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販　売 加　盟　店 行　政　区

十日町タクシー㈱ 本町１

化粧品のくしや 本町１

☆ 朝日堂 本町１

いづみや 本町１

メンズショップ　アカクラ 本町１

Omake 本町１

床屋なおい 本町１

美容室カプリス 本町１

伊勢屋茶舗 本町２

十交タクシー 本町２

飯塚テレビ電化 本町２

たかはし理容室 本町２

ホテル＆ダイニングしみず 本町２

☆ ㈱滝沢印刷　文具館タキザワ 本町２

カットサロン2011 本町２

のとや 本町２

ラポート十日町 本町２

みのや食堂 本町２

サバス　 本町３

大清商店 本町３

ブティック　ロマン 本町３

㈲桃林堂 本町３

いかりや 本町３

月見屋 本町３

ガトータカダヤ 本町３

フラワーショップ花幸 本町３

中央印刷所山内商店 本町３

ほぐしの名人　十日町店 本町３

紺屋おしき 本町３

阿部善商店 本町４

レストランオガワヤ　本町店 本町４

だいにんぐ遊らく 本町４

理容　たかはし 本町４

小嶋屋本店 本町４

㈲寿司源 本町４

スタジオクイック 本町４

十 日 町 地 区



☆ みさ伝 本町４

勝坊 本町４

ZIKKA軒 本町４

居酒屋　花鳥 本町４

絆 本町４

風花 本町４

お好み焼もんじゃ焼工房　じょうはち 本町４

お料理処　たか橋 本町５

いこて 本町５

醸燻酒類研究所 本町５

割烹　太古八 本町５

ニシノデンカ 本町５

ラーメン　クマ 本町５

魚沼ホルモン亭　純ちゃん 本町５

レストラン玄海 本町５

プレイオフ 本町６

㈱村山商会　十日町中央給油所 本町６

たんぽぽ（クロステン内） 本町６

キナーレ明石の湯 本町６

口福餃子 本町６

理容オータケ 本町６

遊楽市　十日町店（クロステン内） 本町６

居酒屋牡丹 本町６

スナック彩香 本町６

越後妻有のごちそう家　ごったく 本町６

☆ クロステン　越後妻有おみやげ館 本町６

つまり食堂（クロステン内） 本町６

越後妻有里山現代美術館 MonET 本町６

越後妻有里山現代美術館 MonET ミュージアムショップ 本町６

越後しなのがわバル 本町６

セブンイレブン　十日町本町店 本町６

㈲カネコ写真館 袋町東

日本料理　まえじま 袋町中

ふりそで　ｃｈｉｃ　十日町店 袋町中

理容　床清 袋町中

ジュエリー　YAMADA 袋町西

くい処　しせんえん 寿町４

☆ ヤナショウ商店 高田町１

ダイニング成ル 高田町１



かみつね 高田町１

でんきのデンデンムシ 高田町１

マリーナ 高田町１

ホルモン焼　ヨシダヤ 高田町１

ペットのモノ・ヒトのモノ　ミジョット 高田町１

かやもり商店 高田町１

まるこし 高田町１

㈱片桐寅蔵商店 高田町２

カーサ　ディ　アール 高田町２

南甫園 高田町２

はしみや畳店 高田町２

松乃寿司高田町店（お持ち帰り寿司専門店） 高田町３

㈲花せん 高田町３

㈲庭野スポーツ 高田町３

蕎麦＆だいにんぐ　にし乃 高田町３

☆ しみず薬品 高田町３

煉瓦亭 高田町３

ヒノデヤ 高田町３

セブンイレブン十日町高田店 高田町３

きさらぎ 高田町３

太湖飯店 高田町３

双鷹亭 高田町３

炭火焼き肉　かちかち山 高田町３

㈱みらい印刷 高田町３

㈱山松商店　十日町高田町給油所 高田町3

Ｒｉｂｂｏｎ　ｃａｆｅ 昭和町１

カメラショップユザワ　十日町店 昭和町１

☆ ㈲宮幸酒店 昭和町１

勝又薬局 昭和町２

居酒屋　酔笑 昭和町２

たきい衣料品店 昭和町２

お寺の前のでんきやさん　オーム電機商会 昭和町３

明石タクシー 昭和町３

BAR Ryuk 昭和町３

割烹　まるすい 昭和町３

手しごとｃａｆｅ青山 昭和町３

HAIR　Vanilla（ヘア　バニラ） 昭和町３

スナック　花菱 昭和町３

IZAKAYAそうえもん 昭和町４



鮨　かわ田 昭和町４

和食　松喜屋 昭和町４

ｅプラザ十日町店 昭和町４

酒菜家　旬 昭和町４

東寿司 昭和町４

大将亭 昭和町４

酒菜海鮮　いち炉 昭和町４

土竜　-ｍｏｇｕｒａ- 西寺町

割烹　入舟 七軒町

文よし 七軒町

和風スナック　京香 七軒町

松乃寿司 加賀糸屋町

北京　夜来香 加賀糸屋町

喰いどころ　豊吉 関口樋口町

焼肉　ひゃら 関口樋口町

共立観光 駅通り

パン工房　スマイルＤ 駅通り

宮沢荒物店 駅通り

炭火焼肉　彩 駅通り

記念ホール 駅通り

めがね工房　ハトヤ 駅通り

☆ 木村屋　本店 駅通り

ヘアーメイク　ヤマダ 駅通り

魚沼ブラザー 駅通り

酒のいまい 駅通り

繁蔵　田麦そば 駅通り

晩酌処　やきとり鳥太 駅通り

グリム 駅通り

㈱島田薬局 駅通り

十日町 会席 ゆげ 駅通り

やきとり大吉　十日町店 駅通り

焼肉の店　かしわ　 駅通り

マルヤマ呉服店 駅通り

居酒屋　信濃衣 駅通り

天ぷら　志天 駅通り

焼きとん　丸天 駅通り

おばんざい屋　淳 駅通り

花田　泉町店 泉町

レストランオガワヤ　リオンドール店 旭町



サウンドエース 旭町

メガネ・補聴器のオプトニワノ 旭町

あさひ薬品 旭町

HIRASEI遊TSUTAYA十日町店 旭町

十日町市総合観光案内所　Tocco 旭町

食楽空間　だぼる 西浦町西

会席 丸仁 稲荷町１

食事処なかむら 稲荷町１

きもの絹都（ケント） 稲荷町２

フランス菓子ルミエール 稲荷町３

さくらや 稲荷町３

理容　フタバ 稲荷町３

十日町　福納屋 稲荷町３

ビューティサロン　ビーナス 稲荷町３

イトー楽器 稲荷町３

美容室しるえっと 稲荷町３

トラットリア　ペペロッソ 稲荷町３

株式会社サンウッド新潟　十日町営業所 稲荷町３

すし海道　十日町店 稲荷町４

小川自動車㈱ 西本町１

惣菜屋　ももたろう 西本町１

食彩和食　河津 西本町２

まるきや 八幡田町

セブンイレブン　十日町西店 下川原町

増田輪業㈱ 下川原町

タイヤガーデン　イノカワ 下川原町

自然食ぽのわ 宮下町

ゲストハウス ハチャネ 宮下町

三勝美容室 神明町

スタジオＪ２ 神明町

スナックさやか 学校町

るっくすベレッサ美容室 学校町

エプロンショップ＆カフェ　プラム 若宮町

モダン食堂　ＫＩＣＨＩ 若宮町

小川電機商会 田中町

和食割烹　網元なか田 田中町

きっちん愚留米 田中町

スナック　ZERO 田中町

酒処いっぷく 田中町



㈲樋口水道 上川町

どさん117号店 上川町

より処　春ん家 田川町

スポーツハウスＮ 新座第一

衣料とタオルのかみしん 新座第一

まるかつ商店 新座第二

さかえや 新座第四

大島自動車㈱　ジェミニオート十日町 本町７

㈱トックス 本町７

さつき惣菜 本町７

割烹　志保川 本町７

アトム電器十日町店 本町7

居酒屋　くらくら 四日町新田

パールモータース 四日町新田

でんきと住まいのユニックイワサキ 四日町新田

リフォーム専門店アフター 四日町新田

㈱美佐伝 四日町新田

㈱まさ美や 四日町新田

三洋自動車㈱ 南新田町

中国料理　天山 南新田町

ポエム 南新田町

スズキ電機 南新田町

㈱山田屋商店　四日町給油所 四日町第１

割烹やまだ屋 四日町第１

レストラン　ブアソン・フォレ 四日町第２

㈱カーショップみなみ 四日町第３

麺日和　そらや 四日町第４

中央ツアー 尾崎

北越融雪㈱ 尾崎

㈱大幸工務所 太子堂

㈲地酒のやなぎ 上原

㈲佐藤輪店 北原

ファミリーマートメルシー中条 北原

げん動物病院 中条旭町

割烹　若松屋 中条旭町

まんぷく食堂 中条島

㈱フラワーホーム 中条中町

セブンイレブン　十日町中条店 中条中町

酒好場　ねこのて 中条中町



民宿　茅屋や 三ツ山

松沢オート 川治

サイクルショップムラヤマ 川治

セブンイレブン十日町川治店 川治

ハヤマ荘 川治

ほてい家 川治

三味 妻有町西

まさもと 妻有町西

かづや食堂 妻有町西

ケーキハウス　アプリコット 妻有町東

バウムリンゲ 妻有町東

タイセイ自動車㈱ 北新田

㈱大又食品 北新田

ファミリーマートメルシー川治 北新田

美容室ティアラ 塚原町

惣山商店 塚原町

セブンイレブン十日町高山店 高山

ヤナギ自動車㈱ 高山

麺屋ふゆき 高山

丸松工具㈱十日町店 錦町１

博栄自動車販売㈱ 錦町１

ギフトステーションリアン 錦町１

モバイルの窓口 ㈲豊楽　 錦町１

マリーローラン十日町店 錦町１

居酒屋　だっくす 桜木町

ハイテック自動車 春日町１

イズミ理容所 高田町４

理容まつざわ 高田町４

利工モータース 高田町６

十日町自動車㈱ 高田町６

㈱村熊商店 高田町６

㈱庭野電機商会 高田町６

佐野写真館 高田町６

㈱ケンベイミユキ 高田町６

㈱玉垣製麺所 高田町６

ハリカ十日町店　スーパーV十日町店 高田町６

㈱共和自動車 高田町６

☆ リフォームムラヤマ 高田町６

㈱岡村自動車 高田町６



ラポート十日町 葬祭センター 高田町６

四季彩館ベジぱーく　直売所 高田町６

四季彩館ベジぱーく　米カリー 高田町６

ＪＡ十日町　営農生活センター生産資材店舗 高田町６

てーぶるくろす十日町店 高田町６

ぬりぎ仏壇店 高田町６

㈱木村屋　妻有ＳＣ店 高田町６

宝石・時計のミヤコヤ 高田町６

☆ メガネ・補聴器のミヤコヤ 高田町６

スポーツプラザ　エビスヤ 高田町６

手打ちラーメン　万太郎 高田町６

らぽーとランド　花＆レストラン 高田町６

みかわや 高田町６

ぴっとランドCarエル十日町 下島

ぴっとランド十日町農機センター 下島

ぴっとランド十日町給油所 下島

すし道楽　十日町店 下島

みそ道楽　十日町店 下島

小嶋屋和亭 下島

オートバックス十日町店 下島

セブンイレブン　十日町下島店 下島

ドコモショップ十日町店 下島

林屋商店 山本町

芳屋商店 山本町

㈱山田屋商店 山本町

㈱山田屋商店　十日町給油所 山本町

葵寿司 山本町

焼肉一囍 山本町

㈱髙橋クリーニング店 山本町

メトロ美容室 山本町

村山石油 山本町

川治米店 山本町

ブロンズバック 千歳町１

セブンイレブン十日町千歳町2丁目店 千歳町２

美容室　ラ・ヴィ 千歳町２

和の風 千歳町３

セキヨシ十日町サービスステーション 千歳町３

麺や　新平 寿町１

㈲マルミ電化サービス 寿町１



ヘアステージ　プチエール 寿町２

クラージュ・大勇家具 寿町３

きもの絵巻館 寿町３

スバルショップ田村自動車 河内町

そば処　まるにし 八箇

旨一食堂 八箇

塩ノ又温泉　湯元荘 塩ノ又

株式会社美雪商事 稲葉

㈲井上商店 山谷

和泉軒本店 小泉

沢新商店 北鐙坂

装いの店　アサヤ 北鐙坂

沖見屋商店 北鐙坂

そばの郷　Ａｂｕｚａｋａ 南鐙坂

絵本と木の実の美術館 鉢

長谷川石油㈱ 下条１

ヘアーサロン　ファルン 下条１

高橋パン 下条２

自家製うどん　忠次郎 下条２

山田建工㈱ 下条２

和食処　喜久末　 下条２

ヘアーリラクゼーション　レゴリス 下条２

セブンイレブン　十日町下条店 下条３

株式会社シーエス十日町 下条３

ｅプラザ　ひらさわ店 下条４

クラッチ　ヘアデザイン 下条４

美容室プラネット 下条４

さんぽう電気 下条４

うおつね会館 下条４

源太寿司 下条４

㈲水落住建 下条４

大塚屋商店 下条４

メルシー下条 下条４

カフェ＆レストラン　ブーメル 下組

御料理処　けん吉 下組

うぶすなの家 東下組
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