
共通券のみ使用可能な店舗

受付
番号

店舗地域 店舗地区 登録店名 業種

1 六日町地域 六日町地区 イオン 六日町店 小売

2 六日町地域 六日町地区 ドラックトップス六日町店 小売

3 六日町地域 六日町地区 原信 六日町店 小売

4 六日町地域 六日町地区 メガネのいおか六日町店 小売

5 六日町地域 六日町地区 越後秘蔵麺 無尽蔵 六日町家 飲食

6 塩沢地域 塩沢地区 セブン-イレブン南魚沼竹俣新田店 小売

7 塩沢地域 塩沢地区 原信 塩沢店 小売

共通券・限定券どちらも使える店舗

受付
番号

店舗地域 店舗地区 登録店名 業種

1 大和地域 東地区 LAD 小売

2 大和地域 東地区 エリアマックス 小売・その他

3 大和地域 東地区 亀新薬店 小売

4 大和地域 東地区 株式会社 越季 小売

5 大和地域 東地区 越三商店 小売

6 大和地域 東地区 ショッピングセンターとだ 小売

7 大和地域 東地区 東軒 飲食

8 大和地域 東地区 北乃宿 飲食

9 大和地域 東地区 菜館 飲食

10 大和地域 東地区 そばの華 飲食

11 大和地域 東地区 ちょいのまタイム 飲食

12 大和地域 東地区 肉処 バッファロー 飲食



13 大和地域 東地区 ニューあおき 飲食

14 大和地域 東地区 八海山麓サイクリングターミナル 飲食・その他

15 大和地域 東地区 まつよしや 飲食

16 大和地域 東地区 木津醸造所 その他

17 大和地域 東地区 くるまの今井 その他

18 大和地域 東地区 じび栄 その他

19 大和地域 東地区 ヤマト設備 その他

20 大和地域 浦佐地区 KITCHEN片山 小売

21 大和地域 浦佐地区 株式会社 アグリコア 越後ワイナリー 小売

22 大和地域 浦佐地区 アグリセンター大和 小売

23 大和地域 浦佐地区 井口商店 小売

24 大和地域 浦佐地区 （株）伊勢新石油 小売

25 大和地域 浦佐地区 伊勢屋酒店 小売

26 大和地域 浦佐地区 浦佐管理物産 株式会社 ENEOS大和給油所 小売

27 大和地域 浦佐地区 門山電機店 小売

28 大和地域 浦佐地区 亀新薬店 小売

29 大和地域 浦佐地区 北村造花生花店 小売・その他

30 大和地域 浦佐地区 株式会社 キューピット大和 小売

31 大和地域 浦佐地区 株式会社 小島米穀 小売

32 大和地域 浦佐地区 セブン-イレブン浦佐駅前店 小売

33 大和地域 浦佐地区 株式会社 高崎屋 小売

34 大和地域 浦佐地区 （資）玉屋菓子店 小売

35 大和地域 浦佐地区 でんきの鈴木 小売

36 大和地域 浦佐地区 農畜産物直売所 あぐりぱーく八色 小売

37 大和地域 浦佐地区 バーゼル 小売

38 大和地域 浦佐地区 坂勝商店 小売



39 大和地域 浦佐地区 福井屋種苗店 生花 花クラブ 小売

40 大和地域 浦佐地区 ホームセンター ウラサ 小売

41 大和地域 浦佐地区 丸三時計眼鏡店 小売

42 大和地域 浦佐地区 丸屋商店 小売

43 大和地域 浦佐地区 都屋商店 小売

44 大和地域 浦佐地区 洋品と呉服 上吉 小売

45 大和地域 浦佐地区 AKO café 飲食

46 大和地域 浦佐地区 Live Café LEON 飲食

47 大和地域 浦佐地区 味処えづみや 飲食

48 大和地域 浦佐地区 居酒屋一坊 飲食

49 大和地域 浦佐地区 イタリアン ダイニング マルタ 飲食

50 大和地域 浦佐地区 一品料理 瓢 飲食

51 大和地域 浦佐地区 浦佐ホテルオカベ おもてなし部 飲食

52 大和地域 浦佐地区 お食事処いざよい 飲食

53 大和地域 浦佐地区 ジェラート工房ヤミー 飲食

54 大和地域 浦佐地区 寿司 清鱗 飲食

55 大和地域 浦佐地区 寿し花 飲食

56 大和地域 浦佐地区 スナックゲレンデ 飲食

57 大和地域 浦佐地区 たもん荘 飲食・その他

58 大和地域 浦佐地区 菜穂路 飲食

59 大和地域 浦佐地区 ハウス55のあのあ 飲食

60 大和地域 浦佐地区 パブスナック ハッピー 飲食

61 大和地域 浦佐地区 ビストロリール 飲食

62 大和地域 浦佐地区 ファミリーダイニング 小玉屋 飲食

63 大和地域 浦佐地区 夕飯も晩酌も 居酒屋 田中屋 飲食

64 大和地域 浦佐地区 旅館てじまや 飲食・その他



65 大和地域 浦佐地区 レストラン葡萄の花 飲食

66 大和地域 浦佐地区 rosa azul その他

67 大和地域 浦佐地区 （株）浦佐タクシー その他

68 大和地域 浦佐地区 浦佐ホテルオカベ その他

69 大和地域 浦佐地区 （資）大平クリーニング店 その他

70 大和地域 浦佐地区 大竹クリーニング店 その他

71 大和地域 浦佐地区 さくらタクシー その他

72 大和地域 浦佐地区 サロンドフルベール浦佐店 その他

73 大和地域 浦佐地区 やまとタクシー その他

74 大和地域 浦佐地区 理容 Y's HAIR その他

75 大和地域 大崎地区 魚沼プロパン 株式会社 小売

76 大和地域 大崎地区 さのや金物店 小売

77 大和地域 大崎地区 サンダースとぴあ 小売

78 大和地域 大崎地区 トゥ－ジュール・エイセンドウ 小売・飲食

79 大和地域 大崎地区 仲源商店 小売

80 大和地域 大崎地区 南雲輪店 小売

81 大和地域 大崎地区 はらぜん 小売

82 大和地域 大崎地区 目長酒店 小売

83 大和地域 大崎地区 大崎八海そば松よし 大崎本店 飲食

84 大和地域 大崎地区 割烹藤屋 飲食

85 大和地域 大崎地区 寿苑 飲食

86 大和地域 大崎地区 スナックTIARA 飲食

87 大和地域 大崎地区 宮野屋 飲食

88 大和地域 大崎地区 好寿司 飲食

89 大和地域 大崎地区 龍寿し 飲食

90 大和地域 大崎地区 hair-make room仙桃 その他



91 大和地域 大崎地区 中沢車体 その他

92 大和地域 大崎地区 ヘアー・リラックス コスギ その他

93 大和地域 大崎地区 株式会社やまと食品 その他

94 大和地域 薮神地区 ｅプラザ南魚沼店 小売

95 大和地域 薮神地区 青木商店 小売

96 大和地域 薮神地区 遠藤石油 株式会社 小売

97 大和地域 薮神地区 小桝屋商店 小売

98 大和地域 薮神地区 酒屋 初世 小売

99 大和地域 薮神地区 酒みやこ屋 小売

100 大和地域 薮神地区 新保屋商店 小売

101 大和地域 薮神地区 セブン-イレブン中越大和南店 小売

102 大和地域 薮神地区 パティスリー アローイ 小売

103 大和地域 薮神地区 ヤマザキストアー 小売

104 大和地域 薮神地区 Izakayaとなり 飲食

105 大和地域 薮神地区 喜楽 飲食

106 大和地域 薮神地区 すし勝 飲食

107 大和地域 薮神地区 ヘヴンズカフェ 飲食

108 大和地域 薮神地区 廻る すし道楽 浦佐店 飲食

109 大和地域 薮神地区 ラーメンキッチン雪ケ谷 飲食

110 大和地域 薮神地区 ラーメンみつや 飲食

111 大和地域 薮神地区 MBC（有）マネジメントビジネスコンサルタント その他

112 大和地域 薮神地区 NORTH hairsalon その他

113 大和地域 薮神地区 star field MOTOR GALLERY その他

114 大和地域 薮神地区 グリーン代行 その他

115 大和地域 薮神地区 サロン・プラーナ その他

116 大和地域 薮神地区 サロンド Bee その他



117 大和地域 薮神地区 上越典礼（株） その他

118 大和地域 薮神地区 真栄自動車 その他

119 大和地域 薮神地区 有限会社 千喜良板金 その他

120 大和地域 薮神地区 有限会社 行方木工所 その他

121 大和地域 薮神地区 ハウスドクターコマ その他

122 大和地域 薮神地区 フーレセラピーシフォン その他

123 六日町地域 城内地区 セブン-イレブン南魚沼泉店 小売

124 六日町地域 城内地区 千年こうじや本店 小売

125 六日町地域 城内地区 つつみや八蔵 小売

126 六日町地域 城内地区 八海山雪室 小売

127 六日町地域 城内地区 ファミリーマートAコープ城内店 小売

128 六日町地域 城内地区 ファミリーマートAコープ麓店 小売

129 六日町地域 城内地区 大和屋 小売

130 六日町地域 城内地区 リカーショップ猿倉山 小売

131 六日町地域 城内地区 リトルエム 小売・飲食

132 六日町地域 城内地区 リトルエム アンドフォレスト 小売・飲食

133 六日町地域 城内地区 猿倉山ビールバー 飲食

134 六日町地域 城内地区 すし割烹 瑞賢 飲食

135 六日町地域 城内地区 スナック よしみ 飲食

136 六日町地域 城内地区 そば屋 長森 飲食

137 六日町地域 城内地区 八海山泉ヴィレッジ 飲食

138 六日町地域 城内地区 松葉屋 会席・仕出し 居酒屋風ダイニング 飲食

139 六日町地域 城内地区 万福亭 飲食

140 六日町地域 城内地区 焼肉寄席 まるせい 飲食

141 六日町地域 城内地区 八ツ峰養魚 飲食

142 六日町地域 城内地区 pet salon moff その他



143 六日町地域 城内地区 あさひ その他

144 六日町地域 城内地区 いずみ代行 その他

145 六日町地域 城内地区 整体院・楽 その他

146 六日町地域 城内地区 （株）ナグモヤ その他

147 六日町地域 城内地区 番匠 その他

148 六日町地域 城内地区 ペンション わかい その他

149 六日町地域 大巻地区 Aコープ大巻店 小売

150 六日町地域 大巻地区 （有）石田電機商会 小売

151 六日町地域 大巻地区 イズミヤデンキ 小売

152 六日町地域 大巻地区 （有）扇屋商店 小売

153 六日町地域 大巻地区 大阪屋五日町国道店 小売

154 六日町地域 大巻地区 桐生文具店 小売

155 六日町地域 大巻地区 塩川自転車店 小売

156 六日町地域 大巻地区 全米が泣いた日 小売

157 六日町地域 大巻地区 大門屋酒店 小売

158 六日町地域 大巻地区 新堀屋商店 小売

159 六日町地域 大巻地区 華福合同会社 小売

160 六日町地域 大巻地区 福井屋菓子店 小売

161 六日町地域 大巻地区 フローリストたかの 本店 小売

162 六日町地域 大巻地区 孫右衛門 小売

163 六日町地域 大巻地区 丸紀屋 小売

164 六日町地域 大巻地区 （株）ヤギカナ 小売

165 六日町地域 大巻地区 味・酒処 いからし 飲食

166 六日町地域 大巻地区 居酒屋・寿司 江戸 飲食

167 六日町地域 大巻地区 大崎八海そば松よし 寺尾店 飲食

168 六日町地域 大巻地区 割烹旅館 いろは亭 飲食



169 六日町地域 大巻地区 カフェ ウエスト 飲食

170 六日町地域 大巻地区 川佳 飲食

171 六日町地域 大巻地区 喫茶ぴぁ～ちぇ 飲食

172 六日町地域 大巻地区 久兵衛 飲食

173 六日町地域 大巻地区 城山本店 飲食

174 六日町地域 大巻地区 日本料理 吉原屋 飲食

175 六日町地域 大巻地区 富士乃家あのそー俺そー 飲食

176 六日町地域 大巻地区 みなみ寿司 飲食

177 六日町地域 大巻地区 麺屋 奥右衛門 飲食

178 六日町地域 大巻地区 やまなみ 飲食

179 六日町地域 大巻地区 李さんの食堂（移動販売車） 飲食

180 六日町地域 大巻地区 （有）若松屋商店 飲食

181 六日町地域 大巻地区 サラ ヘアーメイク その他

182 六日町地域 大巻地区 鍼灸・マッサージ 重兵衛 その他

183 六日町地域 大巻地区 ニューウェーブｍ その他

184 六日町地域 大巻地区 野沢板金 その他

185 六日町地域 大巻地区 ヒロオートサービス その他

186 六日町地域 大巻地区 孫右衛門 その他

187 六日町地域 大巻地区 六日町自動車学校 その他

188 六日町地域 大巻地区 （有）大和自動車整備工場 その他

189 六日町地域 五十沢地区 Aコープ五十沢店 小売

190 六日町地域 五十沢地区 しゃくなげ観光センター 小売・飲食

191 六日町地域 五十沢地区 セブン-イレブン南魚沼二日町店 小売

192 六日町地域 五十沢地区 泉住 小売

193 六日町地域 五十沢地区 戸田薬局 小売

194 六日町地域 五十沢地区 富山電気（株） 小売



195 六日町地域 五十沢地区 やまちくショップ 小売

196 六日町地域 五十沢地区 一品楼 飲食

197 六日町地域 五十沢地区 割烹 かねせ 飲食

198 六日町地域 五十沢地区 スナックぷらすワン 飲食

199 六日町地域 五十沢地区 茶屋 千両 飲食

200 六日町地域 五十沢地区 華福 飲食

201 六日町地域 五十沢地区 （有）青木建設 その他

202 六日町地域 五十沢地区 五十沢温泉 ゆもとかん その他

203 六日町地域 五十沢地区 大平自動車 その他

204 六日町地域 五十沢地区 桑原自動車 その他

205 六日町地域 五十沢地区 小宮山指圧治療院 その他

206 六日町地域 五十沢地区 新潟自動車販売 その他

207 六日町地域 六日町地区 AOKIKAEN 六日町本店 小売

208 六日町地域 六日町地区 auショップ六日町 小売

209 六日町地域 六日町地区 Co-star・コースター 小売

210 六日町地域 六日町地区 HIGH PUSH 小売

211 六日町地域 六日町地区 アーバンウェア トム 小売

212 六日町地域 六日町地区 アウトドア雑貨のお店 ゾンネ 小売

213 六日町地域 六日町地区 アグリセンター六日町 小売

214 六日町地域 六日町地区 （有）足髙本店 小売

215 六日町地域 六日町地区 （有）今成薬局 小売

216 六日町地域 六日町地区 お菓子工房 ヴィシー 小売

217 六日町地域 六日町地区 おかしとおやき ことう 小売

218 六日町地域 六日町地区 鹿島燃料 小売

219 六日町地域 六日町地区 カツダ眼鏡院 小売

220 六日町地域 六日町地区 勝又呉服店 小売



221 六日町地域 六日町地区 金城酒販（有） 小売

222 六日町地域 六日町地区 （有）グリーンライフきむら 小売

223 六日町地域 六日町地区 小池はきもの店 小売

224 六日町地域 六日町地区 孝泉堂 小売

225 六日町地域 六日町地区 （株）コーポレーション森 小売

226 六日町地域 六日町地区 （有）コマツ電気六日町店 小売

227 六日町地域 六日町地区 サイクルショップさとう 小売

228 六日町地域 六日町地区 桜井酒店 小売

229 六日町地域 六日町地区 ざっか VORTEX 小売

230 六日町地域 六日町地区 雑貨と洋服やさんハイネ・アシカガヤ 小売

231 六日町地域 六日町地区 さとう時計店 小売

232 六日町地域 六日町地区 サンダース・ライムライト 小売

233 六日町地域 六日町地区 シミズ商店 小売

234 六日町地域 六日町地区 女性専科ちとせ 小売

235 六日町地域 六日町地区 （有）せき書店 小売

236 六日町地域 六日町地区 セブン-イレブン南魚沼坂戸店 小売

237 六日町地域 六日町地区 セブン-イレブン南魚沼余川店 小売

238 六日町地域 六日町地区 セブン-イレブン六日町駅西店 小売

239 六日町地域 六日町地区 たいかいや 小売

240 六日町地域 六日町地区 （有）大幸 小売

241 六日町地域 六日町地区 たいせいや 小売

242 六日町地域 六日町地区 髙野文照堂印房 小売

243 六日町地域 六日町地区 （株）辰巳屋商店 小売

244 六日町地域 六日町地区 玉河屋 小売

245 六日町地域 六日町地区 チャールストン・ドラマティック 小売

246 六日町地域 六日町地区 ときのや薬局 小売



247 六日町地域 六日町地区 ドコモショップ六日町 小売

248 六日町地域 六日町地区 仲田屋酒店 小売

249 六日町地域 六日町地区 仲田屋商店 小売

250 六日町地域 六日町地区 （有）中俣電装 小売

251 六日町地域 六日町地区 坂西商店 小売

252 六日町地域 六日町地区 ふくや商店 小売

253 六日町地域 六日町地区 フレミン 小売・飲食

254 六日町地域 六日町地区 フローリストたかの イオン店 小売

255 六日町地域 六日町地区 文具館タキザワ六日町店 小売

256 六日町地域 六日町地区 （有）文陽堂 小売

257 六日町地域 六日町地区 まつえんどん 小売

258 六日町地域 六日町地区 マツモト 小売

259 六日町地域 六日町地区 （有）やぶせん 小売

260 六日町地域 六日町地区 やましろや 小売

261 六日町地域 六日町地区 湯本ガソリンスタンド 小売

262 六日町地域 六日町地区 ラ・ブティック セレクション 小売

263 六日町地域 六日町地区 ライフボックス 小売

264 六日町地域 六日町地区 bar aqua（バーアクア） 飲食

265 六日町地域 六日町地区 BAR さぼうる 飲食

266 六日町地域 六日町地区 café×lunch アンパサンド 飲食

267 六日町地域 六日町地区 EVERLASTING 飲食

268 六日町地域 六日町地区 grill and wine じゅー 飲食

269 六日町地域 六日町地区 ryugon café 飲食

270 六日町地域 六日町地区 SANPO CAFÉ 飲食

271 六日町地域 六日町地区 SHOTBAR YAN-T 飲食

272 六日町地域 六日町地区 愛食飯店 飲食



273 六日町地域 六日町地区 あかまつ 飲食

274 六日町地域 六日町地区 あさひ食堂 飲食

275 六日町地域 六日町地区 味の店 京 飲食

276 六日町地域 六日町地区 居心家 飲食

277 六日町地域 六日町地区 居酒屋 たぬき 飲食

278 六日町地域 六日町地区 一八 飲食

279 六日町地域 六日町地区 魚沼イタリアンバル匠 飲食

280 六日町地域 六日町地区 魚沼釜蔵総本店 飲食

281 六日町地域 六日町地区 魚沼炉端焼き 鮮極 飲食

282 六日町地域 六日町地区 オーパス 飲食

283 六日町地域 六日町地区 おもち帰り専門 からあげ・とんかつ「とんから」飲食

284 六日町地域 六日町地区 割烹 くるま 飲食

285 六日町地域 六日町地区 割烹さかど 飲食

286 六日町地域 六日町地区 割烹旅館 日章館 飲食・その他

287 六日町地域 六日町地区 カフェテリアsada波 飲食

288 六日町地域 六日町地区 ケロハウス 飲食

289 六日町地域 六日町地区 四季肴酒家 きなり 飲食

290 六日町地域 六日町地区 旬彩の庄 坂戸城 飲食・その他

291 六日町地域 六日町地区 食ing Bar くう 飲食

292 六日町地域 六日町地区 城山食堂 一本杉店 飲食

293 六日町地域 六日町地区 寿司割烹 八千代 飲食

294 六日町地域 六日町地区 スナック ちいぱっぱ 飲食

295 六日町地域 六日町地区 スナック渚 飲食

296 六日町地域 六日町地区 創作Dining TORAJIRO 飲食

297 六日町地域 六日町地区 大花楼 飲食

298 六日町地域 六日町地区 小さなピザ屋さん KanKan 飲食



299 六日町地域 六日町地区 中華こしじ 飲食

300 六日町地域 六日町地区 ちょこっとお酒 ほんだや 飲食

301 六日町地域 六日町地区 どさん子 六日町店 飲食

302 六日町地域 六日町地区 なにわ茶屋 飲食

303 六日町地域 六日町地区 日本料理 渡松 飲食

304 六日町地域 六日町地区 ニューお肉酒場 俺 オレ ole 飲食

305 六日町地域 六日町地区 飲み処 きな勢 飲食

306 六日町地域 六日町地区 花見月 飲食

307 六日町地域 六日町地区 ハロークック 飲食

308 六日町地域 六日町地区 ピッツァ タルト 飲食

309 六日町地域 六日町地区 風々亭 飲食

310 六日町地域 六日町地区 フードトラック バニタコス 飲食

311 六日町地域 六日町地区 ぶら坊 飲食

312 六日町地域 六日町地区 真心料理 あわざ 飲食

313 六日町地域 六日町地区 廻る すし道楽 六日町店 飲食

314 六日町地域 六日町地区 万盛庵 本店 飲食

315 六日町地域 六日町地区 万盛庵 駅前店 飲食

316 六日町地域 六日町地区 名物串カツ かぶと家 飲食

317 六日町地域 六日町地区 モダンダイニング 与六ぢゃ 飲食

318 六日町地域 六日町地区 もんじゃ・お好み焼 とまつ 飲食

319 六日町地域 六日町地区 焼鳥 ひじり 飲食

320 六日町地域 六日町地区 焼肉ホルモン ブラボー 飲食

321 六日町地域 六日町地区 焼肉屋さかい六日町駅前店 飲食

322 六日町地域 六日町地区 山田屋 飲食

323 六日町地域 六日町地区 ラーメン居酒屋 源 飲食

324 六日町地域 六日町地区 らーめん てつ 飲食



325 六日町地域 六日町地区 らーめんの村 飲食

326 六日町地域 六日町地区 らーめんヒグマ六日町店 飲食

327 六日町地域 六日町地区 ラーメン龍軒 飲食

328 六日町地域 六日町地区 リトル北海道 飲食

329 六日町地域 六日町地区 レストラン イ'ヒロッシェ 飲食

330 六日町地域 六日町地区 れすとらん角 飲食

331 六日町地域 六日町地区 和可奈鮨 飲食

332 六日町地域 六日町地区 （株）ＩＦＣ その他

333 六日町地域 六日町地区 kapalili その他

334 六日町地域 六日町地区 Loyle その他

335 六日町地域 六日町地区 MAXトレーニングGYM その他

336 六日町地域 六日町地区 NPO法人六日町観光協会 その他

337 六日町地域 六日町地区 PET SALON Jun その他

338 六日町地域 六日町地区 ryugon その他

339 六日町地域 六日町地区 YeLo その他

340 六日町地域 六日町地区 いかりや畳店 その他

341 六日町地域 六日町地区 越前屋旅館 その他

342 六日町地域 六日町地区 おぐら美容室 その他

343 六日町地域 六日町地区 共立観光（株）六日町支店 その他

344 六日町地域 六日町地区 金誠舘 グレースコートレアリス その他

345 六日町地域 六日町地区 銀嶺タクシー 株式会社 その他

346 六日町地域 六日町地区 心と体の保養の宿 龍氣 その他

347 六日町地域 六日町地区 （有）新伸代行 その他

348 六日町地域 六日町地区 ダ・フェールイン六日町 その他

349 六日町地域 六日町地区 テルミー美容室駅前店 その他

350 六日町地域 六日町地区 （株）トピアホーム その他



351 六日町地域 六日町地区 ネイルサロン dazzle-kobachi その他

352 六日町地域 六日町地区 半二郎 その他

353 六日町地域 六日町地区 美容室care その他

354 六日町地域 六日町地区 美容室Grace その他

355 六日町地域 六日町地区 美容室アトリエ・クープ その他

356 六日町地域 六日町地区 美容室クリップ その他

357 六日町地域 六日町地区 ヘアエステ RURI その他

358 六日町地域 六日町地区 ほてる木の芽坂 その他

359 六日町地域 六日町地区 まちのクリーニング屋さん 協栄ドライ その他

360 六日町地域 六日町地区 街の掃除屋 星 その他

361 六日町地域 六日町地区 美咲タクシー 株式会社 その他

362 六日町地域 六日町地区 ミツコ美容室 その他

363 六日町地域 六日町地区 （有）六日町ダイコーセンター その他

364 六日町地域 六日町地区 六日町タクシー 株式会社 その他

365 六日町地域 六日町地区 六日町ヒュッテ その他

366 六日町地域 六日町地区 ムーラン理容室 その他

367 六日町地域 六日町地区 湯川長生院 その他

368 六日町地域 六日町地区 余川アリコテニスコート その他

369 六日町地域 六日町地区 龍氣 別館 その他

370 塩沢地域 上田地区 わかまつや 小売

371 塩沢地域 上田地区 有限会社 上田の郷 飲食

372 塩沢地域 上田地区 茶房 酒房 響 飲食

373 塩沢地域 上田地区 茶屋 鹿小屋 飲食

374 塩沢地域 上田地区 にしかた 飲食

375 塩沢地域 上田地区 髪屋 ひらが その他

376 塩沢地域 塩沢地区 アオキ菓子店 小売



377 塩沢地域 塩沢地区 アグリセンターしおざわ 小売

378 塩沢地域 塩沢地区 大津菓子店 小売

379 塩沢地域 塩沢地区 （有）大塚薬局 小売

380 塩沢地域 塩沢地区 オプティック・ヤマザキ 小売

381 塩沢地域 塩沢地区 菓子杜氏 喜太郎 小売

382 塩沢地域 塩沢地区 金沢屋酒店 小売

383 塩沢地域 塩沢地区 桑原商店 小売

384 塩沢地域 塩沢地区 （有）コマツ電気塩沢店 小売

385 塩沢地域 塩沢地区 サトウスポーツ 小売

386 塩沢地域 塩沢地区 塩沢きもの ちどりや 小売

387 塩沢地域 塩沢地区 塩沢つむぎ記念館 小売

388 塩沢地域 塩沢地区 塩澤米穀 株式会社 小売

389 塩沢地域 塩沢地区 塩澤米穀 株式会社 シオベイ塩沢（スタンド） 小売

390 塩沢地域 塩沢地区 スーパーⅤ六日町店 小売

391 塩沢地域 塩沢地区 スーパーはりまや 本店 小売

392 塩沢地域 塩沢地区 セブン-イレブン中越塩沢中央店 小売

393 塩沢地域 塩沢地区 高正洋装店 小売

394 塩沢地域 塩沢地区 髙橋自転車店 小売

395 塩沢地域 塩沢地区 常山寝具 小売

396 塩沢地域 塩沢地区 でんきと住まいの かむ 小売

397 塩沢地域 塩沢地区 ハリカ六日町店 小売

398 塩沢地域 塩沢地区 ホームマートおおつか塩沢店 小売

399 塩沢地域 塩沢地区 松月 小売

400 塩沢地域 塩沢地区 （有）むろはし 小売

401 塩沢地域 塩沢地区 レディースファッション 現代 小売

402 塩沢地域 塩沢地区 ワークマン魚沼店 小売



403 塩沢地域 塩沢地区 （有）ワタキン 小売

404 塩沢地域 塩沢地区 居酒屋ひょうたん 飲食

405 塩沢地域 塩沢地区 お食事・小料理 和か竹 飲食

406 塩沢地域 塩沢地区 割烹だいにんぐ みまつ 飲食

407 塩沢地域 塩沢地区 歌謡酒処 銀の雨 飲食

408 塩沢地域 塩沢地区 喰い処.飲み処 とん吉 飲食

409 塩沢地域 塩沢地区 喰処 はなや 飲食

410 塩沢地域 塩沢地区 秋桜亭 飲食

411 塩沢地域 塩沢地区 塩沢そば処 田畑屋 飲食

412 塩沢地域 塩沢地区 （有）塩沢やぶそば 飲食

413 塩沢地域 塩沢地区 株式会社 育味FOODS ピッツェリア薪と石 飲食

414 塩沢地域 塩沢地区 芯菜箸 飲食

415 塩沢地域 塩沢地区 大正や 飲食

416 塩沢地域 塩沢地区 茶寮 Sora 飲食

417 塩沢地域 塩沢地区 どさん子 塩沢店 飲食

418 塩沢地域 塩沢地区 和味亭 飲食

419 塩沢地域 塩沢地区 ひやま 飲食

420 塩沢地域 塩沢地区 まつい食堂 飲食

421 塩沢地域 塩沢地区 廻る すし道楽 塩沢本店 飲食

422 塩沢地域 塩沢地区 拉麺家 さかいや 飲食

423 塩沢地域 塩沢地区 レストランバレーナ 飲食

424 塩沢地域 塩沢地区 レストラン びら館 飲食

425 塩沢地域 塩沢地区 （有）大塚金物店 その他

426 塩沢地域 塩沢地区 貝瀬ドライクリーニング店 その他

427 塩沢地域 塩沢地区 クローバーヘア その他

428 塩沢地域 塩沢地区 塩沢ダイコー その他



429 塩沢地域 塩沢地区 昭和観光 株式会社 旅行センター その他

430 塩沢地域 塩沢地区 髙村建具店 その他

431 塩沢地域 塩沢地区 （有）タカライ・フォト・スタジオ その他

432 塩沢地域 塩沢地区 株式会社 朝陽堂 その他

433 塩沢地域 塩沢地区 株式会社 朝陽堂 牧之通り店 その他

434 塩沢地域 塩沢地区 ひらがクリーニング その他

435 塩沢地域 塩沢地区 まこと整骨院 まこトレ整体院 その他

436 塩沢地域 塩沢地区 マルカタクシー 合資会社 その他

437 塩沢地域 塩沢地区 理容富士 その他

438 塩沢地域 中之島地区 池田屋酒店 小売

439 塩沢地域 中之島地区 魚沼スイーツガーデン ナトゥーラ 小売・飲食

440 塩沢地域 中之島地区 塩沢石油 株式会社 ベルーガ中之島 小売

441 塩沢地域 中之島地区 モトスポーツ金沢 小売

442 塩沢地域 中之島地区 雪国観光センター魚野の里 小売・飲食

443 塩沢地域 中之島地区 Connections Kitchen 飲食

444 塩沢地域 中之島地区 大原食堂 飲食

445 塩沢地域 中之島地区 お食事処 薬師 飲食

446 塩沢地域 中之島地区 上村屋 飲食

447 塩沢地域 中之島地区 嘉路季 飲食

448 塩沢地域 中之島地区 ファミリースナック ちこ 飲食

449 塩沢地域 中之島地区 和風いん越路 飲食

450 塩沢地域 中之島地区 青木硝子 その他

451 塩沢地域 中之島地区 有限会社 塩沢硝子 その他

452 塩沢地域 中之島地区 外山康雄 野の花館 その他

453 塩沢地域 中之島地区 ミミ美容室 その他

454 塩沢地域 石打地区 大沢商店 小売



455 塩沢地域 石打地区 吉兆楽本社 小売

456 塩沢地域 石打地区 塩沢石油 株式会社 ベルーガ塩沢 小売

457 塩沢地域 石打地区 スーパーはりまや 石打店 小売

458 塩沢地域 石打地区 セブン-イレブン中越塩沢南店 小売

459 塩沢地域 石打地区 大丸屋茶舗 小売

460 塩沢地域 石打地区 農産物直売所 四季味わい館 小売

461 塩沢地域 石打地区 フィッシングチロル 小売

462 塩沢地域 石打地区 プチSHOP はりまや スーパープライス店 小売

463 塩沢地域 石打地区 松屋米店 小売

464 塩沢地域 石打地区 みどりや菓子店 小売

465 塩沢地域 石打地区 ラ・ファミーユ中角 小売・飲食・その他

466 塩沢地域 石打地区 石どら 飲食

467 塩沢地域 石打地区 魚沼しあわせ和洋食堂 つばめの巣 飲食

468 塩沢地域 石打地区 カフェ 邪宗門 飲食

469 塩沢地域 石打地区 グリルキッチン 飲食

470 塩沢地域 石打地区 株式会社 育味FOODS かま焚きめしやこめ太郎 飲食

471 塩沢地域 石打地区 食堂関山 飲食

472 塩沢地域 石打地区 新林屋 飲食

473 塩沢地域 石打地区 とまの湯 松寿館 飲食・その他

474 塩沢地域 石打地区 ペンションオズ 飲食・その他

475 塩沢地域 石打地区 レストラン 石亭 飲食

476 塩沢地域 石打地区 あざみ亭 その他

477 塩沢地域 石打地区 石打自動車鈑金 その他

478 塩沢地域 石打地区 石打ユングパルナス その他

479 塩沢地域 石打地区 株式会社 魚沼中央トランスポート その他

480 塩沢地域 石打地区 大沢館 その他



481 塩沢地域 石打地区 スズカ美容室 その他

482 塩沢地域 石打地区 つねさんのとこや その他

483 塩沢地域 石打地区 中ノ湯 その他

484 塩沢地域 石打地区 ノースポイントロッヂ その他

485 塩沢地域 石打地区 丸山温泉 古城館 その他

486 塩沢地域 石打地区 雪の雫 その他


