
　　［長岡市上岩井6964］
時／10：00～21：30

3月4日（土）

イベント 長岡市

えちご雪割草街道 
スタンプラリー2023 
雪割草の群生地を保護・公開している、［雪
国植物園］［国営越後丘陵公園］［妙法寺］
［大崎雪割草の里］の4ヵ所の「花場」と
「協賛施設」のスタンプを集めると応募で
きるスタンプラリーを開催。抽選でペア温
泉宿泊券や長岡の特産品などが当たる。 

問／☎0258-32-1187 
［えちご雪割草街道連絡会（長岡観光
コンベンション協会内）］

時／3月4日（土）～4月9日（日）
※開花状況により開催期間変更の場合
あり 

3月11日（土）

展覧会 見附市

五十嵐拓也展 
日展や光風会などで活躍する西山町在住
の洋画家・五十嵐拓也の展覧会。子供の頃
に過ごした旋盤工場をモチーフにした大作
の展示を中心に、小品の展示販売も行う。

「じいさんの旋盤」 2008 第40回日展

問／☎0258-84-7755 
場／ギャラリーみつけ（2階フロア）
　　［見附市昭和町2-4-1］ 
時／3月11日（土）～3月26日（日） 
　　10:00～22:00（最終受付21:30）
　　※最終日は16：00まで 
休／月曜
料／無料

イベント 長岡市

雪割草まつり 
新潟県の草花に指定され、長い冬に耐え
可憐な花をつける「雪割草」。3月の週末に
は雪割草の逸品200点以上が並ぶ展示・
即売会もあり。 

問／☎0258-47-8001
　　［越後公園管理センター］
場／国営越後丘陵公園（花と緑の館）
　　［長岡市宮本東方町字三ツ又1950-1］
時／3月11日（土）～4月9日（日）9:30～16:30
　　※大規模展示会は3月中の土日のみ
（最終日は15：00まで）

休／月曜（3/20は開館）、3/22
料／入園料・駐車料無料（3月末まで）

3月19日（日）

体験会 長岡市

体験プログラム
「昔の遊び道具を体験しよう」
けん玉、こま、お手玉、ヨーヨーなど、懐か
しい昔のおもちゃで遊ぶ体験。

昔の遊び道具の例

問／☎0258-47-6130
場／新潟県立歴史博物館（常設展示室内

体験コーナー）
　　［長岡市関原町1-2247-2］
時／3月19日（日）・26日（日）
　　13：30～15：30（受付は15：15まで）
料／無料※常設展観覧券が必要
※人数制限を行う場合あり

3月21日（火・祝）

展覧会 見附市

yumeyume展 2023 
出雲崎町在住の絵本作家・武田悠夢の絵
本原画展第3弾。“創造の国エサラグーン
の妖精さん”の物語が楽しめる。

「そらさんの喫茶店」

問／☎0258-84-7755 
場／ギャラリーみつけ（展示室1）
　　［見附市昭和町2-4-1］ 
時／3月21日（火祝）～26日（日） 
　　10:00～22:00（最終受付21:30）
　　※最終日は16：00まで 
料／無料

3月25日（土） 

上映会 長岡市

劇場版「荒野に希望の灯をともす」
長岡上映会
2019年、アフガニスタンで用水路建設に
邁進するなか武装勢力に銃撃されて死去
した医師・中村哲の足跡を追ったドキュメン
タリー。これまでテレビなどで放送された
映像のほか、未公開映像、現地映像も加え
て再編集し、中村哲の生き様を描く。

©日本電波ニュース社

問／☎090-4520-4222（菅野）
　　［長岡アジア映画祭実行委員会!］
場／アオーレ長岡（交流ホールA）
　　［長岡市大手通1-4-10］  
時／3月25日（土）10:30～
「荒野に希望の灯をともす」上映（90分）

料／【前売券】¥1,200、【当日券】¥1,500、
障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方
及び高校生以下（学生証提示）¥500  
【プレイガイド】文信堂書店、ながおか
市民協働センター、ら・なぷぅほか

※売上の一部をペシャワール会に寄付します
※マスク着用

3月26日（日）

イベント 長岡市

yoga salon LILT
5th anniversary
［ヨガサロンリルト］による5周年イベント。
初心者でも参加できるヨガ体験を［アオー
レ長岡］で開催するほか、［HOOD］では
雑貨の販売やワークショップ、フード・ドリン
クが楽しめるマーケットもあり。

問／☎070-2801-8025（担当/佐藤）
［ヨガサロンリルト］

場／①アオーレ長岡
［長岡市大手通1-4-10］
②HOOD
［長岡市東坂之上1-6-11］

時／3月26日（日）
①8:30～9:30アオーレでおはよーが
10:00～フレンドティーチャーによ
るヨガリレー

②11:00～15:00マーケット
料／ヨガ1本¥2,000、2本¥3,000
※ヨガは要事前予約（  liltyoga@gmail.
com）

キャンペーン 長岡市

毎月26日は「ゆらいやの日」
特典①入浴ポイント3倍。特典②入浴され
た方に「ドリンク券（翌27日より利用可）」を
プレゼント。※無料・サービス入浴は対象外

問／☎0258-31-5526
場／リップス・スーパー銭湯 越後長岡ゆらいや
　　［長岡市川崎町1497-4］
時／10：00～24：00
　　（最終受付23：30）

＜募集内容＞
●イベントを開催する
●キャンペーン・フェアを行う
●NEWオープンする
…などの情報が無料で掲載できます。
※長岡市・見附市・小千谷市周辺の情報に
限ります。※誌面には限りがございますの
で、全ての情報を掲載できるとは限りませ
ん。掲載の可否についてはナジラビ編集部
にて判断させていただきます。
＜情報のお寄せ先＞
ナジラビ編集部
TEL：0258-62-8400
FAX：0258-62-0160
WEB：https://najirabi.jp/request

おでかけ情報を募集中!

各イベントは天候や不測の事態により、内
容変更や中止の場合があります。詳しくは
お問い合わせください。

ーお知らせー 

今日、どこいく?

E V E N T 20 2 3 3

撮
影
料
金
※Facebook対応・Googleマイビジネス対応

撮影ポイント5点まで 44,000円（税込）

撮影ポイント10点まで 66,000円（税込）

追加撮影1点につき 4,400円（税込）

撮
影
料
金

撮影ポイント5点まで 44,000円撮影ポイント5点まで 44,000円（税込）

タブレット
対応

パソコン
対応

スマート
フォン
対応

施設の中を360°撮影して公開できる!
Googleストリートビュー

角度を
変更
すれば…

隅々まで
店内が
見れる！

【撮影場所】肉焼ラウンジhana 
（長岡市川崎6-866-6 ルージェス川崎内） 

・初期費用なし（撮影代のみ）
・ランニングコストなし
・出張料無料

新潟県見附市新町3丁目6番14号 担当者直通：070-6467-4853

 株式会社 文化 TEL.0258-62-0558㈹お問い合わせ
撮影依頼 info@najirabi.jpVR住宅 WEB上でモデルハウス等の

見学ができるVRサービスです。
詳細はお問い合わせください。

はじめました
46,200円～（税込）

http://bit.ly/sv_hanaサンプルをこちらからご覧いただけます

お客様にVR体験を通してお店や施設の見学をしていただくことができるサービスです。 
料金は撮影代のみでランニングコストなし。ホームページやFacebookにも貼り付けでき
GoogleやGoogleマップで検索した方にもアプローチできます。
詳細はお気軽にお問い合わせください。 

5
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特別感を味わえる
海鮮和食の名店！

【上】人気の「海鮮ちらし寿司」。【左下】「極み」。【右下】「松華堂弁当」。

海鮮和食を中心に、ランチや御膳、
晩酌セット、コース、テイクアウトまで
充実。小上がりのほか少人数用の個
室で家族宴会や顔合わせもできるの
でお祝い事や集まりにもおすすめ♪

みどり
こども園

セブンイレブン谷信

至
8
号
線警
察
署

ローソン

ファミリー
マート

★ 〒

HERE

見附市学校町1-11-57
 11：30～14：00（LO）
17：00～22：00（LO21：00）
月曜（祝日の場合は翌日）
   80席
 20台
http://new-oyamatsu.com

お食事処 ニュー小や松［ニューオヤマツ］

☎0258-63-2345

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

夜のおすすめメニュー
●海鮮にぎり寿司・ちらし寿司（お椀付） ····· 各¥1,980～
●新潟すし三昧「極み」（寿司10貫） ·············¥4,400　
●各種定食 ··················································· ¥1,430～
●晩酌コース（3品＋生ビール1杯orお酒2本） ¥1,870　
●料理コース（2名様～要予約） ···················· ¥3,300～
●飲み放題付きコース（4名様～要予約） ······ ¥6,600～

人気ランチメニュー
●松華堂ランチ（平日限定） ···························¥1,100　
●海老天丼ランチ・和牛すじ煮ランチ ·········各¥1,518　

テイクアウト・出前メニュー
●松華堂弁当 ······························¥1,620～¥4,320　
●海鮮にぎり寿司・ちらし寿司 ···················· 各¥1,944～

おすすめ

春 お祝いの

準備特集

卒業・入学・新生活

デジタルブック
https://najirabi.jp/book

のあるクーポンは、デジタルブックのクーポンを
提示してもサービスが受けられます。

寺泊の人気店で春のお祝い! 
花火付きデザプレをサービス★ 

卒業・入学・就職のお祝いや歓送迎会に!団体様は40名まで対応可♪ 

春のお祝いは焼肉を囲んでワイワイしま
せんか?［笑家］では内容充実の「春の
㊗セット」が登場!今なら「サプライズプ
レート」もサービス♡学生グループや家
族はもちろん、歓送迎会にもおすすめ♪

402

★魚のアメ横

寺泊体育館

GS

第四北越銀行

坂井町

至
116
号
線

HERE

長岡市寺泊荒町7592-20
17:00～23:00（LO22:00）
日祝/16:00～22:00（LO21:00）
月曜（祝日の場合は翌日）
 88席
 10台
http://yakinikuwaraya.web.fc2.com

焼肉 笑家［ワラヤ］

☎0258-75-2955

★お肉はすべて大盛!お得な15皿分★ 
●春の㊗セット ·¥10,604→「ナジラビを見た」で¥9,776
　シロ/アカ/和牛カルビ/ハラミ/牛タン/笑家サラダ（チョレギ）
※前日までの予約で「サプライズプレート」付き（要相談）
※期間：3月1日～4月9日

おすすめ

焼肉29種のほかに海鮮メニューも充実!
●タコのキムチ ······················································ ¥528
●チャンジャ ·························································· ¥528
●カキフライ ·························································· ¥594
●カキのバターホイル焼き ····································· ¥682
●特大いか焼き ···················································· ¥748
●エビとホタテ焼き ················································ ¥968
●海鮮焼き盛り合わせ ·······································¥1,628
●ホタテフェ（韓国風刺身） ··································· ¥880
●ネギトロ丼 ·························································· ¥792
●石焼き明太子ビビンバ······································· ¥748

春のお祝い&準備特集

ホット
チョコレート

季節限定

¥300

ホットチョコレート

PayPay使えますPayPay使えます

カミムラフレッシュジュース 大判焼き

0256-47-4209
三条市荒沢1172-1 
土日祝11:00～15:00 

セミスイート
あまおう苺

ホワイト
バニラ

カフェモカ
風味

ホットチョコレートお買い上げの方
次回使える「大判焼き1個引換券」
プレゼント！（あんこorクリーム）

会計時提示/1人1枚限り/他券・他サービス併用不可
3月1日～4月30日

ホットミルクにお好きなフレーバ
ーを混ぜ混ぜして味わうドリ
ンクメニュー!お子様も楽
しめて大人気♡

●大判焼き（特製あんこorこだわりクリームorチョコ）
　·········································································¥100
●あんバター························································¥150
●芋あん······························································¥150
●バーガーサンド··················································¥200
●【エクアドル産バナナ使用】カモーンバナナ·······¥300
●季節のフレッシュジュース··································¥400
●ブレンドコーヒー・カフェラテ···························各¥300

お
す
す
め
メ
ニ
ュ
ー

大人気!

4種類から選んでね

大判焼き 

カモーンバナナ

カミムラ ナジラビクーポン

小児科一般診療・予防接種・乳児健診

☎0258-33-1122 キャッツこどもクリニック 検索

長岡市美沢3-493-1（川崎ICから車で約5分）

友達登録してニャ！
予約ができるニャ！

LINE ID:@583dvkjo

令和5年4月下旬に開院します！
見附市新町3丁目8番5-1号 みつけこどもクリニック 検索

分院が
できるニャ！

20230301ナジラビP16.indd   6 2023/02/22   9:58
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見附市緑町にプレオープン!
施術料金無料キャンペーン★

経験を積んだ幼馴染3人が地元見附で自宅施術院を始めました♪

見附市に4月に開院する［カイロプラ
クティック迦楼羅］♪オープンに先駆
けて3月は、施術料金や出張施術が
無料!肩こりや腰痛、生理痛、冷えな
どでお悩みの方はぜひお試しを!

刈谷田川

HERE

青い鳥

見附染工
公園

南中学校

NIC

草薙橋

原信
セブンイレブン

 見附市緑町15-19
 9:00～18:00（最終受付17:00）
 土曜、日曜、祝日
 2台

カイロプラクティック迦楼羅［カルラ］

☎080-2390-0876（完全予約制）

右上のラインQRから予約OK！
●初診（問診などを含む約90分～120分） ·········¥7,700
●2回目以降 ······················································¥5,500

首こり・肩こり改善コース/腰痛改善コース
産前・産後のケアコース/姿勢改善コース

からお選びください♪

おすすめ

★ご新規様限定★
初診¥7,700→¥0

※出張施術もOK

 予約時申請→入店時提示/他券・他サービス併用不可
 3月1日～3月31日

カイロプラクティック迦楼羅 ナジラビクーポン

ラ
イ
ン

タイヤもホイールも安い!
感謝を込めた春一番セール

ブリヂストンの新製品NEWNO（ニューノ）も20%オフ!

ブリヂストンタイヤが4/1から値上がり
のため、3/1～ 27まで「春一番セー
ル」を開催!新製品を含むブリヂストン
タイヤがメーカー希望小売価格より
20%オフ!この機会をお見逃しなく!

愛宕
8

ラーメン
しみず

しまむら
ケンタッキー パルス至

長
岡
大
橋

至
川
崎
I.C

★ HERE

 長岡市川崎町773-1
 10:00～19:00
 火曜
 15台
 https://cp-loft.co.jp

※柏崎店もあり

コクピットロフト長岡川崎店［コクピットロフト］

☎0258-39-2805

★春一番セール（3/1～3/27）★
●新製品を含むブリヂストンタイヤ20%オフ!
●防錆コーティング
　マフラーのみ ··············································· ¥2,200～
　足回りのみ ················································· ¥2,200～
　下回り全体················································· ¥5,500～

おすすめ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

【要事前予約】タイヤ脱着（センターフィット脱着）
1,100円引き!

普通車（軽含む）¥4,840→¥3,740
大口径車¥6,160→¥5,060

4×4・SUV・輸入車¥7,700→¥6,600

 予約時申請→入店時提示/1回1枚限り/他券・他サービス併
用不可　  5月末まで

コクピットロフト ナジラビクーポン

家族のお祝いや歓送迎会に!
旬を味わうコースで乾杯♪

右下のお刺身定食（¥1,480）など日曜限定の定食メニューも好評!

魚河岸直送のお造りや備長炭の串焼
き、和牛炭火焼きなど、お値段以上に
満足できる「贅沢魚屋コース」は春の
お祝いにピッタリ♪シーンに合わせて
使える個室は2～ 40名まで対応可!

8

★
大阪屋

プラント5プラント5
ムサシムサシ

ローソンローソン

マルイマルイ
ひらせい

イエローハット

至三条

至
見
附
駅

上
越
新
幹
線

至長岡

HERE

 見附市今町4-14-5
火～木・日・祝/17:00～23:00
金・土・祝前/17：00～24:00
月曜（祝前日の場合は翌日）
   145席　 
 20台

見附今町酒場 魚屋鳥助［ウオヤトリスケ］

☎0258-61-5410

春の宴!!贅沢魚屋コース（料理8品）
120分飲み放題付き¥5,000/料理のみ¥3,500

ホタルイカ酢味噌かけ/特選お造り盛り合わせ/備長炭使
用串焼き2種/和牛炭火焼き/鰆の味噌漬け焼き/春香
る!!天ぷら盛り合わせ/握り寿司2貫/デザート ※2名様～
（前日まで要予約） ※仕入れにより内容変更の場合あり

おすすめ

6,000円以上のお会計から
1,000円引き

※テイクアウトの利用不可

 会計時提示/1組1枚限り/コース利用OK/他券・他サービス併
用不可　  3月1日～3月31日

魚屋鳥助 ナジラビクーポン

特別な日はサーロイン!
数量限定で特売します★

国産牛サーロインは霜降りの程よい甘みとジューシーさが特徴!

食肉卸し問屋直営のお惣菜店だから品
質と価格に絶対の自信あり★春のお祝
いにピッタリの牛ステーキや牛カツを20
枚ずつの限定特売!各種揚げ物は注
文後に作るので電話予約がおすすめ。

マルイ

カーリンク

ファミリーマート
至三条

セブン
イレブン

警察署

ほっとぴあ

焼肉めいウオロク

中央公民館
第四北越銀行

HERE

 見附市本町1-3-45
 12:00～21:00 
 水曜、日曜 
   8席
 なし

CARNE298［カルネ］

☎090-7833-4872

●【限定20枚】国産牛サーロイン
 ·································（約200～250g）¥864

●【限定20枚】国産牛サーロインカツ
 ·································（約200～250g）¥918

●【前日まで要予約】オードブル （4～5人前）¥5,400

おすすめ

●牛肉コロッケ ············································· ¥97
●カニクリーミーコロッケ ································ ¥97
●トンカツ ····················································¥324
●和牛メンチカツ ········································¥162 
●豚メンチカツ ············································¥140 
●【名物】豚たま ······（6個）¥324/（11個）¥540 
●厚切牛タン元スライス ········（約150g）¥1,080  
●豚トロスモーク ····························· 1パック¥324

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

春のお祝い&準備特集

▶独自システムだからできるこの価格！

▶荷物の一時預かりも対応!

見積無料！
3月・4月の予定が埋まってきております。
お早めにお問い合わせください

リフォーム期間や赴任先が決まるまでの間お預か
りし、日本全国どこへでも希望日にお届けします！
不用品の引き取りもご相談ください！

地域密着の
配送業者だから 格安！配送業者だから 格安

過剰宣伝・過剰梱包はせず、行き先に応じた荷造
り・梱包で無駄な経費を一切カット！日本全国ど
こへでも、低料金でお客様の大切な荷物を丁寧に
お運びします。

県内はもちろん県外も格安！

①低価格！
②安全！
③丁寧！の

コーズ引越センターへ

（PHS・携帯からでもOK）　長岡市石動町353番地　https：//koz.hp.gogo.jp

お見積り・お申し込みは

0120-86-1270
フリーダイヤル

HP LINE

WEB・LINEからも受付OK

20230301ナジラビP16.indd   7 2023/02/22   13:08
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桜が見えるレストランで
大切な人の春のお祝い♪

「春まちセット」メニューの一例。桜が咲く4月の予約はお早めに。

昼・夜完全予約制で、カジュアルなコー
ス料理が味わえる隠れ家レストラン。季
節のおすすめや、好みに応じたメニュー
も提案してくれるのでお祝いにもおすす
め♪花見シーズンの予約はお早めに！

HERE
★

ケンタッキー

VIPセブン
イレブン 原信
至長岡駅

福
島
江

至
長
岡
大
橋

ほっと
もっと

福原肉店
8

愛宕

オマージュアパリ

 長岡市福住3-1-21
ランチ/12:00～14:30
ディナー/18:00～22:00
※ディナーは火曜、金
曜、土曜営業
 ランチ無休、ディナー不定休
 3台

書斎亭 鎌倉茶房［カマクラサボウ］

☎090-9428-4290（完全予約制）

●春まちセット（スープ・サラダ・メイン2品・炊き込み
ご飯・デザート・コーヒー） ·······················¥1,980

●お昼の宴会おまかせコース（料理7品）
 ·······················¥3,300/飲み放題付き¥5,500

●【火曜・金曜・土曜限定】おまかせディナーコース
（料理7品） ·····¥3,300/飲み放題付き¥5,500
　※各コース2名様～（前日15:00まで要予約）
●【要予約】季節の自家製ケーキ（冷凍）
 ·························································1本¥980

　※お食事された方で在庫があれば当日販売可

★おすすめポイント★
●以前食事された中でお気に入りがあればオー
ダーできる

●桜を眺めながらゆったりと食事や会話が楽しめる
●誕生日・結婚記念日・米寿のお祝いなどに好評

おすすめ

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

卒業・入学のお祝いなら肉焼!
コースでお得に贅沢ディナー

コースのお肉は厳選したその日のおすすめ4～5皿が味わえる☆

お子様のお祝いや歓送迎会には、上質
のお肉と自慢の逸品をお得に楽しめる
コースがおすすめ♪盛り合わせや単品も
充実しているので、急に決まった食事会
も安心!最大14名OKの個室もあり♪

マクドナルド
8

8

快活CLUB

原信

ドコモショップ

至新潟

至小千谷

川崎IC

★

HERE

 長岡市川崎6-866-6 
ルージェス川崎内
11:00～15:00（料理LO14:30） 
17:30～22:00（LO21:30）
※土日祝/17：00～
 火曜、ほか不定休
   80席
 共同駐車場あり

肉焼ラウンジ hana［ニクヤキラウンジハナ］

☎0258-94-5629

●【写真上】hanaのコース ··················¥4,500/¥5,500
※2名様～（前日まで要予約） ※+¥1,980で120分飲み放題付き
●【写真左下】牛盛Special（和牛A4ロース・和牛A4上
カルビ・牛ハラミ・厚切り牛タン・野菜盛り） ······¥7,000

●厚切り牛タン ················································· ¥1,600
●和牛上カルビ・和牛上ロース ·························各2,200

おすすめ

★必ず初回注文時に提示ください★
ランチ限定・6名まで利用OK!
1,000円以上お食事の方
ソフトドリンク1杯サービス

 注文時提示/1回1枚限り/6名までOK/他券・他サービス併用
不可　  3月1日～3月31日

肉焼ラウンジ hana ナジラビクーポン

電話1本で自宅に来てくれる♪
出張タイヤ交換サービス!

面倒なタイヤ交換やお掃除のお困りごとは［萬屋］におまかせ♪

忙しくて時間がない、重いタイヤの持ち運
びが面倒…そんな方は出張タイヤ交換に
おまかせ!空気圧調整や腐食の原因にな
りやすい冬タイヤの洗浄付き!ご予約は
お早めに!お気軽に相談ください♪

原信

セブン
イレブン ガスト

ウオロク 長岡
スイミング

498
HERE
宮
内
駅

 長岡市宮内3-12-26
 8:00～18:00
※予約受付は9：00～
19：00
 無休 

株式会社 萬屋［ヨロズヤ］

☎080-3278-0440（大高）

★【平日限定】出張タイヤ交換サービス★
①冬→夏タイヤ交換②冬タイヤ洗浄③空気圧調整
●【1台】3点込み ·····································¥5,500
●【2台目以降】 ·······································¥4,400
●オプション室内清掃（掃除機掛け＆室内拭き上げ）
 ·························································＋¥3,300

※1600cc以下の車が対象です。そのほかはご相談ください
【予約・お問合せ】☎ 080-3278-0440（受付9:00～
19:00）

「困った」を「よかった」に変える企業
★株式会社 萬屋におまかせください★
アパート・マンションの室内清掃や、エアコン・レンジフードな
どの住宅向けクリーニング、事務所・ビル・テナントの各種
清掃までなんでも承ります。上記以外でもお困りごとがあ
ればお気軽にご連絡ください♪

おすすめ

平日限定ピッツァ食べ放題!!
お祝いランチに子供たち大喜び♪

注文後に焼き上げるピッツァはパリッと薄生地でパクパクいけちゃう♡

ランチセットに+660円すると、8種類
のミニピッツァが食べ放題になるイベン
ト開催☆今ならミニデザートもサービ
ス♪春休みの子供たち!ピッツァ好き
の猛者たち!ぜひトライしてみて♪

★

8

長岡IC

ニトリ

新産内科
クリニックオートパーク

ローソン
ドン・キホーテ

HERE

喜多町
高架橋

至柏崎

 長岡市七日町89-14
11:00～22:00（LO21：30）
 無休
   102席
 100台

ピッツェリア長岡インター店［ピッツェリア］

☎0258-47-4655

平日（月～金曜）限定イベント
★ランチピッツァ食べ放題★

11:00～15:00（最終入店14:00）
●各種ランチセット+¥660で食べ放題
　＜一例＞パスタAセット（¥1,298）+¥660→¥1,958
●食べ放題のみ ··························· 中学生以上¥1,628/

65歳以上¥1,408/小学生¥1,078/未就学児無料
【食べ放題ミニピッツァメニュー】マルゲリータ/イタリアン
ソーセージ/キノコ和風/チーズCheeseちーず/カニとトマ
ト/蒸し鶏とキノコ/ナスとベーコン/本日の気まぐれ
※グループ全員の注文に限る

★注文時「ナジラビを見た」で★
ピッツァ食べ放題ご利用の方
ミニデザート人数分サービス!

※期間：3月1日～4月7日

おすすめ

春のお祝い&準備特集

ハウツーハウツー
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@

レストランナジラビ クーポン

い
ー
よ
ー

お
ね
が
い
し
ま
す
！

H o w  t o  u s e  a  d i g i t a l  c o u p o n !

　　のあ
るクーポ

ンは

スマホで
も使える

♪

本誌が読めるデジタルブックにアクセス！
https://najirabi.jp

使いたいクーポンを画面いっぱいに表示！

クーポン画面をお店の人に提示！

1
2
3
（注）店舗によって利用条件・有効期限が異なります。

　デジタルクーポンの使い方▶

20230301ナジラビP16.indd   8 2023/02/22   13:08
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育毛コースモニター募集中
先着5名様

¥17,600→半額¥8,800
【条件】平日ご来店できる方、施術後のアン
ケートに回答できる方限定

メンズに特化したマンツーマンサロンでおしゃれに変身!
県内で唯一!アデランス特許取得の育毛メニューもあり
おしゃれなプライベート空間でキャリ
ア25年のスタイリストが仕上げてくれ
るメンズ専用サロン。県内ではここで
しか体験できない育毛メニューもある
ので髪に悩んでいる方にもおすすめ。

希望が丘
幼稚園

ネクステージ

HERE

福島

至川崎

至見附

8

 長岡市福島町537-5
 9:00～19:00
 月曜
あり

Calm ［カーム］

☎0258-24-4922（完全予約制）

ジェントルマンコース
（所要時間約90分）

カット＋頭皮ケアスパ＋シェーブ＋眉カット
¥14,300→「ナジラビを見た」で¥7,700

※4月30日まで

おすすめ

1 2 3 4 5 短く刈り上げる「フェードカット」スタイル♪仕上がりにも納得の高い技術力。6 7 アデランス開発の専用エッセンスや美容機器
で育毛ケアできるのは県内ではここだけ! 8 中に入れば居心地は抜群の隠れ家サロン。お客様用に併設カフェもあるので施術後もくつろげる。

6 87

4 51

2 3

☎080-3278-0440

アデランスと米国ボズレー社が共同開発!

【3カ月で効果を実感】
県内唯一の育毛コース

科学に基づいて開発した究極のヘアケアと
LED照射のW効果で育毛を促進。

●育毛コース ············· ¥17,600
（所要時間約105分）
カット＋育毛スパ&エッセンスカッサマッ
サージ＋LEDスキャルプケア＋シェーブ＋
眉カット
※自宅ケアコース（1ヶ月¥31,900もあり）

●育毛コースカウンセリング無料

★身体の歪みセルフチェック表★
【やり方】鏡の前で背筋を伸ばした状態で立つ

□身体が左右どちらかに傾いている
□頭が左右どちらかに傾いている
□肩の高さが違う
□下腹がぽっこり出ている
□＜横向き＞背中が丸まっている
□＜横向き＞首が肩より前に出ている

2つ以上チェックのある方は歪んでいるかも!?
下記のお得なクーポンで歪み改善を目指そう♪
右上のラインや予約サイトから予約OK!

放置しないでその歪み!新生活前にスッキリ改善♪
身体を細かくチェックできる最新「AI姿勢診断」導入!
雪かきの腰痛、家事育児の肩こり、最近
疲れやすい…。その痛みは歪みが原因か
も!?「AI姿勢診断」を用いて身体の状態
を見える化し、1人ひとりに合った施術を提
案!根本から改善したい方はぜひお試しを!

17

至三条

至宮内 至小千谷

WEST
セブン
イレブン

坂牧治療院

理容FLATZ

原信

セブンイレブン

帝京高
長岡信用金庫
HERE

高畑曙

 長岡市住吉1-14-6
 9:00～22:00
 不定休
あり

カイロプラクティック長岡
☎080-6321-9757（完全予約制）

●初診（問診・検査・施術・生活改善アドバイス）
 ··············································· 90分¥5,500

●【春の学割キャンペーン】初診（高校生まで）
 ··············································· 90分¥2,200

おすすめ

★ナジラビ限定クーポン★
【ご新規様・先着10名】お土産付き!

初診90分¥5,500→¥1,000
 予約時申請→入店時提示/他券・他サービス併用不可
 3月1日～3月31日

カイロプラクティック長岡 ナジラビクーポン

1 2 丁寧な問診を行い、あなたに合った施術をします。医薬品登録販売者やフードスペシャリストの資格を持つカイロプラクターに生活習慣の相談もで
きる♪ 3 姿勢を点数化する「AI姿勢診断」。施術後の変化も分かりやすい! 4 看板猫「大豆（4ヶ月♂）」♪ 5 住宅街にある完全個室の自宅施術院。

2 5

4

1

3

予
約
サ
イ
ト

ラ
イ
ン

春のお祝い&準備特集

ナジラビアプリ

キャンペーン価格 月換算1年間 39,600 （税込）円 円（税込）3,300
通常価格 月換算1年間 66,000 （税込）円 円（税込）5,500

50店
舗

先
着

いつでもクーポンを
配信できる

制作や配信は
全ておまかせプッシュ配信

機能もあり

イベント・フェアの
告知ができる

店舗情報・メニュー・
コースなどの掲載

オーナーのみなさまへ

こんなお悩みありませんか?

SNSを作ったけどどう活用
したらいいか分からない

できるだけ安価で
アプリを導入したい

まもなく
配信開始

ナジラビ編集部 TEL.0258-62-8400 info@najirabi.jpお問い合せ・お申込みは

ナ
ジ
ラ
ビ
ア
プ
リ
版
に
お
ま
か
せ
く
だ
さ
い
!

SNSを作ったけどどう活用

来店客を増やしたい!
幅広くお店を知ってもらいたい

版掲載店募集掲載店募集

こちらのフォームから
簡単にお問合せ・
お申込みできます!

20230301ナジラビP16.indd   9 2023/02/24   8:56



おすすめスクールピックアップ
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★4～12歳対象 春の短期ジュニアテニス教室★  

申込時に「ナジラビを見た」で
2日間レッスン受講料 

¥3,960→半額¥1,980 
【月曜日コース16:30～17:20】Ⓐ3/27・4/3
【火曜日コース16:30～17:20】Ⓑ3/28・4/4
【水曜日コース17:30～18:20】Ⓒ3/29・4/5
【木曜日コース16:30～17:20】Ⓓ3/30・4/6
【金曜日コース17:30～18:20】Ⓔ3/31・4/7
【土曜日コース15:30～16:20】Ⓕ3/18・25　Ⓖ4/1・8
【日曜日コース13:30～14:20】Ⓗ3/19・26　Ⓘ4/2・9
※別日程の受付もできるのでお問い合わせください  
【申込】前日まで要予約（電話or窓口）　　　　　　　
【持ち物】運動ができる服装（ラケット、シューズは無料レンタル可） 
※シューズサイズと足数は数に限りがあります 
さらに、短期コース受講後「定期スクール」へ
ご入会の方はテニスシューズプレゼント！！
お得なこの時期にテニスを始めよう♪

インフォメーション創立22周年を迎えた［さくらテニスガー
デン］♪経験豊富なプロによる丁寧な
指導で、無理なく基礎から学べるので
小さいお子様も安心!大型換気扇の設
置など徹底的な感染症対策も実施中! 

毎年全国大会出場者を
輩出している人気のテニ
ススクール！ジュニアからシ
ニアまで幅広い世代の方
が受講中♪ 

通うのが楽しい! 
［さくらテニスガーデン］♪

 長岡市高瀬町898-1
 9：00～23：00
土曜/9：00～22：00
日曜/8：00～17：00
 無休
 80台
 http://www.sakuratg.net

優しいコーチが丁寧に教えてくれますよ♪3面ある広いダブルスコートで快適♪

堺西

8

至
大
手
大
橋

至長岡大橋

小嶋屋

GS

あさひ自転車

里味 バーミヤン

ドコモショップ

HERE

さくらテニスガーデン
☎0258-25-9200

楽しみながらできるテニスを春から始めよう♪
大人気!春の短期ジュニア教室の募集スタート!

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

体  験 初心者 無  料

「無料体験会」を開催中! 
どなたでもお気軽にご連絡ください★ 

お申し込みは 
［リバーサイド千秋校］（☎ 0258‐94‐4115） 
［長岡今朝白校］（☎0258‐38‐0808） 
［イオン県央校］（☎0256-66-3979） 

インフォメーション創立24周年を迎え、全国に250の校
舎を数える業界トップクラスのパソコン教
室。超初心者から資格取得までパソコン
のことなら何でもわかるまで教えてくれます
♪あなたの夢の実現を全力でサポート◎!

何回聞いてもわかるまで教えてくれます!!
超初心者大歓迎★面倒見の良いパソコン教室

「気軽に質問してください♪」インストラクターによる丁寧な個別指導。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Garden
byoneway INGNI grove

メガ
ブルー
バード

わ
が
ん
せ

STONE WORLD

フードコート

リバーサイド千秋2F

みぞはた
眼科

銀
だ
こ

フ
レ
ン
ド

★

HERE

長岡市千秋2丁目278番地
リバーサイド千秋2Ｆ
月金土日/10:10～16:20
火木/10:10～20:30
※日曜は隔週開校
 水曜　  あり

パソコン教室 わかるとできるリバーサイド千秋校
☎0258-94-4115

検索わかるとできる長岡リバーサイド千秋校

サンプルムービー「動画
編集講座」が見られます!
教室ではわかるまで何度
でも丁寧に教えてもらえま
すよ♪

Clip champで
動画を編集しよう！

春の「キャッシュバック」キャンペーン 
★学割最大15,000円キャッシュバック 
★コース入会or短期集中講座入会
で10,000円キャッシュバック

【ナジラビ持参の方限定】
※期間：3月31日まで 

体  験 初心者 無  料

春から始めて夏のプール授業に自信がつきます♪
★ジュニアスイミング春の短期教室受付中★

【日程】①3/11（土）～12（日）13:00～14:00
　　　②3/18（土）～19（日）13:00～14:00
【対象】2歳10ヵ月～8歳
【対象級】プールが初めて、顔つけ、潜り、けのび
【定員】各4名【受講料】¥3,000
※ルネサンスプールが初めてのお子様は受講料半額
※上記日程以外もあり。詳細はHPにて確認ください

テニスで楽しく運動不足を解消しよう♪
★ジュニアテニス春の短期教室受付中★

【日程】①3/27（月）～28日（火）15:20～16:10
　　　②3/29（水）～30（木）8:20～9:10
【対象】4歳～小学生
【定員】各4名【受講料】¥4,000
※ルネサンステニスが初めてのお子様は受講料半額
※上記日程以外もあり。詳細はHPにて確認ください

インフォメーションお子様の思考力、判断力、表現力を鍛え
るには運動は不可欠!バランスよく身体
能力を育めるスイミングや、運動能力を総
合的に向上できるテニスがおすすめ♪ま
ずは体験レッスンに参加してみませんか?

スイミングとテニスもできるのはルネサンスだけ!
春から新しい習い事にチャレンジしてみよう♪

室内コートは冷暖房完備で快適!1人ひとりに合った指導で安心!

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

検索ルネサンス 長岡

HERE

長
岡
大
橋

大
手
大
橋

長岡駅

長岡
赤十字病院

リバー
サイド千秋

ハイブ長岡 イオン
T・ジョイ長岡

 長岡市千秋2-221-1
 10:00～24:00、
土曜/～21:00、日祝/～19:00
 金曜
 あり
 https://www.s-re.jp/nagaoka/

スポーツクラブルネサンス長岡24
☎0258-29-5529

自分の泳ぎを映像で確認
できるシステムを使用し、
更なる上達へと導きます!
お子様の映像をスマホで
見ることも可能!

こんなレッスン受けたことない!
スマートスイミングレッスン☆

体  験 初心者 無  料

今回のスク
ールピック

アップは

各教室のQRコード
付き!

動画からレッスンの
様子や教室の

紹介などを事前に
チェックできます。

スクールピック
アップ

おすすめ
ピック
アップ

初心者 知識や経験がなくてもOK

体　験 体験会あり
無　料 無料体験や説明会あり

春から始める

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

くじの日

くじの日

お休み

ひなまつり

お休みパンの日

くじの日

くじの日 ケーキの日

イベントカレンダー 3月

1日
100個
 限定! 

どっしり90g 

あんこ

生クリーム

いちご大福
人気の生クリーム入り
いちご大福を3月限定販売

通常216円→

160（税込）

円

ご予約は

定休日／第２・３木曜

https://lievreshop.com
Instagram

リェヴル

8

至
長
岡
大
橋

HERE
しまむら

P

ケンタッキー
川崎東小

文

愛宕 、各種クレジットカード
ながおかペイ、

使えます

いちご大福
リェヴル

フェア3月中の土日 限定祝

人気
No.1

カスタードがたっぷりつまった
名物シュークリーム

うさぎのしっぽ 

通常151円→

3月中の
㊏㊐㊗限定

100円（税込）

ご
予
約

受
付
中

Lie�eGift
リェヴルのギフト

やさしく自然な風味にこだわった焼き菓子は
いかがですか?お祝い用などのラッピングも
承ります。 

ご
予
約

受
付
中

優しく自然な味わいの
ケーキも人気です。
バースデーケーキのご予
約も承ります。

人気のベーグルやデニッ
シュパンなど種類豊富。
期間限定の桜あんぱん
（税込194円）もおすすめ
です！

※事前のご予約をおすすめします。商品は店頭にも十分にご用意いたしますが、品切れの際はご容赦願います。 
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1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

くじの日

くじの日

お休み

ひなまつり

お休みパンの日

くじの日

くじの日 ケーキの日

イベントカレンダー 3月

1日
100個
 限定! 

どっしり90g どっしり90g 

あんこ

生クリーム

いちご大福
人気の生クリーム入り
いちご大福を3月限定販売

通常216円→

160（税込）

円

ご予約は

定休日／第２・３木曜

https://lievreshop.com
Instagram

リェヴル

8

至
長
岡
大
橋

HERE
しまむら

P

ケンタッキー
川崎東小

文

愛宕 、各種クレジットカード
ながおかペイ、

使えます

いちご大福
リェヴル

フェア3月中の土日 限定祝

人気
No.1

カスタードがたっぷりつまった
名物シュークリーム

うさぎのしっぽ 

通常151円→

3月中の
㊏㊐㊗限定

100円（税込）

ご
予
約

受
付
中

Lie�eGift
リェヴルのギフト

やさしく自然な風味にこだわった焼き菓子は
いかがですか?お祝い用などのラッピングも
承ります。 

ご
予
約

受
付
中

優しく自然な味わいの
ケーキも人気です。
バースデーケーキのご予
約も承ります。

人気のベーグルやデニッ
シュパンなど種類豊富。
期間限定の桜あんぱん
（税込194円）もおすすめ
です！

※事前のご予約をおすすめします。商品は店頭にも十分にご用意いたしますが、品切れの際はご容赦願います。 
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街トピ街の話題をピックアップしてお届け！

街の話題を
ピックアップしてお届け!

のあるクーポンは、デジタルブックのクーポンを
提示してもサービスが受けられます。

デジタルブック
https://najirabi.jp/book

古着から発信する“個性”
見附市8号沿いにオープン!

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

1 2「老若男女問わず1つの枠にとらわれない魅力あるお店作り
をしています」とオーナーさん。3［旅路］内の1室でも販売中♪

2 3

1

［旅路］の敷地内に個性的な古着屋
がオープン!主にメンズ＆レディース衣
料・ジャージ・スウェット・シャツを揃え、
デザインは1点ものばかり!フリマ情
報や新作入荷はインスタをチェック★

坂井南

8

★

サウンド
ボウル

タツミ
やーまん酒家

孫四郎そば

里味

至長岡

至三条

上
越
新
幹
線

HERE
☎090-8893-7836
 見附市坂井町994-1
レストハウス旅路敷地内
 17:00～20:00
※レストハウス旅路は11:00～14:00
 火曜
 あり

◆古物商番号：第461180000590

古着 洒落頭［シャレコウベ］

メンズ・レディース随時入荷中!
★取り扱い商品★

●古着スカート ········································全品¥1,000　
●ジャージ系 ···················································¥2,000～
●ミリタリーシャツ ·············································¥2,000～
そのほか、Tシャツ・ロンT・スウェットなどの衣類、ニット帽・
キャップ・スニーカー・パンプスなど、厳選した品が並びま
す☆愛着の湧く1着を見つけに来てね♪

①2,000円以上お買い上げの方ステッカー配布
②5,000円以上お買い上げの方、
 　「黒ひげ危機一発」で飛んだら20%OFF
 会計時申請
 3月1日～3月31日

会計時「ナジラビを見た」で

次世代バージョンのIPL治療とも言われる
サイトン社BBL機器使用の「BBL光治療」

IPLという広い波長をもった光線をお顔に照射してトラブルを
改善し、しみ・しわ・毛穴・にきびなどのお顔全体の若返りを可
能にする治療法です。肌の表面から深部層へ働きかけてコ
ラーゲンの生成を促進し、肌のハリやツヤを改善する効果も
期待できます。また、水分と油脂のバランスが整い、真皮層の
コラーゲン繊維の増殖を促進させるので、弾力を取り戻し、お
肌の引き締めやリフトアップにも期待できます。
●美肌コース ··········································· ¥18,700　
●シミ・そばかす改善コース ······················ ¥22,000　 
●肌質改善コース（ハリ・毛穴） ··············· ¥20,900　 
●スペシャルコース（美肌・肌質・シミ） ······¥24,200　
※初めての方は20％オフ
※春の美肌キャンペーン中！詳細はお問い合わせください
●イオン導入（トラネキサム酸・ビタミンCなど）¥4,400～ 
微弱な電流を流し、シミ・そばかす・肝斑の改善に有効な美
容成分を肌の奥まで浸透させる治療法。
※そのほか、プラセンタ注射もあり

1サイトンBBLs。2イオン導入。3ビタミンA配合「エンビロン」。
4 飲む日焼け止め「ヘリオケア」エクオール含有食品「エクエル」。

3 4

1 2

★
8

見附市役所

コメリ

広瀬酒店
P

ネーブル
みつけ

ウオロク

セブン
イレブンダイナム

プラント5

至長岡

至三条

HERE

☎0258-62-7750
 見附市昭和町2-21-22
 月～金/9:00～13:00
　　　15:00～18:30
土曜/9:00～13:00
※往診可 
 日曜、祝日
 あり

わたなべ皮フ科クリニック

「BBL光治療」で加齢や紫外線による
しみ・しわ・たるみの肌ダメージケアを！
加齢や紫外線による複数の肌トラブル
には同時に改善することができる「BBL
光治療」がおすすめ。光老化をケアし、
ビタミンAを補いながら若 し々い肌へ導
くスキンケア「エンビロン」も好評です。

12
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★大好評お試し体験★
特殊な波長の光で皮膚細胞を活性化!

あらゆるお肌の悩みにアプローチする切らない若返り

スーパーフォトフェイシャル
BBL

通常1回¥22,000→

体験価格¥5,500
※申込期間：3月1日～3月31日

8

★

セブン
イレブン

セブン
イレブン

きらく

プラント5

スーパーマルイ
国道店

ひらせい
至三条

至
見
附
駅

至
中
之
島

上
越
新
幹
線

至長岡

HERE
P ☎0258-66-4827

（完全予約制）
 見附市今町5-34-13
 エステ/9：30～19：00
美容室/9：00～18：00
※金曜/10：00～
月曜、第1・3日曜
 あり

ヘア＆エステ グリーン

1 1回でも効果を実感できる「スーパーフォトフェイシャルBBL」。2 最短でツルスベ肌になれる「ルミクス脱毛」。3 癒し効果絶大の「アロ
マオイルマッサージ」♪ 4 睡眠の質の向上にも効果がある「ヘッドスパ」。5【2Fヘアサロン】血行促進「ほっとスパ」。

5

4

3

1

2

ラ
イ
ン

あなたの美と健康をサポート!
販売部門「プライムグリーン」新設！

●【11-1（いちいちのいち）】
自然免疫活性剤・感染症の予防

●【ミドリムシの力～ミドリムシが地球を救う～】
毎日元気に過ごす身体づくりための59種類の栄養素

●【リモウ～男女兼用育毛剤～】
薄毛・細毛・抜け毛の改善

お試し体験からのリピーター多数!あらゆ
るお肌のお悩みにアプローチできる

「スーパーフォトフェイシャル」が大好評!
マスクを外す前に今のうちから若返り♡

「ルミクス脱毛」のお得なコースもあり♪

シミ・シワ・くすみ・たるみ・二重あごでお悩みの方に!
「スーパーフォトフェイシャルBBL」で“切らない若返り”

短時間で痛みの少ない「ルミクス脱毛」
●【終了者多数】両ワキ脱毛コース

 ··································· （12回）¥1,980
※ジェル代（¥550）別途
※申込期間：3月1日～3月31日
★ほかの脱毛部位の体験もあり。お気軽に相談ください

おすすめ

特許取得のスゴ技
M3Dメニュー！

1「M3Dトリートメント」でサラツヤ♪ 2 国道8号線沿いにあり♪
3 店長の長谷川真さん。髪質のお悩みを解決するM3D認定講師。

2

1

8

★ 里味本店里味本店

至三条

至長岡

HERE

☎0258-94-5559
 見附市今町5-43-27
 9：00～19：00、日曜/～18：00

　 金曜/～19：00（カット最終受付）
 3/6・7・13・19・20・27・28
 8台
  http://ameblo.jp/t9r8r4

COIFFURE ADAY［コアフィールアデイ］

ラ
イ
ン

3

ダメージやクセ毛などの髪の悩みには、
見違えるほどのツヤと潤いを実現する

「M3Dメニュー」がおすすめ!繰り返
すほど美しい髪質になれる「M3Dプレ
トリコース」も好評です♪

予約時「ナジラビを見た」でお得! 
●M3Dプレトリコース¥10,450～

※長さ別料金（＋¥550～）別途
カット+カラー+プレトリートメント（M3Dトリートメントのラ
イトコース）のセット。継続すると柔らかく艶やかな髪質
へと改善できます。

●【初回限定】M3Dピコアミノカラートリート
メント（カット込） ···¥17,930→¥14,630 

●M3Dピコカラートリートメント
 ······························¥13,750→¥12,650 

●M3Dストレート（カット込）
 ¥20,130～→初回10%オフ¥18,117～

※すべて長さ別料金（+¥1,100）別途 
※他券・他サービス併用不可 
※期間:3月31日まで 

おすすめ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

イルミナカラーはパサついた髪に潤いを取
り戻し、美しいツヤや透明感が魅力のカ
ラー!骨格やライフスタイルに合わせたカッ
トもおまかせ☆平日13時～ 16時半まで
の入店でお得なセットもあり♪

美しいツヤ・柔らかな質感・発色の良さが人気♪
落ち着いた色味でも透明感が叶うイルミナカラー

HERE
8

〕〔

プラント5

セブン
イレブン

ムサシ

第
四
北
越
銀
行

大阪屋

GS
ダイナム

見附大橋

上
越
新
幹
線

至
見
附
駅

★

☎0258-61-5771
（予約優先）

 見附市上新田町13-51
平日/10:00～20:00、土日祝/9:00～19:00

 月曜
 6台
 https://www.mirum.jp

miruM［ミールム］

★スタッフ石綿指名限定★
【平日新規13：00～16：30限定】

カット＋透明感イルミナカラー＋
Aujuaトリートメント 

SB¥12,320
※期間:3月1日～3月31日

おすすめ

メニュー料金
●カット一般ⓈⒷ炭酸スパ込 ·····￥4,950　

前髪カット ··································￥550　
●カラーⓈⒷ込··························￥4,950～
●パーマⓈⒸⒷ込 ····················· ¥7,700～
●縮毛矯正ⓈⒸⒷ込 ············· ￥16,500～
●ポイント矯正 ··························· ¥4,400～

1イルミナカラーなら暗めの色でも透明感とツヤ感があるので重くなくおしゃれな仕上がり♪（Style/ISHIWATA）2 皮脂や汗による頭
皮のベタつきや乾燥はヘッドスパでケア! 3 居心地の良いアットホームなサロンでリピーターさんも多数♪

1

2

3

店内コロナウイルス対策
●入口及び窓の開放による換気 
●スタッフのマスク着用 
●スタッフの検温・手洗い・手指消毒 
●お客様にも来店後手指消毒のご

協力 
●器具やセット面など1人ひとり施術

後の消毒 
●密にならない予約調整

Hair Salon & Beauty Selection

略号の見方 ： Sシャンプー／Cカット／Tトリートメント／Bブロー

Hair Salon
& 

Beauty Selection

もっとキレイにもっと魅力的にもっと自分を磨く

のあるクーポンは、デジタルブックのクーポンを
提示してもサービスが受けられます。

デジタルブック
https://najirabi.jp/book

※掲載されている効果には個人差があります

13
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PPRESENTS
どしどし応募待ってま～す！

応 募
方 法

宛 先

締 切

〒954-0057 見附市新町3-6-14
　㈱文化内 ナジラビ編集部 ナジラビ3月号プレゼント係
令和5年3月31日（当日消印有効）
当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
・当選者への発送は令和5年4月中旬頃を予定しています。
・個人情報はプレゼント発送のほか、アンケート集計（統計作成）のみ個人を特定しない形で
使用させていただきます。

1.ハガキで応募
①希望プレゼント番号②氏名③郵便番号④住所⑤電話番号⑥性別⑦年齢
⑧既婚・未婚⑨今月号で気になったお店その理由を明記の上、左記宛先まで
ご応募ください。

2.サイトから応募
QRコードまたはホームページ（https://najirabi.jp）の
応募フォームへアクセスしてください。

【表示価格について】本誌内の記事や広告に掲載している表示価格は全て税込み価格です。
※掲載店の営業日・営業時間が変更になる場合があります。事前にご連絡いただくなどご確認ください。

応
募
フ
ォ
ー
ム

ラ
イ
ン

ナジラビ公式ライン
からも応募ができる
ようになりました！

B【3D作品OK】ペア無料鑑賞券※土日祝も利用可（一部特別興行は利用不可）

提供/イオンシネマ県央
 0256-66-0088
 燕市井土巻3-148
 オープン時間はお問い合わせください

3組6名様
ハッピーナイトやハッピーマンデーなどサービスデーいっぱい♪

A平日ペア無料鑑賞券

提供/Ｔ・ジョイ長岡
 0258-21-3190
 長岡市千秋2-1087-1（2F）
 オープン時間はお問い合わせください

3組6名様
新たなサービス料金&サービスデーが始まりました！

C［ゆらいや］ペア無料入浴券

提供/越後長岡ゆらいや
 0258-31-5526
 長岡市川崎町1497-4
 10:00～24:00（最終受付23:30）

3組6名様
［ゆらいや］は、ラーメンも見逃せない！！

D［喜芳］平日無料入浴券

提供/日帰り温泉 旬食・ゆ処・宿 喜芳
 0258-42-4126
 長岡市上岩井6964
 10:00～21:30

3組6名様
天然自噴温泉をたっぷり楽しもう♪

セブン
イレブン様 GS

読売
新聞様

見附高校
ふるまい様

クスリの
アオキ様

N

見
附
駅

現地
案内図

Ⓓ

Ⓔ
Ⓕ

©Ⓐ

Ⓑ

済 済

リバブル本所（livable）

好評
分譲中リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所リバブル本所

見附市 本所１

■所在地／見附市本所1丁目地内■用途地域／第1種中高層住居専用地域■設備／都市ガス・水
道・公共下水■学校区／見附小学校・西中学校■取引形態／自社■備考／道路には消雪設備有り。
建築条件付き。
アオキまで歩いて３５０ｍ見附駅まで１１００ｍ、見附小学校まで１２００ｍです。

物
件
概
要

B

D

E

F

8,300,000円

5,690,000円

5,680,000円

8,220,000円

（約11万円/坪）

（約8.5万円/坪）

（約8.5万円/坪）

（約11万円/坪）

249.50㎡（75.47坪）

221.30㎡（66.94坪）

220.94㎡（66.83坪）

247.10㎡（74.74坪）

開発行為の検査済　令和4年10月27日　建第1739号の6

宅地建物取引業　新潟県知事（8）第3492号　1級建築士事務所　新潟県知事（イ）第5348　建設業許可　（特-3）第21295号注文住宅・リノベーション・リフォーム・不動産情報などお問い合わせください。

http://www.tomikawaken.jp/
本社：見附市杉沢町3532 デザインプラザ：見附市新町2-6-38

自社大工による確かな施工と実績

富川建設株式会社 ☎0258-63-5200 富川建設

土地付きセットプラン

2,800万円（税込）
総合計

土地+建物価格+外構費

・その他諸費用70万円～
※建築計画につきましてご要望を受付いたします

特  

典

ウォールナットの無垢床・ヒノキ6寸大黒柱などを使い、
温かみがあり省エネで経済的、そして家族が健康的に
永く住まえる住宅にしました。

1階面積45.440㎡/2階面積44.619㎡/延床面積90.059㎡/ポー
チ面積2.480㎡/テラス面積6.000㎡/総施工面積98.539㎡

面積概要

■敷地面積158.00㎡（47.795坪）■地目:宅地■道路:市道道路
幅員6m道路付:西側道路■用途地域:第1種中高層住居専用地域
■建蔽率:60%容積率200%■設備:都市ガス・敷地内引込未了、
水道敷地内引込有、公共下水有

物件情報

トリプル樹脂サッシ
エネファーム

気候風土にあった伝統工法で環境に配慮した住宅を
『KI・ZA・MI』木と技と和 原点回帰オーナー様

募集

セブンイレブン

クスリのアオキ

山谷クリニック

本所南児童公園

見附警察署

見附市役所

セブンイレブン

コメリ

サンオート

至見附駅

HERE

新築されたお客様の家を、ご入居される前に一定期間
（約3ヶ月）当社のモデルハウスとして使用させていただ
ける方を募集しています。オープンハウスとして使用した
家具のプレゼントやその他特典をご用意していますので
お気軽にお問い合わせください。

を 改善するチャンス！
エアコンが
効かない！

窓断熱改修は、逃げる熱を大きく削
減し、断熱効果を上げ窓辺の寒さを  
                         改善できます。

そこで！

お家が新築トップレベルの
快適さに生まれ変わります。

　　　　の補助金でお得に大
最500万円

※2 ※3

※2 住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等と次世代省エネ建材の実証事業(5～8地域）2つを併用 ※自立循環型モデルプラン(延床120.07㎡)でLIXIL省エネ住宅
シミュレーションを使って試算。※平成４年省エネ基準の住宅(築
30年程度)を断熱改修した場合の試算額です。

今なら
2つの補助金が
使えてお得！

 SW工法リフォームの場合

窓断熱改修だけの場合
(全ての窓を改修）

年間
14,000円削減
年間
38,000円削減

冬は寒い！冬は寒い！
夏は暑い！夏は暑い！

しかし、一般的に窓の面積は、家全体から熱が
逃げる面積(壁・天井・床)の10%程度しかなく、
家全体の寒さや暑さの改善には至りません。

お家全体の
断熱リフォーム
がおすすめ！

窓の断熱は
効果的です

光熱費も大幅削減！
窓断熱改修よりも 2.7倍 削減できます！

外に逃げる熱を
73.7%カット

※１住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等

窓断熱に　　　    国の補助金が使えます！大
最200万円

※1 ※3

今ら
な

※3 本事業については、2022年11月8日時点の情報を掲載しております。来年度の事業の内容については変更となる場合がありますので、必ず最新の情報をご確認く
ださい。各補助事業には適用条件があり、既存住宅の状態や工事内容で補助の有無と金額が決定します。全ての住宅で最大額の補助が受けられるわけではありません。

築年数30年程の家は
この窓がほとんど

アルミ枠 ＋ 単板ガラス 既存単板サッシ ＋ 内窓 (Low-e複層ガラス)

熱が逃げるのは
窓だけでは
ありません。

熱が逃げる
部位の面積割合

窓・ドア
10.4%

床
22.1%

天井
22.1%

壁
45.4%

※自立循環型モデル
　プランの場合

「SW工法リフォーム」がおすすめ！

コタツから
出られない…

補助金でお得に !

大
最500万円

快適なお住まいのお手伝い
リフォーム・新築

板善建築　〒954-0051 新潟県見附市本所1-15-20
新潟県知事許可（般-30）第43134号

TEL.
板善建築 検 索https://www.itazen-kentiku.com

0258-62-3653
営業時間. 9:00～18:00

お問い合わせは
お電話または

ホームページから
Instagramホームページ

ホームページが
リニューアル
しました!
新着情報を

随時更新いたします!

窓の面積は
お家の10%
だけ…

「SW工法リフォーム」はリクシルが提供する
性能改善リフォーム工法です。床、壁、天井、
窓やドアの開口部に至るまで家全体の断熱
性を高めるリフォームです。

14

20230301ナジラビP16.indd   14 2023/02/22   13:11



PPRESENTS
どしどし応募待ってま～す！

応 募
方 法

宛 先

締 切

〒954-0057 見附市新町3-6-14
　㈱文化内 ナジラビ編集部 ナジラビ3月号プレゼント係
令和5年3月31日（当日消印有効）
当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
・当選者への発送は令和5年4月中旬頃を予定しています。
・個人情報はプレゼント発送のほか、アンケート集計（統計作成）のみ個人を特定しない形で
使用させていただきます。
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提供/イオンシネマ県央
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 燕市井土巻3-148
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3組6名様
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シミュレーションを使って試算。※平成４年省エネ基準の住宅(築
30年程度)を断熱改修した場合の試算額です。

今なら
2つの補助金が
使えてお得！

 SW工法リフォームの場合

窓断熱改修だけの場合
(全ての窓を改修）

年間
14,000円削減
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しかし、一般的に窓の面積は、家全体から熱が
逃げる面積(壁・天井・床)の10%程度しかなく、
家全体の寒さや暑さの改善には至りません。

お家全体の
断熱リフォーム
がおすすめ！

窓の断熱は
効果的です

光熱費も大幅削減！
窓断熱改修よりも 2.7倍 削減できます！

外に逃げる熱を
73.7%カット

※１住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等

窓断熱に　　　    国の補助金が使えます！大
最200万円
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※3 本事業については、2022年11月8日時点の情報を掲載しております。来年度の事業の内容については変更となる場合がありますので、必ず最新の情報をご確認く
ださい。各補助事業には適用条件があり、既存住宅の状態や工事内容で補助の有無と金額が決定します。全ての住宅で最大額の補助が受けられるわけではありません。

築年数30年程の家は
この窓がほとんど

アルミ枠 ＋ 単板ガラス 既存単板サッシ ＋ 内窓 (Low-e複層ガラス)

熱が逃げるのは
窓だけでは
ありません。

熱が逃げる
部位の面積割合

窓・ドア
10.4%

床
22.1%

天井
22.1%

壁
45.4%

※自立循環型モデル
　プランの場合

「SW工法リフォーム」がおすすめ！

コタツから
出られない…

補助金でお得に !

大
最500万円

快適なお住まいのお手伝い
リフォーム・新築

板善建築　〒954-0051 新潟県見附市本所1-15-20
新潟県知事許可（般-30）第43134号
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板善建築 検 索https://www.itazen-kentiku.com

0258-62-3653
営業時間. 9:00～18:00

お問い合わせは
お電話または
ホームページから

Instagramホームページ

ホームページが
リニューアル
しました!
新着情報を

随時更新いたします!

窓の面積は
お家の10%
だけ…

「SW工法リフォーム」はリクシルが提供する
性能改善リフォーム工法です。床、壁、天井、
窓やドアの開口部に至るまで家全体の断熱
性を高めるリフォームです。
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橋本建設株式会社
〒954-0083 新潟県見附市市野坪町31-3 Mail: dan.lohas@hkhome.co.jp

TEL.0258-63-1170
宅地建物取引業 新潟県知事許可（9）第3180号
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