
※背景が黄色の店舗はチラシ未掲載店舗です。 2020/7/16

並替用 販売 加盟店名 地区名

1 化粧品のくしや 本町１

2 十日町タクシー（株） 本町１

3 いづみや 本町１

4 メンズショップ　アカクラ 本町１

5 ★ 朝日堂 本町１

6 スナック　ボトムズアップ 本町１

7 床屋　なおい 本町１

8 のとや 本町２

9 十交タクシー 本町２

10 前菜屋　たんと 本町２

11 ホテル＆ダイニング　しみず 本町２

12 ラポート十日町 本町２

13 みのや食堂 本町２

14 カットサロン２０１１ 本町２

15 ★ （株）滝沢印刷・文具館タキザワ 本町２

16 飯塚テレビ電化 本町２

17 伊勢屋茶舗 本町２

18 たかはし理容室 本町２

19 ブティック　ロマン 本町３

20 月見屋 本町３

21 ５２９ハンバーガー 本町３

22 大清商店 本町３

23 サバス 本町３

24 ガトータカダヤ 本町３

25 中央印刷所山内商店 本町３

26 いかりや 本町３

27 桃林堂 本町３

28 美容室SORA 本町３

29 ★ みさ伝 本町４

30 阿部善 本町４

31 理容たかはし 本町４

32 ZIKKA食堂 本町４

33 だいにんぐ　遊らく 本町４

34 レストランオガワヤ　本町店 本町４

35 勝坊 本町４

36 越後十日町小嶋屋　本店 本町４

37 花鳥 本町４

十日町地域



38 風花 本町４

39 青山商店本町店 本町４

40 寿司源 本町４

41 スタジオ　クイック 本町４

42 ラーメン　クマ 本町５

43 太古八 本町５

44 魚沼ホルモン亭 純ちゃん 本町５

45 お料理処　たか橋 本町５

46 レストラン　玄海 本町５

47 十日町産業文化発信館　いこて 本町５

48 (有)西野電化 本町５

49 (株)カネカ樋口金物店 本町５

50 （株）ムラオ 本町６

51 ★ クロステン越後妻有おみやげ館 本町６

52 クロステン和の小函 本町６

53 セブンイレブン十日町本町店 本町６

54 （株）村山商会　十日町中央給油所 本町６

55 キナーレ明石の湯 本町６

56 越後妻有里山現代美術館キナーレ 本町６

57 越後しなのがわバル 本町６

58 キナーレミュージアムショップ 本町６

59 つまり食堂 本町６

60 越後妻有のごちそう家　ごったく 本町６

61 お食事処　あじよし 本町６

62 （株）青柳　和國-WAPON- 本町６

63 口福餃子 本町６

64 （有）カネコ写真館 袋町東

65 貸衣裳　装宴　十日町店 袋町中

66 理容　床清 袋町中

67 日本料理　まえじま 袋町中

68 くい処　しせんえん 寿町４

69 ★ ヤナショウ 高田町１

70 かやもり商店 高田町１

71 ダイニング　成ル 高田町１

72 ホルモン焼　ヨシダヤ 高田町１

73 夢生 高田町１

74 マリーナ 高田町１

75 （有）イトー楽器 高田町１

76 かみつね 高田町１

77 でんきのデンデンムシ 高田町１

78 小島寿し 高田町１



79 らーめん専科　たかみち 高田町１

80 （同）丸越 高田町１

81 ミジョット 高田町１

82 南甫園 高田町２

83 casa di R 高田町２

84 はしみや畳店 高田町２

85 （株）片桐寅蔵商店 高田町２

86 （有）花せん 高田町３

87 ★ しみず薬局本店 高田町３

88 和洋菓子　きさらぎ 高田町３

89 セブンイレブン十日町高田店 高田町３

90 松乃寿司高田町店（お持ち帰り寿司専門店） 高田町３

91 キッチン＆コーヒー　煉瓦亭 高田町３

92 蕎麦＆だいにんぐ　にし乃 高田町３

93 炭火焼き肉　かちかち山 高田町３

94 ㈱山松商店十日町高田町給油所 高田町３

95 双鷹亭 高田町３

96 太湖飯店 高田町３

97 (有）庭野スポーツ 高田町３

98 ㈱みらい 高田町３

99 ヒノデヤ 高田町３

100 ★ （有）宮幸酒店 昭和町１

101 Ribbon café 昭和町１

102 カメラショップユザワ　十日町店 昭和町１

103 カレー番紅花 昭和町１

104 たきい衣料店 昭和町２

105 勝又薬局 昭和町２

106 割烹　まるすい 昭和町３

107 オーム電機商会 昭和町３

108 HAIR Vanilla 昭和町３

109 手しごとｃａｆｅ青山 昭和町３

110 バー　リューク 昭和町３

111 明石交通(株) 昭和町３

112 eプラザ　十日町店 昭和町４

113 タナカクマキチ。 昭和町４

114 （株）松喜屋 昭和町４

115 鮨かわ田 昭和町４

116 大将亭 昭和町４

117 酒菜家　旬 昭和町４

118 ラウンジ　蓮 昭和町４

119 東寿司 昭和町４



120 土竜 -mogura- 西寺町

121 文よし 七軒町

122 割烹　入舟 七軒町

123 弥八 七軒町

124 和風スナック　京香 七軒町

125 花田 泉町

126 ハトモ理容室 泉町

127 スマイルアップ整体院 加賀糸屋町

128 松乃寿司 加賀糸屋町

129 北京 加賀糸屋町

130 喰い処　豊吉 関口樋口町

131 焼肉　ひゃら 関口樋口町

132 共立観光（株） 駅通り

133 パン工房スマイルD 駅通り

134 酒のいまい 駅通り

135 魚沼ブラザー 駅通り

136 ヘアーメイク　ヤマダ 駅通り

137 マルヤマ呉服店 駅通り

138 晩酌処　やきとり鳥太 駅通り

139 炭火焼肉　彩 駅通り

140 天ぷら　志天 駅通り

141 焼とん　丸天 駅通り

142 木村屋駅通り本店 駅通り

143 宮沢荒物店 駅通り

144 繁蔵　田麦そば 駅通り

145 居酒屋　信濃衣 駅通り

146 焼肉の店　かしわ 駅通り

147 ばるばる 駅通り

148 (株)島田薬局 駅通り

149 めがね工房　ハトヤ 駅通り

150 記念ホール 駅通り

151 カフェ酒場SHIGE 駅通り

152 トップノッチスペース　ザ・グリム 駅通り

153 ○達商店 駅通り

154 やきとり大吉 駅通り

155 レストランオガワヤ　リオン店 旭町

156 （一社）十日町市観光協会 旭町

157 あさひ薬品 旭町

158 メガネ・補聴器　オプトニワノ 旭町

159 サウンド・エース 旭町

160 食楽空間　だぼる 西浦町西



161 (有)丸仁鮮魚店 稲荷町１

162 情熱酒場トガリ 稲荷町１

163 絹都・コモド 稲荷町２

164 理容　フタバ 稲荷町３

165 (株)サンウッド新潟　十日町営業所 稲荷町３

166 トラットリア　ペペロッソ 稲荷町３

167 さくらや 稲荷町３

168 フランス菓子　ルミエール 稲荷町３

169 すし海道　十日町店 稲荷町４

170 総菜屋　ももたろう 西本町１

171 食彩和食　河津 西本町２

172 まるきや 八幡田町

173 セブンイレブン十日町西店 下川原町

174 （株）井ノ川タイヤ工業所 下川原町

175 三勝美容室本店 神明町

176 スタジオJ2 神明町

177 スナックさやか 学校町１

178 美波リンパケアセンター 水野町

179 モダン食堂　KICHI 若宮町

180 エプロンショップ＆カフェ　プラム 若宮町

181 小川電機商会 田中町西

182 パブ　ホワイトシャトー 田中町

183 きっちん　愚留米 田中町本通り

184 和食割烹　網元　なか田 田中町本通り

185 スナック　ZERO 田中町本通り

186 （有）樋口水道 上川町

187 どさん　117号店 上川町

188 より処　春ん家 田川町

189 大島自動車（株）ジェミニオート十日町 新座

190 スポーツハウスN 新座

191 まるかつ商店 新座

192 （株）トックス 新座

193 ファミリーフード　さかえや 新座

194 さつき惣菜 新座

195 衣料のかみしん 新座

196 クライミングジムCLUTCH 新座

197 割烹　志保川 本町７

198 リフォーム専門店（株）アフター 四日町新田

199 でんきと住まいのユニックイワサキ 四日町新田

200 (株)まさ美や 四日町新田

201 居酒屋くらくら 四日町新田



202 パールモータース 四日町新田

203 三洋自動車（株） 南新田町

204 中国料理　天山 南新田町

205 食事＆喫茶　ポエム 南新田町

206 スズキ電機 南新田町

207 （株）美佐伝 四日町

208 レストラン　ブアソン・フォレ 四日町

209 麺日和　そらや 四日町

210 （株）カーショップみなみ 四日町

211 割烹やまだ屋 四日町

212 ファミリーマート メルシー中条 北原

213 民宿　萬代 中条

214 酒好場　ねこのて 中条

215 (株)フラワーホーム 中条

216 まんぷく食堂 中条

217 割烹若松屋 中条

218 （有）地酒のやなぎ 中条

219 セブンイレブン十日町中条店 中条中町

220 理容　ハナノヤ 中条中町

221 農家民宿　茅屋や 三ツ山

222 松沢オート 川治

223 セブンイレブン十日町川治店 川治

224 食楽苑　生藏 川治

225 ボディーワークス 川治

226 ほてい家 川治

227 ハヤマ荘 川治

228 サイクルショップ　ムラヤマ 川治

229 ファミリーマート メルシー川治 川治

230 大又食品 川治

231 ケーキハウス　アプリコット 妻有町東

232 まさもと 妻有町西

233 かづや食堂 妻有町西

234 セブンイレブン十日町高山店 高山

235 ㈱山松商店十日町バイパス給油所 高山

236 博栄自動車販売（株） 高山

237 カフェレストラン　りんご亭 高山２

238 市場食堂 麺屋 ふゆき 高山３

239 鎌田養鶏直売所　たまご畑　とおかまち店 美雪町

240 つけ麺酒家 SAKURA 美雪町

241 居酒屋　だっくす 桜木町

242 (株)倉沢石油 春日町３



243 イズミ理容所 高田町４

244 (有)佐野写真館 高田町６

245 利工モータース 高田町６

246 （株）ケンベイミユキ 高田町６

247 （株）村熊商店 高田町６

248 （株）庭野電機商会 高田町６

249 ★ リフォームムラヤマ 高田町６

250 （株）共和自動車 高田町６

251 （株）玉垣製麺所 高田町６

252 十日町自動車（株） 高田町６

253 (株)岡村自動車 高田町６

254 ラポート十日町　葬祭センター 高田町６

255 四季彩館　ベジぱーく　食い処「みちく彩」 高田町６

256 四季彩館　ベジぱーく　直売所 高田町６

257 四季彩館　ベジぱーく　米かりー 高田町６

258 JA十日町　営農生活センター　生産資材店舗 高田町６

259 ハリカ十日町店・スーパーV十日町店 高田町６

260 スポーツプラザ　エビスヤ 下島

261 てーぶるくろす十日町店 下島

262 ★ メガネ・補聴器　ミヤコヤ 下島

263 宝石・時計　ミヤコヤ 下島

264 ぬりぎ仏壇店 下島

265 セブンイレブン十日町下島店 下島

266 越後十日町小嶋屋　和亭 下島

267 ぴっとランドＣａｒエル十日町 下島

268 ぴっとランド十日町農機センター 下島

269 ぴっとランド十日町給油所 下島

270 らぽーとランド　花＆レストラン 下島

271 ラポートトラベルセンター 下島

272 パルみかわや 下島

273 木村屋妻有SC店 下島

274 万太郎ラーメン 下島

275 魚沼の里　芳屋 山本町

276 メトロ美容室 山本町

277 林屋商店 山本町

278 （株）山田屋商店 山本町

279 葵寿司 山本町

280 焼肉　一囍 山本町

281 （株）髙橋クリーニング店 山本町

282 川治米店 山本町

283 セキヨシ十日町サービスステーション 千歳町



284 サンタ・クリエイト 千歳町

285 パスタ＆ダイニング　アーリオ 千歳町

286 セブンイレブン十日町千歳町２丁目店 千歳町２

287 ブロンズバック 千歳町１

288 美容室　ラ・ヴィ 千歳町２

289 和の風 千歳町３

290 麺や新平 寿町１

291 (有)マルミ電化サービス 寿町１

292 ヘアステージ　プチエール 寿町２

293 ★ クラージュ・大勇家具 寿町３

294 きもの絵巻館 寿町３

295 （株）田村自動車 河内町

296 ルートショップ　川原屋 八箇

297 旨一食堂 八箇

298 壱番館 八箇

299 まるにし食堂 八箇

300 和泉軒本店 小泉

301 沖見屋商店 北鐙坂

302 沢新商店 北鐙坂

303 居酒屋　酔笑 北鐙坂

304 そばの郷　Abuzaka 南鎧坂

305 絵本と木の実の美術館 鉢

306 長谷川石油（株） 下条１

307 Hair Salon Faln 下条１

308 喜久末 下条２

309 山田建工(株) 下条２

310 （株）シーエス十日町 下条３

311 セブンイレブン十日町下条店 下条３

312 美容室　プラネット 下条４

313 源太寿司 下条４

314 Ａコープ　下条店 下条４

315 （有）水落住建 下条４

316 （資）大塚屋商店 下条４

317 クラッチ　ヘアデザイン 下条４

318 カフェ＆レストラン　ブーメル 下組

319 eプラザ　ひらさわ店 下条本町

320 うおつね会館 下条本町


