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◆飲食業
地区

※順不同

施設名

TEL

塩沢

大正や

025-782-0706

塩沢

割烹 にし川

025-782-1088

塩沢

(有)塩沢やぶそば

025-782-1185

塩沢

居酒屋 きよい

025-783-2690

塩沢

石どら

025-788-0956

塩沢

割烹だいにんぐ みまつ

025-782-1153

塩沢

喰い処･飲み処 とん吉

025-782-2773

塩沢

魚沼さんちのおすそわけ

025-782-5105

塩沢

越後魚沼郷土料理 魚野の里

025-783-6788

塩沢

魚沼スイーツガーデン ナトゥーラ(La Terra)

025-788-0588

塩沢

芯菜箸

025-788-1444

塩沢

札幌ラーメン どさん子塩沢店

025-782-1099

塩沢

廻る すし道楽 塩沢本店

025-782-2668

塩沢

食堂タナカ

025-783-2265

塩沢

ファミリースナック ちこ

025-783-2670

塩沢

かま炊きめしや こめ太郎

025-783-3132

塩沢

ピッツェリア 薪と石

025-782-5049

塩沢

食楽･嘉路季

025-782-0944

塩沢

にしかた

025-782-3836

塩沢

さいき寿司

025-783-2819

塩沢

食堂 関山

025-783-2837

塩沢

レストハウス セゾン

025-783-3801

塩沢

レストラン バレーナ

025-783-3697

塩沢

居酒屋 岡ちゃん

025-783-2425

塩沢

田舎料理･そば処 茶屋 鹿小屋

025-782-4828

塩沢

茶寮 Sora

塩沢

ウィンターハウス大丸

025-783-4047

塩沢

シュプール

025-783-3231

塩沢

ベイブリッジ

025-782-0605

塩沢

OHGIYA CAFÉ

025-775-7701

塩沢

うおぬま倉友農園 おにぎり屋

025-782-5151

塩沢

有限会社 塩沢そば処 田畑屋

025-782-1992

塩沢

レストラン プリンセス

025-782-1530

備考

塩沢

レストラン イイホー

025-783-2589

塩沢

居酒屋レストラン けんちゃん

080-1047-7236

塩沢

ハックルベリー

080-5067-7326

塩沢

いこい食堂

025-783-3217

塩沢

イエローハウス舞子

025-783-6060

塩沢

喰処 はなや

025-782-0048

塩沢

やまびこ食堂

025-782-1587

塩沢

Shop＆café アークシェル

025-788-0601

塩沢

Diner＆café レトロ

025-778-3444

塩沢

いなか茶屋 山彩

025-788-1141

塩沢

新林屋

025-783-2531

塩沢

JK LOCAL BAR

025-782-0327

塩沢

レストラン ケルン

025-783-3148

塩沢

しみず食堂

025-783-3317

塩沢

レストラン天心

025-783-2540

六日町 CoCo茶屋

025-778-1316

六日町 ぶら坊

025-772-3551

六日町 焼肉ホルモン ブラボー

025-770-0208

六日町 モダンダイニング 与六ぢゃ

025-775-7330

六日町 創作Dining TORAJIRO

025-788-0520

六日町 名物串カツ かぶと家

025-775-7073

六日町 すし割烹 瑞賢

025-775-2167

六日町 台湾料理 青葉飯店

025-788-0123

六日町 真心料理 あわざ

025-772-7112

六日町 レストラン イ･ヒロッシェ

025-773-5674

六日町 お料理 会席･仕出し 松葉屋

025-775-3118

六日町 リトル北海道

025-778-0228

六日町 魚沼釜蔵総本店

025-781-5660

六日町 泉住

025-774-2006

六日町 イタリア料理 サーレエペペ

025-773-5906

六日町 たいやきともちゃん

025-772-3375

六日町 あさひ食堂

025-772-2388

六日町 廻る すし道楽 六日町店

025-772-7778

六日町 ケロハウス

025-772-7472

六日町 そば処 栄寿庵

025-772-7755

六日町 越後秘蔵麺 無尽蔵 六日町家

025-773-2258

六日町 リトルエム･アンドフォレスト

025-775-3500

六日町 リトルエム

025-775-7115

六日町 魚沼イタリアンバル匠

025-775-7507

六日町 魚沼炉端焼き 鮮極

025-788-0098

六日町 山田屋

025-773-6258

六日町 ラーメン居酒屋 源

025-788-0329

六日町 城山食堂 上原店

025-775-3665

六日町 grill and wine じゅー

050-5486-8302

六日町 焼肉寄席まるせい

025-775-2944

六日町 大花楼

025-770-0194

六日町 そば屋長森

025-775-3887

六日町 割烹 川佳

025-776-3541

六日町 パティスリー･シュクレ

025-773-2166

六日町 永源

025-773-2777

六日町 ラーメン 風々亭

025-770-1310

六日町 サーティワンアイスクリーム 六日町店

025-778-0031

六日町 ryugon café

025-772-3470

六日町 喫茶 ぴあーちぇ

025-776-2757

六日町 Matsumoto-マツモト-

025-772-2031

六日町 カフェ ウエスト

025-776-3881

六日町 和可奈鮨

025-773-5722

六日町 スナック INFINITY

025-788-0680

六日町 小さいピザ屋さん kankan

050-1237-8225

六日町 猿倉山ビールバー

025-775-7666

大和

レストラン 葡萄の花

025-777-5888

大和

宮野屋

025-779-2145

大和

ファミリーダイニング 小玉屋

025-777-2072

大和

居酒屋 一坊

070-3540-4538

大和

龍寿し

025-779-2169

大和

廻る すし道楽 浦佐店

025-777-5777

大和

ラーメンたんぽぽ

025-777-4384

大和

ヘヴンズカフェ

025-775-7107

大和

ラーメンキッチン雪ヶ谷

025-788-1456

大和

イタリアン ダイニング マルタ

025-788-0391

大和

菜穂路

025-777-3072

大和

ラーメン専門店 みつや

025-777-4778

大和

すし勝

025-777-2996

大和

夕食と晩酌 居酒屋 田中屋

025-777-2035

大和

LiveCafe LEON

025-788-0498

◆土産物
地区

施設名

TEL

塩沢

アオキ菓子店

025-782-0047

塩沢

お米の楽校

025-782-5105

塩沢

塩沢つむぎ記念館

025-782-4888

塩沢

雪国観光センター 魚野の里

025-783-6788

塩沢

魚沼スイーツガーデン ナトゥーラ

025-788-0588

塩沢

菓子杜氏 喜太郎

025-778-3801

塩沢

和･洋菓子 松月

025-782-0140

塩沢

塩沢きもの ちどりや

025-775-7287

塩沢

かどや

025-783-2963

塩沢

BIRD LAND

025-783-3137

塩沢

七五三

025-782-1499

六日町 YUKIMURO WAGYU UCHIYAMA

025-788-0429

六日町 孝泉堂

025-772-2281

六日町 八海山雪室

025-775-7707

六日町 つつみや八蔵

025-775-2975

六日町 千年こうじや本店

025-775-2604

六日町 金城酒販

025-772-2033

六日町 たいかいや

025-772-2280

大和

(株)アグリコア越後ワイナリー

025-777-5877

大和

ホームセンターウラサ・スーパーV浦佐店

025-777-5101

大和

志んこ餅の玉屋

025-777-2021

大和

酒の金田屋

025-777-2053

備考

◆スキー場
施設名

TEL

石打丸山スキー場

025-783-2222

シャトー塩沢スキー場

025-782-1191

六日町八海山スキー場

025-775-3311

舞子スノーリゾート

025-783-4100

八海山麓スキー場

025-779-3103

ムイカスノーリゾート

025-773-3311

上越国際スキー場

025-782-1028

Mt.グランビュースキー場

025-783-2633

備考

◆レンタル・スキー学校
最寄り
スキー場

施設名

TEL

備考

石打丸山

シャルム

025-783-4128

石打丸山

レンタルショップ かみきや

025-783-2252

石打丸山

フエタレンタル

025-788-0001

石打丸山

ステーションV

025-783-2496

石打丸山 ハツカ石スキー＆スノーボードスクール

025-783-5242

石打丸山

ハットリレンタルスキー

025-783-4165

石打丸山

石打 福田屋レンタル

025-783-2057

石打丸山

石打プロスキースクール

025-783-2825

石打丸山

ベースプラザ

025-783-3297

石打丸山

石打丸山スキー学校

025-783-2736

石打丸山

オートパーク ナカヤス

025-783-4067

石打丸山

レンタル たかの

025-783-2114

石打丸山 レンタル・スキーボード ダウンヒル

025-783-4309

舞子

舞子プロスキースノーボードスクール

025-783-3551

舞子

レンタル･おみやげ 若葉屋

025-783-2095

舞子

レンタル 若葉屋

025-783-2095

舞子

まいこレンタルスキー

025-783-3470

舞子

レンタルスキーセンター

025-783-2084

舞子

まいこ館

025-783-7816

上越国際

スキーセンター峠

025-782-0336

上越国際

ブースポーツ 上越国際店

025-782-4015

シャトー

シャト―塩沢スキー学校

025-782-1191

シャトー

サトウレンタル

025-782-0239

五十嵐スキークリニック

025-776-2414

八海山麓

八海山麓スキー学校

090-1436-8360

八海山麓

スキーハウス カム

025-779-3340

◆タクシー・代行
施設名

TEL

魚沼中央タクシー

025-783-6111

六日町タクシー

025-783-6111

美咲タクシー

025-772-3472

マルカタクシー(資)

025-782-1155

(有)六日町ダイコーセンター

025-772-8888

銀嶺タクシー 株式会社

025-772-2440

(株)浦佐タクシー

025-777-3456

やまとタクシー 株式会社

025-777-3141

(有)伸新代行

025-770-2620

備考

◆ガソリンスタンド
施設名

TEL

塩沢石油 株式会社 ベルーガ塩沢

025-783-4141

塩沢石油 株式会社 ベルーガ中之島

025-782-2028

ENEOS大和給油所

025-777-3835

遠藤石油 株式会社

025-777-3818

(株)伊勢新石油

025-777-2211

塩澤米穀

025-782-1133

大和中央SS/松田商事(株)

025-779-4131

備考

◆移動販売車
施設名

TEL

SANPO CAFÉ

080-1029-7817

Connections Kitchen

090-1606-7198

備考

◆その他
施設名

TEL

外山康雄 野の花館

025-783-7787

原信 六日町店

025-773-3507

原信 塩沢店

025-778-2112

原信 川窪店

025-778-1530

菓子処 さとや

025-775-3899

さとやベーカリー

025-775-7505

みどりや菓子店

025-783-2003

トゥージュール・エイセンドウ

025-779-2026

塩澤米穀

025-782-1133

越後屋酒店

025-783-2521

イオン六日町店

025-770-1100

川辺商店

025-775-2017

中徳米穀店

025-783-2001

セブンイレブン 六日町駅西店

025-770-2707

セブンイレブン 浦佐駅前店

025-777-2139

セブンイレブン 南魚沼坂戸店

025-772-7117

レディースファッション 現代

025-782-0315

農畜産物直売所 あぐりぱーく八色

025-788-0253

農産物直売所 四季味わい館

025-783-3983

鈴木牧之記念館

025-782-9860

はりまや 石打店

025-783-3111

備考

酒のディスカウントはりまや スーパープライス店

025-778-3450

72 Seasons SUPER NATTUS

025-782-2766

はりまや 塩沢本店

025-782-0045

スーパーV 六日町店

025-782-5000

ガンホー･モンスターパイプ

025-783-2523

全米が泣いた日

025-788-0811

セブンイレブン南魚沼 泉店

025-775-3741

セブンイレブン南魚沼 二日町店

025-773-3280

セブンイレブン塩沢石打SA 下り店

025-783-2711

セブンイレブン南魚沼 寺尾店

025-776-3817

セブンイレブン南魚沼 青木新田店

025-776-2566

セブンイレブン 南魚沼余川店

025-772-8551

