
●入会金、年会費は無料！
●ポイントは使ったり、貯めたりした日から自動延長で2年後の月末まで有効です！

CoCoLoで　　　　　　　　　       が
貯まる！ 使える！ 便利！ ※期間限定ポイントは、個別の有効期間を過ぎると失効します。会員募集中

CoCoLo長岡
駐車場
サービス 最大3時間のサービス提供さらにJRE POINTカード認証でプラス1時間サービス

合算3,000円（税込）で2時間サービス合算1,000円（税込）で1時間サービス

●各ショップにてお買上金額に応じたQRコード付きレシートをお渡しします。
●駐車料金精算前に認証機でQRコード付きレシートを読み込ませてください。
●合算（レシートの複数読み込み）も可能です。

詳しくは、サービスカウンターへお問い合わせください。 LINEの「お友だち追加」から、ID検索するか
QRをスキャンして登録してください。

＠cocolo_nagaoka

ポイントアップ
DAY

ポイントアップ
DAY

※ポイントアップDAY
　は変更となる場合が
　ございます。212/12（日）

開催 ※詳しくは、HP・館内ポスターで
　お知らせいたします。ガラポン大抽選会

CoCoLo長岡だけの
インフォメーション
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tel.0258-32-5570

新潟ぽんしゅ漬
詰め合せ 化粧箱入
¥3,500 （5種）
長岡の銘酒吉乃川とのコラボ商品
です。日本酒が素材のうまみを引き
出しています。

1F

越後酪農菓房
tel.0258-36-0051

安田牛乳 ラングドシャー
プレミアムラングドシャー
ショコララングドシャー
¥3,618 （18個入り×3箱）
安田牛乳ラングドシャーは黄金食感！牛乳
仕立ての豊かな風味をお楽しみ下さい。

1F

福寿園
tel.0258-36-1315

名匠茶 銘茶詰合せ
¥5,400 （煎茶70ｇ　玉露70ｇ）

その名にふさわしく、一滴一滴を贅沢
に楽しむ緑茶。宇治茶特有の味わい
をご堪能ください。

1F

AUNT STELLA'S
tel.0258-34-5172

ステラズセレクト（M）
¥3,240 （クッキー35枚入）

チョコレートチップなど人気のクッキー
の詰め合わせで1枚ずつ個包装になっ
ております。

1F

さば干物×1、ほっけ開き×1、かます開き×1、
金目鯛開き×1、塩引鮭×2

新潟 海宝丸　tel.0258-30-1893

海宝丸特選・干物セット
¥4,380

鮮魚専門店、海宝丸がオススメします！
脂がのった干物、村上名産塩引鮭の
セットです。

1F

越のむらさき
¥3,600 （1ℓ×6本入）

Be mart
tel.0258-38-8522

国内産の厳選したかつお節を使って
上品に仕上げた、美味しいだし醤油
です。

1F

Hotman
tel.0258-36-1310

ネクサスハンドタオル
2枚セット
¥4,565
甘撚りの糸を使用した柔らかなタオル
です。深みのある色合いで冬の贈り物
にオススメです。

1F
※会員様は3,300円（税込）以上、
　会員様以外は5,500円（税込）以上
　お買い上げで全国無料配送。

ゆく年くる年（720㎖）、そば（200ｇ×3）、
初雪もち（白・豆・よもぎ×各1）

酒楽の里 あさひ山
tel.0258-39-4560

年越しうまいもんセット
¥5,393

年越しにはかかせない越後の酒と
うまいもんの詰合せです。

横山
tel.0258-36-1314

特選漬け5品セット
¥3,492 （５枚入）

滋味あふれる多彩な味わいの越後もち
ぶたと鮭。発酵パワーが素材の旨味を
高めます。

越の海藻挽き生そばゆきセット
¥4,158 （4人前）

長岡小嶋屋
tel.0258-34-1736

当店自慢の生そばのセットです。薬味、
そば茶も入った贅沢な人気ギフト商品
です。

1F ※販売期間は12月24日㈮までとなります。

伊藤ハム 伝承の響（ローストビーフ・
ハムバラエティ詰合せ）　¥5,400

肉の匠いとう　tel.0258-39-1130

ローストビーフ・ハム・生ハムの入るバラエティ
詰め合わせ。大切な方へ信頼できる贈り物です。

1F

特選肩ロース180ｇ×1，ローストビーフモモ200g×1、
ローストビーフソース40g×1、やわらか焼豚185g×1、
生ハム45g×1、あらびきウィンナー85g×1

LACOTE Iwatsuka
tel.0258-86-4288

米菓詰め合わせ
花のル・コリ ～紅～
¥3,456 （10種類 60枚入）
おしゃれなパッケージの中には国産米
100%の美味しい米菓!ご贈答におす
すめの一品です。

1F
※当店の無料配送対象商品は、
　ル・コリ～紅～と冬・越後づくしの
　２品のみとさせていただきます。

ヤスダヨーグルト　tel.0258-31-7561

ギフトセット⑪番
¥3,800 （6種類合計25本入）

定番人気の生乳を使った濃厚なドリンクヨー
グルトを全種類詰めた贅沢なセットです。

ドリンクヨーグルト150g×5本、越後姫ヨーグルト
150g、果肉入りブルーベリーヨーグルト150g、フルー
ツミクスヨーグルト150g、脂肪ゼロレモンヨーグルト
150g、脂肪ゼロストロベリーヨーグルト150g　各4本

1F

ガトウ専科
tel.0258-86-1101

雪花火パイ
¥3,460 （18枚入）

サクサク香ばしい人気の花火パイを
ホワイトチョコレートでコーティング
しました。

1F

Jupiter
tel.0258-34-4501

コーヒーギフトセット
¥3,540

レギュラーコーヒー豆の詰め合わせ
セット。組み合わせは変更可能です。

2F

最上屋
tel.0258-36-1304

羊羹3種詰合せ
¥3,424 （３本入）

沖縄産黒糖を使った黒羊羹と、北海道
産白小豆入り小倉羊羹、塩羊羹をセッ
トにしました。

越後のれん街

山岡屋
tel.0258-36-1304

たちばな24号
¥3,370 （24個入）

素材本来の味わいを引き出すよう
に、職人が一つ一つ手作りしました。

越後のれん街

司 生林堂
tel.0258-36-1304

焼菓子詰合せ
¥3,468 （16個入）

厳選した梅や栗を使用した上品で
やさしい甘さのお菓子。ご贈答に最
適です。

越後のれん街

紅屋重正
tel.0258-36-1304

紅屋の銘菓詰合  大
¥3,240 （13個入）

ミニカステラ5個、無花果フィナン
シェ2個、ちょこっと2個、どら焼
2個、蒸しどらや2個。

越後のれん街

越乃雪本舗大和屋
tel.0258-36-1304

栗甘美とこしひかりサブレ詰合せ
¥3,348

人気の「栗甘美」と「こしひかりサブレ」の詰合
せ。素材のおいしさが光ります。

越後のれん街

西盛屋
tel.0258-36-1304

どら焼詰合せ
¥3,920 （25個入）

西盛屋の人気商品「どら焼」を5種類
25個詰め合わせました。

越後のれん街

大阪屋
tel.0258-36-1304

葡萄紀行
¥3,294 （16個入）

上質な蒸留酒にじっくり漬け込んだ
レーズンを、口どけの良いクッキーで挟
みました。

越後のれん街

長岡銘品の館 ぽんしゅ館
tel.0258-94-4313

ぽんしゅ館オリジナルギフト
¥3,518

ぽんしゅ館の人気商品をまとめたオリ
ジナルギフトセットです。

2F ※下記の商品のみ
　無料配送の対象となります。指定商品のみ無料配送

雪国れんが6個入、綿雪タルト6個入、
酒フィナンシェ4個

九州屋
tel.0258-86-5360

長野県 安曇野産
サンふじりんご
¥5,400 （5kg 1箱）
旬の蜜入りりんごです。
お歳暮におすすめです。

1F ※クール便は別途代金を頂戴致します。

とんかつ新宿さぼてん　tel.0258-34-6193

三元麦豚
ロースかつ&ひとくちヒレかつ
セット　¥4,492

さぼてんブランド三元麦豚ロースカツと上品
な味わいのヒレ肉がお楽しみいただけます。

1F

ロースかつ 135g2枚×2、ひとくちヒレかつ
45g4枚×2、小袋ソース 25g×6

竹徳かまぼこ
tel.0258-34-8080

しんじょう詰合せ
¥3,240 （8個入）

素材にこだわった、ふんわり食感のしんじょう
が4種入った竹徳人気のギフトセットです。

1F

煮玉子×2個、甘海老×2個、
カニ×2個、海老×2個 

フレッシュはな正　
tel.0258-94-5187

シクラメン
¥3,300

冬を代表する人気で可憐なお花で
す。玄関などに飾っても素敵です。

1F
※会員様は3,300円（税込）以上、
　会員様以外は5,500円（税込）以上
　お買い上げで全国無料配送。

※写真の商品は数に限りがございます。
　品切れの際はご容赦願います。 
※写真はイメージです。 
※掲載各店では、この他にもギフト商品を
　豊富にご用意しております。 
※価格は全て税込みです。
※掲載情報は11月14日（日）時点の情報です。
　掲載内容は予告なく変更となる場合が
　ございます。詳しくはお問い合わせください。

期間中、下記対象店舗のうち1店舗によるお会計がJRE POINT会員様は3,240円（税込）以上、
会員様以外は5,400円（税込）以上で（送り先1カ所、1個口あたり）配送料全国無料にて承ります。

※配送商品サイズは、普通便が3辺合計200cm・重さ30kgまで、クール便が3辺合計120cm・重さ15kgまでとなります。 ※無料配送サービス対象外商品のある店舗がござい
ますのでご了承ください。 ※お買い上げ店舗での配送商品の梱包に、他店舗商品やその他品物を一緒に入れることはできませんのでご了承ください。 ※詳しくは店舗にて
ご確認ください。※一部条件が異なる店舗がございます。

0258-36-7770
（問い合わせ時間 9：00～17：30）   

https://jenic.jp/cocolo/?sc_name=nagaoka

TEL

URL

1F 一部有料配送 ※常温品は無料。
※クール便は一律500円。1F 一部有料配送 ※お酒を発送の場合一律330円。

※クール便は220円頂戴致します。

※詳しくはHPをご覧ください。


