
▼三条市 ▼上越市 ▼中魚沼郡津南町

▼五泉市 ▼佐渡市 ▼刈羽郡刈羽村

▼加茂市 ▼北蒲原郡聖籠町 ▼十日町市

▼南蒲原郡田上町 ▼南魚沼市 ▼南魚沼郡湯沢町

▼妙高市 ▼小千谷市 ▼新潟市中央区

▼新潟市北区 ▼新潟市南区 ▼新潟市東区

▼新潟市江南区 ▼新潟市秋葉区 ▼新潟市西区

▼新潟市西蒲区 ▼新発田市 ▼村上市

▼東蒲原郡阿賀町 ▼柏崎市 ▼燕市

▼糸魚川市 ▼胎内市 ▼西蒲原郡弥彦村

▼見附市 ▼長岡市 ▼阿賀野市

▼魚沼市
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

ル・クールヘアー東三条店 三条市 下坂井２５－４ サービス

レストラン三宝 三条店 三条市 下須頃２５－１ 飲食店

村の鍛冶屋 三条市 北入蔵２－２－５７ ショッピング

スーパー マルイ 塚野目店 三条市 塚野目４丁目２０－２０ ショッピング

ネイルサロンLianje 三条市 新光町３１－１３　ＳＡＫＵＲＡ２０３ サービス

ルナジェナ 三条市 旭町１－２－２８ サービス

カワイ 三条市 月岡１丁目２３－６０ ショッピング

マルイ 三条月岡店 三条市 月岡２－２５－２０ ショッピング

サルーン　三条店 三条市 東裏館２－１３１０－１ 飲食店

ワークショップ宝や 三条市 東裏館３－２－１０ ショッピング

JAにいがた南蒲 ただいまーと 三条市 福島新田丁６３４－１ ショッピング

まわる寿司花時計 三条市 興野２－１８－１３ 飲食店

スーパーマルセン興野店 三条市 興野２－３－１ ショッピング

越後肉蔵堂 三条市 興野２丁目２番５８号　 飲食店

スーパーマルセン荒町店 三条市 荒町２－１－２６ ショッピング

バリスタカフェ 三条店 三条市 荒町２－２５－４ 飲食店

知遊堂三条店 三条市 荒町２－２５－４ ショッピング

マルイ 大崎店 三条市 西大崎１－２２－１０ ショッピング

マルイ 本成寺店 三条市 西本成寺１－３７－１１ ショッピング

燕三条イタリアンBit燕三条本店 三条市 須頃１－１７ 飲食店

焼肉レストラン 南大門 燕三条店 三条市 須頃１－６８ 飲食店

回転寿司鼓響燕三条店 三条市 須頃２－１１０－１ 飲食店

くいどころ里味 須頃店 三条市 須頃２－９８ 飲食店

コバック 三条店 三条市 須頃３－６５ ショッピング

ナルス 直江津東店 上越市 三ツ屋町１－１０ ショッピング

HAIR Garden 上越市 三ツ橋１５３０ サービス

ナルス 上越インター店 上越市 三田新田１２９－２４ ショッピング

ナルス 南高田店 上越市 上中田２００１ ショッピング

イチコ 直江津店 上越市 下源入２７７－５ ショッピング

廻鮮富寿し　上越みなと店 上越市 下源入２７７－７ 飲食店

美食・美酒・だんらん　いっさく　上越イン
ター店 上越市 下門前１６２６ 飲食店

トラットリア　ラ．ペントラッチャ 上越市 下門前２２９２ 飲食店

有限会社 サロンドロジェール 上越市 中央２－５－３ サービス

食堂ニューミサ 上越市 中郷区稲荷山３６７ その他
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豊岡焼肉店 上越市 中郷区藤沢１０５２ 飲食店

イチコ 直江津西店 上越市 五智１－１４－３５ ショッピング

delMar 上越市 五智２－１５－１５ 飲食店

MuseumShopRegalo 上越市 五智２－１５－１５ ショッピング

半兵衛 上越市 仲町３丁目１－５ 飲食店

寿し処 なかに 上越市 仲町４－３－４ 飲食店

船栄 高田店 上越市 仲町４－４－１　高田５５６ビル　２Ｆ 飲食店

富寿し 高田駅前店 上越市 仲町４－７－２６ 飲食店

知遊堂 上越国府店 上越市 加賀町１２－１０ ショッピング

バリスタカフェ 上越国府店 上越市 加賀町１２－１０ 飲食店

ナルス 北城店 上越市 北城町３－２－１ ショッピング

ぼんまるしぇ 上越市 北城町３丁目１５－１０　 飲食店

ワイナリーレストラン金石の音 上越市 北方１２２３番地　岩の原葡萄園内 飲食店

有限会社 松井酒舗 上越市 南本町１－４－１６ ショッピング

イチコ 高田南店 上越市 南本町２－１５－１ ショッピング

ナルス 国府店 上越市 国府４－８－３ ショッピング

CREA 上越市 土橋１９１４－３　上越市市民プラザ１Ｆ サービス

カフェ&ダイニングリラックス 上越市 土橋１９１４－３上越市市民プラザ１階 飲食店

焼肉屋さかい上越高田店 上越市 土橋２２８３ 飲食店

7つのおもてなし 上越市 大和２－１－１　上越妙高駅　２Ｆ 飲食店

ナルス 大潟店 上越市 大潟区土底浜１０５５－１ ショッピング

ヨーデル金谷 上越市 大貫１０４７－３ 飲食店

ナルス 高田西店 上越市 大貫４－４－２２ ショッピング

鮮魚センターあるるんの海 上越市 大道福田６３７ ショッピング

上越あるるん村 上越市 大道福田６３９ ショッピング

ナルス 鴨島店 上越市 子安新田４－５５ ショッピング

プラウ上越店／アストロプロダクツ上越店 上越市 富岡２５６－２　上越ウイングマーケット内 ショッピング

fmp上越店 上越市 富岡３４５８　ショッピングセンターアコーレ
内 ショッピング

カルビ屋 三夢 上越インター店 上越市 富岡３４６８ 飲食店

きときと寿し 上越インター店 上越市 富岡３４８４－２ 飲食店

ファイヤーバーグ上越富岡店 上越市 富岡３５１２ 飲食店

イチコ 幸店 上越市 幸町１－１ ショッピング

廻鮮富寿し　上越中央店 上越市 新光町１－７ 飲食店

富寿し　春日亭 上越市 新光町１丁目７－７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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酒のバッカス館 上越店 上越市 春日山町１－８－３０ ショッピング

新潟の酒と米 まいどや 上越市 春日新田１－１３－１６ ショッピング

かつや 上越 上越市 春日新田１４８７ 飲食店

イチカワ 上越市 春日新田１丁目２４－２８ ショッピング

HairGlitterFlowers 上越市 木田１－１５－１９ サービス

焼肉モランボン 市役所前店 上越市 木田１－５－２ 飲食店

JM/肴ヤ活等〔カツラ〕 上越市 本町５－３－１８ 飲食店

焼肉　渡邉 上越市 本町５丁目３－３０　 飲食店

割烹かまた 上越市 板倉区長嶺５９８－１ 飲食店

ホームセンタームサシFC柿崎店 上越市 柿崎区川井３１１ ショッピング

ナルス 柿崎店 上越市 柿崎区柿崎７１１ ショッピング

焼肉モランボン 上越市 栄町２－３－７ 飲食店

からやま上越店 上越市 栄町５－１１ 飲食店

ナルス 浦川原店 上越市 浦川原区長走５４７ ショッピング

ほていや酒店 上越市 西城町２－２－１７ ショッピング

REGINA S＆B 上越市 西城町３－５－２１　ＮＯＢＬＥＳＱＵＡＲＥ
　１Ｆ 飲食店

海の幸味処 軍ちゃん 上越市 西本町１－１４－２ 飲食店

ピアレMart直江津店 上越市 西本町３－８－８ ショッピング

久世福商店 直江津店 上越市 西本町３－８－８　直江津ショッピングセン
ター　２Ｆ ショッピング

くいどころ里味 飯店 上越市 飯１０１６－１ 飲食店

イチコ 高田西店 上越市 飯７４７ ショッピング

筒井電気商会 中魚沼郡津南町 下船渡戊６２９－１ ショッピング

てーぶるくろす津南店 中魚沼郡津南町 大字下船渡甲７１９０－２ ショッピング

メルシー津南店 中魚沼郡津南町 大字下船渡甲７１９８－１ ショッピング

メルシー大割野店 中魚沼郡津南町 字下船渡丁戊１１６ ショッピング

KADOYA 五泉店 五泉市 太田９１５ ショッピング

ピアレマート 五泉中央店 五泉市 村松１３６０ ショッピング

三代目　枡屋 五泉市 東本町２丁目８－９　 飲食店

エスマート 五泉市 橋田戊３８９－４ ショッピング

SAITOピアレマートプチ 五泉店 五泉市 荻曽根字西灰塚６６－１ ショッピング

にいつフードセンター五泉店 五泉市 赤海６４０－１ ショッピング

Aコープ新穂店 佐渡市 上新穂６６７－１ ショッピング

Aコープ金井店 佐渡市 千種６８－１ ショッピング

クッチーナ 佐渡市 千種８８－１　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Aコープ小木店 佐渡市 小木町３９５ ショッピング

中華ヤ志満 佐渡市 小木町８４８－１ 飲食店

鮨　長三郎 佐渡市 新穂８１－４ 飲食店

廻転寿司　弁慶 佐渡市 東大通８３３ 飲食店

すしや まるいし 本店 佐渡市 泉小又１０３１－１ 飲食店

Aコープ畑野店 佐渡市 畑野３３－１ ショッピング

持田家 佐渡市 相川一町目７番地　 飲食店

マルイ 佐渡店 佐渡市 窪田６－２ ショッピング

Aコープ 羽茂店 佐渡市 羽茂本郷５０４－３ ショッピング

PLANT－5 刈羽店 刈羽郡刈羽村 刈羽３８８９ ショッピング

にいつフードセンター 加茂店 加茂市 加茂字馬寄２６２５ ショッピング

PLANT－4 聖籠店 北蒲原郡聖籠町 蓮野西山７０８ ショッピング

越後十日町　小嶋屋　和亭 十日町市 下島寅乙４０７－１ 飲食店

クラッチ ヘアデザイン 十日町市 下条４丁目３５２ サービス

小嶋屋総本店 十日町市 中屋敷５２０－６ 飲食店

自家焙煎珈琲ミールクラフト 十日町市 水口沢４５番地 ショッピング

ピアレマート 十日町店 十日町市 高山２丁目８２０番地１ ショッピング

てーぶるくろす十日町店 十日町市 高田町６－６１３－３ ショッピング

道の駅 たがみ 南蒲原郡田上町 原ヶ崎新田３０７２－１ ショッピング

魚斎藤ピアレMart 田上店 南蒲原郡田上町 川船河字道心沢１３６０－１ ショッピング

四季味わい館 南魚沼市 下一日市８５５ ショッピング

廻る すし道楽 六日町店 南魚沼市 余川３３６３－１ 飲食店

良食生活館 六日町ララ店 南魚沼市 六日町１０１－８ ショッピング

リトル 北海道 南魚沼市 六日町１１７－１ 飲食店

てーぶるくろす塩沢店 南魚沼市 南田中５３３－１ ショッピング

ホームマートおおつか 塩沢店 南魚沼市 塩沢１１７－１ ショッピング

はりまや塩沢店 南魚沼市 塩沢８６－２ ショッピング

廻る すし道楽 塩沢本店 南魚沼市 塩沢町中１７１－１ 飲食店

龍寿し 南魚沼市 大崎１８３８－１　 飲食店

はらぜん 南魚沼市 大崎３３６２ ショッピング

キューピット大和 南魚沼市 浦佐１１５３－１ ショッピング

ファミリーダイニング 小玉屋 南魚沼市 浦佐１３５５－１ 飲食店

KITCHEN片山 南魚沼市 浦佐４０６９－４ ショッピング

あぐりぱーく八色 南魚沼市 浦佐５１４７－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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塩沢そば処 田畑屋 南魚沼市 目来田５７－１ 飲食店

はりまや石打店 南魚沼市 石打６９－１５ ショッピング

スーパーハリカ六日町店 南魚沼市 竹俣６３－１ ショッピング

おかしとおやきことう 南魚沼市 西泉田６５－１ 飲食店

さとやベーカリー 南魚沼市 長森１９３－１ 飲食店

お菓子処 さとや 南魚沼市 長森４１５－２３ 飲食店

ラ・ロカンダ・デル・ピットーレ 南魚沼郡湯沢町 土樽７３１－１ 飲食店

ショッピングセンターのぐち 湯沢ハーツ店 南魚沼郡湯沢町 大字湯沢字中島川原１６８５番地 ショッピング

福わらい 南魚沼郡湯沢町 湯沢１－１０－７　湯沢温泉ビル　１Ｆ 飲食店

パティスリー スフェール 南魚沼郡湯沢町 湯沢１７９７－３ 飲食店

中野屋 湯沢本店 南魚沼郡湯沢町 湯沢２－１－５ 飲食店

旬彩菓萬亀 南魚沼郡湯沢町 湯沢２－７－１ ショッピング

食楽庵 鼎 南魚沼郡湯沢町 湯沢２－７－４ 飲食店

ショッピングセンターのぐち 本店 南魚沼郡湯沢町 湯沢２８７５－７ ショッピング

山新商店 南魚沼郡湯沢町 湯沢３－４－１０ ショッピング

保よし 南魚沼郡湯沢町 湯沢３２８－１ 飲食店

越後とんかつ人参亭 南魚沼郡湯沢町 湯沢４９７－４ 飲食店

業務スーパー 新井店 妙高市 柳井田町４－６－２１ ショッピング

ピアレマート 新井店 妙高市 栗原４－７－１１ ショッピング

日本海鮮魚センター新井店 妙高市 猪野山５５－１６ ショッピング

リカーショップひろせ 妙高市 猪野山５５－１６　道の駅あらいカンパーナあ
らい館内 ショッピング

イチコ 新井店 妙高市 石塚町１－５２０ ショッピング

Yショップ赤倉店 妙高市 赤倉５４９－３７ ショッピング

ナルス せきやま店 妙高市 関山３００８ ショッピング

かのうや　2Fレストラン 妙高市 関山６０８７－５　 飲食店

セカンドステップ JY 妙高市 関川６８０ 飲食店

ルクール小千谷店 小千谷市 城内２－６－６ サービス

わたや 平沢店 小千谷市 平沢１－８－５ 飲食店

マルイ 東小千谷店 小千谷市 旭町１５番２号 ショッピング

たかのスーパー 小千谷市 本町１－１３－２７ ショッピング

キレイと癒しの店マルケ－ 小千谷市 東栄２丁目３－４　 ショッピング

パティスリールメルシー 小千谷市 桜町１００３－２ 飲食店

廻る すし道楽 小千谷店 小千谷市 桜町４９９５ 飲食店

パンとワインと三弥 新潟市中央区 万代１－１－２２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ミリ produce byITAKURA 新潟市中央区 万代１－１－３３　ＢＵＥＮＡ万代　１Ｆ サービス

美容室マトリカリア 新潟市中央区 万代１－２－１３　コスモビル　２Ｆ サービス

美容室はなこ 新潟市中央区 万代１－２－１４　２Ｆ サービス

AUBEbandai 新潟市中央区 万代１－２－１９　ＰＡＣＥ万代　１Ｆ－２ サービス

HURRAH 新潟市中央区 万代１－２－３　コープ野村万代１Ｆ サービス

Arvo 新潟万代店 新潟市中央区 万代１－２－３　コープ野村万代２Ｆ－２１５ サービス

WEGO 新潟店 新潟市中央区 万代１－３－１ ショッピング

美容室アン 万代店 新潟市中央区 万代１－３－７　ＮＤＫ万代ビル　１Ｆ サービス

マテリアルカフェ万代店 新潟市中央区 万代１－６－１　万代シティバスセンター　２
Ｆ 飲食店

四川飯店 新潟 新潟市中央区 万代３－１－１　メディアシップ 飲食店

TOKIO garden 新潟市中央区 万代３－１－１　メディアシップ　４Ｆ サービス

こがね牧農舎 新潟市中央区 万代島２　ピアＢａｎｄａｉＡＲＥＡＢ ショッピング

万代島鮮魚センター 新潟市中央区 万代島２－２ ショッピング

佐渡回転寿司 弁慶 ピア万代店 新潟市中央区 万代島２－４ 飲食店

新潟鮮魚問屋 港食堂 新潟市中央区 万代島２－４ 飲食店

別館立ち食い弁慶 新潟市中央区 万代島２－４ 飲食店

ナチュレ片山 ピアBandai店 新潟市中央区 万代島２－５ ショッピング

エブリーワン 新潟市中央区 万代島５－１　万代島ビル　２Ｆ ショッピング

会席　彩 新潟市中央区 上大川前通４番町１１５　 飲食店

はつね寿司 新潟市中央区 上大川前通７番町１２３８ 飲食店

affetto 新潟市中央区 上近江２－１－３５ サービス

鮭山マス男商店 桜木店 新潟市中央区 上近江２－２－２１ 飲食店

アッラ・ヴェッキア・ペントラッチャ 新潟市中央区 上近江２－４－２３ 飲食店

焼肉坐旺 近江店 新潟市中央区 上近江３－１－３２ 飲食店

ルーテシア 新潟市中央区 上近江３－３－１９ 飲食店

レパコデッキィ401店 新潟市中央区 上近江４－１２－２０　デッキィ４０１　１Ｆ ショッピング

多来 新潟市中央区 上近江４－２－２０ 飲食店

日本料理安曽 新潟市中央区 下大川前通４ノ町２１８９ 飲食店

SNIPS LIFE DESIGN 新潟市中央区 八千代１－３－１８ サービス

Lequipe 新潟市中央区 八千代２－１－１　万代シティー第二駐車場ビ
ル　１Ｆ サービス

ナノ・ユニバース 新潟店 新潟市中央区 八千代２－１－２　万代シテイビルボードプレ
イス　２Ｆ ショッピング

Mila Owen 新潟BP店 新潟市中央区 八千代２－１－２　万代シテイビルボードプレ
イス　２Ｆ ショッピング

gelato pique 新潟BP店 新潟市中央区 八千代２－１－２　万代シテイビルボードプレ
イス　２Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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SNIDEL 新潟BP店 新潟市中央区 八千代２－１－２　万代シテイビルボードプレ
イス　２Ｆ ショッピング

Ungrid 新潟BP店 新潟市中央区 八千代２－１－２　万代シテイビルボードプレ
イス　３Ｆ ショッピング

adorable 万代店 新潟市中央区 八千代２－４－２８　１Ｆ サービス

カプリチョーザ 新潟万代シティ店 新潟市中央区 八千代２－５－７ 飲食店

新潟市マンガ・アニメ情報館 新潟市中央区 八千代２－５－７　万代シティＢＰ２　１Ｆ ショッピング

隠れや空間 夜座和 新潟市中央区 出来島２－１４－１６　アルゴ天神山１Ｆ－Ｃ 飲食店

ORIS Hair&Make 新潟市中央区 出来島２丁目３－８ サービス

aura pro 新潟市中央区 南万代町１－７　南万代テラスＢ棟１ サービス

SNIPSDOES 新潟市中央区 南万代町１１６９－９　南万代テラスＢ　２Ｆ サービス

バッグデポ 新潟店 新潟市中央区 南出来島１－１－１１ ショッピング

パティスリーメールネージュ 新潟市中央区 南出来島１－４－２ 飲食店

政家　新潟駅南店 新潟市中央区 南笹口１－１－１ 飲食店

トラットリアノラクチ－ナ新潟鐙店 新潟市中央区 南笹口１－２－１９ 飲食店

和らぎ亭しまや駅南本店 新潟市中央区 南笹口１－５６７－２２ 飲食店

プラッツ 新潟市中央区 南笹口１丁目１－３８　１０４ サービス

高倉町珈琲新潟笹口店 新潟市中央区 南笹口２－１－５２ 飲食店

ステーキハウスうすい牧場 新潟市中央区 南長潟１５－５ 飲食店

レパコ新潟南店 新潟市中央区 南長潟６－６ ショッピング

小嶋屋総本店 亀田インター店 新潟市中央区 南長潟９－１２ 飲食店

オーベルジュ古町 新潟市中央区 古町通２－６６９－２ 飲食店

Direction 新潟市中央区 古町通２番町６６３ー１ ショッピング

久遠チョコレ－ト新潟 新潟市中央区 古町通３番町５５７－３ ショッピング

ハリス新潟店 新潟市中央区 古町通４番町６３２－１ ショッピング

ノーザンアイランド 新潟市中央区 古町通４番町６３４ ショッピング

ロジェ 新潟市中央区 古町通５番町６００番地１　 ショッピング

山下家具店 新潟市中央区 古町通５番町６１５ ショッピング

SOPH．NIIGATA 新潟市中央区 古町通５番町６２４　石本ビルアーバンハウス
五番館１Ｆ ショッピング

とんかつ太郎 新潟市中央区 古町通６－９７３ 飲食店

萬松堂 本店 新潟市中央区 古町通６番町９５８ ショッピング

ハーフサイド 新潟市中央区 古町通６番町９７３－２ サービス

DECENTAGE 新潟市中央区 古町通７番町１００１－１ サービス

料亭一〆 古町ルフル店 新潟市中央区 古町通７番町１０１０　古町ルフル　１０５ ショッピング

わくわくマルシェ 新潟市中央区 古町通７番町９９５－７ ショッピング

リカーマウンテン新潟古町店 新潟市中央区 古町通８番町１４４１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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旬魚酒菜 五郎 古町店 新潟市中央区 古町通８番町１４４６－３　一蔵ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉ハウス 歩苑 新潟市中央区 古町通８番町１４５２　サンエイトビル　２Ｆ 飲食店

カマラード 新潟市中央区 古町通８番町１４９０　 飲食店

味の粋濱せい 新潟市中央区 古町通８番町１４９２　ＫＳＭビル　１Ｆ 飲食店

海鮮居酒屋 かがり 新潟市中央区 古町通８番町１４９９－２ 飲食店

地酒と焼肴 古町 山田家 新潟市中央区 古町通８番町１５０４　江部ビル２Ｆ 飲食店

兄弟寿し 新潟市中央区 古町通９丁目１４６１－１　坂上ビル　１Ｆ 飲食店

Jyozo 新潟市中央区 古町通９番町１４５８ 飲食店

鮨弁慶 海 新潟市中央区 古町通９番町１４８０－３　ヌーベル古町　１
Ｆ 飲食店

雪花 新潟市中央区 古町通９番町１４８１－１ 飲食店

寿し処 天狗 新潟市中央区 古町通９番町１４８５　アラカワビル　１Ｆ 飲食店

鮨はたけやま 新潟市中央区 古町通９番町１４８５　燕ビル１Ｆ 飲食店

LIFE 新潟市中央区 堀之内南１－１－２２　坂木ビル　１Ｆ サービス

楼蘭 新潟市中央区 堀之内南１－１５－１５ 飲食店

かつや 新潟堀之内 新潟市中央区 堀之内南２－１９－１１ 飲食店

羽田やよい美容室 新潟市中央区 天神１－１２－８　レクスン　Ｂ１Ｆ サービス

鉄板焼　Ekyu 新潟市中央区 天神１丁目１９－５　８８ビル２Ｆ 飲食店

ちゃんこ大翔龍 新潟市中央区 天神２－１－３ 飲食店

｛door｝ by LIPPUL 新潟市中央区 天神２－１－５　アクシス駅南ウエスト　１Ｆ サービス

ティーエヌ新潟女池店 新潟市中央区 女池４－１８－１８　マクスウェル サービス

マルイ 女池店 新潟市中央区 女池４－１８－２５ ショッピング

ヘアーサロンHYPE 新潟市中央区 女池５丁目９－１９　 サービス

菜菓亭 女池店 新潟市中央区 女池６－１－２ 飲食店

みのりや 女池店 新潟市中央区 女池上山２－１６－２ ショッピング

ITAKURA 女池店 新潟市中央区 女池北１－１－５ サービス

SAKURAGI　BUTCHER　HOR 新潟市中央区 女池南１－８－１６ 飲食店

S．H．S 鳥屋野店 新潟市中央区 女池南３－５－１ ショッピング

minka 新潟市中央区 女池南３－５－１　ＳＨＳ ショッピング

カーブドッチ とやの 新潟市中央区 女池南３－５－１０ ショッピング

nailstudio will plus 新潟市中央区 女池西１－１－５５　女池フジビル　１Ｆ サービス

イン東京 新潟店 新潟市中央区 姥ヶ山５９－１ サービス

広東 新潟市中央区 寺裏通２番町２６３ 飲食店

焼肉ばんりゅう 新潟市中央区 小張木２－８－１１ 飲食店

焼肉あじめ 新潟市中央区 山二ツ２丁目１６－６　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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けんこう市場 新潟駅前店 新潟市中央区 弁天１－１－１５　ＣＲＥＡ弁天　１Ｆ ショッピング

弁慶の泣き処 新潟市中央区 弁天１－１３－１　ＣＯＭＯビル１Ｆ 飲食店

備長炭焼肉てんてん新潟駅前店 新潟市中央区 弁天１－２－１１　弁天アイエヌジービル２Ｆ 飲食店

まぜ麺 笑喜総本店 新潟市中央区 弁天１－３－２６ 飲食店

ちょい飲み 濱来た 新潟市中央区 弁天１－３－２６　２Ｆ 飲食店

魚沼ユキアカリ 新潟市中央区 弁天１－３－２９ 飲食店

須坂屋そば　駅前店 新潟市中央区 弁天１－４－２８ 飲食店

海鮮居酒屋魚魯こ 新潟市中央区 弁天２－１－２７ 飲食店

NIQ 新潟市中央区 弁天２－４－１９ 飲食店

Ambellir vita 新潟市中央区 弁天橋通１－９－８　オフィスワンビル　１Ｆ サービス

AJ hair 新潟市中央区 弁天橋通３丁目１－１６ リンクス１－１Ｆ－３ サービス

備長炭焼肉 てんてん女池店 新潟市中央区 愛宕３－９－５ 飲食店

WURSTROCK 新潟市中央区 文京町１０－５　稔マンション　１Ｆ ショッピング

Kaming 新潟市中央区 新和１－６－１５ サービス

ピアレマート 新和店 新潟市中央区 新和１－８－８ ショッピング

燕三条イタリアンBit新潟店 新潟市中央区 新島町通１ノ町１９７７　第五礎ビル 飲食店

diningASAHI 新潟市中央区 旭町通１番町７５４－３ 飲食店

雪家 新潟市中央区 明石１－１－１０ 飲食店

峰村醸造 新潟市中央区 明石２－３－４４ ショッピング

大橋屋 新潟市中央区 本町通１１番町１８１３　 飲食店

J＆YCHEESESHOP 新潟市中央区 本町通５番町２３５ ショッピング

バロンハヤカワ 新潟市中央区 本町通６番町１１０４ ショッピング

aina arona 新潟市中央区 本馬越２－１３－２　中善ハイツ　１０５号 サービス

すし あらい 新潟市中央区 東万代町９－２６ 飲食店

adorable 女池店 新潟市中央区 東出来島２４－１５ サービス

とりやき oniya 新潟市中央区 東堀前通８番町１３７７ 飲食店

JAMES 新潟市中央区 東堀通５番町４３８ ショッピング

丸伊 新潟市中央区 東堀通８番町１４１１ 飲食店

燈里屋 新潟市中央区 東堀通８番町１４１５ 飲食店

光琳 新潟市中央区 東堀通８番町１４２０ 飲食店

ソウズ古町店 新潟市中央区 東堀通８番町１４２６　喜久春ビル　１Ｆ 飲食店

absinthe 新潟市中央区 東堀通９番町１４０１－２　第二松寿 飲食店

吟 新潟市中央区 東堀通９番町１４０２－２　イーストモート１ 飲食店

かき忠 新潟市中央区 東堀通９番町１４０７－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Arco Iris 新潟市中央区 東大通１－１－１　第五マイカビル　１Ｆ 飲食店

エアーズカフェ 新潟駅前店 新潟市中央区 東大通１－１－１　第五マルカビル　６Ｆ 飲食店

焼肉 たっちゃん 新潟市中央区 東大通１－１１－１２　パルコミニオンビル　
１Ｆ 飲食店

花いち花のめ 新潟市中央区 東大通１－２－１２　ホクユウビル　１２Ｆ 飲食店

富寿し 新潟駅前店 新潟市中央区 東大通１－２－５　クオリスビル 飲食店

鯛家　新潟店 新潟市中央区 東大通１－３－２０　木村ビル　１Ｆ 飲食店

シャレルランデヴー 新潟市中央区 東大通１－４－１　マルタケビル　８Ｆ 飲食店

百織 新潟市中央区 東大通１－５－１３　１Ｆ 飲食店

千代鮨 新潟市中央区 東大通１－５－２６ 飲食店

壱勢 新潟市中央区 東大通１－５－３０　ＨＯＫＵＹＯＢＵＩＬ　
２１Ｆ 飲食店

焼肉 藤虎 新潟市中央区 東大通１－５－７　第三小竹ビル　１Ｆ 飲食店

おにぎり専家 ぬくもり屋 新潟市中央区 東大通１－６－２ 飲食店

和・鮨やまもと 新潟市中央区 東大通１－６－３ 飲食店

ビストロ漢桜 新潟市中央区 東大通１－６－５　２Ｆ 飲食店

寿司ダイニング やまざき 新潟市中央区 東大通１－７－３０　ホワイトビル　２Ｆ 飲食店

真っ赤な太陽モリソン・クラブ 新潟市中央区 東大通１－７－３０　ホワイトビル２Ｆ 飲食店

焼肉ライク新潟駅前店 新潟市中央区 東大通１－７－７　ＩＭＡ３ビル　１Ｆ 飲食店

寿司川柳 新潟市中央区 東大通２－２－１３　家坂ビル 飲食店

旬魚酒菜五郎万代店 新潟市中央区 東大通２－３－１５ 飲食店

博多もつ鍋処あべ 新潟市中央区 東大通２－３－７　ハイエスト新潟ビル１Ｆ 飲食店

NINE NO NINE 新潟市中央区 東大通２－４－３３　パークソレイユ３番館１
－Ａ サービス

roomRoom hair＆spa 新潟市中央区 水島町１－８ サービス

とんかつ政ちゃん　沼垂本店 新潟市中央区 沼垂東５－１２－１ 飲食店

いくとぴあキラキラマーケット 新潟市中央区 清五郎３３６ ショッピング

いくとぴあ キラキラレストラン 新潟市中央区 清五郎３３６ 飲食店

すし清矢ヶ崎 新潟市中央区 礎町通１ノ町１９５１－２ 飲食店

きくとこ 新潟市中央区 礎町通１ノ町１９５５ サービス

サルーン　桜木店 新潟市中央区 神道寺２－５－７ 飲食店

海鮮家 葱ぼうず 新潟市中央区 笹口１－１０－１ 飲食店

ザ・アルケミストバーアンドダイニング 新潟市中央区 笹口１－１０－２０　メゾン南の風　１Ｆ 飲食店

LoungeBarSASAKI 新潟市中央区 笹口１－１８－１　八重州ビル６Ｆ 飲食店

adorableけやき通り店 新潟市中央区 笹口１－１９－７ サービス

寿司処 かつみ 新潟市中央区 笹口２－１０－２３　マルヤマハウス　１Ｆ 飲食店

エルミラソル 新潟市中央区 笹口２－１１－２９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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CAOS 新潟市中央区 笹口２－２－５ サービス

備長炭焼肉てんてんけやき通店 新潟市中央区 笹口２－２－６ 飲食店

新潟けやき通り富來屋 新潟市中央区 米山１－１－２ 飲食店

TERRACEhairnail＆e 新潟市中央区 米山１－１－２６　トモス米山　２・３Ｆ サービス

アンレミュー 駅南店 新潟市中央区 米山１－６－１ 飲食店

フィッシャーマンズマーケット 新潟市中央区 米山１－７－８ 飲食店

NAPOLI新潟駅南けやき通り店 新潟市中央区 米山１－９－１５ 飲食店

Pas de trois 新潟市中央区 米山３－５－８　越村ビル サービス

ピザハット新潟米山店 新潟市中央区 米山５－１４－１４ ショッピング

炭火焼うなぎ金字塔 新潟市中央区 米山５丁目６－２１　 飲食店

牛角 米山店 新潟市中央区 米山６－１８０－１ 飲食店

カプリチョーザ 新潟駅南店 新潟市中央区 米山６－８－５ 飲食店

LAGOON 新潟市中央区 紫竹山１－２－１３ サービス

函太郎 新潟紫竹山店 新潟市中央区 紫竹山２－４－３３ 飲食店

牛カツ専門店 牛華堂 新潟市中央区 紫竹山２－５－８ 飲食店

越後十日町　小嶋屋　新潟店 新潟市中央区 網川原１－２１－８ 飲食店

ailes 新潟市中央区 花園１－１－１０　オルザス新潟　１Ｆ サービス

錦屋酒店 新潟市中央区 花園１－２－２　ガレッソ　１Ｆ ショッピング

越後秘蔵麺 無尽蔵 花園家 新潟市中央区 花園１－２－２　コープシティ花園　１Ｆ 飲食店

マリスコ 新潟市中央区 花園１－２－２　コープシティ花園ガレッソ　
２Ｆ 飲食店

LIMLESS 新潟市中央区 花園1-3-1　ＩＭＡ２ビル　５Ｆ サービス

とんかつ政ちゃん　新潟駅前店 新潟市中央区 花園１－３－２　ＩＭＡ２ビル　２Ｆ 飲食店

極DINING若旦那駅前店 新潟市中央区 花園１－５－９　ベロウ花園　１Ｆ 飲食店

焼NIQ 新潟市中央区 花園１－６－１１　ＧＥＯ花園　１Ｆ 飲食店

La Fattoria 新潟市中央区 花園１－６－２９　ワタシンビル２Ｆ 飲食店

ビストロ 椿 新潟市中央区 花町１９８１－１ 飲食店

チャコット 株式会社 新潟店 新潟市中央区 花町２０６９ ショッピング

リストランテ ささき 新潟市中央区 西厩島町２３３８－１ 飲食店

アパートメント 新潟市中央区 西堀前通４番町７３８－１ ショッピング

LubiLu 新潟市中央区 西堀前通６番町８９４－１　西堀ローサ ショッピング

俺のイタリアン 新潟古町 新潟市中央区 西堀前通６番町９０５　第二西堀ビル 飲食店

焼肉道場 新潟古町店 新潟市中央区 西堀前通７番町９２８ 飲食店

焼鳥まつ本 新潟市中央区 西堀前通８番町１５１６　魚がしビル 飲食店

よもぎや 新潟市中央区 西堀前通８番町１５１９－１　浅草ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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西堀 かいの 新潟市中央区 西堀前通８番町１５２３ 飲食店

スタンド割烹　大直 新潟市中央区 西堀前通９番町　１５４２番地１０３号 飲食店

すゞ家 新潟市中央区 西堀前通９番町１５４０ 飲食店

割烹　大直 新潟市中央区 西堀通８番町１５９２　 飲食店

オステリアバッコ 新潟市中央区 西大畑町５９１－１－１０３号 飲食店

アン異人池ヒルズ 新潟市中央区 西大畑町５９１－１３　異人池ヒルズ　１・２
Ｆ サービス

レストラン　UMINONE 新潟市中央区 西船見町５９３２－４４５　マリンピア日本海
内 飲食店

Feelluce 新潟市中央区 近江３－３２－５ サービス

今代司酒造直販所 新潟市中央区 鏡が岡１－１ ショッピング

adorable 新潟市中央区 鐙１－１－７　田辺ビル　１０２ サービス

HANDs 新潟市中央区 鐙２－１０－３　サウスサイド　１Ｆ サービス

フレッシュはな正 株式会社 新潟店 新潟市中央区 長潟３－１－２６ ショッピング

廻鮮丸寿司関屋店 新潟市中央区 関新３－４－３５ 飲食店

パティスリー ル・デパー 新潟市中央区 高志２－９－１５ 飲食店

そば酒菜一翔女池インター店 新潟市中央区 鳥屋野３０７－５ 飲食店

五頭の山茂登 新潟店 新潟市中央区 鳥屋野４４７－１ 飲食店

わくわくファーム豊栄店 新潟市北区 かぶとやま２－３－４ ショッピング

道の駅豊栄売店 新潟市北区 木崎３６４４－乙 ショッピング

産直とよさか げんき村 新潟市北区 木崎７７８－３８ ショッピング

新潟鮨一 新潟市北区 白新町２丁目１０－３６　 飲食店

CHUZAN 新潟市北区 葛塚３２４７ サービス

トラットリア・ノラ・クチーナ 新潟市北区 葛塚市場通り３２２３ 飲食店

とんかつ かつ一 白根店 新潟市南区 茨曽根２８９７ 飲食店

ウオエイ 国道店 新潟市南区 鯵潟４２３－１ ショッピング

レストラン三宝 白根店 新潟市南区 鯵潟５１２－１ 飲食店

ピザクル白根店 新潟市南区 鰺潟４２３－１ 飲食店

Lamarina 新潟市東区 はなみずき１－１６－３５ 飲食店

グルグルイタリア食堂 新潟市東区 上王瀬町２－５５　フレスポ赤道内 飲食店

牛角 赤道店 新潟市東区 上王瀬町２－５６ 飲食店

廻鮮丸寿司石山店 新潟市東区 下場本町３－３８ 飲食店

元町珈琲東新潟の離れ 新潟市東区 中島２－１－３１ 飲食店

リップル クォート 新潟市東区 中島２－１－３９ サービス

ナチュレ片山本店 新潟市東区 卸新町３－１６－３１ ショッピング

SweetsESCALIER 新潟市東区 大形本町５－１－５３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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備長炭焼肉てんてん　松崎店 新潟市東区 新松崎１－１０８－４ 飲食店

アメリカンスクエアマツヤ 新潟店 新潟市東区 新松崎１－４－１６ ショッピング

とんとん市場 松崎店 新潟市東区 新松崎１－６－１４ ショッピング

牛たん欅新潟店 新潟市東区 新松崎１－７－１６ 飲食店

越後茶屋 松崎店 新潟市東区 新松崎２－２－３ 飲食店

小嶋屋総本店 松崎店 新潟市東区 新松崎２－３－１６ 飲食店

国兼商店 新潟市東区 東中野山４－１－７ ショッピング

石焼ステーキ贅 新潟松崎店 新潟市東区 松崎１－１９－２６ 飲食店

焼肉きんぐ　新潟河渡店 新潟市東区 松崎１１１１－１ 飲食店

政家　新潟松崎店 新潟市東区 松崎８６３－１ 飲食店

三宝茶楼 河渡店 新潟市東区 河渡庚１３５－１ 飲食店

くいどころ 里味 海老ケ瀬店 新潟市東区 海老ヶ瀬９８７ 飲食店

とんかつ政ちゃん　牡丹山店 新潟市東区 牡丹山１－２５－１２ 飲食店

焼肉ハウス柳月 新潟市東区 物見山３－１１－９ 飲食店

ウオエイ 石山店 新潟市東区 石山４－２－６ ショッピング

アトレ 花かいどう店 新潟市東区 空港西１－９－３４ ショッピング

くいどころ里味 中野山店 新潟市東区 若葉町２－４－４６ 飲食店

ITAKURA 大形店 新潟市東区 逢谷内３－１－３ サービス

株式会社百笑市場 新潟市東区 逢谷内３－５１９－１ ショッピング

ITAKURA 赤道店 新潟市東区 錦町５－４５ サービス

ひらせいホームセンター横越店食良品館 新潟市江南区 いぶき野２－１－１ ショッピング

石焼ステーキ贅　亀田店 新潟市江南区 亀田四ツ興野１－５６８－２ 飲食店

クレール 新潟市江南区 亀田四ツ興野２－５－２ 飲食店

ヤマシタ 亀田店 新潟市江南区 早苗２－５２５ ショッピング

OASIS 新潟市江南区 曽野木２－５－２２ サービス

PLANT－5 横越店 新潟市江南区 横越中央８－２－２ ショッピング

空創旬菜雷神亀田店 新潟市江南区 鵜ノ子１－１－２ 飲食店

小嶋屋総本店 新津店 新潟市秋葉区 さつき野４－１７－１３ 飲食店

サルーン　新津店 新潟市秋葉区 北上２０４０ 飲食店

ひらせいホームセンター新津店食良品館 新潟市秋葉区 北上長沼８８１－１ ショッピング

レストラン三宝 新津店 新潟市秋葉区 善道町５７６－１ 飲食店

ウオエイ 荻川店 新潟市秋葉区 字中野５丁目１０２番地１１ ショッピング

にいつフードセンター小須戸店 新潟市秋葉区 小須戸１０８ ショッピング

インテリアショップ ボー・デコール 新潟市秋葉区 新津４４６２－３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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イン東京 新津店 新潟市秋葉区 新津５１６３－２ サービス

焼肉きんぐ　新津店 新潟市秋葉区 新津５１６５ 飲食店

にいつフードセンター パルス店 新潟市秋葉区 新津山谷南４５５８－７ ショッピング

にいつフードセンターベルシティ店 新潟市秋葉区 新津本町４－１６－１７ ショッピング

ベジらンドにいつ 新潟市秋葉区 新津東町３－９－２６ ショッピング

GOODY 新潟市秋葉区 新町１丁目６－７　 飲食店

にいつフードセンター荻川店 新潟市秋葉区 田島１０７－１ ショッピング

古本市場 トップブックス 新津店 新潟市秋葉区 程島１８６５－１ ショッピング

KADOYA タウン403店 新潟市秋葉区 程島１８７６－１ ショッピング

くいどころ里味 程島店 新潟市秋葉区 程島１９６５－１ 飲食店

備長炭焼肉てんてん　亀貝店 新潟市西区 亀貝３０４８ 飲食店

ファーマーズ・マーケットいっぺこ〜と 新潟市西区 亀貝３０６６ ショッピング

知遊堂 亀貝店 新潟市西区 亀貝３２１９ ショッピング

くいどころ里味 亀貝店 新潟市西区 亀貝３２５７ 飲食店

バリスタカフェ亀貝店 新潟市西区 亀貝５２１ 飲食店

函太郎 新潟西区五十嵐店 新潟市西区 五十嵐１の町６７８７－６ 飲食店

いちまん 新潟市西区 内野町４８０ ショッピング

やしち酒店 新潟市西区 内野町５２４ ショッピング

マルイ 寺尾台店 新潟市西区 寺尾台３－１６－３ ショッピング

政家　新潟寺尾店 新潟市西区 寺尾朝日通１１－９ 飲食店

からやま新潟小新店 新潟市西区 小新４－８－９ 飲食店

焼肉きんぐ　新潟小新店 新潟市西区 小新４３１－１ 飲食店

SNIPS LOHAS 新潟市西区 小新５－６－１３ サービス

Sofa 新潟市西区 小新南１－２０－１８ サービス

アストロプロダクツ 新潟西店 新潟市西区 小新南１－２０－７ ショッピング

石焼ステーキ 贅 小新店 新潟市西区 小新大通２－２－５ 飲食店

小新たつみ 新潟市西区 小新西３－１０－１ 飲食店

文具館タキザワ小針店 新潟市西区 小針３－１－１ ショッピング

小嶋屋総本店 小針店 新潟市西区 小針３－１－１ 飲食店

廻鮮丸寿司小針店 新潟市西区 小針南６２－１ 飲食店

わくわくファームふるさと村店 新潟市西区 山田２３０７　新潟ふるさと村バザール館内 ショッピング

サントノーレ 新潟店 新潟市西区 山田３３１５ ショッピング

はじめずし黒埼店 新潟市西区 山田４２８－１ 飲食店

レストラン三宝　黒埼本店 新潟市西区 山田４８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アップガレージ 新潟店 新潟市西区 山田７２－１ ショッピング

牛角 黒埼店 新潟市西区 山田８４ 飲食店

とんかつ かつ一 内野店 新潟市西区 新通西２－２１－１７ 飲食店

ウオエイ 金巻店 新潟市西区 金巻１１５５ ショッピング

美容室アン 青山店 新潟市西区 青山１７０－１ サービス

とんかつ政ちゃん　青山店 新潟市西区 青山１７０－４ 飲食店

AallaZ新潟 新潟市西区 黒鳥５００４－１ 飲食店

マルイ 巻店 新潟市西蒲区 巻甲１４５３ ショッピング

越王の里（こしわのさと）農産物直売所 新潟市西蒲区 竹野町２４３５－１ ショッピング

レストラン　トラヴィーニュ 新潟市西蒲区 角田浜１６６１ 飲食店

カーブドッチワイナリー＆ショップ 新潟市西蒲区 角田浜１６６１ ショッピング

コテアコテ 新潟市西蒲区 角田浜１６６１ ショッピング

ひらせいホームセンター新発田加治店食良品 新発田市 上館道上４６３ ショッピング

焼肉　精香苑 新発田市 中央町３－１２－１３ 飲食店

鮨登喜和 新発田市 中央町３－７－８ 飲食店

鮨かっぽう桂 新発田市 中央町４－５－６ 飲食店

くいどころ里味　新発田店 新発田市 中田町１－１２０９ 飲食店

Marucho 新発田市 大手町１丁目２－１８ ショッピング

マルゲン大栄町店 新発田市 大栄町４－１－２５ ショッピング

ハードウェアマート イノウエ 新発田市 新栄町１－３－２ ショッピング

OT＆E－shibata 新発田市 新栄町１－９－１８ ショッピング

串焼きとこころいきGen 新発田市 新栄町２－１４－４ 飲食店

トーカイ 新発田新栄店 新発田市 新栄町２－２－９ ショッピング

サルーン　新発田店 新発田市 新栄町２－３－２４ 飲食店

三宝茶楼 新発田店 新発田市 新栄町２－４－７ 飲食店

かんだストアー 新発田市 本町３－５－２８ ショッピング

スーパーいまがわ川東店 新発田市 石喜１８０ ショッピング

マルゲン紫雲寺店 新発田市 稲荷岡２０９８ ショッピング

菜菓亭 舟入町店 新発田市 舟入町２－４－３０ 飲食店

わくわくファーム新発田店 新発田市 舟入町３－２－１１ ショッピング

CLOEBYLUVISM 新発田2号店 新発田市 舟入町３－２－１３ サービス

とんとん市場 新発田店 新発田市 荒町１４８０ ショッピング

海転すし誠村上店 村上市 下助渕６６６－１ 飲食店

業務スーパー 村上店 村上市 仲間町３８６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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悠流里 村上市 塩町４－５ 飲食店

鮭乃蔵 永徳 村上市 塩町４－５ ショッピング

食事処　海鮮一鰭 村上市 大町４－５　 飲食店

Cafe＆Dining　Dayis 村上市 山居町１丁目１３－２８　 飲食店

四川飯店　村上 村上市 瀬波温泉２－２－２５ 飲食店

地酒の店 たむら 村上市 瀬波温泉２－８－４ ショッピング

三川観光きのこ園 東蒲原郡阿賀町 吉津３５２０ ショッピング

マルイ 柏崎田尻店 柏崎市 大字上田尻８１７ ショッピング

GEM〜hair 柏崎市 安田１９９３ サービス

ピアレMartプチ 安田店 柏崎市 安田新土３４６５ ショッピング

鮨 花喜 柏崎市 幸町８－２１ 飲食店

ピアレMart 東原町店 柏崎市 東原町１７－２ ショッピング

ピアレMart フォンジェ店 柏崎市 東本町１－１５－５ ショッピング

アトレ 柏崎店 柏崎市 松波４－１－４０ ショッピング

マルイ 横山店 柏崎市 横山１９８２－１ ショッピング

JA柏崎 愛菜館 柏崎市 田中２－１４ ショッピング

ピアレマート 柏崎店 柏崎市 茨目１－３－２３ ショッピング

Arct Gola 柏崎市 茨目３－１－４８ 飲食店

日本海鮮魚センター柏崎店 柏崎市 青海川１３３－１ ショッピング

菓子道楽新野屋 柏崎市 駅前１－５－１４ 飲食店

ルクールヘアー燕三条店 燕市 井土巻２－２２８ サービス

小嶋屋総本店 県央店 燕市 井土巻３－６５ 飲食店

石焼ステーキ贅 県央店 燕市 佐渡５２０２ 飲食店

良食生活館 分水パコ店 燕市 分水新町１－６－５ ショッピング

レストラン三宝 吉田店 燕市 吉田２７５４－１ 飲食店

廻る鼓響吉田店 燕市 吉田３５２０－１ 飲食店

セトチョー 燕市 吉田３７５９ ショッピング

enishi hair 燕市 吉田下中野３４９３ サービス

くいどころ里味　春日町店 燕市 吉田春日町５－１９ 飲食店

マルイ 吉田店 燕市 吉田本所１８２－１ ショッピング

寿司割烹　かんだ 燕市 吉田神田町１１－２８　 飲食店

cocochiya 燕市 吉田神田町１４－１ ショッピング

ウオエイ 小中川店 燕市 四ツ屋字太田３４１ ショッピング

ひらせいホームセンター分水店食良品館 燕市 新興野１１－２３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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マルイ 燕小池店 燕市 杉名６３ ショッピング

ひらせいホームセンター燕店食良品館 燕市 杣木善九郎２５９５ ショッピング

ひらせいホームセンター糸魚川店食良品館 糸魚川市 上刈５－１３１８－１ ショッピング

酒のバッカス館 糸魚川店 糸魚川市 上刈７－２－３７ ショッピング

一作 糸魚川市 南寺町１－９－３０ 飲食店

ハピー奴奈川店 糸魚川市 南寺町２－１４－３ ショッピング

お食事処　漁火 糸魚川市 外波９０３－１　 飲食店

重寿し 糸魚川市 大町１－３－１２ 飲食店

ヒノキヤ 糸魚川市 大町２丁目１－１５ ショッピング

アンフィ-トリヨン 糸魚川市 大野７４－１ 飲食店

ヒスイノ海 糸魚川市 寺町２丁目７－７ 飲食店

フェル・エッグ 糸魚川市 平牛２１１６ 飲食店

BOB　MARLEY 糸魚川市 本町９－８　 サービス

ナルス 能生町店 糸魚川市 桜木１ ショッピング

ハピー横町店 糸魚川市 横町２－２３８－１ ショッピング

イチコ 糸魚川店 糸魚川市 横町５－６－７７ ショッピング

魚正能生マリンドリーム店 糸魚川市 能生小泊３５９６－２ ショッピング

磯貝鮮魚店 糸魚川市 能生小泊３５９６－２ ショッピング

盛紋丸 糸魚川市 能生小泊３５９６－２　マリンドリーム内 ショッピング

ひらせいホームセンター中条店生鮮広場 胎内市 中条字小荒川３０４７－１ ショッピング

居酒屋　鳥一番　中条店 胎内市 東本町１７－３９　 飲食店

海転すし誠中条店 胎内市 江上２９５－１ 飲食店

ひらせいホームセンター弥彦店食良品館 西蒲原郡弥彦村 大字矢作字柿の浦７４３７－１ ショッピング

酒屋やよい神社前店 西蒲原郡弥彦村 弥彦１２３９－４ ショッピング

パレドールワタナベ 西蒲原郡弥彦村 矢作７３７４－１ 飲食店

PLANT－5 見附店 見附市 上新田町７２５－１ ショッピング

かつや 見附 見附市 上新田町下野沖４０４－１ 飲食店

産直マルシェ健幸めっけ 見附市 今町１－３３５８　道の駅パティオにいがた ショッピング

マルイ 今町国道店 見附市 今町５－３４－２０ ショッピング

マルイ 見附店 見附市 新町２－５－１３ ショッピング

紅竜飯店 見附市 新町２丁目１－２　 飲食店

ひらせいホームセンター見附店生鮮広場 見附市 芝野町字赤田８９４－１ ショッピング

焼肉いっ歩 長岡市 三和１－３－３８ 飲食店

マルイ 与板店 長岡市 与板町与板江西乙２４６６－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ひらせいホームセンター和島店食良品館 長岡市 両高２１１７ ショッピング

マルイ 中之島店 長岡市 中之島５６５－１０９ ショッピング

皆道苑 長岡市 住吉２－９－２１ 飲食店

深澤理容所 長岡市 千手１丁目１１－２３　 サービス

ロンドレット・バウム 長岡市 千歳３－２－３ 飲食店

美容しょうへいの店西長岡店 長岡市 千秋１－１７０７－８ サービス

ブランドショップ H＆D 長岡店 長岡市 千秋２－２７８　リバーサイド千秋　１Ｆ ショッピング

ザ プエブロショップ リバーサイド千秋店 長岡市 千秋２－２７８　リバーサイド千秋　１Ｆ　Ｂ
１３３ ショッピング

廻鮮富寿し　長岡古正寺店 長岡市 古正寺１－２３１－５ 飲食店

寿司・和食 一 長岡市 古正寺１－２９７２ 飲食店

石焼ステーキ贅 長岡古正寺店 長岡市 古正寺２－２ 飲食店

小麦工房 ブルックリン 長岡市 古正寺３－２５ 飲食店

美酒料理 十代目 吉蔵 長岡市 古正寺３－６７　ウィンドワードＳＫ　１０３ 飲食店

バッグデポ 長岡店 長岡市 古正寺町５６ ショッピング

リーガルシューズ 長岡店 長岡市 古正寺町５６ ショッピング

ヤマシタ 長岡店 長岡市 台町２－４－５６　Ｅ・ＰＬＡＺＡ　３・４Ｆ ショッピング

すきっぷ Eプラザ店 長岡市 台町２－４－５６　Ｅプラザ１Ｆ ショッピング

良食生活館 きたまち店 長岡市 喜多町１０００－１ ショッピング

アストロプロダクツ 長岡店 長岡市 喜多町１０８０－１ ショッピング

アメリカンスクエアマツヤ 長岡店 長岡市 喜多町１１５８－１ ショッピング

小嶋屋総本店 長岡喜多町店 長岡市 喜多町７４９ 飲食店

ステーキハウス　やまみや 長岡市 坂之上町１－３－２０ 飲食店

レストラン ナカタ 長岡市 坂之上町２－３－６　若満都ビル　２Ｆ 飲食店

横山商店CoCoLo長岡店 長岡市 城内町１－６１１－１　ＣｏＣｏＬｏ長岡内 ショッピング

マルイ 長岡駅前店 長岡市 城内町２－３－１２　ディアプラザ長岡 ショッピング

ミウラ服装 長岡市 城内町２丁目５－６　 飲食店

かつや 長岡 長岡市 堺町２１８ 飲食店

くいどころ里味　堺店 長岡市 堺町２２１ 飲食店

フトンノマルミヤ 長岡市 大島本町４丁目１０２－１ ショッピング

横山商店 本店 長岡市 大手通１－１－４ ショッピング

富寿し長岡駅前店 長岡市 大手通１－４－３ 飲食店

TheCellar 長岡市 大手通２－２－１　大手セブンビル２Ｆ 飲食店

マルイ 長岡学校町店 長岡市 学校町１－６－３０ ショッピング

マルシャン本店 長岡市 学校町３－１０－２０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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レストラン三宝　長岡宮内店 長岡市 宮内町字山伏３３９２番１ 飲食店

LUVISM長岡店 長岡市 宮関１－２－５ サービス

Caffe　di　Amian 長岡市 寺島町７１３番地　 飲食店

マルイ 寺泊店 長岡市 寺泊敦ヶ曽根１４３－１ ショッピング

フリーダムサーフカンパニー 長岡市 山田２丁目１－２ ショッピング

レアラブス（Lea Loves） 長岡市 川崎６－８６６－８ サービス

焼肉きんぐ長岡店 長岡市 川崎町１２５６－１ 飲食店

ベビーフェイスプラネッツ長岡川崎店 長岡市 川崎町１２７８－２ 飲食店

酒屋平成堂 川崎店 長岡市 川崎町山崎７８８－１ ショッピング

オマージュ・ア・パリ 長岡市 干場１－２－５ 飲食店

フロリダキッチン 長岡市 干場２－１－２４ 飲食店

セシルヘアー 長岡市 平島３丁目２４７ サービス

サルーン　長岡店 長岡市 新保１－１８２１－１ 飲食店

total beauty ENCHANT 長岡市 新保町６丁目５０７番地－１ サービス

マルイ 新組店 長岡市 新組町２２０１ ショッピング

fufure 長岡市 春日１－６－１８　サンリーフ長岡 サービス

ル・クールヘアー宮内店 長岡市 曲新町３－５３１ サービス

マルイ 栃尾店 長岡市 楡原４０８ ショッピング

魚仙 長岡市 殿町１－３－４ 飲食店

長岡小嶋屋　本店 長岡市 殿町２－２－９ 飲食店

石焼ステーキ贅 長岡アクロスプラザテン 長岡市 沖田１－４１ 飲食店

いっさく長岡東店 長岡市 琴平１－１－１ 飲食店

美食・美酒・だんらん いっさく長岡七日町店 長岡市 福山町４１２－１ 飲食店

からやま長岡店 長岡市 緑町１－２１２－１ 飲食店

ミリオンパック 長岡市 美沢２－３９－７ ショッピング

和牛 ダイニング かねこ 長岡市 美沢３－４７１ 飲食店

業務スーパー 中沢店 長岡市 美沢３－８６－９ ショッピング

なじら〜て東 長岡市 美沢３６０３ ショッピング

文具館タキザワ長岡店 長岡市 蓮潟１－１－３６ ショッピング

備長炭焼肉てんてん長岡蓮潟店 長岡市 蓮潟１－２－２４ 飲食店

魚藤 長岡市 表町１丁目１０－６ 飲食店

RESTAURANTLALMoise 長岡市 表町３－３－３　ダイアパレス表町　１０４ 飲食店

中村商店 長岡市 袋町２－１０８４－４ ショッピング

五十嵐酒店 長岡市 豊１－１１－６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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良食生活館 川崎店 長岡市 豊１－６０８　北長岡ショッピングセンターパ
ルス ショッピング

なじら〜て 関原店 長岡市 関原町１丁目字中原２９８０－１ ショッピング

ひらせいホームセンター長岡店生鮮広場 長岡市 青葉台１－甲１２０－１７ ショッピング

里山元気ファーム 岩塚直売店 長岡市 飯塚２９６９ 飲食店

S．H．S長岡店 長岡市 高畑町６６０ ショッピング

AallaZ 長岡 長岡市 高畑町６６０　ＳＨＳ長岡店　３Ｆ 飲食店

加勢牧場わしま本店 長岡市 黒坂６１５　いやしの郷内 飲食店

しょこら亭本店 阿賀野市 保田１３９８－１ 飲食店

ひらせいホームセンター安田店生鮮広場 阿賀野市 保田１９６１ ショッピング

Y＆Y GARDEN ツリーバザール 阿賀野市 保田７３３－１ ショッピング

しょこら亭 瓢湖店 阿賀野市 外城町１５－２２ 飲食店

食鮮館名古屋 阿賀野市 山崎４４－１ ショッピング

スーパーひまわり京ヶ瀬店 阿賀野市 緑岡３－３ ショッピング

佐藤食肉ミートセンター 阿賀野市 荒屋８８－３ ショッピング

ピアレMart 小出店 魚沼市 原虫野３３７－１ ショッピング

マルイ 堀之内店 魚沼市 堀之内４０７１－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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