
ボデーショップ海津 木崎尾山前
堀モータース 白新町
松浜モーター商会 川西
三ツ森オートサービス 高森新田
ヨコハマタイヤセンター新潟　新潟店 笹山東

スポーツ、アウトドア、釣り具、自転車
あべスポーツ 白新町
井島輪店 松浜本町

仏壇、仏具、墓石
仏壇の越後屋 白新町
渡邊佛壇店 白新町

花、園芸
里乃彩 葛塚
髙橋仁七種苗店 葛塚

スーパー、ホームセンター
キューピット　豊栄店 白新町
キューピット　早通店 早通北
キューピット　松浜店 三軒屋町
スーパ－尾山 木崎
ひらせいホームセンター　豊栄インター店 かぶとやま
ひらせいホームセンター　新崎店 新崎

ドラッグストア、コンビニ
ココカラファイン　豊栄店 石動
ココカラファイン　新崎店 すみれ野
ココカラファイン薬局　豊栄店 石動
セブン-イレブン豊栄駅北店 石動
セブン-イレブン豊栄嘉山店 嘉山
セブン-イレブン新潟神谷内店 神谷内
セブン-イレブン新潟木崎店 木崎字尾山前
セブン-イレブン新潟豊栄浦木店 浦木
セブン-イレブン新潟濁川インター店 濁川
セブン-イレブン豊栄インター店 木崎
セブン-イレブン新潟競馬場インター南店 木崎
セブン-イレブン新潟すみれ野店 すみれ野
セブン-イレブン新潟太夫浜店 太夫浜
セブン-イレブン新潟松浜6丁目店 松浜
ドラッグセイムス松浜店 松浜東町

紺伝商店 葛塚
長澤洋服店 葛塚
ニットショップやまだ 葛塚
南呉服店 松浜本町
YAMAKI 葛塚
わたなべ呉服店 松浜本町

時計、メガネ、宝石
アルプスジュエリー 太田甲
齋藤時計店 松浜本町
天然石工房cue 樋ノ入
とよさき時計店 白新町
hinata bocco 葛塚
メガネのいおか　豊栄店 柳原

本、文具、おもちゃ、レコード、楽器
金泉堂 白新町
HIRASEI遊TSUTAYA　豊栄ｲﾝﾀｰ店 かぶとやま

家電、インテリア
アオキハウジング 葛塚
オーシス 白新町
オオワキでんき 葛塚
角喜寝具店 葛塚
久代電器商会 松浜本町
国兼商店 太田甲
コスモデンキクニカネ店 松浜東町
小日向電気/コヒナタレコード 葛塚
コング　豊栄店 かぶとやま
デンカショップタッチ 柳原
ナカノサービス 早通南
Ｐ・Ａマルイでんき 嘉山
ライフネットカバキ 早通南
ライフネットタカノ 白新町

自動車販売・整備、バイク
上松モータース 松浜新町
エービーエス新潟　東港営業所 島見町
佐藤自販 山飯野
車検のコバック　豊栄店 葛塚
第一モータース 内島見
玉木自動車整備工場 新崎

ベーカリー
クルトン すみれ野
ブレッドカンパニーメリーズ 葛塚

酒、お茶、珈琲
江口屋酒店 松浜みなと
江口屋酒店 白新町
江口屋商店 松浜本町
越後酒造場 葛塚
お茶の紫香園　豊栄店 石動
お茶の紫香園　ベイシア店 かぶとやま
サンコウ 須戸
曽我酒店 葛塚
DHC酒造 越後の里 嘉山亭 嘉山
外山酒店 葛塚
ハッピー 松浜東町
原商店 長場
平田酒店 松浜
丸公酒店 松浜
宮川酒店 木崎

医薬品、衛生用品、化粧品
青柳化粧品店 葛塚
くすりのスズムラ 松浜本町
三和ビューティールーム 白新町
島倉駅前薬店 白新町
ときわぎ薬局 石動
ナルミ化粧品店 白新町
メナードフェイシャルサロン松浜新町 松浜新町

生活雑貨、日用品
かみの井　豊栄店 葛塚
かみの井　松浜店 三軒屋町
ダイソー　新崎店 新崎
ダスキン早通 早通南
白新堂 葛塚
花屋商店 葛塚

衣料品、ファッション雑貨
井越呉服店 葛塚
小柳善三郎商店 松浜本町
靴のかまた　豊栄店 かぶとやま

北 区
［小売り］
食料品

有田鮮魚 島見町
壱成 朝日町
街道屋商店 森下
ガストロノミア・キアッキエリーノ 柳原
カネセ鮮魚店 葛塚
葛塚市場 葛塚
産直とよさかげんき村 木崎
タカギ農場直売所サグラ 新崎
高橋精肉店 松浜本町
滝沢米穀店 朝日町
寺尾米店 笹山
外山鮮魚 太田甲
平田米店 松浜本町
フードトラック　絹いもや 嘉山
松浜市場組合 松浜本町
ミートショップさとう 早通北
味噌醤油の蔵元　山田屋 葛塚
森岡青果物店 松浜本町
八百三商店 葛塚
やおちょう 松浜本町
ヤマサ小池鮮魚 葛塚
八百源 葛塚
わくわくファーム　豊栄店 かぶとやま

和菓子、ケーキ、洋菓子
アニバーサリーケーキラボ　イエイ 嘉山
大阪屋　豊栄店 石動
栗原製菓 葛塚
菜菓亭おかしの里　嘉山店 嘉山
菜菓亭　豊栄本店 葛塚
昭和堂製菓 葛塚
大正堂製菓舗 葛塚
滝まん菓子店 松浜本町
田中屋本店　ベイシア店 かぶとやま
新潟せんべい王国 新崎
マロン洋菓子店 早通南
わらび屋 朝日町
わらび屋　朝日町店 朝日町
わらび屋　他門店 葛塚

北 区

お問い合わせ 地域のお店応援商品券コールセンター

0120-277-013 │受付時間│
平日9：00～17：00

取扱店登録一覧
2022年10月31日入力完了分

取扱店の最新情報は
実行委員会ホームページで公開します！
スマートフォンで二次元コードを読み取りください。

●この商品券は地域のお店応援商品券取扱店で商品・飲食・サー
ビス等のお支払いにご利用ください。
　地域のお店応援商品券取扱店ポスターおよびステッカーの貼っ
てあるお店でご利用いただけます。ただしお取扱いできない商
品等があります。商品券冊子の表紙裏面＜商品券の使用対象に
ならないもの＞項目をご覧ください。
●この商品券のご利用にあたっては、お釣りはお出しできません。
●この商品券は有効期間を過ぎた場合、無効となります。
●この商品券は一切払戻しできません。
●この商品券を利用して購入した商品・サービス等の返品・返金は
できません。
●この商品券の譲渡、転売はできません。
●この商品券に通し番号のないものは無効です。
●この商品券に取扱店名または指定金融機関の受付表示のある
ものは無効です。
●この商品券の盗難、紛失または滅失等に対しては、発行者はその
責を負いません。

地域のお店応援商品券 ご利用上の注意
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ベーカリー
花恋ず 石山
大元堂製パン 新石山
Hase Bakery 粟山
パンステージメリーズ 東明
Baker's Cafe N-Crops 新松崎

酒、お茶、珈琲
浅川園　イオン新潟東店 大形本町
栄幸堂 中山
くにかね酒店 東中野山
くまくら酒店 長者町
古泉酒店 山の下町
酒のやまや新潟河渡店 河渡庚
鈴木三郎商店 上木戸
田才酒店 江南
花屋酒店 松崎 
浜甚幸栄店 幸栄
星山酒店 山木戸
宮島酒店 東中島

医薬品、衛生用品、化粧品
クスミ　薬局 古川町
クスリのたかはし薬局 中山
くすりのヒロヤ 大形本町
メッツ太平薬局 太平
メナードフェイシャルサロン新松崎 新松崎
ものみやま薬局 物見山

生活雑貨、日用品
暮らしの総合デパート・ワダ 山の下町
ないものはない？西田屋　家庭用品部 古川町
ないものはない？西田屋　建材部 古川町
ないものはない？西田屋　太平店 太平
渡忠 東明

衣料品、ファッション雑貨
アベニュー　イオン新潟東店 大形本町
衣料のすずき 物見山
ヴィータ 向陽
うきべ う～庵 向陽
暮らしの衣料ふくや 中山
Colore　イオン新潟東店2F 大形本町
佐野繊維商事 海老ケ瀬
ファッションアイ中山店 中山
ファッション衣料おのぎ 大形本町
ブテッィク　ベル 石山団地
ベイパークラウド　新潟東区店 山木戸
マックハウス　竹尾インター店 はなみずき
アメリカンスクエアマツヤ　新潟店 新松崎
マルセン 石山団地

時計、メガネ、宝石
アイテックサイトウ 北葉町
Atelier Tonton 牡丹山
エンゼルウチダ 中山
スギサキ 石山団地
弐萬圓堂　河渡店 河渡字庚
メガネのテラオ 秋葉
メガネマート　空港通店 物見山

家電、インテリア
eプラザ　石山店 中野山
格安スマホの窓口　イオン新潟東店 大形本町
KATAYAMA EIGHT 卸新町
コング　東新潟店 粟山
ササゲ電機商会 竹尾
でんきSHOPやまぐち 物見山
でんきやSUNタナカ 岡山
東京西川チェーンアラカワ 山の下町
ドコモショップ　新潟中野山店 若葉町
ドコモショップ　新潟東店 新松崎
ナカヤマデンキ 長者町
ニイガタデンキ 物見山
パナ・トップ 太平
ビッグウッド　新潟店 卸新町
フカミオンキョー 粟山
ホンダ電器 秋葉通
ヤスダ電気 北葉町
ライフネット小林 粟山

自動車販売・整備、バイク
Aiport 松崎
イエローハット　赤道店 牡丹山
イエローハット　河渡店 河渡庚
岩本商会 河渡庚
オートテクノ畑山 南紫竹
オートリペアニイガタ 南紫竹
クールワークス 下木戸
佐上商会　空港店　バイク部 物見山
佐藤モータース 岡山

タクシー、運転代行
太陽交通 葛塚
東港タクシー 太郎代
新潟コミタス代行 横土居
新潟中央個人タクシー㈿　21社加盟 内島見
ハマタクシー 松浜東町
都タクシー　豊栄営業所 白新町

クリーニング
白樹屋 柳原
ハニーズ　豊栄店 葛塚
前田クリーニング店 早通北

学習塾、習い事、体験教室
夢ギャラリー　こばやし手芸店 白新町

灯油、GS、カーリース
出光昭和シェル・松浜ＳＳ 松浜本町
出光ハイテクポート給油所 島見町
此村石油 松浜東町
新プロ産業ENEOS松浜SS 松浜新町
中村住器燃料 葛塚
ハート　豊栄中央給油所 鳥屋
ハート　早通北給油所 早通北
ハート　早通南給油所 早通南
長谷川商店 葛塚

冠婚葬祭
豊栄セ・モアホール川西 川西
豊栄セ・モアホール木崎 木崎
花みずき 木崎

その他サービス
アーバンベル・インフォメーション つくし野
いからし印刷 葛塚
ガスショップ豊栄 葛塚
環境整備 葛塚
神田工務店 太夫浜
熊田タイ畳店 葛塚（下町）
くまだ畳店 白新町
コバヤシ敷物 葛塚
坂井金物店 松浜本町
新プロ産業 神谷内
中川畳店 西名目所
新潟屋 葛塚
羽賀畳店 太田甲(栄町)
ハマ総合企画 松浜東町
光建工 大迎
フジキン 松浜みなと
松浜印刷所 松浜本町
南総合建築 太夫浜
明星社印刷所 葛塚
ゆい工房 白新町
横山産業 白新町
割野屋商店 柳原

東 区
［小売り］
食料品

青木米店 石山団地
アカシア　新潟空港ビル内 松浜町
あんずお肉の工場直売所　新潟河渡店 河渡新町
ouchigaramenyasan  おうちがラーメンやさん 松崎
お米の光琳 中山
黒井鮮魚店 寺山
こがね食品 秋葉
酒のやまや海老ヶ瀬店 大形本町
清水商店 山木戸
田辺屋酒店 山木戸
なじょも産直市場 上木戸
ナチュレ片山　本店 卸新町
百笑市場 逢谷内
堀川善多郎商店 北葉町
堀川善多郎商店　秋葉店 秋葉
メッツゲライテラ 中木戸
わたなべ米店 石山団地

和菓子、ケーキ、洋菓子
大阪屋　イオン新潟東店 大形本町
大阪屋　河渡店 太平
大阪屋　はなみずき店 上木戸
きくや　イオン新潟東店 大形本町
菜菓亭　石山店 石山
菜菓亭　中山店 中山
菜菓亭　松崎店 新松崎
旬果甘味店ルコト 松島
田中屋本店　イオン東店 大形本町
田中屋本店　中山店 中山
petitpasシフォンと焼き菓子のお店 東中島
Vegetannbo 山木戸

エメロード美容室 松浜本町
大島理容所 松浜
カットクラブ　豊栄店 柳原
cut club  とがし 須戸
カットサロン　アイダ 白新町
カットサロン　ホリ 濁川
カットショップ　いわさき 葛塚
カットショップ　ワカツキ 川西
カットスタジオ　TOMO 新元島町
カットスペース　ダディ 柳原
カットハウス　ウェーブ 早通北
カットハウス　シーガル 葛塚
カットハウス　シライ 早通北
カットハウス　ちゃっぷりん 内島見
CUT PLACE KURATA 松浜
川口美容室 葛塚
菊地理容所 森下
木崎ヘアーサロン　ROY'z 木崎
キリトリ 太夫浜
ココデカラー　豊栄店 石動
ジャストカット　豊栄店 葛塚
ジャストカット　松浜店 松浜
Sweet  Life + 木崎
セーヌ美容室 豊栄早通北
曽谷理容所 松浜本町
田辺理容所 三軒屋町
ＣＨＵＺＡＮ 葛塚
テソロヘアー 松浜東町
ｔｒｕｅ ＨＡＩＲ 葛塚
トータルラウンジまるやま 早通北
ＮＡＰＴＩＭＥ 白新町
ビューティ　アド 豊栄早通南
ビューティサロン　メメ 笠柳
ビューティサロン　ゆきい 葛塚
美容室　鈴屋 三軒屋町
美容サロン　いそべ 葛塚
美容室　リラックス 須戸
美容室A'URU 木崎
美容室アルピナ 北陽
美容室タムラ 内島見
美容室ティファニー 彩野
美容室ピボット 太田甲
美容室ピュア 東栄町
美容室フロア 早通南
美容室yume 島見町
美容室わたなべ 松浜
ビラージ美容室 松浜本町
ヒロ美容室 松浜新町
ヘアークラフト　Ｃｒｉｓｐ 白新町
ヘアーサロン　イトウ 島見町
ヘアーサロン　イマイ 早通南
ヘアーサロン　おがわ 濁川
ヘアーサロン　サトウ 早通南
ヘアーサロン　タカハシ 新元島町
ヘアーサロン　寺尾 松浜本町
ヘアーサロン　ハダ 松浜
Hair Salon Mou 美里
HAIR ZONE AOKI 太田甲
ヘアサロン　いがらし 葛塚
丸一理容所 松浜本町
Luxewel ﾗｸﾞｼﾞｭｴﾙ 早通北
理容　ノマタ 早通南
理容カネコ 太田
理容館　すみこ 松浜東町
理容サイトウ 太田
理容サトウ 内沼
理容シブヤ 上黒山
理容セキカワ 白新町
理容タカハシ 木崎
理容田中 笹山
理容よこやま 平林
和空間 朝日町
ワシズ理容所 早通北

エステ、ネイル、アイラッシュ
ＰＵＲＥアロマリラクゼーション　松浜東店 松浜東町
ポーラ白新 葛塚

旅行、宿泊
フリーウェイツアー 下大谷内

フィットネス、スポーツクラブ
Kirana YOGA Studio. 松浜

鍼灸、整体、カイロプラクティック
スマイルカイロプラクティックとよさか 葛塚
スマイルカイロプラクティック楽ら　豊栄店 嘉山
スマイルカイロプラクティック楽ら　松浜店 松浜本町
ソフト整体高橋 東栄町
もみほぐしプカプカ 葛塚

ファミリーマート豊栄かぶとやま店 かぶとやま
ファミリーマート豊栄木崎店 内島見
ファミリーマート新潟濁川店 濁川
ローソン新潟嘉山店 嘉山
ローソン新潟島見町店 島見町
ローソン豊栄木崎店 木崎字尾山
ローソン豊栄新井郷店 新井郷字居裏
ローソン新潟新崎二丁目店 新崎

［飲食］
和食、寿司、割烹

石川仕出し店 嘉山
大倉屋 嘉山
奥次郎さくら亭 松浜東町
小柳食品 新元島町
海鮮家さぶ郎 松浜東町
海転　すし誠　豊栄店 かぶとやま
割烹　渡なべ 内島見
割烹　松潟屋 葛塚
キッチンいさみ 嘉山
鮨・割烹いとう 松浜東町
竹徳 早通北
つた甚 早通南
鳥安 白新町
新潟鮨一 白新町
美味新撰旬彩　まる田 白新町
町北幸 葛塚
まるふく 松浜本町
和食堂みやじま 白新町
和風れすとらん奥次郎 松浜東町

洋食、イタリアン、フレンチ
カジュアルレストラン　MOKA 松浜本町
トラットリア　ノラ・クチーナ　豊栄本店 葛塚
Ｐancia  Ｇuancia 柳原
bistro de cote 松浜東町
フランクス　ディナーアンドダイニング 石動
フランス食堂　清水 嘉山
フレンチカレーとお菓子のお店「Pino」 松浜本町
森のタヌキの音楽隊 大夫浜
ラ・トラットリア・エストルト 新崎
リトルバード 東栄町
レストランル・タン 嘉山
レストランビッグワン 白新町

中華、ラーメン、焼肉
円来 白新町
勝鬨屋 白新町
三宝亭　豊栄店 葛塚
食堂・居酒屋　麺大誠 太田
中華飯店めおと 白新町
みそ膳　豊栄店 石動
麺屋　しゃがら　競馬場インター店 木崎字尾山
焼肉　華芳苑 すみれ野
焼肉・お食事処中村屋 白新町
やなぎ亭 木崎
ラーメン　カヌチャ屋 葛塚
らぁ麺　義澤 木崎
ラーメン＆ランチ　クマの店 早通南

ファストフード、軽食、喫茶
カフェ　オカワリ 笹山
cafe yadorigi 葛塚
喫茶　クローバー 東栄町
珈琲倶楽部　つくしの店 つくし野
松ぼし 松浜本町
みかづき　豊栄店 かぶとやま
LAGOON BREWERY Shop&Cafe 前新田

居酒屋、その他
かとう仕出し店 長戸呂
花梨 早通南
元祖中津からあげもり山 木崎
肴やきむら 白新町
肴や　源左エ門 白新町
さくら 白新町
しかい 松浜本町
春夏秋冬　豊栄店 柳原
スナック街路樹 白新町
炭火料理　ゆめどり亭 白新町
天海亭 葛塚
鳥ふじ 早通南
パブ憩 早通南
パブハウス　MOKA(2F) 松浜本町
みずさわ食品 嘉山
和寛楽 白新町

［生活サービス］
理容室、美容室

アロマリラクゼーションPURE　松浜本店 松浜
イジマ理容 松浜

北 区 東 区
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A.K.A HAIR 太平
EEN HAAR 東明
エカール 石山
エンドウ理容所 太平
オシャレ 月見町
おしゃれサロン 寿限夢 江南
カザマ美容室 東中野山
カットクラブ　大形店 寺山
Cut Club G・T・O 豊
カットサロン　ＡＳＡＨＩ 藤見町
カットショップ  フジトコ 山木戸
カットショップ リヴ 大形本町
カットショップ  フジトコ 寺山
カットハウス サンタ 太平
カットハウス　デュエット 中山
カットハウス ヤマダ 山木戸
加藤理容所 上木戸
Kinomama 大形本町
gift 藤見町
GLEAMS 竹尾
CLOE by LUVISM　松崎店 松崎
KOUMO 東中野山
ココデカラー　牡丹山店 牡丹山
コンシャスヘア 石山団地
近理容所 中山
堺理容 竹尾
サロンデ・ビューティ　すぴっく 太平
志田理容所 中興野
ジャストカット　石山店 東中島
ジャストカット　幸栄店 幸栄
ジャストカット　中山店 中山
ジャストカット　山ノ下店 北葉町
女性お顔そり専門店　face up　上木戸店 上木戸
田辺理容院 山木戸
tribute360  牡丹山
BARBER SHOP HOPE 粟山
ハイタイム 山木戸
ひぐち美容室 物見山
ひさご美容室 東中野山
ビューティサロン　愛 藤見町
ビューティサロン　カトウ 牡丹山
ビューティサロン　ローズ 粟山
美容室　クランベリー 逢谷内
美容室さとみぽ 山木戸
美容室アンジェリック 太平
美容室アン フィル ヴェール 逢谷内
美容室　ウェーブ 上木戸
美容室　EVAｈ 空港西
美容室　ＭＲ 山木戸
美容室KAZ 藤見町
美容室ジェリービーンズ 空港西
美容室　スウィート 空港西
ヘア&フェイス美容室　T2 東新町
美容室トラスト 粟山
美容室ノアノア 山木戸
美容室ハイタイム 山木戸
美容室パウダー 物見山
美容室ＦＥＭＭＥ 東中島
美容室　Feminine 逢谷内
美容室フリーダム 物見山
美容室プリエ 東中野山
美容室まちだ 中山
美容室メッセージ 山木戸
美容室ももやま 北葉町
美容室ラ・プーペ 山木戸
Hyoge 紫竹
ヒロコ美容室 幸栄
ファウント・ヘアー 古川町
ブランシェ 牡丹山
Hair　＆　Life  neu 船江町
ヘアーカットサロン　サイトウ 河渡新町
ヘアーカットサロン　ちか 秋葉
ヘアーサロン　ゆいかみ 石山団地
ヘアーサロン　おぐら 山木戸
ヘアーサロン　押見 中野山
ヘアーサロン　カスタムi 北葉町
ヘアーサロンクリスタル 物見山
ヘアーサロン　ゴデンギ 中野山
ヘアーサロン　タカマツ 北葉町
ヘアーサロン　ハヤカワ 牡丹山
ヘアーサロン　ミカド 東明
ヘアータッチ　みなみ 根室新町
ヘアーファッション　ビバン 中木戸
ＨＡＩＲ　ｆｅｅｌ はなみずき
ヘアーメイクS2 河渡甲
ヘアショップ　シード 石山団地
ヘアメイクスプラッシュ はなみずき
bergamotto hair 小金町
真心美容室ブルーライン 上木戸
美千美容室 海老ケ瀬
MINORU hairsalon 東中野山

備長炭焼肉てんてん　松崎店 新松崎
まぐろ節中華そば 温知 太平
万人家　中山店 中山
麺しょう 中木戸
麺屋　しゃがら　大形店　 豊
麵家　太威 牡丹山
麺屋Aishin愛心　河渡本店 河渡本町
焼肉愛心　牡丹山店 牡丹山
焼肉きんぐ　新潟河渡店 松崎
焼肉貴闘炎　新潟店 山木戸
焼肉とんとき 北葉町
横浜ラーメン奥村家 南紫竹
らーめん　麺華 粟山
ラーメン樹よし 上木戸
らーめん滋魂 松崎
ラーメンわらふく 寺山
陸海空 牡丹山

ファストフード、軽食、喫茶
海堂　新潟空港ビル内 松浜町
カフェ　まる。 秋葉
元祖中津からあげもりやま東新潟店 石山団地
喫茶カンポス 中山
珈琲倶楽部　東区役所店 下木戸
国内線スナック　新潟空港ビル内 松浜町
サーティワンアイスクリーム　新潟東ロードサイド店 新松崎
Sea Breeze 古湊町
PANDACAFE 大形本町
ピーコック河渡店 河渡庚
みかづき　粟山店 粟山
みかづき　イオン新潟東店 大形本町
みかづき　中山店 中山
モスバーガー新潟河渡本町店 河渡本町
元町珈琲　東新潟の離れ 中島

居酒屋、その他
青ちゃん食堂 中山
居酒屋 さんぽ 逢谷内
囲酒屋すいけん 中野山
居酒屋もくば 大形本町
居酒屋　わらべ園 石山団地
居酒屋下町食堂 牡丹山
居酒屋HAL 豊
居酒屋ゆう 寺山
居酒屋わたや 牡丹山
魚河岸ウルフ 大形本町
宴や一歩 東中島
エスニックバル トリッシュ 古川町
eN de baR 寺山
おい！しい菜 河渡
御届家 新松崎
Girls Snack Re:Re:(ガールズスナック リリ) 古川町
金金醤新潟店 河渡庚
串家すずどり 北葉町
グリルキャンプ　新潟店 末広町
ご馳走   こころ 中木戸
酒菜房　5：５ 牡丹山
じゅんさい 松園
すなっく ポラリス 上木戸
炭焼おれん家 東中島
道とん堀　新潟中野山店 若葉町
とり焼き肉大衆酒場　鳥晃 石山
ナイトインみか 東中野山
和み処　あすか 石山団地
はっぴ商店　新潟東店 下場本町
HORLY'S　BURGER 新松崎
MAMESANO 石山
MORGANITE 粟山
やきトンりゅうちゃん 中野山
屋台屋三平 牡丹山
ゆめどりBASE 神明町
らーめん　ベジ太郎 逢谷内
和食処　東家 上木戸

［生活サービス］
理容室、美容室

あきば美容室 秋葉
Accurate HAIR&MAKE 上木戸
ＡＧＯＲＡ 物見山
Azur 太平
adorable アドラーブル　はなみずき店 はなみずき
adorable アドラーブル 松崎店 新松崎
あびこ美容室 石山
Archiar creative hair 中山
anthurium はなみずき
アンティム 牡丹山
un.fleuri 上木戸
イヴ美容室 中木戸
ITAKURA　赤道店 錦町
ITAKURA　大形店 逢谷内
ＥＶＡＨ　はなかいどう店 空港西

ローソン新潟卸新町二丁目店 卸新町
ローソン新潟中島店 中島
ローソン新潟中野山店 若葉町
ローソン新潟南紫竹一丁目店 南紫竹

その他小売り
ガスショップ石山店 石山
ガスショップ大形店 上木戸
佐藤孫三郎金物店 大形本町
しげよし新潟店 南紫竹
ハクシン　新潟竹尾店 竹尾
ミリオンペット松崎本店 新松崎

［飲食］
和食、寿司、割烹

葵寿司 太平
いざかや　わ 太平
居酒屋てっちゅう 山木戸
小木曽製粉所　松崎店 新松崎
おやなぎ大形本町店 大形本町
廻鮮丸寿司　石山店 下場本町
角中うどん店本店 中野山
神楽　新潟空港店 松浜町
割烹　うをくら 紫竹
割烹よしはら 古湊町
割烹　内田 秋葉通
割烹やぶ 江南
かなめ茶屋 石山
かめ福 河渡本町
くいどころ里味　海老ヶ瀬店 海老ケ瀬
くいどころ里味　中野山店 若葉町
こがね鮨 紫竹
小嶋屋総本店　松崎店 新松崎
十割そば会　新潟赤道店 錦町
新海 太平
新々軒 松浜町
須坂屋そば　空港店 松浜町
寿司割烹　竹徳 紫竹
鮨家むらさき 牡丹山
千喜庵 下木戸
仙台炭焼き　牛たん欅　新潟店 新松崎
道とん堀新潟松崎店 新松崎
とんかつ　どれ味 向陽
とんかつ政ちゃん　牡丹山店 牡丹山
日本料理　花車 竹尾
HARU 寺山
政家　新潟松崎店 松崎
美濃屋 上木戸
柳都そばベジカフェ　ひだか庵 松崎
和の匠みやむら 物見山

洋食、イタリアン、フレンチ
石焼ステーキ贅　松崎店 松崎
欧風食堂　ファミーユ 石山団地
グルグルイタリア食堂 上王瀬町
Ｓｕｎｎｙ　Ｓｐｏｔ 新松崎
ナチュラルレストラン　かたやま 卸新町
生スパゲティの店　イル　ポスティーノ 粟山
新潟自動車学校・レストラン 海老ケ瀬
にく祥 竹尾
ばるむ食堂 粟山
プチレストラン　Nomakichi 河渡本町
ブラッスリー　ロランジュ 牡丹山
ベビーフェイスプラネッツフレスポ赤道 上王瀬町
La marina はなみずき

中華、ラーメン、焼肉
一兆　コメリ店 河渡庚
海老ラーメンえび蔵　石山店 東中島
大阪王将　イオン新潟東店 大形本町
吉相物見山店 浜谷町
きんしゃい亭＆麺や　たぶきん　赤道店 牡丹山
吟醸味噌ラーメンまごころ亭　海老ケ瀬店 大形本町
月園 物見山
古稀櫻 河渡
極濃湯麺フタツメ　東明店 東明
三宝茶楼　河渡店 河渡庚
三宝亭　赤道錦町店 錦町
スパイシーマーケット　上木戸店 上木戸
炭火焼肉むげん 大形本町
大南楼 大形本町
だるまや　竹尾インター店 竹尾
ちゃーしゅうや武蔵　イオン東店 大形本町
チャーハン亭　佐咲 東中島
中華そばふじの   東中野山店 東中野山
中華麺食堂かなみ屋　松崎店 松崎
張園　イオン新潟東店 大形本町
つけめん・らーめん　猫満 牡丹山
燕三条らーめん潤　中山店 中山
定食よつ葉 河渡甲
鶏そば縁道 石山

車検のコバック　赤道店 牡丹山
スーパーオートバックス　新潟竹尾 竹尾
タイヤガーデンイースト 逢谷内
にいがたリサイクルショップもり 山の下町
宮島石油販売　空港前店 下山
八千代工業 紫竹卸新町
山本モータース　小金町店 小金町

スポーツ、アウトドア、釣り具、自転車
クサマ自転車商会 牡丹山
佐上商会　自転車の駅サガミ 太平
上州屋　新潟赤道店 上王瀬町
タックルベリー　新潟東店 上木戸
トビヌケ　新潟店 浜谷町
フィッシャーズ　竹尾店 はなみずき
山本モータース　浜町店 浜町

仏壇、仏具、墓石
阿部仏壇製作所（KOUGI） 木工新町
福宝　新潟東店 新松崎
吉運堂　新潟東店 下木戸

花、園芸
ガーデンプラザ 牡丹山
サイタメ　大形店 大形本町
ツボイフローリスト　イオン新潟東店 大形本町
花のみゆき 向陽
フラワーショップたんぽぽ 大形本町

スーパー、ホームセンター
アトレ　花かいどう店 空港西
ウオエイ　石山店 石山
キューピット　粟山店 粟山
キューピット　石山店 東中島
キューピット　中山店 中山
キューピット　南紫竹店 南紫竹
とんとん市場　松崎店 新松崎

ドラッグストア、コンビニ
くすりのコダマ　はなみずき店 はなみずき
くすりのコダマ　牡丹山店 牡丹山
くすりのコダマ　南紫竹店 南紫竹
ココカラファイン　錦町店 錦町
ココカラファイン　山の下店 古川町
ココカラファイン薬局　中山店 中山
セブン-イレブン新潟秋葉通店 秋葉通
セブン-イレブン新潟逢谷内店 逢谷内
セブン-イレブン新潟上木戸4丁目店 上木戸
セブン-イレブン新潟幸栄店 幸栄
セブン-イレブン新潟向陽2丁目店 向陽
セブン-イレブン新潟東明1丁目店 東明
セブン-イレブン新潟東明2丁目店 東明
セブン-イレブン新潟中野山店 中野山
セブン-イレブン新潟松崎店 新松崎
セブン-イレブン新潟山木戸7丁目 山木戸
セブン-イレブン新潟豊店 豊
セブン-イレブン新潟海老ヶ瀬店 海老ケ瀬
セブン-イレブン新潟卸新町１丁目店 卸新町
セブンイレブン新潟河渡店 河渡
セブン-イレブン新潟下木戸2丁目店 下木戸
セブン-イレブン新潟竹尾3丁目店 竹尾
セブン-イレブン新潟児池店 児池
セブン-イレブン新潟浜谷町店 浜谷町
セブン-イレブン新潟東中野山店 東中野山
セブン-イレブン新潟牡丹山店 牡丹山
セブン-イレブン新潟若葉町店 若葉町
ドラッグセイムス　石山店 石山
ドラッグセイムス　中山店 中山
ファミリーマート新潟逢谷内店 逢谷内
ファミリーマート新潟河渡本町店 河渡本町
ファミリーマート新潟紫竹二丁目店 紫竹
ファミリーマート新潟竹尾卸団地店 竹尾
ファミリーマート新潟寺山二丁目店 寺山
ファミリーマート新潟中野山五丁目店 中野山
ファミリーマート新潟中野山店 中野山
ファミリーマート新潟錦町店 錦町
ファミリーマート新潟牡丹山店 牡丹山
ファミリーマート新潟長者町店 長者町
ファミリーマート新潟中木戸店 中木戸
ファミリーマート新潟県立大学前店 大形本町
ファミリーマート新潟松園店 松園
ヤマザキショップ　新潟空港ビル内 松浜町
ローソン空港西２丁目店 空港西
ローソン新潟大山店 上大瀬町
ローソン新潟下山店 下山
ローソン新潟中木戸店 中木戸
ローソン新潟牡丹山五丁目店 牡丹山
ローソン新潟木工団地店 木工新町
ローソン新潟物見山店 物見山
ローソン新潟山木戸七丁目店 山木戸
ローソン新潟岡山店 岡山
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よし仙　本店 学校町通
良寛堂 寄居町
ルーテシア 上近江
私は恋をした 古町通

ベーカリー
ANAクラウンプラザホテル　ナチュラルプレイス 万代
ジェシー　オウルザベーカリー 万代
純生食パン工房HARE/PAN　万代店 万代
スワンカフェ＆ベーカリー新潟店 神道寺
天然酵母パンMi-a 川岸町
野上製パン店 白山浦
純生食パン工房HARE/PAN　新潟女池店 女池南
パン工房 メナージュ 新和
パン・ド・メルソー 京王
パンヤ　オルタ 寄居町
ピア万代　FOFO donut  OWL the Bakery 万代島
BB cafe' 明石
ピエール洋菓子店 京王
ブーランジェリーリリッカ 女池上山
Boulangerie HiRO 上所中
冨士屋　古町本店 古町通
プチデジュパン 和合町
maikka.ki5 寄附町
マスヤブレドール　本店 旭町通
マスヤブレドール　ムサシ食品館新潟店 姥ケ山
みなと街ベーカリー 赤坂町
メロンパンのお店　プレールPlaiRe　西堀ローサ内 西堀前通
矢部パン関屋店 関屋下川原町
6/7 ロクガツナノカ 文京町

酒、お茶、珈琲
甘辛の大久保酒店 川端町
飯原酒店 有明台
酒のいけのり 東堀前通
板井商店 出来島
今代司酒造直売店 鏡が岡
大倉酒店 学校町通
大坂酒店 東堀通
お茶の紫香園　ＤEKKY401店 上近江
お茶の山吹園 営所通
小林酒店 白山浦
桜井　酒・煙草店 万代
酒の寿屋 鐙西
酒のやまや紫竹山店 紫竹山
酒のよしや 姥ケ山
地酒の都屋 親松
地酒防衛軍　吉川酒店 西厩島町
信濃屋 信濃町
渋谷酒店 天明町
清水酒店 礎町通
白井商店 上大川前通
炭火自家焙煎珈琲　SANTOS 天神
千屋 本町通
髙木酒店 沼垂東
中善酒店 本馬越
錦屋酒店 花園
西巻商店 上大川前通
ハナキク 古町通
ピア万代　ナチュレ片山ピアBandai店 万代島
ピア万代　BAY STANDARD by SUZUKI COFFEE 万代島
PURE OOLONG 本町通
古町新益社酒店 古町通
ぽんしゅ館　クラフトマンシップ 花園
ぽんしゅ館　コンプレックス 花園
ぽんしゅ館　新潟駅店 花園
桝幸酒店 女池
松澤酒店 水島町
丸津屋酒店 山二ツ
みなとや 本町通
お茶の山治園 沼垂東
山中園 本町通
ヤマブン酒店 明石
吉澤酒店 営所通
米本園　鳥屋野店 堀之内
米本園　本店 古町通
米本園 古町通
リカーズ　ハセガワ 女池
LUXUOSO 東堀通
渡邊酒店 天明町

医薬品、衛生用品、化粧品
アミエルユニゾンプラザ 上所
イワタ薬品 鳥屋野
銀座まるかんのお店 米山
クロロフイル新潟駅前美顔教室 万代
クロロフイル古町美顔教室 東堀通
Cosme Kitchen market 八千代
さくら井 古町通
ザ・コスモス　ラブラ万代店 万代
沢井化粧品店 古町通

高級海産物　にいがた石山 本町通
はちみつ専門店Miele ～近藤養蜂～ 西堀前通
櫻田鮮魚 本町通
佐藤菓子店 古町通
佐藤商店 寺裏通
佐渡汽船商事　ときわ丸売店 万代島
佐渡汽船商事　新潟売店 万代島
さわ山 夕栄町
自然派食品店山吹屋 沼垂東
篠原商店 東堀通
生産者直売　よらんかねフルマチ 東堀
髙取商店 赤坂町
竹徳かまぼこ 本町通
竹徳かまぼこ　ぴあ万代店 万代島（ピア万代内）
玉木酒店 上所上
ティオペペ 古町通
Te Ora 本町通
デリカ・シュリンプ 学校町通
鳥半商店 古町通
中条たまご直売店 長潟新田前
新潟地魚専門店　古川鮮魚 本町通
農家の息子がつくる食堂　さんかくとまる 万代
博多からあげ響 新潟古町店 古町通
ハナヤ食料品店 古町
ハレリー新潟 大島
ピア万代　こがね牧農舎 万代島
ピア万代　万代島鮮魚センター 万代島
ピカリ産直市場お冨さん　ピア万代店 万代島
プチベル 万代
WURSTROCK 文京町
BAY　新潟駅前店 弁天
弁当・総菜キャロット 蒲原町
北越大雅 竜が島
北越農林 南長潟
堀川鮮魚　本町店 本町通
まちかど館第一店舗 本町通
丸末西山商店 天明町
峰村醸造直売店 明石
八百重 古町通
八百正 上近江
よもぎや 西堀前通
Lunch Market 東大通
RuruckKitchen 沼垂東
わくわくマルシェ 古町通
鷲尾米店 関屋金衛町

和菓子、ケーキ、洋菓子
ateli M's 幸西
甘美屋 女池
市川屋 東堀通
芋栗本舗新潟店 一番堀通町
えぐちや 堀之内南
越後せんべい浜島 東湊町通
大阪屋　古町店 古町通
お菓子工房-kuu- 姥ケ山
金巻屋 古町
cafe' dandelion 古町通
caffe ccino 南多門町
きくや本店 万代
久遠チョコレート新潟 古町通
クレーシェル 川端町
菜菓亭女池店 女池
笹川餅屋 西堀通
里仙本店 古町通
THE MATCHA CAFE　萬代庵 万代
シャトレーゼ　女池店 女池神明
高田屋新潟駅ビルCoCoLo店 花園
田中屋本店　アークプラザ店 姥ケ山
田中屋本店　ココロ店 花園
田中屋本店　ＤEKKY401店 上近江
田中屋本店　とやの店 堀之内
田中屋本店　本町店 本町通
田中屋本店　みなと工房 柳島町
DRESS mitamasaki.lab 天神
とろり天使のわらびもち 紫竹山
新潟庵果子 萬代庵 東大通
にいがた銘店街大阪屋 花園
念吉 沼垂東
PATISSERIE LE DEPART 高志
パティスリーエヌ 上大川前通
パティスリースガマタ 関屋本村町
はり糸 古町通
パルファンドゥー 川端町
ピア万代　BARREL COFFEE BAUM 万代島
百花園 営所通
米希舎鐙店 鐙
丸屋本店　DEKKY401 1F 上近江
丸屋本店　古町本店 古町十字路
丸屋本店　新潟駅ココロ店 花園
横浜こがね庵 万代
よし仙　白山浦売店 白山浦

タクシー、運転代行
東タクシー 一日市
介護タクシーこばやし 大形本町
さくら交通 豊
三洋タクシー 藤見町
新潟あさひタクシー 寺山
日個連新潟個人タクシー㈿　13社加盟 空港西
富士タクシー 木工新町
港タクシー 下木戸
四葉タクシー 卸新町

クリーニング
青木クリ-ニング 山の下町
稲村ドライ 古湊町
クリーニングハナザワ　藤見町店 藤見町
クリーニングふらんせ　粟山店 粟山
クリーニングふらんせ　石山店 中島
クリーニングラボワゴー　ウオロク中野山店 若葉町
後藤クリーニング店 山の下町
シバノクリーニング 太平
ふとん丸洗い　明石クリーン 紫竹卸新町
ペリカンクリーニング　ウオロク牡丹山店 牡丹山
ペリカンクリーニング　大形本町店 大形本町
ペリカンクリーニング　キューピット石山店 東中島
ペリカンクリーニング　キューピット中山店 中山
ペリカンクリーニング　中山7丁目店 中山
ペリカンクリーニング　東中島店 東中島
ペリカンクリーニング　桃山店 桃山町
街のせんたく工房　粟山店 粟山
街のせんたく工房　空港通り店 浜谷町
街のせんたく工房　河渡店 河渡庚
街のせんたく工房　新潟ショップ 中木戸
ママ.クリーニング小野寺よ　秋葉サービスコーナー 秋葉
ママ.クリーニング小野寺よ　イオン上木戸サービスコーナー はなみずき
ママ.クリーニング小野寺よ　北葉町サービスコーナー 北葉町
ママ.クリーニング小野寺よ　紫竹サービスコーナー 南紫竹
ママ.クリーニング小野寺よ　山の下サービスコーナー 神明町
ママ.クリーニング小野寺よ　有楽サービスコーナー 有楽
マミードライ 下場本町

学習塾、習い事、体験教室
ウィルハウス 松島
新潟自動車学校 海老ケ瀬
PHMパソコン教室 幸栄

灯油、GS、カーリース
出光泰平橋給油所 一日市
ENEOS　紫竹SS 南紫竹
ENEOS　宝町給油所 宝町
エネオスEnejet　新潟中野山給油所 若葉町
タイムズカー　新潟空港店 松浜町
田中石油石山団地給油所 下場本町
田中石油配送センター 石山
トヨタレンタリース　竹尾インター店 牡丹山
トヨタレンタリース　新潟空港店 松浜町
ニッポンレンタカー新潟卸新町 竹尾
ニッポンレンタカー新潟空港 太平
和田商会Dr.Drive竹尾店 竹尾卸新町

冠婚葬祭
結納品勝月堂 卸新町

その他サービス
岡村たたみ店 大山
オフィスワン(食の陣イベント本部) 東明
行政書士法人みなみ法務事務所 下木戸
小池畳内外装 南紫竹
住マイル 粟山
未来型総合出版社・太陽書房 新石山
Re;Sa(リサ）長北工務店 物見山
ルチルスター 岡山

中 央 区
［小売り］
食料品

渡辺鮮魚店 本町通
青木商店 花園
イカ屋　荘三郎 稲荷町
いくとぴあJA新潟市直売所キラキラマーケット 清五郎
薄田米店 上大川前通
エニシデリカ 上大川前通
お菓子材料と道具の店えぷろん 上大川前通
大矢米店 学校町通
おかず屋上所 上所
小川屋　古町本店 古町通
小野商店 本町通
加島屋CoCoLo新潟店 花園
加島屋本店 東堀前通
キッツェミサキラキラマーケット店 清五郎
キムチ工房　韓屋 南長潟
Coo 新和

ミ・ルワール　マヌカン 松崎
MEN'S CUT K2 東明
メンズサロン つちや 新石山
やまと美容室 古湊町
ゆう美容室 Unity(ユニティ) 新松崎
LUVISM　松崎店 新松崎
Ｒｉｒｅ　hair 藤見町
理容アオキ 上木戸
理容あき 大山
理容イトウ 牡丹山
理容室イトウ 東中野山
理容イワクラ 物見山
理容エミ 松園
理容オオツカ 牡丹山
理容おがわ 船江町
理容オノザワ 東中島
理容クマダ 長者町
理容こじま 牡丹山
理容コバヤシ 山木戸
理容小林 東中島
理容コヤマ 向陽
理容サカノ 江南
理容室ハイタイム 山木戸
理容シンバシ 山木戸
理容すがはら 神明町
理容菅原 長者町
理容つちや 山木戸
理容トミ 山の下町
理容はやつ 石山
理容フジツカ 小金台
理容ホシノ 東中野山
理容マーメイド 臨港町
理容みながわ 秋葉通
理容ミヨシ 寺山
理容モモザキ 江南
理容ヤマモト 古川町
ROOTSmartin 中山
ルラシオン 中野山
ＬＯＡ’Ｓ 牡丹山
ロングハーモニー 逢谷内
once  in  a  BLUE  MOON 江南

エステ、ネイル、アイラッシュ
EYELA　松崎店 新松崎
アルボ　フレスポ赤道店 上王瀬町
アロマ・ハート 卸新町
アロマ＆リラクゼーション　ＩＶＹ大形店 大形本町
自然療法サロンsmile 山木戸
ナリス化粧品　デ・アイム 石山団地
ネイルサロン　M Nail 東明
Pine Cute 山木戸
+FIT はなみずき
HAIR&RELAX DOUBLE ヘアーサロンも可 上木戸
Lauto Decoration&NailSalon はなみずき
ワンカラージェルネイルショップ　新潟東店 大形本町

旅行、宿泊
美商 南紫竹
ゆめ旅 山木戸
柳都トラベル 下木戸

温泉、銭湯
金の湯 中山

フィットネス、スポーツクラブ
アクシーひがし 豊
アクシー✿ユタカ 豊
TaKABODYMAKE studio 物見山

映画館、ボウリング、カラオケ
カラオケマイム　新潟赤道店 牡丹山

鍼灸、整体、カイロプラクティック
愛幸堂たか整骨院物見山院 物見山
赤ひげ整体院 牡丹山
歩み接骨院 石山団地
癒しの館 由美整体院 海老ヶ瀬新町
かえで接骨院　太平院 太平
観響道（カンキョウドウ） 東中野山
推拿處はりきゅあ 中山
なかじま整体療院愉楽爽快館 東明
はりきゅう治療室HAUMEA 東明
ふらっと整体院 中山
ほぐしの名人　本店 下場
ほぐしの名人　海老ケ瀬店　 大形本町
ほぐしの名人　新潟空港店 松浜町
ほぐしの名人　花かいどう店 空港西

カメラ、写真館
写真のクリマ 石山団地
BABY LIFE 新松崎

東 区 中 央 区

地域店 4



花、園芸
アートフラワー楽花　西堀ローサ内 西堀前通
candy by kandy 古町通
ぐり～んはうすサム万代店 万代
小山生花店 西堀通
サクラコマチ 本町通
ツボイフローリスト　本町店 本町通
TOMMY'S GARDEN　DEKKY401 1F 上近江
新潟グリーンプラザ フレンズ 清五郎
ニクスフローリスト 古町通
ぱすとらーれ 古町通
花一輪プラス 東中通
花金 西堀通
花工房パレット 文京町
フラワーショップ水野支店 弁天
フラワーショップ水野本店 花園
フレッシュはな正　新潟店 長潟
フレッシュはな正　アウル店 万代
フローラル一花　ホテルオークラ店 川端町
フローラル一花　本店 本町通
吉田フローリスト 学校町通
LEAFSmeike 女池

スーパー、ホームセンター
キューピット　出来島店 南出来島
キューピット下本町店 東堀通
キューピット　長潟店 長潟
けんこう市場　新潟駅前店 弁天
ピアレＭａｒｔ　新和店 新和
マルイ女池店 女池

ドラッグストア、コンビニ
くすりのコダマ　早川町店 早川町
くすりのコダマ　南出来島店 南出来島
ココカラファイン　関屋店 関新
ココカラファイン　鳥屋野南店 鳥屋野
ココカラファイン　新潟市役所前店 学校町通
ココカラファイン　万代店 万代
ココカラファイン　古町ルフル店 古町通
ココカラファイン　古町6番町店 古町通
ココカラファイン　本町通店 本町通
ココカラファイン　南万代店 幸西
ココカラファイン　女池店 女池神明
ココカラファイン　新潟駅前店 東大通
ココカラファイン薬局　新潟駅前店 東大通
セブン‐イレブン新潟和合町１丁目店 和合町
セブン-イレブン新潟姥ケ山店 姥ケ山
セブン-イレブン新潟上大川前通4番町店 上大川前通
セブン-イレブン新潟上所店 上所上
セブン-イレブン新潟鳥屋野店 鳥屋野
セブン-イレブン新潟明石店 明石
セブン-イレブン新潟入船店 入船町
セブン-イレブン新潟駅CoCoLo西館店 花園
セブン-イレブン新潟上所2丁目店 上所
セブン-イレブン新潟川岸町3丁目店 川岸町
セブン-イレブン新潟神道寺店 神道寺
セブン-イレブン新潟高校前店 関屋下川原町
セブン-イレブン新潟紫竹山店 紫竹山
セブン-イレブン新潟信濃町店 信濃町
セブン-イレブン新潟市民病院前店 湖南
セブン-イレブン新潟新和1丁目店 新和
セブン-イレブン新潟スタジアム前店 清五郎字川東
セブン-イレブン新潟鳥屋野2丁目店 鳥屋野
セブン－イレブン　新潟ネクスト21店 西堀通
セブン-イレブン新潟東出来島店 東出来島
セブン-イレブン新潟東堀通6番町店 東堀通
セブン-イレブン古町通4番町店 古町通
セブン-イレブン新潟弁天１丁目店 弁天
セブン-イレブン新潟弁天橋店 弁天橋通
セブン-イレブン新潟本町通店 本町通
セブン-イレブン新潟水島町店 水島町
セブン-イレブン新潟山二ツ店 山二ツ
セブン-イレブン新潟横七番町通店 本町通
セブン-イレブン新潟寄居町店 寄居町
セブン-イレブン新潟姥ケ山インター店 姥ケ山
セブン-イレブン新潟住吉町店 北多門町
セブン-イレブン新潟花園1丁目店 花園
セブン-イレブン新潟女池店 女池南
セブン-イレブン新潟女池西店 女池西
セブン-イレブン新潟和合町店 和合町
セブン-イレブン本馬越店 本馬越
デイリーヤマザキ鳥屋野潟店 鳥屋野
デイリーヤマザキ新潟本町通店 本町通
ローソン新潟第一ホテル店 花園
ファミリーマート新潟天神尾一丁目店 天神尾
ファミリーマート新潟あぶみ三丁目店 鐙
ファミリーマート新潟鐙西店 鐙西
ファミリーマート上大川前通店 上大川前通
ファミリーマート新潟桜木インター店 神道寺
ファミリーマート新潟紫竹山店 紫竹山
ファミリーマート新潟十番町店 上大川前通

ジュンク堂書店　新潟店 笹口
関本印房 沼垂東
大正琴専門店 琴源 白山浦
デュエルガルド　DEKKY401 1F 上近江
トイザらス・ベビザらス新潟店 上近江
西村書店 旭町通
萬松堂古町本店 古町通
ブック・オーレ 上所
文光堂書店 万代
文信堂書店　万代店 東万代町
文武堂　古町店 古町通
本間印鋪（ホンマインポウ） 古町通
マリヤ人形店 学校町通
横場精良堂 古町通
らいふあかり 古町通
わたじん楽器　新潟センター 笹口

家電、インテリア
APARTMENT 西堀前通
Eシステム 沼垂東
eプラザのぐち店 女池
ｅプラザ　新潟西堀店 西堀前通
インテリアショップトレド 万代
ａｕショップ県庁前 出来島
Ｓ．Ｈ．Ｓ　鳥屋野店 女池南
小熊寝装店 愛宕
かわさき組 柳島町
コング　新潟中央店 山二ツ
軸装かみこ屋 西堀前通
ジャノメ　直営新潟支店 弁天橋通
スマホBuyerJapan　古町西堀ローサ店 西堀前通
竹田ふとん店 西堀通
デコワールド 南長潟
DEPOT50　新潟古町店 西堀前通
でんきらんどワタナベ 上近江
ドコモショップ　新潟店 上大川前通
ドコモショップ　新潟南店 上近江
パナコスモスヒロカワ 営所通
FINCH&HOME 学校町通
福光産業本店 関屋金鉢山町
フランスべッド販売　新潟ショールーム店 新和
Mietta（ミエッタ ） 礎町通
ミズカミ 東堀通
宮本電化 東大畑通
眠家 女池南
メガシステムズ 弁天橋通
ヤマシタ　新潟古町店 古町通
ライフネット御園 湊町通

自動車販売・整備、バイク
イエローハット　紫竹山店 紫竹山
イエローハット　女池インター店 鳥屋野
エイブル・カー・ニイガタ 紫竹山
オートバックス　新潟中央店 上所上
ＣＡＲ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ 弁天橋通
カーフレッシュ新潟 鳥屋野
買取マウス　弁天橋通店　本店 弁天橋通
かもめ自動車工業 竜が島
K-Winds 女池
車検のコバック　紫竹山店 紫竹山
車検のコバック　女池インター店 女池神明
関屋モータース 関南町
タイヤ館　にいがた弁天橋通り 南長潟
中山自動車商会 出来島
パレスオートセンター 南笹口
板金のモドーリー県庁前店 網川原
ピットサークル　新潟店 鐙
ピットサークル　美咲町店 美咲町
宮島石油販売　駅南天神尾店 天神尾
宮島石油販売　県庁前店 出来島

スポーツ、アウトドア、釣り具、自転車
アウトスポット 八千代
Outdoor and Bicycle KYUZO 山二ツ
石井スポーツ新潟店 姥ケ山
カミフル・サイクルステーション 古町通
カワムラスポーツ 上所上
さいくるぴっとＢ＆Ｓ 新和
サイトウスポーツ 秣川岸通
上州屋　新潟女池店 女池神明
STORE for Better holiday 東中通
CHUS 女池神明
本町サイクルステーション 本町通
モンベル　新潟南店 姥ケ山
野球工房　北野屋 上所上

仏壇、仏具、墓石
林佛壇店 本間町
吉運堂　新潟駅南店 弁天橋通

たんたん　DEKKY401 1F 上近江
ちのあみもの 古町通
T's Collection　DEKKY401 上近江
T-Base-Life 天明町
ティラー・スコット 東大通
トゥモローランド 新潟ビルボードプレイス店 八千代
とうりゃんせ　西堀ローサ内 西堀前通
長沢衣料品店 沼垂東
nano・universe 八千代
新潟市美術館ミュージアムショップ　ルルル 西大畑
西堀ベース 西堀前通
ネクタイのシゲズミ 古町通
ｎｅｍｏｎ 沼垂東
NORTHERN　ISLAND 古町通
NOVEL 万代
P'EARLY GATES 紫竹山
PAX パックス 古町通
バッグデポ　新潟店 南出来島
パティズ　DEKKY401 1F 上近江
ハニーズ　DEKKY401 1F 上近江
バロンハヤカワ 本町通
バンナイ 本町通
Ｖｉｓ 万代
hickory03travelers 古町通
ひとつぼし雑貨店 沼垂東
FIND ファッション会館店 古町通
BOUCLE 鳥屋野
PRIVATE[&]PUBLIC 古町通
フランネル 弁天橋通
FreeForm　フリーフォーム 古町通
プリンセス　こばやし 弁天
フロアブティック　西堀ローサ内 西堀前通
ベイパークラウド　新潟駅前店 東大通
ベラドンナ 弁天橋通
帽子屋マットメント 西堀通
MAPS 西堀前通
Mioかざま 万代
mimi 長潟
Mila Owen 八千代
MAISON DE GLAMOUR 八千代
Met-ro-nome 古町通
メンズショップ　カトウ 古町通
モノ刷製作所 和合町
遊楽市 万代
ユニフォームプラザことりや 万代
洋服のタカサワ 米山
楽歩堂　新潟店 東大通
RATO 八千代
ラビック　西堀ローサ内 西堀前通
RIVERUS 古町通
Ｌｅ　Ｃｈａｔ 古町通
Lubi　Lu 西堀前通
ルビールー　西堀ローサ内 西堀前通
L'eau nShared 古町通
Lob-nor 西堀通
和ｇｅｎ 古町通
ワコールショップ　由佳 東堀通

時計、メガネ、宝石
アイプロテクションEYE CUE 万代
洗谷貴宝 東堀前通
岩舟屋 古町通
スリーク新潟 古町通
THREEC BP 八千代
T.G.C.　DEKKY401 1F 上近江
出来島コンタクト 出来島
新潟眼鏡院 古町通
弐萬圓堂　近江店 上近江
BIJOUX THREEC 古町通
百貨さかい 古町通
プライスコンタクト新潟店 万代
宝石のダイヤ 古町通
宝石の戸川 東堀通
宝石みのわ 米山
メガネ・コンタクトクローバー 長潟
眼鏡店KENROW 米山
モトミヤ時計店 東万代町
山本時計店 本町通
よしたけ 姥ケ山
れんず屋　匠　新潟店 幸西

本、文具、おもちゃ、レコード、楽器
アニメイト新潟 東大通
あぽろん　新潟店 東堀前通
あぽろん　新潟駅南店 神道寺
Cards of Paradise 桜木店 女池
紀伊国屋書店新潟店 万代
キングコング　西堀ローサ内 西堀前通
くまざわ書店　DEKKY401地階 上近江
krtek select toys 医学町通
考古堂書店　古町本店 古町通

タカハシ薬局 西堀通
竹石薬局　DEKKY401 1F 上近江
Bisho-do　新潟駅ﾋﾞﾙ店 花園
POLA THE BEAUTY ANAクラウンプラザホテル新潟店 万代
POLAふるまちモール店 古町通
マギヤ薬局 本町通
三日月化粧品　DEKKY401 1F 上近江
メッツ上所薬局 近江　
メッツ西堀薬局 西堀前通
メッツ古町薬局 西堀前通
メッツ柳都薬局 東湊町通
モイスティーヌ　新潟駅南サロン 天神尾
モイスティーヌ新潟さくらサロン 川端町

生活雑貨、日用品
青人窯 沼垂東
青野金物店 東堀前通
アトリエFuluFulu 新和
石附工芸　西堀ローサ内 西堀前通
FD STORE 医学町通
大橋洋食器 本町通
岡田蝋燭店 上近江
オケショ－ 沼垂東
カメラのデンデン社 古町通
革の店ストックヤード 下大川前通
caraway 本町通
CC 女池神明
セリア　DEKKY401 1F 上近江
傘&レイングッズ　とみやま洋傘専門店 本町通
新潟からかみ屋 東堀通
パッケージプラザサンワ　東堀店 東堀前通
はんこの大谷　DEKKY401 1F 上近江
はんこ屋さん21新潟駅南店 鐙西
無印良品　ラブラ万代 万代
山崎製印所 米山
和モダン　六花 西堀前通

衣料品、ファッション雑貨
a.noble 東大通
亜左右 古町通
ASOBINoBA 西堀前通
アン・コトン　DEKKY401 1F 上近江
Ungrid 八千代
IONO -イオノ- 古町ルフル 古町通
イチコクヤ 関屋田町
IL BISONTE 新潟店 八千代
ウチカ　新潟駅南店 鐙
エステル　DEKKY401地階 上近江
ＥＳＳＥＮＣＥ 古町通
ESSENCE BP 八千代
ＥＭＯＤＡ 八千代
大谷屋 古町通
オーモンド　西堀ローサ内 西堀前通
かざま本店 弁天橋通
学校制服専門店スクールメイツ 上近江
柄沢 笹口
ＫＩＫＩ 東堀通
きもの好な事　蔵や 古町通
きものと帯　笹長 本町通
きもの処　姫胡桃 一番堀通町
CATHERINE 古町通
布-本店- 日の出
布-柾谷小路店- 東堀通
きんもくせい　西堀ローサ内 西堀前通
クイーンビー　西堀ローサ内 西堀前通
クラッカー　DEKKY401地階 上近江
GLAMOUR 古町通
クラルテ 川端町
GAINGROUND 東堀通
コージ製靴　西堀ローサ店 西堀前通
コットンハウス３９ 東堀通
斎藤呉服店 本町通
栄屋呉服店 水島町
ササシン 古町通
ZAKKA cocochi 湖南
サロン・プレゴ 万代
C-KLIMT､C2.HOMME 古町通
JAMES 東堀通
JAMES STANDARD LIFE STORE 女池南
ジェムバービー 古町通
gelato pique 八千代
シューフィッターの店　さの 古町通
CHOU'CHOU (シュシュ） 万代
趣味のきもの宇田 新和
趣味のきもの　星呉服店 古町通
ＪＵＮＫＯ　ＳＨＩＭＡＤＡ 古町通
スクールメイツ　DEKKY401地階 上近江
SNIDEL 八千代
SOPH. 古町通
たちばな　DEKKY401 1F 上近江
男子衣料マルセ 東万代町
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カフェダイニング ラ・ジット 西堀通
カプリス 営所通
カプリチョーザ　新潟駅南店 米山
カプリチョーザ　新潟万代シティ店 八千代
元祖かにみそパスタYOU＆I 西堀前通
キッチン加山 八千代
キッチンリョーマ 古町通
kitchenBarGenSun けやき通
キャトル　ヴァン 万代
gradevole 東堀通
Grill&Bar BITTER 東大通
KEN's BURGER 古町通
SAKURAGI BUTCHER HORLY'S 女池南
Salix 古町通
シーフードバービアンベニュー 東大通
シェモア 西堀前通
シャレル　ランデヴー 東大通
ジョイアミーア 東堀通
食堂　mico 古町通
ステーキハウス ドスビーバー 西堀前通
ステーキハウス　うすい牧場 南長潟
ステーキファイブ 東堀通
ステーキのさるーん　桜木店 神道寺
Spanish＆Oyster  Marisco 花園
炭火焼とワイン　NAPAニイガタバル 花園
蒸篭ビストロ一 ～HAJIME～ 古町通
ダイニング＆ラウンジ　ラルゴ 万代
ダイニングエディト　エチゴ 弁天
燕三条イタリアンBit 新潟店 新島町通
鉄板焼Ekyu 天神
トラットリア　カプチーノプラスダブル 女池北
Trattoria Azzurri 東堀前通
trattoria nest K 笹口
トラットリア　ノラ・クチーナ新潟鐙店 南笹口
nabaita 関屋大川前
Ｎａｐｏｌｉ　ＰＩＺＺＡ　新潟駅南けやき通り店 米山
新潟グランドホテル　ベルビュー 下大川前通
新潟中央自動車学校・レストラン 鐙
新潟東映ホテル　ステーキハウス「あづま」 弁天
新潟東映ホテル　レストラン「レスティーニ」 弁天
バーアンドダイナー　グラディス 東大通
パスタの森 万代
80万人のためのフレンチOV“オヴィ” 堀之内
ハバナムーン 西堀前通
万代グリル ガルベストン   by Soi 弁天
万代シルバーホテル　ダンスイングドール 万代
Bambi 万代島
ピア万代　ピアットジョルニ 万代島
ピーア軒 白山浦
ビストロカメレオン 東大通
BISTRO fleu fleu 出来島
ビストロ　マサ 弁天
ビストロ椿 花町
ビストロ・DE・またのり 天神
BISTRO MARQUE 東堀前通
ビッグボーイ新潟女池店 女池神明
びっくりドンキー　新潟和合 和合町
PIZZREA IL AFFETTO 笹口
Pizzeria da Ruffo 弁天
ピッツェリア　新潟中央インター店 湖南
ピッツェリア・カラバッジオ通り53番地 美咲町
ピッツェリア・ダ・ヴィットーリア 西堀前通
ピノッキオ 本町通
FIREPIT 弁天
ＦＡＧＯＴＴＯ 弁天
FISHERMANS MARKET OYSTER BAR 米山
フラグレット 神道寺南
フランス料理店　モナミピエロ 西堀通
ベビーフェイスプラネッツ女池インター 鳥屋野
ベリーベリースープ万代シテイ店 万代
Per Lecco 大島
ベントエマーレ 新潟 東大通
星ノフル夜ニ 古町通
ホテルイタリア軒マルコポーロ 西堀通
ホテルオークラ新潟　スターライト 川端町
ホテルオークラ新潟　つばき 川端町
ホテル日航新潟　セリーナ 万代島
ポポラマーマ出来島店 南出来島
MILAN RIVERSIDE TERRACE 八千代
メキシコ料理 エル ミラソル 笹口
洋食・南欧料理 Ristorante Sasaki 西厩島町
洋食&ぶどう酒のお店ぼじょ 東大通
YOGASPA yogayuH 水道町
LA CUCINA LIBERA 米山
ラグナグ 鳥屋野南
ラ・ファットリア 花園
Lamp bistro SORA 東堀通
リストランテ　イタリアーノ　インサリータ 西堀前通
リストランテバール　ビルーチェ 東堀前通
リストランテ　レガロ 古町通
ルスティカ・カフェイタリア 万代

鳥喜庵 白山浦
とんかつ政ちゃん　姥ケ山 弁天橋通
とんかつ政ちゃん　新潟駅前店 花園
とんかつ政ちゃん　沼垂本店 沼垂東
丼や  いし井 本町通
なな草 東堀前通
鍋茶屋 東堀通
新潟浦島 小平 天神
新潟かつ丼政家　ＤEKKY401店 上近江
新潟グランドホテル　静香庵 下大川前通
新潟けやき通り　富來屋 米山
新潟日本橋 古町通
新潟の時 東大通
新潟風物詩 ももふく 米山
新潟古町　而今 東堀前通
新潟ふるまち　燈里屋 東堀通
新潟ふるまち　串の房 古町通
新潟米山食堂 米山
日本料理　長南 礎町通
日本料理　あららぎ 東堀通
日本料理　しまや 西堀通
日本料理　花のめ 東大通
日本料理ひらの 古町通
日本料理　山いち 本町通
日本料理　ゆかりや 西堀前通
日本料理　行形亭 西大畑町
日本料理　力彌 古町通
日本料理　和幸 西堀通
ハナタバ 女池神明
花柚子 東大通
万代シルバーホテル銀鈴 万代
ピア万代　港食堂 万代島
ビーフ角田 紫竹山
瓢亭 古町通
ふくを呼ぶ店　かき忠 東堀通
古町やぶそば 古町通
別館　立ち食い　弁慶 万代島
弁慶　ピア万代店 万代島(ピア万代内）
弁慶の泣き処 弁天
弁天　鳥金 弁天
北海しゃぶしゃぶ新潟店 米山
ホテルイタリア軒割烹　蛍 西堀通
ホテルイタリア軒すし柳美 西堀通
ホテルオークラ新潟　さざんか 川端町
ホテルオークラ新潟　や彦 川端町
松乃寿司 幸西
政家　新潟駅南店 南笹口
丸亀製麺　DEKKY401 上近江
MARS 春日町
まんまや　けやき通り店 米山
三うら 西堀前通
みさわ　白山浦本店 白山浦
港すし 古町通
港料理　魚や片桐寅吉 上大川前通
掬び家 京王
焼鳥すがい 南万代町
やさい茶屋 清五郎
やひこ 東堀通
和らぎ亭しまや 南笹口
和らぎ亭しまや別邸　東大通り店 東大通
雪花 古町通
柳都古町　旬菜　すゞ家 西堀前通
料亭一〆 東堀通
料理屋はじめ 西堀前通
若菜寿司 弁天橋通
和かふぇべじ家 上所中
和食処本ん万 鐙
わっぱ飯　田舎家 古町通
和の食小幸 西堀前通

洋食、イタリアン、フレンチ
アッシュ 東大通
Atelier CHIANTI 花園
ＡＲＣＯＩＲＩＳ 東大通
armonia 西堀前通
Ａｎｆａｎｇ 東大通
イジルシ・インシエーメ 水島町
イタリア料理　ワイン♡カクテル　イッシモ 西堀前通
イタリア料理ラ・モリーカ 西堀通
イタリアンキッチン　VANSAN 新潟駅前店 万代
ITALIAN RESTAURANT LIFE NIIGATA 東堀通
ＩＣＨＩＥ 天神
ヴィノレント 米山
Eigetudou 本町通
ANAクラウンプラザホテル　オールデイダイニングシーズンカフェ 万代
欧風カレー食堂 jizi ジジ 南万代町
オーベルジュ古町 古町通
オリエントイタリアンイリィ 西堀前通
俺のイタリアン　新潟古町 西堀前通
カーブドッチとやの 女池南
勝烈亭 古町通

大谷寿司 上所上
大戸屋ごはん処　新潟女池店 女池上山
日本料理　大橋屋 本町通
小木曽製粉所　堀之内店 堀之内南
翁寿し 西堀前通
お肴や 紫竹山
お寿司と天ぷらのお店　おふねさん 花園
御料理　京相模 東堀通
お料理　味酔 東堀通
廻鮮丸寿司　関屋店 関新
かおり屋 白山浦
隠れや空間　夜座和 出来島
割烹　勘吉 旭町通
割烹　本陣 東堀通
割烹    丸十 花園
割烹　暁 万代
割烹　駅前大橋 東大通
割烹仕出し居酒屋　かん末 沼垂東
割烹仕出し　岡田 本町通
割烹仕出し　たなか 沼垂東
割烹　大善 東堀前通
割烹　大直 西堀通
割烹　山生 東大通
割烹　渡真 山二ツ
カニカニランド 天神
函太郎　新潟紫竹山店 紫竹山
季節料理　慈庵 古町通
キッチンまる義 西堀前通
牛たんけやき　弁天橋通店 弁天橋通
串揚あ 上近江
串揚げ専門店 あきば 西堀前通
倉久　新潟本店 八千代
けむりセカイ 天神尾
みず穂 白山浦
光琳 東堀通
小嶋屋総本店　亀田インター店 南長潟
小嶋屋新潟店 網川原
五頭の山茂登　新潟店 鳥屋野
古門 東堀通
小料理花乃 笹口
五郎　旭町通店 旭町通
菜のめぐみ　宮澤 旭町通
鮭山マス男商店　桜木店 上近江
佐渡廻転寿司　弁慶　万代シティ店 万代
佐渡自然食レストラン貴支　西堀ローサ内 西堀前通
さらしなの里 女池神明
自家製うどんちず屋 古町通
四季の味　日登美 東堀通
志津川水産一家部 古町通
しゃぶ禅　和楽　新潟店 弁天
酒亭 久本 西堀前通
旬海佳肴一家 東大通
旬菜割烹びらーじゅ 天神
新堀寿司 東堀通
須坂屋そば　駅前店 弁天
鮨 花いち 東大通
鮨弁慶海 古町通
鮨 やま坊し 下大川前通
寿司灯り 古町通
すしいわ 東大通
すし魚晴 万代
鮨割烹　丸伊 東堀通
寿しここ屋 東大通
すし清 矢ヶ﨑 礎町通一の町
すし処かつみ 笹口
鈴乃井 東大畑通
寿ゞむら 古町通
炭火焼割烹すがい 天神
せかい鮨 沼垂東
せきとり古町 古町通
禅 西堀通
蒼心 笹口
そば処　更科 東堀前通
そば処　新更科 白山浦
そばの山文 古町通
大衆割烹まつや 学校町通
鯛家新潟店 東大通
宝すし 文京町
たご 上大川前通
天婦羅田さき 西堀前通
ちゃんこ大翔龍 天神
手打ちそば　都麦 東幸町
手しごとの店　ちくら 弁天
天空の月 西堀前通
天地豊作　万代店 八千代
天地豊作　新潟駅店 花園
藤五郎 米山
ドクター可児 一番堀
富寿し膳 川端町
富寿し　新潟駅前店 東大通
虎治郎の店 東大通

ファミリーマート新潟関新店 関新
ファミリーマート新潟関屋昭和町店 関屋昭和町
ファミリーマート新潟万代四丁目店 万代
ファミリーマート新潟東大通店 東大通
ファミリーマート新潟プラーカ2店 笹口
ファミリーマート新潟八千代二丁目店 八千代
ファミリーマート バスセンターサテライト店 万代
ファミリーマート女池上山一丁目店 女池上山
ファミリーマート女池上山四丁目店 女池上山
ファミリーマートメディアシップ店 万代
ファミリーマート柳都大橋南店 三和町
ファミリーマート新潟明石通店 東大通
ファミリーマート新潟近江三丁目店 近江
ファミリーマート新潟商業高校前店 関屋下河原町
ファミリーマート新潟プラーカ3店 天神
ファミリーマート新潟文京町店 文京町
ファミリーマート新潟女池神明店 女池神明
ローソン新潟明石通店 明石通
ローソン新潟愛宕店 愛宕
ローソン新潟花園一丁目店 花園
ローソン新潟万代テレコムビル店 万代
ローソン新潟東中通一番町店 東中通
ローソン新潟南新潟店 南長潟
ローソン新潟山二ツ一丁目店 山二ツ
ローソン新潟米山店 米山
ローソンアパリゾート新潟駅前大通店 万代
ローソン新潟笹口店 南笹口
ローソン新潟笹口二丁目店 笹口
ローソン新潟鳥屋野店 鳥屋野南
ローソン新潟沼垂西店 沼垂西
ローソン新潟万代橋店 礎町通
ローソン新潟東大通店 東大通
ローソン新潟古町八番町店 古町通
ローソン新潟堀ノ内店 近江
ローソン新潟堀之内南一丁目店 堀之内南
ローソン新潟南出来島店 南出来島
ローソン古町八番町店 古町通
ローソン古町ルフル店 古町通

その他小売り
アートサロン掛軸堂 高志
アクアプラザ都屋 高美町
阿部額縁店 鳥屋野
Ichiroku（イチロク）西堀ローサ内 西堀前通
犬の介護用品専門店　M.E. Maxx 学校町通
キーショップアイ・ツー　DEKKY401 1F 上近江
KITAMAE 上近江
ギフトラボ 西堀通
くるくるリサイクル厨房館 鐙
佐藤エハガキ店 古町通
三宮商店 東堀通
Shuna´s  Closet 本町通
シンシン商事 女池
茶湯 晴山 花町
中野畳店 美の里
ニイガタエイド　新潟本店 米山
新潟絵屋 上大川前通
猫雑貨　にゃんか屋ほんぽ 本町通
長谷久商店 古町通
備前屋 西堀通
羊画廊 古町通
ペッツアベニュースマイル1　紫竹山店 紫竹山
ペッツアベニュースマイル1　万代店 万代

［飲食］
和食、寿司、割烹

113 鳥澤新潟店 東大通
朱鯱（あかしゃち）新潟駅前店 東大通
あがの割烹　千原六助 東堀通
あき乃 本町通
秋やま　分店 長潟
味処　はせ川 古町通
味の粋　濱せい 古町通
atori 花町
いかの墨　新潟駅前店 東大通
礎町　秋やま 礎町4ノ町
磯寿司 白山浦
一家駅南ひっこみ滋庵 天神
一翔　女池インター店 鳥屋野
壱勢　新潟店 東大通
うどん屋キツネ 本町通
海彦 弁天
梅の花　新潟店 堀之内南
ANAクラウンプラザホテル　割烹萬代 万代
ANAクラウンプラザホテル　和食ダイニング蔵 万代
越後　吉平 東大通
越後長岡　小嶋屋　CoCoLo新潟店 花園
越後へぎそば処　粋や　DEKKY401 1F 上近江
越後前　天麸羅　すず季 古町通
えびす鯛　新潟駅前店 弁天
海老家 上大川前通
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奥阿賀の串焼き処　山姥 弁天
奥阿賀の郷　山姥 東大通
おでん処じゅんちゃん　かどや 弁天
おでん処じゅんちゃん　新潟駅前店 弁天
おでん処じゅんちゃん　西堀店 西堀前通
おにぎり専家　ぬくもり屋 東大通
海鮮居酒屋　魚魯こ 弁天
海鮮居酒屋　かがり 古町通
海鮮問屋大助 古町通
海鮮家　葱ぼうず 笹口
貝楽酒場たらふくうなり 古町通
華艶 古町通
案山子 東堀前通
隠れ家酒房やっとこ 南笹口
かたつむ理　上大川前店 上大川前通
語り処　酔幸 学校町通
河童安兵衛 東大通
家庭料理とワインの店 Kuwabara 南笹口
カドフク 東大通
cafe&韓国居酒屋　ＪＪ 古町通
ことだまカフェアンドちょっとバーリタ 西堀前通
Cafe&Bar Roots（ルーツ） 弁天
cafe HaRu-NiRe 新和
がブリチキン。新潟駅前店 弁天
かもせ屋 米山
萱場 西堀前通
唐揚げ専門はっぴ商店　長潟店 長潟
カラオケ彩歌 東大通
GALICIA 弁天
韓国料理　とん家゛ 八千代
蒲原小梅 天神
CHIOSCO 花園
北国のジンホル屋ふる川 新潟駅前店 東大通
kitchenなないろ　合同庁舎2号館食堂 美咲町
木の根 東大通
ぎょうざ家 弁天
魚介屋　玄徳 南浜通
魚菜酒宴　あさい 本町通
きらく　One O One 西堀前通
極DINING若旦那　駅南店 米山
極DINING若旦那　駅前店 花園
極DINING若旦那　新潟駅前弁天通店 東大通
極DINING若旦那　別邸 花園
吟 東堀通
串揚げ酒房やっとこ 弁天
串カツ　坂田 古町通
串カツ田中　新潟駅前店 花園
串もん酒場　ぴぃ助 南笹口
串焼とおでん　善丸 弁天
串焼き処日比谷鳥こまち新潟駅前店 花園
串焼き処日比谷鳥こまち古町店 古町通
串 ら゙ 駅南店 米山
La・Clacion 古町通
CLASS 東大通
くらた 古町通
倶楽部　姿 西堀前通
くりっく 東堀通
クレープリー・ル・ポンマリ 古町通
迎賓館TOKIWA 西船見町
元気酒場イロドリ 東大通
厳選ワイン飲み放題の店　肉バル横丁　新潟駅前店 弁天
ここ屋 弁天
個室酒場　笑平 弁天
小春日和 一番堀通町
コリアンダイニングけなり　駅前店 弁天
五郎　万代店 東大通
五郎　古町店 古町通
権十楼　古町店 東堀通
ザ・ルーフトップビアテラス2021 川端町
さい三郎 古町通
SIDEBAR KURATA 古町通
肴町 幸町
酒場ダイニングPAL 弁天
酒場ニューかもせや 南万代町
SAKE恋JAPAN 東大通
酒と肴のぶ 古町通
ラウンジ　RIKI 古町通
さば亭 東大通
さば亭　弁天通り店 東大通
三六 西堀前通
Sand &_ 古町通
ジガーバーアガト 西堀前通
四季彩　新潟駅前店 天神
地酒と焼肴　古町　山田家 古町通
獅まる 西堀前通
地鳥庵　県庁前店 出来島
渋川 南万代町
ジャズフラッシュ 東堀通
しゃぶ鍋ビュッフェNS+ 南笹口
ジュエール 東大通
SyuShi 南万代町

kaffa　パルム 古町通
ピア万代　BAROQUE by SUZUKI COFFEE 万代島
BEANS CAFE 関屋松波町
FUNKYTURKEY西堀本店 西堀前通
FUNKYTURKEY古町店 古町通
フェルマータカフェ 上近江
ブルーカフェ 上大川前通
古町花街　info　五季茶家 古町通
古町糀製造所　古町本店 古町通
古町柳都カフェ 古町通
フレッシュネスバーガー　ビルボードプレイス店 八千代
フレッシュネスバーガー　メディシップ店 万代
弁天ベーグル　MOGU² 弁天
ホテルオークラ新潟　ラ・しなの 川端町
ホテル日航新潟　PANORAMA 万代島
ホテル日航新潟　ファウンテン 万代島
ぽぷり 八千代
マクドナルド　DEKKY401 1F 上近江
マテリアルカフェ　万代店 万代
みかづき　イトーヨーカドー丸大店 本町通
みかづき　万代店 万代
みかづき　ムサシ新潟店 姥ケ山
みかづき　ＤEKKY401店 上近江
みかづき　とやの店 堀之内
MR.&MRS.CAFE 万代
ミッドランドリー&カフェ 堀之内南
Merci 米山
モスバーガー新潟駅店 花園
レストランアート　自然科学館3Ｆ 女池南
レパコ　DEKKY401店 上近江
わたしの珈琲店 一番堀通町
わたしの珈琲店　西堀ローサ内 西堀前通

居酒屋、その他
相席屋　新潟万代店 万代
IrishPub Robin 天神
胡坐屋　駅前店 東大通
胡坐屋　古町店 古町通
味処　いづも 古町通
味の関所 南万代町
あたらよ 京王
天晴れ 弁天
荒海料理と炭火焼　蒲原亀蔵 古町通
ありったけ 東大通
天　アルマ 西堀前通
居酒BAR酒屋 学校町通
居酒BAR ナツヲ 弁天
居酒屋 蔵人 春日町
居酒家　すいとんや 西堀前通
居酒屋　せん 古町通
勇駒 学校町通
居酒屋きんぎょ 東大通
居酒屋越乃赤たぬき　弁天店 弁天
居酒屋越乃赤たぬき　古町店 古町通
居酒屋越乃赤たぬき　駅南店 笹口
居酒家こばちゃん 本町通
居酒屋　じょうご 古町通
居酒屋笑太 東大通
居酒屋だいちゃん 弁天
居酒屋×dining  est！ 弁天
居酒屋やぶさか 春日町
居酒屋よさこい　駅南店 笹口
居酒屋よさ来い　古町店 古町通
居酒屋らくちゃん 古町通
頂 東堀前通
いっぱい² 弁天
一品料理　越後 文京町
ウイング 古町通
魚民　新潟南口駅前店 米山
うどんこびきの里　出来島店 南出来島
うめたつ 古町通
ANAクラウンプラザホテル　スカイバーリオンドール 万代
エース 東大通
駅南グランプ 米山
駅前漁港 弁天
駅前漁港　炙りや 花園
越後まる松 東大通
越後一会　十郎 東大通
越後波家 東大通
越後のうまいもん小屋　蒲原甚八 西堀前通
越後の海鮮問屋居酒屋九兵衛 弁天
越佐情熱酒場　五八 東大通
縁 弁天
白木屋　新潟駅前店 花園
海老の髭 古町通
近江焼肉ホルモンすだく新潟駅南店 笹口
大佐渡たむら 沼垂東
大はし伝　十割そば　幸乃蔵 花園
オーブン　バル　ストーブ 東大通
沖縄居酒屋　ENCOUNTER 東大通
奥阿賀の隠れ座敷　山姥 弁天

麺屋　しゃがら　弁天橋 弁天橋通
焼肉 あじめ 山二ツ
焼肉きんぐ　新潟駅南店 紫竹山
焼肉坐旺 上近江
焼肉酒場 ぴぃちゃん 姥ケ山
焼肉たっちゃん 東大通
焼肉食べ放題ZAO　新潟駅南店 南笹口
焼肉の店　ばんりゅう 小張木
焼肉ハウス　歩苑 古町通
焼肉バル 焼NIQ 花園
焼肉ホルモン　あいしん 弁天
焼肉マミレ 弁天
焼肉や善山 古町通
焼肉ライク　新潟駅前店 東大通
焼肉LOUNGEうしのよだれ 南笹口
安家 湊町通
揚子江分店 信濃町
ラーメン　いっとうや 紫竹山
らーめん　たごさく 本町通
らーめん餃子専門店　満里　女池店 女池
ラーメン餃子担々麺　笑美寿亭 本町通
ラーメン東横 南笹口
らーめん風伯　万代店 万代
らーめん風伯　女池店 女池上山
らーめん二葉 上大川前通
ラーメンまっくうしゃ笹口店 南笹口
ラーメンまっくうしゃ本店 上近江
柳麺　竜胆 万代
レストラン結　県立がんセンター病院内 川岸町
レモホル酒場新潟駅前店 東大通
楼蘭 堀之内南
六綵亭 東堀前通
和風とんこつたまる屋 鳥屋野

ファストフード、軽食、喫茶
アイル・キッチン 白山浦
Asu Cafe 弥生町
あずまや本舗 古町通
＆CAFE（アンドカフェ） 弁天
&sweets　DEKKY401 1F 上近江
ISANA 沼垂東
ILIMA coffee 出来島
英国紅茶サロン　メイフェア 寄居町
ANAクラウンプラザホテル　ラウンジ越 万代
エトアールプリュス 古町通
おとぎ屋珈琲店　女池店 女池神明
カフェ　オードリー 笹口
カフェ　ゴスケ 川岸町
cafe & sweets B-Point 鳥屋野
Cafe営所通 営所通
カフェテラスピーア 学校町通
カフェりんく　西堀ローサ内 西堀前通
カラオケ喫茶　ステップイン 西堀前通
CURRY&CAFÉ　SPICEON 東大通
甘味処鎌倉　人情横丁店 本町通
#きーぼdo. 本町通
喫茶UKIHOSHI(SAN内) 古町通
喫茶K 弁天橋通
喫茶　マキ 古町通
ケンタッキーフライドチキン　DEKKY401 1F 上近江
紅茶のお店　ひまわり 本町通
珈琲館　シャモニー 古町通
珈琲倶楽部　県庁店 新光町
珈琲倶楽部　白山浦店 白山浦
珈琲倶楽部県庁前店 東出来島
珈琲倶楽部　新和本店 新和
珈琲倶楽部　天神尾店 天神尾
コーヒーショップ噐 営所通
こかげカフェ 西大畑町
五徳屋十兵衛 本町通
サーティワンアイスクリーム　新潟万代シテイ店 万代
サーティワンアイスクリーム　新潟万代ラブラ２店 万代
サーティワンアイスクリーム　南笹口店 南笹口
サーティワンアイスクリーム　女池店 女池上山
佐渡汽船商事　おけさ丸スナック 万代島
佐渡汽船商事　立ち食い処しおさい 万代島
佐渡汽船商事　ときわ丸スナック 万代島
茶房歩"らり 東出来島
ジェラテリアポポロ 水道町
シャモニー 上大川前通
宙空間　譲二 清五郎
高倉町珈琲　新潟笹口店 南笹口
dAb COFFEE STORE 水島町
タリーズコーヒー新潟中央インター店 湖南
DAY WORK&COMPANY・TOKYO PARENTPINE'S THE BEST SHOP 親松
ドトールコーヒーショップ　新潟駅前店 東大通
ドトールコーヒーショップ　万代シティー店 万代
ドトールコーヒーショップ　古町店 古町通
新潟グランドホテル　スパークル 下大川前通
新潟東映ホテル　コーヒーハウス「レストーク」 弁天
はまカフェTACO 浜浦町

レコルタカーブドッチ 東大通
レストラン　キリン 一番堀通町
レストラン海の音 西船見町
レストラン　カシェット池上 営所通
restaurant &bar PULP FICTION 西堀通
レストラン　ラ・フロリダ 東堀通
Waffle&Coffee Rico 関屋下川原町

中華、ラーメン、焼肉
赤シャモジ 桜木店　　 桜木町
赤身肉とホルモン焼き『コニクヤマ』 弁天
ajiの極 東大通
味の店　ちづる 新和
栄華楼 沼垂東
ANAクラウンプラザホテル　中国料理天壇 万代
駅前焼肉しちりん亭 弁天
縁China 東大通
海老ﾗｰﾒﾝ専門店 海老寿DELUX 西厩島町
大阪王将　出来島店 東出来島
街亭 東堀通
かも新 新和
辛味噌亭とうせんや 東大通
韓国焼肉ソウル18号 堀之内南
元祖　金太郎ラーメン 古町通
元祖支那そば「信吉屋」 東堀前通
吉相　県庁前店 美咲町
キッチンテーブル 姥ケ山
九州ラーメン　きんしゃい亭　南出来島店 南出来島
九龍新潟駅前店 東大通
共進軒 万代
きんしゃい亭＆麺や　たぶきん　柳都大橋南店 三和町
吟醸味噌らーめんまごころ亭 紫竹山
吟醸味噌らーめんまごころ亭新潟駅前店 弁天
錦鯉(きんり) 花園
孔明　長潟店 弁天橋通
広来飯店 学校町通
極上蔵出し味噌ラーメン　そこがミソ 女池神明
ことぶき屋　DEKKY401 1F 上近江
餃子と担担麺の店 ことぶき屋本店 東堀前通
三代目麺屋小松家 三和町
四川飯店新潟 万代
旬菜ダイニング　三華 関屋新町通　
食堂衆楽 沼垂東
瑞鳳 信濃町
スパイシーマーケット　駅前店 東大通
スパイシーマーケット　女池店 女池
炭火焼つぼみ 南笹口
炭火焼肉すみじゅう　けやき通り店 米山
全力ソーセージ 女池神明
創作中華　香町 東堀前通
万人家　女池上山店 女池上山
だるまや　女池店 女池神明
担々麺屋　関屋店 関屋
ちゃーしゅうや武蔵　笹口店 南笹口
ちゃーしゅうや武蔵　女池インター店 女池神明
ちゃーしゅーや武蔵　万代店 万代
チャイニーズバル光輝 東大通
中華そば　石黒 弁天橋通
中華と和ダイニング　香新 東大通
中華麺食堂かなみ屋　女池上山店 女池上山
中華料理　寿楽 愛宕
中国料理　東華楼 新和
張園　南店 姥ケ山
東横　愛宕店 愛宕
東横紫竹山本店 紫竹山
長崎　和華蘭亭 西堀通
新潟駅前大衆食堂　鶴亀食堂 東大通
新潟グランドホテル　慶楽 下大川前通
新潟ホルモン酒場　粋 米山
万代シルバーホテル　柳江苑 万代
備長炭焼肉てんてん　けやき通り店 笹口
備長炭焼肉てんてん　新潟駅前店 弁天
備長炭焼肉てんてん　女池愛宕店 愛宕
紅虎餃子房新潟店 東大通
蓬来軒 上大川前通
ホテルイタリア軒シーエン 西堀通
ホテルオークラ新潟　桃花林 川端町
ホテル日航新潟　桃李 万代島
ポンポ子 南長潟
麻婆会館　南笹口店 南笹口
まぜ麺　笑喜 弁天
万人家　紫竹山店 紫竹山
無尽蔵花園家 花園
麺作ブタシャモジ 女池上山
麺匠　MAJIDE 米山
麺亭 古町通
麺処　拾弐 古町通
麺の店きらく苑 鐙
麺屋ほんず　DEKKY401 2F 上近江
麺屋　来華 姥ケ山
麺屋坂本01 花園
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サクラ　ヘア　デザイン 女池西
Sa-Due 出来島
サロンド・シェリー 日の出
サロンド・ポニー 東出来島
SAN AI ROOMS 東堀前通
SANCTUARY 米山
SUNSUNSUN 西堀通
三膳理容所 東湊町通
Sea by LUVISM 天神
Jelemy 笹口
シキブ・ヘアー 東万代町
ジャストカット　愛宕店 愛宕
ジャストカット　駅南店 米山
ジャストカット　下本町店 本町通
ジャストカット　沼垂店 沼垂東
ジャストカット　白山店 関屋田町
ジャストカット　山二ツ店 山二ツ
女性専門シェービングエステ リラク整体 心心知 kokochi 女池神明
杉本美容室 関屋金衛町
SNIPS　CAOS 笹口
SNIPS　DOES 南万代町
SNIPS　LIFE DESIGN 八千代
Ｓｍａｒｔ 長潟
綜合美容西堀 南大畑町
綜合美容室YORII 寄居町
SOFA lala 女池西
Sol de hair 上大川前通
それいゆ美容室 上大川前通
soins de beaute canon 新和
タナベ美容室 笹口
Ｔａｂｏｏ 愛宕
DUMP  CUT 湊町通
derschritt 沼垂東
DEUCE hair 古町通
TOKIO  garden 万代
toco 笹口
頭顧弥 チャップリン 近江
TOP&ALICE 上近江
nicotto 南出来島
knitty hair 古町通
ｎｏｔｅ 上近江
野沢理容院 古町通
PARK hair design 新和
Perch  HAIR 鐙
BarBer  Kariudo 米山
BAR BER  37 女池上山
BarBer shop Needs 上所上
バーバーショップ　　ヒラマツ 秣川岸通
パーマハウス　みみ 神道寺
palmyhair 西堀前通
ハセガワ美容室 沼垂東
羽田やよい美容室 天神
ＰＵＬＰ 弁天
HANDs 鐙
美容さくらい 鐙
美容室　オアズ 南万代町
美容室UNCLOSE 弁天橋通
美容室 Ele Lo'i 親松
美容室aVang 鐙西
美容室グラン 文京町
美容室シュールセイン 神道寺南
美容室　ハナコ 万代
美容室　ｆｕｌｌ 古町通
美容室ar 沼垂東
美容室Ailce　アイリス 長潟
美容室アティック 上所上
美容室apex 有明台
美容室　都美 雪町
美容室　EVAｈ 弁天橋通
美容室エクラン 西大畑町
美容室カペリ 文京町
美容室　コンプレンダ 長潟
美容室サエ　姥ケ山店 姥ケ山
美容室スガハラ 横七番町通
美容室t＆t 姥ケ山
美容室ながおか 古町通
美容室non style 紫竹山
美容室パパガッロ 京王
美容室バンブー 関新
美容室ひまわり 沼垂東
美容室フィリー 関屋昭和町
美容室フェアリー 米山
美容室　マトリカリア 万代
美容室メール 弁天
ビューティサロン　裕 浜浦町
美容室　吉江 栄町
美容室ラクーユ 南笹口
平野理容所 花町
HIRO' X 西堀前通
ファッションヘア ライト 東堀前通
fab　HAIR 新和

レ・トルト 古町通
LEMONADE by Lemonica 万代
ローストビーフ大衆酒場　頂 米山
ロータスラグーン 花園
ROCK cafe & bar HINDEE 東大通
ロックス 米山
炉ばた　一兆 東大通
和.伊.の台所　五十八 弁天
ワインズバーズッケロ 古町通
ワインとつまみ　葡呼 米山
わかさ家 学校町通
和が家 東大通
和さび 出来島
和食酒場　風花 米山
わた福 東大通
和バルａｈｉｒｕ東大通 東大通
和味屋たむろ 出来島

［生活サービス］
理容室、美容室

ＯＵＴＲＥ 関新
アオイ理容院 神道寺
あっとほーむハウス　TOKOYASAN 関屋本村町
attrape-reve 万代店 万代
A.do hair vis　女池店 女池
adorable アドラーブル 駅南店 鐙
adorable アドラーブル　けやき通り店 笹口
adorable アドラーブル 万代店 八千代
adorable アドラーブル 女池店 東出来島
ATELIER34 学校町通
アトリエｍａｓａ 女池神明
ateliet rinto 女池南
アリス美容室 京王
ailes hair salon 花園
ALTANAHAIRSALON 南出来島
アン　異人池ヒルズ店 西大畑町
UNDER SPELL 笹口
antiHAIRm 鳥屋野南
アンテナ 東幸町
アン　万代店 万代
ITAKURA　ANAクラウンプラザホテル新潟店 万代
ITAKURA　笹口店 笹口
ITAKURA　鳥屋野店 堀之内
ITAKURA　女池店 女池北
イブ美容室 南万代町
IROHA 上近江
イワサキ美容室 女池
hair garden Milk tea 新島町通
ＥＶＡＨ　鐙店 鐙西
ＥＶＡＨ　弁天橋通店 弁天橋通
AJ  HAIR 弁天橋通
ＥＮＩＳＨＩ 関新
EVOLS 万代
Eｍi 美容室 弁天
ERDE 女池神明
おおくぼ床や 関屋金衛町
KACIKO 美咲町
CUT＆RELAX　N・A・S 鐙
カットイン トミー 幸西
cut in Honey-bee 弁天橋通
カットサロン　京橋 関屋本村町
カットサロン　タマキ 親松
CUT STUDIO サニー 女池
カットハウス　トミタ 上所中
カットハウス　イシザワ 上沼
カットハウス　コバヤシ 関屋下川原町
カットハウス　スマイル 新光町
Cut House ライム 山二ツ
Cut Rhythm　髪ing 新和
髪切館ヒノデ 日の出
髪KIRI　家 姥ケ山
Kami Club 長潟
kamizaiku　万里 東大通
CAELUM　AVEDA 万代
かんざし 弁天橋通
銀座軒理容所 西堀通
coo hair 弁天橋通
クラブ　C 上大川前通
grapefruitmoll 紫竹
クレ-ル美容室 信濃町
CLOE by LUVISM　新潟駅前店 花園
CLOE by LUVISM　万代店 万代
CLOE by LUVISM　万代BP2店 八千代
CLOE by LUVISM　女池店 女池
ココアール 米山
cocoe Hair&Relax 姥ケ山
coconfouato. 本間町
Cozy 寄居町
KOHINATA　本店 西堀通
KOHINATA　Le，lian 古町通
小松美容室 営所通

のみすけ　新潟駅前店 東大通
のみすけ　古町店 古町通
呑処　十三夜 東大通
のりやん 万代
non- チーズとワイン 古町通
のんじゃえ 東大通
呑んべえ寿し　ひろしです。 東大通
BAR ATOM 東堀通
Bar Strad 笹口
Bar Strad ZERO 東大通
Bar　Chetta 弁天
Bar　FARO 東堀通
Barman 弁天
ばいたりや 東大通
博多中洲　ぢどり屋 古町通
博多もつ処　浜や　新潟駅前店 東大通
博多もつ鍋処　あべ 東大通
発酵の町沼垂ビール／沼垂ビアパブ 沼垂東
はっぴ商店女池店 女池南
はなの舞新潟駅前店 東大通
ハナレ酒場ふじみや 堀之内
馬肉酒場　馬喰ろう　新潟店 花園
Public satand　新潟駅前店 弁天
万代シルバーホテル　ケータリング 万代
BeerTripOlive 弁天
美酒食彩 郷 東堀通
美酒食彩桜のつぼみ 東大通
びすと炉　心平　新潟駅前店 東大通
ひだまり 米山
VIVA　AMERICAN 西堀前通
ビリビリバーシノワ 東大通
ビリヤードクラッカー 古町通
FARM TABLE SUZU 八千代
ファシル 東大通
food &　ｂａｒ　Ｌｕｓｈ 東堀通
二葉屋 東大通
ぶた家 弁天
Black&White Big 東大通
ブラック・バード・レジェンド 古町通
フリージア 東堀通
プルニマ 女池
Furumachi Club 花　vip room 西堀前通
Furumachi Club 花　カラオケルーム 西堀前通
古町ジャンプ 西堀前通
古町寧々 古町通
FRENCH TEPPAN 静香庵 万代
FRENCH TEPPAN 静香庵　別邸涵養荘 営所通
ベジテジや Soi　新潟万代店 弁天
ヘルシーカフェ　Hacchi-☆ 上大川前通
弁天酒場ぎっちょ 弁天
ほっこり居酒屋　瓢膳 弁天
ホテルオークラ新潟　エジンバラ 川端町
ぽんしゅ館 魚沼釜蔵 新潟駅前店 花園
まぐろ亭 東大通
新潟美咲合同庁舎　まごころ食堂 美咲町
まんぷく亭 東大通
まんまや　新潟駅前店 東大通
三日月 東大通
水の音 米山
ミニトマト 西堀通
美味 下大川前通
みやこや駅南店 笹口
みやこや駅前店 東大通
みやこやオセオ弁天店 弁天
みやこや県庁前店 出来島
みやこや東堀店 東堀通
村さ来　ＤEKKY401店 上近江
MURA'S WARUNG 米山
目利きの銀次　新潟駅前店 花園
モルゲンロート 古町通
焼きシビエ　罠　シナトラ 東大通
焼鳥　串吉 弁天
焼鳥三条　かんこ鳥 東堀前通
やきとり専門　田中　長潟店 長潟
やきとり大吉　新潟駅南店 鐙西
やきとり横綱 本町通
焼肉 にくみわび 新和
ヤサイ串巻きマグロしゃぶしゃぶアッパレ 花園
安兵衛　古町店 古町通
安兵衛　本店 東大通
やすらぎガーデン2022 八千代
炉と焼鉄　ヤマノワサビ 花園
酔亭　とよ蔵　花園店 花園
養老の瀧 寄居町
万事屋 弁天
ライブハウス　ルーキーズ 東大通
LoungeBar SASAKI 笹口
Riverside Cafe & BBQ Garden PIQNIQ（ピックニック） 八千代
料理・仕出し　飛鳥 学校町通
料理とお酒　すずむら 古町通
レストラン彩巴 笹口

酒鮮食彩　山賀 上大川前
ジュリア 西堀前通
旬食酒好YUU 米山
旬亭はつ風 古町通
笑喰処つまようじ 東大通
上々や 上所中
Jyozo 古町通
食堂33　西堀ローサ内 西堀前通
shot bar 杏 西堀前通
白まる 笹口
新時代新潟駅前店 東大通
Simple食堂 東中通
skal スコール 古町通
寿司ダイニング　やまざき 東大通
SUZUVEL 花園
スナック　アンジュ 古町通
スナック　七月の星 東大通
スナック　のんの 東大通
スナック　ものがたり 東大通
スナックai 古町通
スナック　涼美 東堀前通
炭火鶏やジモン 東万代町
炭火焼うなぎ金字塔 米山
炭焼き成吉思汗いし田 東大通
スミヤマトリゾウ 万代
スワンコート 古町通
関屋浜海の家　ブルーシェル 関屋
ぜんてい　新潟LEXN店 天神
Soi 万代
そうえもん 水島町
創作居酒屋あさや 東堀前通
ソウズ古町店 東堀通
ソウズ本町店 東堀前通
そば・うどん京太郎 西堀前通
大衆割烹　ひら井 万代
大衆酒蔵立呑み天下一 花園
大衆酒場　イコマ 東大通
大衆酒場　天下二 花園
大衆ダイニングにのや 弁天
大衆焼肉V関屋店 弥生町
大衆焼肉V古町店 東堀通
大衆焼肉V本店 東大通
タイファイシルバー 南万代町
たこちゃん 古町通
たこでん 米山
多来 上近江
タン専門店　天乃道 東堀前通
団欒　新潟駅前店 弁天
チキンワークス白金　新潟店 八千代
茶はん 西堀前通
中国飯店　小松屋 礎町通
ちょい飲み　濵来た 弁天
ちょこざいや　伝 東大通
つぼ八　新潟駅前店 花園
鶴ノ羽 米山
Delight Kitchenほたる 花園
鉄板炭焼ダイニングsei 笹口
田じ 古町通
鳥梅　西堀店 西堀前通
鳥澤 東大通
とりちゃん 弁天
鶏っく　新潟駅前店 弁天
TRIP TRIBE house 米山
鶏とホップ 弁天
鶏肉料理と新潟地酒 居酒屋ハツ 笹口
鳥八 沼垂東
とり焼きあらた 西堀前通
トレゾア 古町通
TWILIGHTたそがれヨーコ 花園
とんかつ　とんき 白山浦
とんかつ太郎　分店 文京町
どんなもんじゃい 古町通
night out Bellezza 古町通
中権丸新潟店 弁天
中中屋 古町通
NAKAMA 弁天
和処　KAZ 西堀前通
No29 米山
Niigata Bal Tida 弁天
新潟駅前道草ノ茶屋 東大通
新潟個室居酒屋 宴～utage～（うたげ） 新潟駅前店 笹口
新潟個室居酒屋　福わうち　新潟店 弁天
新潟肉と海鮮・50種の地酒　つるまる 東大通
にいがたバル　ＯＬＭＯ 米山
新潟古町　ぽん酒がぁる 西堀前通
新潟本町酒場 本町通
新潟 MEAT Lab.SUGI 東大通

『肉山』新潟 東大通
西堀もぐもぐ 西堀前通
練馬鳥長 東大通
NOAH'S KITCHEN 米山

中 央 区

地域店 8



西脇写真館 上所
長谷川写真館　駅南支店　アニバーサリー 米山
長谷川写真館　本店 東中通
ハチヤカメラ 西厩島町
Photo Salon Petal 出来島
3F PHOTO STUDIO 東堀通
フォトスタジオ コウノトリ 神道寺南
フォトリエ山岡 神道寺
振袖１番館　桜木店 上近江
ベルセゾン写真館はせがわ 長潟

タクシー、運転代行
アイリス介護福祉タクシー 湖南
全国ドライバーズサービス 長潟
第一タクシー 上近江
新潟市個人タクシー事業㈿　239社加盟 竜が島
新潟地区個人タクシー㈿　66社加盟 東幸町
新潟日の出タクシー 神道寺南
はとタクシー 高志
万代タクシー 万代
都タクシー 下所島

クリーニング
伊佐クリーニング店 西堀前通
ウメザワドライ　神道寺店 神道寺
ウメザワドライ　桜木店 女池南
ウメザワドライ　南笹口店 南笹口
オーボランジェ　ワコー 東大畑通
クイックボーイ　女池店 女池上山
クイックボーイ　新和店 新和
クイックボーイ　早川町店 早川町
クイックボーイ　弁天橋店 弁天橋通
クリーニングふらんせ　近江店 上近江
三弘舎クリーニング 鳥屋野
せんたく屋十兵衛　網川原店 網川原
ダスキンニイガタ 米山
ナガサトクリーニング 関屋浜松町
ハニーズとやの店 堀之内
ハニーズ白山浦店 白山浦
フトン巻きのジロー　新潟関新店 関新
ペリカンクリーニング　ウオロク馬越店 本馬越
ペリカンクリーニング　川端町 上大川前通
ペリカンクリーニング　京王店 京王
ペリカンクリーニング　信濃町店 信濃町
ペリカンクリーニング　沼垂店 沼垂東
ペリカンクリーニング　沼垂西店 沼垂西
ペリカンクリーニング　ピアレマート新和店 新和
ペリカンクリーニング　本町13番町店 本町通
ペリカンクリーニング　水島町店 水島町
ペリカンクリーニング　南万代店 南万代店
ペリカンクリーニング　女池本店 女池神明
ペリカンクリーニング　ウオロク鳥屋野南店 鳥屋野
ペリカンクリーニング　南笹口店 南笹口
街のせんたく工房　近江店 上近江
街のせんたく工房　関屋店 関屋
街のせんたく工房　ＤEKKY401店 上近江
街のせんたく工房　原信紫竹山店 紫竹山
街のせんたく工房　文京町 文京町
街のせんたく工房　本町店 本町通
街のせんたく工房　南万代店 幸西
街のせんたく工房　竜が島ショップ 竜が島
ママ.クリーニング小野寺よ　愛宕サービスコーナー 愛宕
ママ.クリーニング小野寺よ　鐙サービスコーナー 鐙
ママ.クリーニング小野寺よ　あんか屋サービスコーナー 上大川前通
ママ.クリーニング小野寺よ　イオン笹口サービスコーナー 南笹口
ママ.クリーニング小野寺よ　姥ケ山サービスコーナー 姥ケ山
ママ.クリーニング小野寺よ　近江サービスコーナー 近江
ママ.クリーニング小野寺よ　学校町サービスコーナー 学校町通
ママ.クリーニング小野寺よ　幸町サービスコーナー 幸町
ママ.クリーニング小野寺よ　笹口サービスコーナー 笹口
ママ.クリーニング小野寺よ　関屋本村サービスコーナー 関屋本村町
ママ.クリーニング小野寺よ　出来島サービスコーナー 出来島
ママ.クリーニング小野寺よ　弁天橋通サービスコーナー 弁天橋通
ママ.クリーニング小野寺よ　堀之内南サービスコーナー 堀之内南
ママ.クリーニング小野寺よ　南笹口サービスコーナー 南笹口
ママ.クリーニング小野寺よ　米山サービスコーナー 米山
和田クリーニング店 浮洲町
ワタナベドライ浜谷ショップ 浜谷町

学習塾、習い事、体験教室
きょうの習いごと 湖南
国大セミナー新潟本部校 弁天
SUNNY personal style 沼垂東
真友サークル 弁天
真友ゼミ 弁天
taruhi glass works 沼垂東
超実用的Excelレッスン　にゃーこむ　西堀ローサ内 西堀前通
ドリーム音楽院 東堀通
新潟中央自動車学校 鐙
レンタルきもの屋まゆ 古町通

ゲストハウス＆バー　くく 古町通
佐渡汽船観光 本社旅行部 万代島
佐渡汽船　新潟港きっぷ売場 万代島
シェノン 古町通
シングルイン新潟第一 花園
シングルイン新潟第二 東大通
シングルイン新潟第二新館 東大通
トップトラベル新潟 上近江
なり-nuttari NARI- 沼垂東
新潟イーストホテル 笹口
新潟グランドホテル 下大川前通
ニイガタステーションホテル 弁天
新潟第一ホテル 花園
新潟東映ホテル 弁天
新潟トラベル　新潟営業所 笹口
新潟旅行社 蒲原町
パンション駅南 鐙
万代シルバーホテル 万代
ベルツアー 堀之内南
ホテルイタリア軒 西堀通
ホテルオークラ新潟 川端町
ホテルグローバルビュー新潟 弁天
ホテルディアモント新潟 本町通
ホテル日航新潟 万代島

温泉、銭湯
千鳥湯 西湊町通

フィットネス、スポーツクラブ
オールアルビレックス・スポーツクラブ 上所中
SACO WORKOUT WELL 礎町通
G studio 弁天
新潟ボクシングジム 春日町
ノルディック・ウォーククラブにいがた 湖南
ｆｉｔファミリーインドアスクール 小張木
マリンブルーテニススクール 紫竹山

映画館、ボウリング、カラオケ
カラオケビッグエコー　新潟駅前店 東大通
カラオケビッグエコー　新潟駅前花園店 花園
カラオケビッグエコー　新潟駅南口店 米山
カラオケビッグエコー　新潟駅南笹口店 米山
カラオケマイム　新潟駅前店 東大通
カラオケマイム　新潟笹口店 南笹口
カラオケマイム　新潟花園店 花園
カラオケマイム　新潟古町店 古町通
新潟・市民映画館シネ・ウインド 八千代

鍼灸、整体、カイロプラクティック
あしたば整体 明石
癒しの総合空間 森の家。 高志
えびす鍼灸院 日の出
オリエンタル整体院 姥ケ山
カイロプラクティック Ｓ 天神尾
かるべ鍼灸接骨院 関屋本村町
筋整流法　西堀ローサ内 西堀前通
佐藤針灸マッサージ治療院 女池
鍼灸院はりあん 川岸町
しん接骨院 米山
じんわり整体 川岸町
推拿整体うらら　西堀ローサ内 西堀前通
整体院fine 万代
整体しん楽 堀之内南
整体ピース 愛宕
タイ古式リラクゼーションサロン 満ちる 堀之内南
たかやま接骨院 長潟
たくみ整骨院 鐙西
つばさ整骨院・マッサージはりきゅう院 女池
トータルボディケア＆コンディショニングCocoKara（ココカラ） 新和
新潟健誠館 南笹口
新潟ひなた接骨院 鐙
にこの実整体院 関屋大川前
濱田鍼灸治療所 米山
はり・灸 香登家 花町
はり灸接骨院いのラボ近江店 近江
はり灸なつめ堂 弁天
ひらた整体院 本町通
フロー　DEKKY401 1F 上近江
ほぐしの名人　駅南ドンキ店 南笹口
ほぐしの名人　駅前店 東大通
ほぐしの名人　弁天インター店 紫竹山
ほぐしの名人　女池店 女池
ほぐしの名人　LEXNジェクサー店　天神
本多マッサージ鍼灸院 堀之内南
みつおカイロプラクティック 白山浦
relaxation grandir 本町通

カメラ、写真館
桑野写真館 東大通
シャレニーデッキィＤEKKY401店 上近江
タカナシカメラ　新潟桜木店 女池南

理容サトウ 女池上山
理容庄司 古町通
理容タカフヂ 西堀前通
理容タナハシ 信濃町
理容ながまつ 天神尾
理容なかやま 西湊町通
理容ニシカワ 姥ケ山
理容　ハセガワ 女池西
理容ハットリ 鐙
理容ふじ 上大川前通
理容フジタ 本町通
理容みつま 網川原
理容ユウキ 本町通
理容吉田 窪田町
理容よしだ 鳥屋野
ルージ・ア・レーヴル 上近江
Rooms.Hair 姥ケ山
room Room 水島町
レプリカ 水島町

エステ、ネイル、アイラッシュ
EYELA　万代店 万代
AURA PRO 南万代町
AQUA+ アクアプラス 長潟
あのサロ 西堀前通
あのサロ style 西堀前通
アルボ新潟万代店 万代
アルボ　ムサシ新潟店 姥ケ山
ALETTA 万代
Aromatique GARDEN NOTE 米山
UnR×M 天明町
エーネイルサロン プラーカ１ 笹口
エーネイルサロン プラーカ３ 天神
ELAN 万代
Oriental Beauty LE・ANGE 鐙西
開運鍼灸RIRI 営所通
Carpe diem 大島
Candy Nail 万代
kunstyle nailroom 古町通
KO-GAO CELGY 寺裏通
極上の泡エステ　もこもこ羊 万代
SANDSS　by　Fairy 弁天
SHAME by Candy Nail 万代
自由時間 礎町通
スキンイノベーションサロン　新潟女池店 女池神明
タイ古式リラクゼーションサロン　Faa Muu 西堀通
deaflora nail salon 万代
ｄｉｏｓｍｉｌｅ 春日町
tep by RELASH 弁天
trunc nail 万代
TRINITY 万代
ナチュラルケアKUU 古町通
新潟脱毛オスピス 堀之内南
Nail&Eyelashsalon A'vi　女池店 上近江
Nail&Foot BLACKSEA73 万代
NailSalonSevenSeas73 南笹口
ネイルサロン Felice 西堀前通
ネイルズアジュール　DEKKY401 1F 上近江
ネイルスタジオフルール 上所中
NAIL DECO by A'VI　万代店 八千代
パルテール 米山
BLCネイルサロン 東中通
久千代～AYANO　YAMADA～ 古町通
Beauty Salon hana 紫竹
Beauty Salon MARU 弁天
フーレ＆ビューティーボヌール 天神尾
Fairy 弁天
Petitpas 東堀前通
ふるまちリンパケアBran-new 上大川前通
Head Spa & Beauty Plant 万代
VERITAS 南笹口
ＰOＬA万代シテイ店 万代
ボディケアサロン　wallclesta 笹口
まつげサロンＷＩＬＬ　新潟駅南レクスン２店 天神
Merci 東大通
モア・ソシア 堀之内南
ラ・グラース 本間町
LUVISM EYELASH 万代
RESTAR Nail SaLon 長潟
リラクゼーションルーム　キフィー 天神
RELASH 万代
RELASH 駅南店 紫竹山
LOG PO-SU 女池南

旅行、宿泊
アートホテル新潟駅前 笹口
アナスタシア 下大川前通
ANAクラウンプラザホテル新潟 万代
割烹の宿湖畔 紫竹山
共立観光新潟支店 明石
ゲストハウス　アンゴ荘 雪町

Feel Luce 近江
プールアニツク 幸町
face up Venus 女池上山
Petite Perle 月町
ブライトフラワー 窪田町
PLATZ（プラッツ） 南笹口
blanche comme neige 東大通
ブランチ 米山
Blink the sole style 学校町通
FLAIR 沼垂西
hair and relax Senang 米山
ヘアーカットスタジオ　ザンギリ 網川原
ヘアークリップバース 米山
aina arona 本馬越
ヘアーサロン　イケジマ 信濃町
ヘアーサロン　いしがき 米山
ヘアーサロン　イマイ 沼垂東
ヘアーサロン　うえの 学校町通
ヘアーサロン　ウララ 寄附町
hair salon eclat 幸町
へあーさろん　おとがわ 長潟
ヘアーサロン　カワサキ 営所通
ヘアーサロン　Ｋｅｉ 赤坂町
ヘアーサロン　コン 京王
ヘアーサロン　スズキ 米山
ヘアーサロン　ソレイユ 山二ツ
ヘアーサロン　タカハシ 沼垂東
ヘアーサロン　ツチヤ 旭町通
ヘアーサロン　ナカハラ 天神尾
ヘアーサロン　フカイ 信濃町
ヘアーサロン　ヨシザワ 花園
ヘアーサロン　ヨシザワ 天明町
ヘアーシップ　しゃるむ 愛宕
ヘアースタジオ  タケ 浜浦町
ヘアースタジオ　コバヤシ 姥ケ山
ヘアーディメンション　スマート 長潟
ヘアーファッションビバン　関屋店 関屋大川前
ヘアープレイス空和間 沼垂西
ヘアールーム ミズオチ 医学町通
ＨＡＩＲ Longinus 南万代町
Hair Color Salon Cle Matisse 古町通
ヘアクラブアクト 本町通
HAIRSALON SHIRAKAWA 関屋新町通
ヘアサロンくらら 信濃町
HAIR SALON HYPE 女池
ヘアサロン　レオ 出来島
Hair history full frame 女池
Hair Forme OluOlu 美咲町
ヘアメイク　クリッパー 天神尾
HAIR MAKEUP STUDIO MARS 上近江
peggy sue hair 美の里
peche 女池　
ベラドンナ　ロコ 営所通
ＰＥＲＵ美容室 本町
本間理容所 本馬越
massive hair salon 天神
ママーズ　西堀前店 西堀前通
ママーズ　弥生町店 弥生町
マリモ美容室 堀之内南
マリヤ 西堀通
MARUTOKO 堀之内南
マルヤマ美容室 浮洲町
milli produce by ITAKURA 万代
muw（ムウ） 礎町通
メンズカットクラブ　ブーム 出来島
メンズサロンロス【Loss】 花園
ゆう美容室　関屋店 関屋下川原町
ゆう美容室　本店 東堀通
ゆう美容室 worthworth(ワースワース) 上所上
ゆう美容室 worthworthCure(ワースワースキュア) 南長潟
ユキ理容院 上所
Unique Piece 沼垂東
よしい理容院 女池
LaislaBonita 東中通
LUVISM　新潟店 万代
LINOhair 関屋大川前
LIMLESS 花園
理容　タナハシ 信濃町
理容青池 本町通
理容アサノ 西堀通
理容アサヒ 関屋松波町
理容イシヤマ 蒲原町
理容イノマタ 東万代町
理容ウチヤマ 万代
理容江部 鳥屋野
理容オオハシ 沼垂西
理容カワカミ 沼垂東
理容カワカミ 長潟
理容ゴトウ 日の出
理容サトウ 天明町
理容サトウ 日の出

中 央 区
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新潟かつ丼政家　イオン新潟南店 下早通柳田
日本料理本徳 横越中央
はなまるうどん　イオンモール新潟南店 下早通柳田
ひら麺と珈琲　Ojigo 祖父興野
まつ山屋 酒屋町
山長 丸山ノ内善之丞組
和食亭　やよい 天野

洋食、イタリアン、フレンチ
石焼ステーキ贅　亀田店 亀田四ツ興野
イタリア料理&バール　たんと 鵜ノ子
カメダバルkomaru 東船場
ピッツェリア薪田屋 横越中央

中華、ラーメン、焼肉
赤から 鵜ノ子
お食事処マンガ 城山
吉相イオン南店 下早通柳田
白浜屋 鐘木
大舎厘　亀田早通店 東早通
だるまや　亀田店 亀田四ツ興野
担々麺　ＳＵＮ 鵜ノ子
ちゃーしゅうや武蔵　アピタ店 鵜ノ子
中華そばふじのイオンモール新潟南店 下早通柳田
中華飯店永楽 横越川根町
張園　イオンモール新南潟店 下早通柳田
天心坊　横越店 横越中央
和み中国料理　桃林 丸山ノ内善之丞
麻婆たまる屋　イオン新潟南店 下早通柳田
無尽蔵かめだ家 下早通柳田
麺屋　空 茜ケ丘
麺屋かずを 鵜ノ子
焼肉 大昌園 東船場
焼肉居酒屋うまや 東船場
横浜家系ラーメン　のぶ家 横越中央
ラーメン　熊ぼっこ 東船場
ラーメン屋モン吉 横越川根町

ファストフード、軽食、喫茶
カフェ鎌倉　亀田店 五月町
カフェドパルファン 亀田向陽
カレーハウスcoco壱番屋新潟亀田店 早苗
珈琲倶楽部　亀田店 東船場
コメダ珈琲　イオンモール新潟南店 下早通柳田
サーティワンアイスクリーム　アピタ新潟亀田店 鵜ノ子
サーティワンアイスクリーム　イオンモール新潟南店 下早通柳田
chouchou* Crepes 船戸山
デザート王国　イオンモール新潟南 下早通柳田
ハウスメイド珈琲ファクトリー　ローストカフェ 曙町
ピーコック亀田店 鵜ノ子
まちなかcaféぷれ～る 亀田本町
みかづき　横越店 横越中央
みかづき　アピタ亀田店 鵜ノ子
みかづき　イオン新潟南店 下早通柳田
モスバーガー亀田店 亀田緑町

居酒屋、その他
あじまさ 元町
亀田ホルモン 西町
からあげ亭 亀田緑町
カレーハウスCOCO壱番屋　新潟亀田店 早苗
キッチンけなり 下早通柳田
樹樹　粋や 東船場
真正中華唐人横越店 横越中央
炭火の華艶 曙町
ぜんてい越後の台所　亀田店 早苗
新潟薬膳カレーRicca 嘉木
福来酒場　笑門 東船場
ペッパーランチ　イオン新潟南店 下早通柳田
Mayaa 丸山ノ内善之丞組
やきとり大吉亀田店 東船場
やきとり泰三 旭
和食家 喜らく 茜ケ丘

［生活サービス］
理容室、美容室

あやめ美容室 亀田東町
イカラシ理容所 西町
ITAKURA　アピタ店 鵜ノ子
岩田美容室 船戸山
Ｗａｒｍｔｈ 亀田向陽
梅田美容室 亀田本町
EVAｈ亀田店 亀田四ツ興野
カットカット 下早通柳田
カットclub かがみや 木津
カットサロン　ながさわ 木津
カットハウス タニイ 二本木
ＣＬＯＷ 五月町
CLOE by LUVISM　亀田店 五月町
CLOE by LUVISM　横越店 横越上町
ココデカラー　亀田店 三條岡

よこやま　アピタ新潟亀田店 鵜ノ子
よこやま　横越店 横越中央
L’etoffe(レトフ) 東船場

自動車販売・整備、バイク
イエローハット　新潟亀田店 亀田四ツ興野
石附自動車 嘉瀬
小野自動車 花ノ牧
久保モータース 船戸山
熊倉商会 酒屋町
市場中央棟ブース 茗荷谷
新潟市場サービス 西山
波多野自動車販売整備 早苗
ＢＵＬＫＨＥＡＤ 所島
伴自動車 酒屋町
マルイチ風間自動車 北山

スポーツ、アウトドア、釣り具、自転車
好日山荘　新潟亀田店 五月町
みねやま自転車店 旭

仏壇、仏具、墓石
友坂仏壇店 酒屋町
福宝　新潟南店 東早通

花、園芸
グリーンランド・エデン 泉町
サイタメ　亀田店 旭
花のきむら 東船場
細川洋蘭農園 茗荷谷

スーパー、ホームセンター
キューピット　かめだ三條岡店 三條岡
キューピット　亀田店 亀田本町
全日食チェーン　天野店 天野
ひらせい　横越店食良品館 いぶき野
ひらせいホームセンター　亀田店 旭
ひらせいホームセンター　横越店 いぶき野
ラ・ムー　亀田店 西町

ドラッグストア、コンビニ
ココカラファイン　アピタ亀田店 鵜ノ子
セブン-イレブン亀田大月店 亀田大月
セブン-イレブン下越横越店 横越中央
セブン-イレブン亀田曙店 曙町
セブン-イレブン新潟鐘木店 鐘木
セブン-イレブン新潟曽川店 曽川甲
セブン-イレブン新潟曽野木団地 楚川乙
セブン-イレブン新潟亀田四ツ興野店 亀田四ツ興野
セブン-イレブン　新潟北山店 北山
セブン-イレブン新潟城所インター店 城所
セブン-イレブン新潟丸山店 丸山善之丞組
セブン-イレブン新潟元町店 元町
ファミリーマート亀田大月店 亀田大月
ファミリーマート新潟天野店 天野
ファミリーマート新潟嘉瀬店 嘉瀬
ファミリーマート新潟亀田向陽店 亀田向陽
ファミリーマート横越茜ｹ丘店 茜ケ丘
ファミリーマート横越うぐいす団地店 うぐいす
ローソン横越木津5丁目店 木津

その他小売り
ガソリンショップ新潟亀田店 鵜ノ子
土屋ベニヤ 曙町

［飲食］
和食、寿司、割烹

炙り牛たん万　新潟南店 下早通柳田
石臼挽き　生そば　おぎそ 下早通柳田
いり山 袋津
魚清 酒屋町
魚鶴 酒屋町
大戸屋ごはん処　イオンモール新潟南店 下早通柳田
海鮮食堂さばや 北山
割烹ふじ田 沢海
割烹やまよし 東船場
亀田駅前食堂 西町
季節のあじ　なんば 曙町
空創旬菜雷神　亀田店 鵜ノ子
倉久 亀田本町
ことぶき寿司　亀田店 旭
ことぶき寿司　横越店 横越中央
彩の味　千の月 祖父興野
しゃぶ菜　イオンモール新潟南 下早通柳田
鮨寿 茗荷谷
すし正美 横越中央
第十八龍神丸新潟南店 下早通柳田
宅配懐石弁当和花 亀田本町
富寿し新潟南店（イオン新潟南店1F） 下早通柳田
海鮮丼富寿し新潟南店（イオン新潟南店3F） 下早通柳田
とんかつ和幸　イオンモール新潟南店 下早通柳田

マルフネ城所店 城所
マルフネ鮮魚青果 横越川根町
村山健次商店 船戸山
八百傳商店 曙町

和菓子、ケーキ、洋菓子
菓子工房カシュカシュ 曙町
片桐菓子店 稲葉
ケーキハウス・ヨシダ 亀田本町
ことしろや 酒屋町
西洋菓子アンプティパルファン 亀田向陽
丸屋本店　アピタ新潟亀田店 鵜ノ子
丸屋本店　イオン新潟南店 下早通柳田
万平菓子舗 亀田本町

ベーカリー
手作りパンクレール 亀田四ツ興野
BAKERY FARMこむぎ 横越中央
マスヤブレドール　アピタ新潟亀田店 鵜ノ子

酒、お茶、珈琲
新し屋酒店 袋津
阿部商店 割野
稲田商店 江口
大竹商店 木津
お茶の立川屋 亀田本町
神田酒店 袋津
小島屋酒店 亀田新明町
酒ギャラリー長谷友 稲葉
酒の長谷友 亀田本町
新潟亀田わたご酒店 亀田四ツ興野
横源商店 亀田本町
横清酒店 酒屋町
吉原酒店 和田
リカー＆フードかねよし 横越中央

医薬品、衛生用品、化粧品
梅の木調剤薬局 亀田四ツ興野
かねせ化粧品店 亀田本町
Ｂｉｓｈｏｄｏ　イオン新潟南店 下早通柳田
ビューティーハウスマルヤマ 横越中央
メナードフェイシャルサロン亀田元町 元町

生活雑貨、日用品
小池ろうそく店 所島
ダイソー　横越店 いぶき野
ダイソー　亀田店 旭
中営機業 曙町
長谷川印章店 亀田本町
フェアトレードショップ　Sai 沢海
丸正飯野商店 酒屋町
無印良品　イオンモール新潟南 下早通柳田
雪国科学ショールーム 荻曽根

衣料品、ファッション雑貨
エヴァンジル 下早通柳田
sur tasikent 下早通柳田
タカハシ靴店 亀田本町
立川織物 袋津
たちかわ洋品店 袋津
畠山呉服店 亀田本町
ファッションハウス　うえの 亀田本町
藤勘呉服店 酒屋町
松久呉服店 酒屋町
みうらや 元町
水品靴店 酒屋町
村木洋品店 二本木
メンズショップはしため 亀田本町
RODEO CROWNS WIDE BOWL 下早通柳田

本、文具、おもちゃ、レコード、楽器
三和商会　中央卸市場店 茗荷谷
ナガイ商店 元町
HIRASEI遊TSUTAYA　横越店 茜ケ丘
リユース オーディオ モックアップ 酒屋町

家電、インテリア
アベデンキ 横越中央
内山家具店 亀田本町
亀田寝具店 西町
古泉電機商会 亀田新明町
小見電器 北山
サカイ電化センタ－ 亀田本町
佐藤ラジオテレビ商会 花ノ牧
スーパーダイマック　亀田店 早苗
戸松時計電機商会 酒屋町
馬場ふとん店 酒屋町
松本電気商会 丸潟新田
マルコ無線電機商会 東本町
マルホン電気商会 袋津
ヤマシタ　亀田店 早苗

灯油、GS、カーリース
出光ベーシック新潟給油所 近江
出光米山給油所 米山
ENEOS　Dr.Driveセルフロードスワン店 姥ケ山
ENEOS　花園給油所 花園
ENEOS　リバーサイド新潟SS 下大川前通
貝印石油　鳥屋野ＳＳ 愛宕
ガッツレンタカー新潟駅前店 明石
タイムズカー　新潟駅前店 東大通
タイムズカー　女池店 女池上山
田中石油　山二ツ給油所 山二ツ
トヨタレンタリース　万代店 万代
トヨタレンタリース　新潟駅南口店 米山
トヨタレンタリース　女池インター店 女池上山
ニッポンレンタカー新潟駅北口 花園
ニッポンレンタカー新潟新幹線口 米山
ニッポンレンタカー新潟バン・トラックセンター 上所上
ニッポンレンタカー新潟万代 万代
藤井石油116セキヤ 関屋本村町
藤井石油カワバタSS 川端町
和田商会キーパープロショップ信濃町店 信濃町
和田商会関新給油所・オートスタンド 関新
和田商会Dr.Driveあぶみ店 鐙西
和田商会　Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅセルフ新潟店 万代
和田商会Dr.Drive八千代橋店 幸西

冠婚葬祭
WeddingSalon SevenSeas73 南笹口
ウェディングマーチ 万代
白山神社結婚式場　白山会館 一番堀通町
ブライダルファッション　とまつ 南出来島
マリアベール 女池南

その他サービス
浅井たたみ店 和合町
アジアンサロン　ラワンタイ 東大通
エンジョイ・ライフ・クラブ紫竹山スタジアム 紫竹山
エンジョイ・ライフ・クラブ長潟 長潟
KADO shoe repair & beer stop 沼垂東
きどたたみ店 沼垂東
クイックマン　西堀ローサ内 西堀前通
さいとうゆたか法律事務所 東中通
JETS　東中通店 寺裏通
情報工房DOC　朱鷺メッセ店 万代島
情報工房DOC　新潟県庁店 新光町
情報工房DOC　万代メディアシップ店 万代
情報工房DOC　新潟古町みなと情報館店 古町通
ストレスクリアルーム　西堀ローサ内 西堀前通
スパ＆ラウンジ長潟 長潟
草村動物病院 女池神明
タイ古式リラクゼーション　Namjai　弁天橋店 弁天橋通
タイ古式リラクゼーション　Namjai　本店 花町
ダスキン　新潟西店 古町通
ダスキン　万代 幸西
玉木行政書士事務所 上所上
津田清太郎畳店 関屋
トマト行政書士事務所 鳥屋野
NIIGATA358 花園
新潟古町まちみなと情報館 古町通
新潟留学センター 米山
はっぴぃmamaはうす 神道寺
Peach　Plan 南笹口
#振袖gram新潟店 出来島
BLOOM AIRLINES shoeshine service 万代
BLOOM shoelounge 女池南
マルテン 日の出
YU-SAY PLAN 万代
リラクゼーションサロン・カシェ 本町通
リラクゼーションスペース　Chaii 女池
Rose Healing 美花　西堀ローサ内 西堀前通

江 南 区
［小売り］
食料品

石本商店 袋津
宇野農園 木津
えんでばよこごし 横越川根町
お米・麹・味噌専門店　片山商店 袋津
カガヤキ農園　直売所 沢海
カネモト　見田元七商店 西町
久世福商店 下早通柳田
ご縁まんかい屋亀田店 船戸山
コタケ 駒込
大地 茅野山
タカキやおや 曽野木
田村定吉商店 旭
田村精肉店 酒屋町
塚原農園 二本木
農家持ち寄り市場　採彩 嘉木
野口乙五郎商店 酒屋町
まちの駅　亀田の郷 西町

中 央 区 江 南 区
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オートスクエア・エム・エー 善道町
杵正自動車商会 七日町
三栄オート工業 北上
新潟ロビンソン 北上
HondaCars下越中央　新津北店 北上
ヤマダオート販売 大関
ロビンソンサービス 北上

スポーツ、アウトドア、釣り具、自転車
江口自転車店 古田
マルブン 新町
よこのスポーツ 新津本町

仏壇、仏具、墓石
山弥 田家

花、園芸
川名花店 新津本町
小林生花店 新町
新津フラワーランド 古津
ﾊｰﾌﾞと野菜の小さなお店　OWL(オウル) さつき野
フラワーセンター 北上
フローリスト花成 古田

スーパー、ホームセンター
ウオエイ　荻川店 中野
魚庄商店 小須戸
酒井商店 朝日
にいつフードセンター　荻川店 田島
にいつフードセンター　小須戸店 小須戸
にいつフードセンター　パルス店 新津山谷南
にいつフードセンター　ベルシティ店 新津本町
ひらせい　新津店食良品館 北上字長沼
ひらせいホームセンター　新津店 北上字長沼

ドラッグストア、コンビニ
ココカラファイン　コモタウン新津店 新津
ココカラファイン　新津店 新津本町
セブン-イレブン新潟さつき野店 さつき野
セブン-イレブン新潟滝谷町店 滝谷町
セブン-イレブン新潟田家一丁目店 田家
セブン-イレブン新潟車場店 車場
セブン-イレブン新潟小須戸新保 新保字郷
セブン-イレブン新津東町 新津東町
セブン-イレブン新潟荻島店 荻島
デイリーヤマザキ新津駅前店 新津本町
デイリーヤマザキ新潟矢代田店 矢代田
ドラッグセイムス　小須戸店 小須戸
ファミリーマート新潟山谷町店 山谷町
ファミリーマート新津朝日店 朝日
ファミリーマート新津川口店 川口
ファミリーマート新津車場店 あおば通
ファミリーマート新津さつき野店 さつき野
ファミリーマート新津善道町店 善道町
ファミリーマート新津本町四丁目店 新津本町
ファミリーマート新津山谷南店 新津
ファミリーマート新潟矢代田店 矢代田
ローソン新関店 小口
ローソン新津インター店 中新田
ローソン新津山谷町店 山谷町

その他小売り
越後天然ガス　新津ショールーム 新津
中眞中野商店 新津本町
ナカムラ工房 古田
ニイガタエイド　新津店 新津本町

［飲食］
和食、寿司、割烹

秋葉　酒菜　定四郎 新津本町
味処　まごころ 荻島
江戸っ子 矢代田
大戸屋ごはん処　新潟新津店 程島
割烹　おぐま 新津本町
割烹　桝形屋 新津本町
割烹　井浦 善道町
割烹  一楽 新津本町
喜よ桝 新津本町
くいどころ里味　程島店 程島
小嶋屋総本店　新津店 さつき野
そば処善三郎 結
竹寿司 新町
直寿司 新津本町
箱岩 新津本町
ヒロノ 滝谷本町
夫婦寿司 中野
やまと茶屋 古田

洋食、イタリアン、フレンチ
アクティブビーンズ 荻野町
イタリア料理プエル 荻野町

加藤茶舗 新津本町
かまくらや 小須戸
五幣酒店 吉岡町
斉藤酒店 新津本町
橋本商店（朝日） 朝日
本間酒舗 新津本町
豆工房コーヒーロースト　秋葉店 新津本町
目黒酒店 矢代田
リカーズファクトリ-KADOYA403店 程島

医薬品、衛生用品、化粧品
奥村薬局 新津本町
開運堂 新津本町
春日薬局 新津本町
中村薬局 小須戸
浜屋 小須戸
藤井薬局 小須戸
メナードフェイシャルサロン やさしい時間 荻野町
陽堂薬局 新町

生活雑貨、日用品
Atelier Chiroru 山谷町
ダイソー　新津店 北上字長沼
ダスキングリーンライフ 滝谷町
新津美術館ミュージアムショップ　NI2 蒲ケ沢

衣料品、ファッション雑貨
あなたの店　サカイ 新町
イザワ靴店　程島店 程島
イザワ靴店　本店 新津本町
NU STORE 新津本町
おがわ（洋品店） 中野
風間呉服店 小須戸
ご近所の店ポマリ　新津店 新津本町
雑貨SHOP Aimer 新津本町
ジーンズ＆カジュアルショップ　URBENE(アーベン) さつき野
住吉屋寝装店 小須戸
田中雨具 小須戸
小さなアトリエ悠 田家
東海屋 滝谷町
ナカムラ洋装店 小須戸
ファッション　カンダ 新津本町
ブティック・フジ 新津本町
ブティック　アサヒヤ 新津本町
むらき呉服店 新津本町
ヤマイチファッション 新津本町
レディス　ホンマ 茨島
和道楽和悠　新津店 新津本町

時計、メガネ、宝石
ガンダルフ 山谷町
幸視力研究所 美幸町
砂井時計店 小須戸
弐萬圓堂新津店 程島
野本時計店 新津本町
白金堂 新津本町
ヒグチ時計店 新津本町
ひろしま時計メガネ店 新津本町
眼鏡市場　新潟新津店 程島

本、文具、おもちゃ、レコード、楽器
川瀬文具店 新保
天神屋 新津本町
HIRASEI遊TSUTAYA　新津北上店 北上字長沼
ミュージックショップ　フジヤ 新津本町

家電、インテリア
iphone修理ラボ 山谷町
ISANA FACTORY 古津
インテリアショップボーデコール 新津
ａｕショップ新津 程島
エムテック 朝日
小野電気 金沢町
金子電気店 川口
高野電器商会 小須戸
コング　新津店 程島萱の中
三栄産業 小須戸
スーパーダイマック　新津店 新津
スダヤデンキ 小須戸
ソーワ新津店 新津本町
タイラ電業社 善道町
電化ショップワタナベ 山谷町
電化のタザワ 矢代田
パナ・コスモス　タカハシ 秋葉
ふとんの新保 新津本町
マスイ電器　番場店 金沢町
吉田電器 中野

自動車販売・整備、バイク
旭自動車工業 新津本町
イエローハット　新津店 新津

タクシー、運転代行
NK交通 亀田大月

クリーニング
ウメザワドライ　亀田第一営業所店 曙町
ウメザワドライ　亀田第二営業所店 曙町
クイックボーイ　大月店 亀田大月
クリーニング　ハナザワ 亀田大月
クリーニング　ハナザワ　亀田大月店 亀田大月
クリーニングハナザワ　亀田駅前店 旭
クリーニングハナザワ　四ツ興野店 亀田四ツ興野
ペリカンクリーニング　イオン亀田店 亀田四ツ興野
ペリカンクリーニング　かめだ三條岡店 三條岡
ペリカンクリーニング　亀田城山店 城山
ペリカンクリーニング　曽野木店 曽野木
ママ.クリーニング小野寺よ 曽野木サービスコーナー 曽野木
ママ.クリーニング小野寺よ　諸橋サービスコーナー 旭

学習塾、習い事、体験教室
ひかり塾にいがた 茗荷谷
ひかり塾にいがた　オンライン校 茗荷谷
ファミリーライフワン　新潟中央店 曙町

灯油、GS、カーリース
小菅石油店　天野ＳＳ 天野
田島屋　亀田バイパス給油所 曙町
田中石油横越給油所 横越中央
トヨタレンタリース　新潟亀田インター店 下早通柳田
横越二本木給油所 二本木

その他サービス
愛畳屋・鈴木畳店 袋津
カネシン 亀田大月
轡田表具店 割野
クリーン信越 亀田緑町
フジトモ 鍋潟新田
北方文化博物館 沢海

秋 葉 区
［小売り］
食料品

味処ひまわり　ひまわり産直広場 古津
五十嵐辰五郎商店 出戸
神尾商事神尾弁当部 新津本町
近藤精肉店 中野
佐藤豆腐店 中沢町
旬菜果 善道町
shopこころや　下越病院売店 東金沢
セブン-イレブン新潟古田店 古田
田中肉店 新津本町
てらさき果物店 新津本町
長谷川商店 新津本町
ひまわり食品新津パルス店 山谷南
フルーツ＆ギフトやまいし 新津本町
フローラ　アサヒ 古津
帆苅商店 七日町
帆苅商店 日宝町
まちの駅ぽっぽ 新津本町

和菓子、ケーキ、洋菓子
オオサカヤ　小須戸店 小須戸
大阪屋　新津程島店 程島
大阪屋商店 新津本町
御菓子　羽入 新津本町
お菓子工房　十三夜 秋葉
御菓子司　松月分店 新金沢町
おやつ丸工房 古田
おやつや　はちぶんのいち 新津本町
菓子工房　マツサカヤ 金沢町
菜菓亭　新津店 山谷町
駄菓子やC５７(しごなな) 新津本町
手作りロールケーキＲＩＭ 荻島
新潟森林農園 福島
丸屋本店　ベルシティ新津店 新津本町
お菓子工房ビッテ 矢代田
ラ・パティスリー・ムラカミ 小戸下組

ベーカリー
欧風パン＆和洋菓子　アベキュー 新津本町
オウルザベーカリー 新津
ベーカリー イシヤマ 新津本町
ベーカリー　ちよまる あおば通
マフィンベル 中沢町

酒、お茶、珈琲
いち番地 新津本町
伊東園 新津本町
栄森酒店 小須戸
お酒の専門店　酒のわんず 古田
お茶の紫香園　ベルシティ店 新津本町
風間酒店 新保

サチ美容室 荻曽根
サン美容室 酒屋町
GIRAFFE　ワリノ 割野
杉本理容室 上和田
たか理容室 横越中央
douce repos 亀田大月
とこやsunのさとう 沢海
とこやのミナガワ 稲葉
なちゅれる 北山
NEWSHAIR 亀田中島
野村理容所 亀田水道町
BARBAR  野上 天野
Bagus Hair 城山
bambu hair lab. いぶき野
ビーズ　クオーレ 下早通柳田
ビューティサロンモード うぐいす
ビューティサロン　陽 諏訪
ビューティデザイン　アンドナップ 曙町
美容室 KADERY 曙町
美容室KEN 天野
美容室ビ・アンカ 横越中央
美容室ルージュ 酒屋町
美容室アンフィルルージュ 丸山ノ内善之丞組
美容室MS 横越川根町
美容室TÔY 横越中央
美容室トムソーヤ 西町
美容室ＮＡＫＡＮＯ 城所
美容室ネスト 早通
美容室パリッシュ　亀田店 早苗
美容室　FLLER 亀田向陽
美容室マイン 亀田旭
美容室RACINE 稲葉
藤田理容所 茗荷谷
伏見理容所 城所
blanco 砂岡
ブランシェ　ネクスト 東船場
Hair Salon あずき 木津
ヘアーサロン 桐生 亀田早通
ヘアーサロン ササキ 鵜ノ子
ヘアーサロン ヒカリ 亀田早通
ヘアーサロン ムラキ 北山
ヘアーメールみほ 早通
HAIR'IST Fine 横越中央
hottie like hair 西町
Milk tea 亀田店 亀田緑町
めぐ理容店 北山
メリー美容室 亀田本町
モード美容室 稲葉
山際理容室 亀田東町
理美容室DOUBLE NAME 三條岡
理容いじま 袋津
理容イマムラ 稲葉
理容カワタニ 元町
理容サイトウ 酒屋町
理容さいとう 亀田本町
理容室KAMIYOU 稲葉
理容室美容室Ｒｉｒｅ 丸山ノ内善之丞組
理容ファミール 横越中央
理容ホンダ 亀田本町
理容ヤマギワ 船戸山
L'aube hair salon 旭

エステ、ネイル、アイラッシュ
アロマ＆リラクゼーション　ＩＶＹ亀田店 亀田向陽
美星香癒 荻曽根
ビーズネイル 下早通柳田
メナードフェイシャルサロン江南鵜ノ子店 鵜ノ子

旅行、宿泊
新潟富士ツーリスト　アピタ亀田店 鵜ノ子

フィットネス、スポーツクラブ
アクシーかめだ 五月町
近所のジム 亀田向陽
パーソナル動作・運動専科　フィジオメンテ 祖父興野
みんなの卓球 鵜ノ子

映画館、ボウリング、カラオケ
カラオケビッグエコー　亀田駅前通店 西町

鍼灸、整体、カイロプラクティック
井ノ川漢方整体 横越川根町
亀田ここらく整骨院 西町
こころ接骨院 亀田向陽
ほたるの接骨院・ほたるの鍼灸院 城所

カメラ、写真館
井浦カメラ店 東船場
シャレニー　アピタ新潟亀田店 鵜ノ子

江 南 区 秋 葉 区
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南 区
［小売り］
食料品

池田観光果樹園 新飯田
扇弥商店 月潟
大野精肉店 新飯田
笠原鶏肉店 西萱場（月潟）
割烹　笹孫 味方
白根大郷梨中村観光果樹園 大郷
袖山商店 諏訪木
田辺商店 白根日の出町
田村商店 能登
道潟屋 月潟
新潟にこにこ市場 大通西
肉の鶴久 犬帰新田中屋敷
広木商店 上下諏訪木
フルーツショップ中村屋 白根魚町
フルーツ童夢やまだ農園 清水
フルーツランド　白根グレープガーデン 鷲ノ木新田
渡邊栄治郎商店 月潟

和菓子、ケーキ、洋菓子
大阪屋　白根ラスぺック前店 上下諏訪木
御菓子司　まさや 月潟
菜菓亭　白根店 親和町
塚田菓子舗 白根
ハンドメイドケーキ　ナチュール 西萱場
マスヤ製菓 月潟
ル・ポワロン・ビス 白根

酒、お茶、珈琲
田舎酒屋こめや 茨曽根
シラツユ商事 大通南
田中酒店 白根魚町
田村酒店 西笠巻
星野酒店 西白根
山田七蔵茶舗 新飯田
リカーフーズタカノ　高野酒店 大通

医薬品、衛生用品、化粧品
布川薬局 庄瀬

生活雑貨、日用品
カネコリビングショップ 臼井
しろね屋 茨曽根
田村金物店 南区七軒町
中伝商店 戸頭
山平産業 月潟

衣料品、ファッション雑貨
Eco School Factory 能登
学生専門ショップMASAYA　白根店 能登
きもの泉三 親和町
栗田呉服店 能登
小林衣料 茨曽根
小林コノジ商店 月潟
PRECOCIOUS MARKET 上下諏訪木
ほしのや洋品店 月潟
本間呉服店 白根
やびき履物店 月潟
よこやま 新飯田
レディースファッションせきけん 白根

時計、メガネ、宝石
おりはら時計店 白根
クリヤマ 能登
佐藤時計店 白根
美光 西笠巻

本、文具、おもちゃ、レコード、楽器
河野商店 白根魚町
中長書店 白根
HIRASEI遊TSUTAYA　白根店 十五間字堀東

家電、インテリア
あべ善 白根
石田電機商会 庄瀬
小柳フトン店 白根
玉庭本店 白根
小柴屋特殊電器 白根魚町
ジャクデンサービス 新飯田
ひうらでんき 月潟

自動車販売・整備、バイク
アップル車検　白根店 神屋
ＭＫカンパニー 味方
小原自動車 新飯田
高橋オート 西白根
玉置モータース 下塩俵
月潟モータース 月潟
堤オートサービス 味方

エステ、ネイル、アイラッシュ
アロマ＆リラクゼーション　ＩＶＹ本店 山谷町
POCKET BASE 新津本町
ラウレアネイル さつき野

旅行、宿泊
新潟富士ツーリスト 中新田
フラットインツアー 新津本町

温泉、銭湯
秋葉温泉花水 草水町
嵐の湯　秋葉店 新町
ヘリオトロープ　小須戸本店 小須戸

フィットネス、スポーツクラブ
ダッシュスポーツクラブ新津 程島
新津カントリークラブ 田家

鍼灸、整体、カイロプラクティック
おつかれもーど あおば通
カイロプラクティック千野 新津本町
カイロプラクティック和楽美 新金沢町
かえで接骨院　おぎかわ院 あおば通
さかつめ整骨院鍼灸院 美善
てもみや ここち さつき野
ふくろう整体院 中新田
ほぐしの名人　新津店 程島
Manual Physio Salon AKIHA 新津本町
リラクスペース Wish 川口

カメラ、写真館
umesphoto 新津本町
カメラのキタムラ　新津店 程島
コダカメラ 新津本町
スタジオフェリカfromサカヅメ 善道町
ナガミネ写真スタジオ 新津本町
モロハシカメラテン 新栄町

タクシー、運転代行
しあわせ交通 滝谷町
新興タクシー 滝谷町
第２新興タクシー 小須戸

クリーニング
ウメザワドライ　新津営業所店 荻島
ウメザワドライ　新津パルス店 新津
ウメザワドライ　原信新津店 程島
江戸屋クリーニング店 新津本町
クリーニングふらんせ　荻川店 中野
くりーにんぐふらんせ　中沢店 中沢町
クリーニングラボワゴー　リオンドール新津店 さつき野
コウノドライ 小須戸
小林ドライ 中村
昭和ドライ　新津本町店 新津本町
ダスキンニイガタ第一支店 川口
ニューワタナベ　金沢営業所 金沢町
ファッションケア フレンズ 古田
ペリカンクリーニング　小須戸舟戸店 舟戸
ペリカンクリーニング　小須戸本町店 小須戸
ペリカンクリーニング　新津荻島店 荻島
ペリカンクリーニング　ウオロク新津店 新津本町

学習塾、習い事、体験教室
ダッシュスイミングスクール新津 程島
新津自動車学校 山谷町
新津焼西潟本家もえぎ陶房 滝谷本町
マチノちえこカルチャースクール 新津本町

灯油、GS、カーリース
ENEOS　ジェイクエスト新津店 程島
エネオスEnejet　新津インター給油所 中新田道下
甲田石油店 山谷町
土田石油　新津店 善道町
土田石油　新津バイパス店 古田
土田石油　ニューウィング新津店 川口
帆苅石油 七日町

冠婚葬祭
アートホール　あかり 新津

その他サービス
リフォームのかねみや 新津東町
小川瓦店 川口
坂爪たたみ店 川口
笹川畳店 秋葉区
関口瓦工業 草水町
田沢工務店 矢代田
畳工房　にい田 善道町
にいつ麻雀倶楽部 新津本町
馬場工務所 新津本町
宮本屋　新津店 新津

宇佐美理容所 新津本町
おおはら理容院 中沢町
Calm 新津本町
風間理容所 新保
カットサロン オカムラ 中新田
カットサロン　カザマ 新津本町
カットスペース そが 柄目木
カットハウス くまくら 小須戸
カットハウス　スワローズ 新津本町
gabi hair LOOB 新津本町
CAPELLI さつき野
髪家いとう 浦興野
髪結いReve 北上新田
クロップヘアー 中新田
ケイカットルーム 東島
ケンゾー美容室 新津本町
COCO de COLOR　新津店 新津本町
佐藤理容所 小須戸
サロン・ド・ケイ 新津本町
サワグリ理容室 下興野町
仲村理容所 東島
NAIDEA 車場
信田理容所 大関
バーバーショップ　   アラキ 金沢町
バーバー　渡邊 北潟
薔薇美容室 朝日
Be happy Laugh 吉岡町
ビビッドヘアー 荻島
ビューティサロン　ラ・ジーナ 田家
美容室シャワー 中野
美容室プリ・グラン 新保
美容室UP 北上
美容室オズ 横川浜
美容室かいんど 新津東町
美容室CUT NOW 善道町
美容室カリスティア 中新田
美容室Sunny さつき野
美容室ジャム 善道町
美容室　Ｈａｎａ 矢代田
美容室Ｆｅｅｌ (フィール) 程島字萱の中
美容室ヘアーパレスフタバ 美幸町
美容室マスカット さつき野
美容室ラフトーン 新津
ぶ～りん 大関
ファッションヘア　Ａoki 中野
Hair Atelier &you 田家
ヘアー　ジャンクション こがね町
Hair＆Face  Moon 大鹿
ヘアー＆メイクアップ美容室 北上
ヘアーウィンクルム みそら野
ヘアーサロン　タナカ 山谷町
ヘアーサロン　アオキ 結
ヘアーサロン　アサヒ 東島
ヘアーサロン　イカラシ 山谷町
ヘアーサロン　石口 新津本町
ヘアーサロン　いしやま 中野
ヘアーサロン　クマキ 西古津
ヘアーサロン　クリヤマ 日宝町
ヘアーサロン　ササキ 新津本町
ヘアーサロン　セキグチ 山谷町
ヘアーサロン　モリタ 小須戸
ヘアーサロン　モリヤマ 田家
ヘアーサロンレア 本町
ヘアージャンクション こがね町
ヘアースタジオ・エムズ 古田
ヘアサロン かわせ 善道町
ヘアドレッシング　ハウス　マイ 車場
ヘアメイク　オーベリー 新津本町
ヘアメイクポアズ 小須戸
マジカルヘアー 新金沢町
ミミ美容室 荻島
みやかわ美容室 滝谷町
ゆう美容室 cocoPorte(ココポルト) さつき野
吉田理容所 朝日
理容あけま 新金沢町
理容あさみ 小須戸
理容いからし 草水町
理容五十嵐 中村
理容うめかわ 新津本町
理容シイヤ 車場
理容タカハシ 大鹿
理容ばば 矢代田
理容まがら 柄目木
理容マツモト 中野
理容モトイ 北上
理容モロハシ 新町
理容ヨコヤマ 荻島
わかば美容院 新津本町
渡辺美容院　本店 新津本町

Osteria la vita 車場
自然派食堂　テールエテッラ 大関
ステーキさるーん新津店 北上
ぜんていのイタリアンVG新津店 さつき野
VANSAN新津店 南町
ピザテンフォー　新潟新津善道店 善道町
ＹＵＭＭＹ　ＫＩＴＣＨＥＮ　Rucola さつき野
洋食の店キッチンK 新津本町
レストラン　ムッシュ 新津本町
レストランさんとらっぶ 朝日

中華、ラーメン、焼肉
AKIHA麺屋粋翔 美善
駅前食堂 矢代田
大川食堂 小須戸
おばな家 新津本町
ザ新津ギョーザ 車場
さんぽう亭新津店 程島
大昌園 新津本町
多良富久食堂 新津本町
だるまや　新津店 南町
中国菜館飛鳥 新津本町
八幡ラーメン 朝日
みなみ食堂 矢代田
無尽蔵にいつ家 善道
麺食房　わたなべ あおば通
焼肉きんぐ　新津店 新津
やき肉小太郎 中野
らーめん高野 車場
らん亭 新津本町
レストラン三宝　新津店 善道字潟端

ファストフード、軽食、喫茶
AKIHA COFFEE Hub 新津本町
cafe carrot 川根
CAFÉGEORG 小須戸
ククサカフェ　同舟庵 蒲ケ沢
軽食喫茶  ウインズ 新津本町
coffee 香 西古津
珈琲　ぼやき 川口
COFFEE&HERB GOODY 新町
珈琲倶楽部　新津店 美幸町
コトイロカフェ 新栄町
コトイロキッチン 新津本町
サーティワンアイスクリーム　コモタウン新津店 新津
自家焙煎珈琲　十三夜 山谷町
ＴＥＡ　ＣＡＦＥ　ＤＡＫＫＥ 川口
手作りFood　り・ぷれー 金沢町
にいつ駄菓子の駅 新津本町
みかづき　新津店 新津

居酒屋、その他
秋葉　鳥金 南町
伊右ェ門 中野
居酒屋　権べぇ 新津本町
居酒屋　弐吉 中野
居酒屋　わいわいボックス 新津本町
居酒屋　よし春 中野
魚民　新津東口駅前店 新津本町
うめやんKitchen直売所 程島
AMG Kithen 南町
Cafe'こころや　下越病院食堂 東金沢
韓国家庭料理　にんにく 新津本町
串カツけんちゃん 中野
小百合 新津本町
旬菜 中野
食彩処もとじ 新津本町
スナック　ホンマ 茨島
炭火焼　禄　-ROKU- 新津本町
ダイニングバー404 小須戸
てのひら食堂 中野
トマピー 北上
鳥久 新津本町
とりの巣 新津本町
呑み処　おここ 新津本町
BAR　アペロール 新津本町
はなの台所 荻島
村の里 中沢町
目利きの銀次　新津東口駅前店 新津本町
やきとり大吉　新津駅前店 新津本町
和厨 美幸町
和食　trattoria きなり 古田
和風スナック　ジュン 新津本町

［生活サービス］
理容室、美容室

あづま理容所 田家
アムール美容室 新津本町
荒木理容所 新津本町
いなづき美容室 朝日
癒し空間いとう 蒲ケ沢

秋 葉 区 南 区
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珈琲・お茶の田中 内野町
小林酒店 寺尾東
酒のやまや新潟青山店 松見台
酒のやまや新潟大学前店 坂井砂山
ささとう酒店 大野町
ホワイトバーチコーヒー/フジエイト 坂井東
前田商店 鳥原
やしち酒店 内野町
米本園　大学前店 坂井砂山
リカーショップタムラ 寺尾西

医薬品、衛生用品、化粧品
阿部ホテー堂 大野町
カーサ・ベルデ　にいだや 寺尾上
かしわ化粧品店 寺尾東
クロロフイル小針美顔教室 松美台
ニイガタビューティールーム　坂井店 坂井東
ニイガタビューティールーム　寺尾店 寺尾上
花やしき　アピタ新潟西店 小新
平和堂薬局 五十嵐中島
POLA 青山
みやん化粧品店 内野町
みゆき化粧品店 内野町
メッツ小新薬局 小新南
メナードフェイシャルサロンナノハナ 坂井
メナードフェイシャルサロン私の休日 坂井東

生活雑貨、日用品
ダイソー　坂井店 寺尾東
はん・印刷 大谷　新潟青山店 青山
ピーティオ 寺尾台

衣料品、ファッション雑貨
Ｌ＆Ｇファッション細川 内野町
おしゃれの店　ＪＵＮ 内野町
カエル制服店 内野西
笠巻吉松商店 内野西
きたばや呉服店 大野町
キャラット 小針
クリスタルサロンかざま（イオン新潟青山店2F） 青山
コージ製靴新潟工場 鳥原新田
こやま呉服店 大野町
サントノーレ新潟店 山田
大駒呉服店 大野町
tent zakka&kids 小針
picot 平島
標準学生服販売店　campus-shop　アレス 平島
ファッションハウス　アボ　新潟小針店 小針
ファミリーパークカワチヤ 赤塚
petit caprice daisy 内野山手
松野屋 赤塚
リーブロレーヌ　イオン新潟青山店 青山
レディースファッション　こばやし 大野町

時計、メガネ、宝石
アシスト 小針上山
眼鏡館コイズミ 小針南
JewelleryCraft ARAIYA 小新大通
メガネのいおか　新潟大学前店 坂井
メガネマート　青山店 東青山
れんずかんぱにー　大学前店 大学南

本、文具、おもちゃ、レコード、楽器
あぽろん　イオン新潟西店 小新南
知遊堂亀貝店 亀貝
文具館滝沢　PEN BOX 小針
文信堂書店　大学前店 坂井砂山

家電、インテリア
朝妻電機商会 内野町
内野電器 五十嵐中島
ａｕショップ新潟亀貝 亀貝字前田
コスモデンキ 槇尾
スーパーダイマック　西新潟店 大野
データ総研新潟 平島
電化の夢屋 寺尾前通
ナガイ電器 小針
neiro　イオン新潟青山店 青山
パナ・コスモス　キムラ 新中浜
パナ・コスモス　コダマ 五十嵐中島
パナコスモスコバヤシ 大野町
福光産業青山店 青山
ふとんのわたしん 内野町
ベスト電器　寺尾店 寺尾上
保苅電気商会 寺尾上
ライフネットイカラシ 大野町

自動車販売・整備、バイク
安沢自動車 神山
イエローハット　小新インター店 小新南
イナダオートサービス 亀貝

カメラ、写真館
阿部写真館 能登

タクシー、運転代行
白根タクシー 白根
太陽交通新潟みなみ営業所 白根
ラッキー代行 能登

クリーニング
クリーニングラボワゴー　城南プラザ店 白根四ツ興野
ニューワタナベ　月潟やびき営業所 月潟
ニューワタナベ　原信白根ショップ 田中
ニューワタナベ　よこやま営業所 新飯田
ペリカンクリーニング　ウオロク白根大通店 上塩俵

学習塾、習い事、体験教室
公文式白根南教室 庄瀬
白根中央自動車学校 上下諏訪木字論地

灯油、GS、カーリース
新潟白根給油所 上下諏訪木
田中石油 荻曽根
土田石油　白根店 能登
ハセガワ　長谷川石油 東長嶋
星野石油 木滑

その他サービス
石田商店 庄瀬
おそうじ工房新潟 戸石
長谷川表具店 七軒町

西 区
［小売り］
食料品

井出養蜂園 西有明町
内野農産 内野町
内野農産野菜直売所 内野戸中才
岡本やおや 寺尾東
栗林青果 五十嵐中島
ケータリングフード 緒立流通
小針かに屋 小針上山
鈴木米穀店 小針南台
成明茶楼 五十嵐東
関屋米穀 青山
竹徳かまぼこ　ふるさと村店 山田（ふるさと村内）
鳥新精肉店 大野町
新潟ふるさと村 山田
新潟ふるさと村　鮮魚センターマリーン 山田字堤付
堀井米店 寺尾上
ミート&デリカ　わくい 谷内
明治青山宅配センター 青山
メゾンドシェフ 小針南台
元助 内野町
やおや　渡辺 五十嵐中島
山崎商店 小新
勇吉（惣菜や勇吉） 木場
わくわくファームふるさと村店 山田（ふるさと村内）

和菓子、ケーキ、洋菓子
大阪屋　イオン新潟西店 小新南
大阪屋　小針大堀店 小針
大阪屋新通店 新通南
お菓子の店みつもと 大野町
菓子工房くるみ 坂井東
ガトーシェフ三昧堂 寺尾前通
きくや　イオン新潟青山店 青山
シャトレーゼ　寺尾台店 寺尾台
松月堂 内野町
田中屋本店　ふるさと村店 山田
田中屋本店　イオン青山店 青山
田中屋本店　大学前店 坂井砂山
藤月堂 大野町
2539kitchen 内野町
にむらや菓子舗 内野町
にむらや菓子舗　寺尾店 寺尾西
パティスリースラージュ 寺尾東
Fromage 新通
丸屋本店　アピタ新潟西店 小新
丸屋本店　イオン新潟青山店 青山

ベーカリー
虹工房のパン屋さん 西小針台
パン屋希鈴鈴 五十嵐中島
ブーランジェ ヨネヤマ 内野町
ブーランジェリープルマン 寺尾東
ブラックバード 黒鳥
マスヤブレドール　アピタ新潟西店 小新

酒、お茶、珈琲
浅川園　イオン新潟青山店 青山
岡本酒店 内野西

居酒屋、その他
いたりあん酒場googoo 白根
串焼　門之丞 白根
魚かじや 白根
酒処　白川 白根
酒亭花みずき 能登
ショット&スナック　ANON 白根
スナック　コスモ 白根
スナック　優笑 能登
炭火S HOUSE 白根
炭火舎　佐助 白根日の出町
ZERO-ONE 西白根
はなどり 西白根
Brugge 白根
よりみち花朱 上下諏訪木
Libebar 白根

［生活サービス］
理容室、美容室

ART HAIR grow 上下諏訪木
アンジェラ美容室 白根日の出町
いからし美容室 白根
エムズ・ヘアプレゼンス 能登
かさい理容所 味方
カットスタジオ コバヤシ 新飯田
髪・グロッケン 大通黄金
河内理容所 鷲ノ木新田
きばえ美容室 白根
KEN'S BARBER 大別當
ジャック　フロスト 大通南
パール美容室 白根
ハセガワ理容室 新山崎町
花岡理容所 白根
ビークルヘア 大通南
美容室 JUN HOUSE 和泉
美容室シュガー 白根
hair art ファータ 能登
ヘアーサロン　のざわ 能登
ヘアーサロン 大竹 鯵潟
ヘアーサロン くりた 白根
ヘアーサロン サトウ 上下諏訪木
ヘアーサロン サムソン 下塩俵
ヘアーサロンタケダ 上下諏訪木
ヘアーサロンHaRuh 大通黄金
ヘアーサロン 森山 下木山
ヘアーサロン もりやま 大通南
ヘアーサロン ヨネモチ 新飯田
ヘアーサロン わくい 犬帰新田
ヘアーハート心癒院 熊登
みかはうす 木滑
皆川理容所 根岸
宮島美容室 白根
lakuttzone 大通黄金
ラ・メール美容室 南田中
理容タネムラ 西白根
理容いいだ 能登
理容ウエスギ 茨曽根
理容コヤナギ 白根
理容ササガワ 白根魚町
理容セキネ 東萓場
理容たかはし 庄瀬
理容タムラ 月潟
理容トミタ 上下諏訪木
理容ナガイ 白根
理容なかじま 大別当
理容ハヤカワ 臼井
理容ホンナ 白根
理容ムネムラ 月潟
理容山口 臼井
るみ子の美容室 上新田

エステ、ネイル、アイラッシュ
CLARISSA 親和町
nail nico 大通黄金
メナードフェイシャルサロン味方 味方

旅行、宿泊
ゲストハウスぐーぐー 白根

温泉、銭湯
抗酸化陶板浴処　てくてく 月潟

映画館、ボウリング、カラオケ
カラオケマイム　新潟白根店 鰺潟

鍼灸、整体、カイロプラクティック
Garden・relaxation　天杜 白根
肩こりや 白根
ほぐしの名人　白根店 上塩俵

ファイブワン新潟本店 大通黄金
ユニティ 味方

スポーツ、アウトドア、釣り具、自転車
大塚スポーツ 白根東町
吉田自転車店 上下諏訪木

仏壇、仏具、墓石
鈴木仏壇店　白根本店 白根日の出町
福宝　白根本店 根岸
森忠石材店 西白根
吉運堂　白根本店 戸頭
米持石材店 新飯田

花、園芸
ひまわり花壇 上下諏訪木
藤崎種苗店 白根
星野商店 月潟

スーパー、ホームセンター
ウオエイ国道店 鯵潟
にいつフードセンター　白根店 七軒字前
ひらせいホームセンター　白根バイパス店 上下諏訪木字論地
マスヤ　味方店 味方

ドラッグストア、コンビニ
くすりのコダマ　白根店 白根
ココカラファイン　白根大通店 上塩俵
セブン・イレブン白根大通黄金店 大通黄金
セブン-イレブン白根茨曽根店 茨曽根
セブンイレブン白根親和町店 親和町
セブン-イレブン白根戸頭店 戸頭
セブン-イレブン新潟鰺潟店 鰺潟
デイリーヤマザキJR亀田駅店 東船場
セブン-イレブン新潟味方中央店 味方
ファミリーマート新潟西白根店 西白根
ファミリーマート白根文京町店 上下諏訪木
ローソン新潟白根七軒店 七軒字前
ローソン白根新飯田店 新飯田
ローソン白根高井団地店 高井東
ローソン新潟白根上塩俵店 大通黄金

その他小売り
GIFTHOUSEPAL 七軒
高橋　畳店 西白根
ニイガタエイド　白根店 白根

［飲食］
和食、寿司、割烹

おさかな亭白根店 戸頭
割烹　伊万里 臼井
割烹　魚清 庄瀬
割烹　金長 白根
割烹　月映 白根水道町
割烹山十　小料理大すけ 白根
割烹　丸仙 月潟
金寿司 白根
くいどころ里味　白根店 鯵潟
すし政ダイニングさら 能登
大漁ずし 鰺潟
土筆 白根
戸頭屋 臼井
日本料理浅乃橙 能登
にろく寿司 上下諏訪木
曲屋 白根
瑞雪楼 保坂
哩紅司 西白根
和の食にし山 白根

洋食、イタリアン、フレンチ
ピザクル白根店 鰺潟
ピザテンフォー　新潟白根能登店 親和町
やさい工房　あぐりダイニング 東笠巻新田
レストラン　カリスタ 戸頭

中華、ラーメン、焼肉
岩戸屋食堂 月潟
極貴伝 七軒
極濃湯麺フタツメ　白根大通店 上塩俵
さんぽう亭　白根店 能登
中国料理　こま 上下諏訪木
東横白根店 鰺潟四反田
鶏そば縁道大通南店 大通南
焼肉きなせや 大通黄金
らーめん神田屋 茨曽根
レストラン三宝　白根店 鯵潟
六太郎食堂 白根

ファストフード、軽食、喫茶
みかづき　イオン白根店 能登
ゆうーわ　カフェ 助次右エ門組

南 区 西 区
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酒菜dining’ｓ旬 小針
酒麺堂しゃんじ 坂井
旬菜籐や 内野町
旬乃山すい 真砂
食堂わーぷ 坂井砂山
真の味わい　真心 内野西が丘
せきとり　大野店 大野町
そば処山よし 寺尾上
大衆居酒屋ふとっぱら 鳥原
大衆割烹八珍柿 大学南
大衆酒場　ステファニー 五十嵐中島
高井商店の焼肉 内野町
釣りバカ ぼくんち 小新西
鶏刺しと季節の料理まえる 寺尾朝日通
鶏ゃ炎舞 善久
和味屋喜笑 寺尾台
西区の大所 小針南
呑みや　えん 寺尾上
ハレルヤ 小針が丘
ピザ酒屋MOJA 坂井東
ほろ酔いCAFEなでしこ 寺尾台
本格沖縄料理　いちゃりば 亀貝
まめ福 坂井東
ミズキノ酒場　ひとかぶ みずき野
みやこや小針店 小針
村さ来　黒埼店 山田字五反場
やきとり　菜香 寺尾上
焼鳥割烹　鳥栄 新中浜
やきとり専門　串達 坂井東
焼肉　青山ホルモン 東青山
ＬＯＧ　ＣＡＢＩＮ 五十嵐
若鳥料理　鳥仙 小針上山
和風グルメ弁慶 小針上山
和風スナック　舞夢 内野町

［生活サービス］
理容室、美容室

A.do hair　小新店 小新
Amour 寺尾西
アムール美容室坂井東店 坂井東
アン青山店 青山
amplifier Hair & HeadSpa 寺尾東
INLIFE HAIRSALON 小針
ｕｍｉ　ｍａｃｈｉ 寺尾北
EDDY  HAIR 五十嵐
エトワール美容室 浦山
大野理容室 槇尾
おおはし美容室 大野町
おしゃれ倶楽部　オオハシ理美容室 立仏
カット　ラウンジ　かざま 大野町
カット＆パーマ　りびあっぷ 小針南台
カット倶楽部 刈流人 小針西 
カットクラブ べあーず ときめき西
カットサロンELLE 大野町
カットスペースＫ2 島原
カットハウス ヴォーグ 五十嵐中島
カットハウス　シュガー 坂井東
Cut House  Purity 小針
カットハウスリバティ 小針
カットプレス ヒウラ 平島
髪クラブ　ＴＡＮＡＫＡ 大野町
髪床路まえだ 小針
髪ニシノ 寺尾朝日通
ガンプ 寺尾東
希林館美容室 平島
クープ美容室 五十嵐
クラリス みずき野
CLOE by LUVISM　内野店 五十嵐中島
CLOE by LUVISM　小針店 小針上山
月光　 Hair＆Relaxation 善久
cocoon hair 坂井東
COCO de COLOR　新潟寺尾店 寺尾朝日通
ココデカラー　新潟新通店 新通西
佐藤理容室 坂井砂山
SUMMIT 内野町
SALON DE HANIEL 小針
cheveux(シェヴー) 坂井
JELLY　ROLL 青山
ジャストカット　青山店 小針上山
ジャストカット　内野店 内野町
ジャストカット　小針店 小針
SNIPS　LOHAS 小新
ＺＯ・・ＺＯ 内野町
sofa（そふぁ） 小新南
DOUBLEM 坂井東
つつみ美容室 青山
とこやさん わしお 木場
trunk 東青山
ナカムラ美容室 善久
バーバー波打ちぎわ 松海が丘
BAX'TAGE 坂井

がんこ屋 小新西
きんしゃい亭＆麺や　たぶきん　亀貝店 亀貝
さすけ 内野町
三宝亭　亀貝店 亀貝
三宝亭　新通店 新通
三宝亭　山田店 山田
食堂大吉 内野町
スパイシーマーケット　坂井店 坂井砂山
Dining space 2002 DAO 小新西
ダルマ食堂　小新店 小新大通
だるまや　亀貝店 亀貝
小さな中華屋さん薫 小針西
ちゃーしゅうや武蔵　アピタ西店 小新
ちゃーしゅうや武蔵　大学前店 大野
ちゃーしゅうや武蔵　イオン青山店 青山
麺飯食堂　中華いがらし 五十嵐
中華懐石　口福 松美台
中華麺食堂かなみ屋　小新本店 小新南
中華萬福食堂 小針南
中華料理　千滋百味 大学南
中国料理　くらぽ 坂井東
張園　イオン新潟青山店 青山
天心坊 坂井東
新潟餃子工房 東青山
備長炭焼肉てんてん　亀貝店 亀貝
富貴家 小針が丘
保盛軒 ときめき西
万人家　大学前店 五十嵐
満里　坂井店 坂井
麺食堂　なるとや　小新店 小新南
麺処遥か 小新西
麺屋　しゃがら　青山店　 平島道下
麺屋ななひら 小針
焼肉・ホルモン・もつ鍋がつ 寺尾前通
焼肉きんぐ　新潟小新店 小新
焼肉の横綱 内野町
焼肉　ホルモン 内野町
らーめん源次郎 寺尾台
らぁめん蓮 坂井東
Ri Ri　餃子専門店 鳥原新田
レストラン三宝　新潟黒埼本店 山田

ファストフード、軽食、喫茶
Cafe nomado 山田
カフェ ブロッケン みずき野
カフェ鎌倉　新潟店 亀貝
喫茶　Serendipity 松海が丘
喫茶ジュン 小針上山
珈琲館　mai 寺尾朝日通
珈琲倶楽部　黒埼店 山田
コメダ珈琲　イオン新潟青山店 青山
サーティワンアイスクリーム　アピタ新潟西店 小新
シープ　Cafe Bar & Gallery 寺地
ジェラートアンドカフェ　コスタヴィータ 松海が丘
バリスタカフェ　亀貝店 亀貝
ピーコック新潟西店 小新
みかづき　内野店 内野町
みかづき　黒埼店 山田
みかづき　アピタ新潟西店 小新
みかづき　イオン青山店 青山
みかづき　小新店 小新南
ミチココ 寺尾東
元町珈琲　新潟青山の離れ 平島
ラグーンcafé 赤塚

居酒屋、その他
味処●酒処とらや 坂井東
池田家 小針南
居酒屋　権倉 大学南
居酒屋　五郎 小新南
彩酒家えんじょい 内野山手
居酒屋スナック伊助 笠木
居酒屋　鳥太郎 浦山　
居酒屋　のもの 小針
居酒屋萬里 東青山
インド料理　ナタラジャ 坂井東
うめこまち 五十嵐
エンドレス 内野町
お好み焼　道とん堀　新潟青山店 浦山
お酒とおばんざい心家 寺尾朝日通
夏侯惇 寺尾上
カフェ＆バル ナチュール 内野町
から揚げ専門店　とりっこ 坂井
カレーハウスCoCo壱番屋　新潟新通り店 新通
川原そば一 鳥原
串揚酒場はな咲く。 東青山
串や 青山
くつろぎ処　土間家 坂井東
ココペリ 五十嵐中島
肴や酒房　ふく万 寺尾東
四季祭酒場　頂 大学南

ファミリーマート新潟上新栄町店 上新栄町
ファミリーマート新潟木山店 木山
ファミリーマート新潟新通店 新通南
ファミリーマート新潟善久店 善久字新川向
ファミリーマート新潟曽和インター店 内野戸中才
ファミリーマート新潟立仏店 立仏
ファミリーマート新潟寺尾北店 上新栄町
ファミリーマート新潟とっぱら店 鳥原
ファミリーマート新潟槇尾店 槙尾字前三俵
ファミリーマート新潟みずき野店 みずき野
ファミリーマート新潟五十嵐店 五十嵐二の町
ファミリーマート新潟小新店 小新西
ファミリーマート新潟小針南店 小針南
ファミリーマート新潟平島店 平島
ローソン新潟青山七丁目店 青山
ローソン新潟木場店 木場
ローソン新潟大学南店 大学前
ローソン新潟寺尾台店 寺尾台
ローソン新潟大野町店 大野町
ローソン新潟亀貝店 亀貝
ローソン新潟小針5丁目店 小針

その他小売り
Aqua Shop U-HA 小針
ニイガタエイド　青山店 青山
ホシノ補聴器専門店 寺尾東
ミリオンペット　小新店 小新南
ワンワンぷれじゃーぱーくわんダーらん 槇尾

［飲食］
和食、寿司、割烹

味処ます井 寺尾上
綾歌うどん 平島
居酒屋やど六 五十嵐中島
一富 小針南台
魚菜家きむら 平島
越後屋　治平そば　木山店 東山
江戸っ子 内野町
音秀鮨 寺尾東
廻鮮丸寿司小針店 小針南
角中うどん店黒埼店 山田
カフェレストラン　花美月 みずき野
上新田屋仕出し店 大野町
くいどころ里味　亀貝店 亀貝
グルメ回転寿司函太郎 新潟西区五十嵐店 五十嵐
小嶋屋総本店　小針店 小針
ことぶき寿司　内野店 槇尾
魚菜家　小針店 小針
佐渡のすし　弁慶　イオン新潟青山店 青山
四季彩かわかみ 寺地
十割そば会　新潟小針店 小針
食堂　味吉 小針
鮨季節の料理青山 東青山
すし処　大仙 寺地
寿司和食家しゃかりき 平島
炭火串焼はがくれ 内野町
蕎麦DAYS 寺尾
大福家　黒埼店 山田堤付
瀧すし 内野町
定食吉田屋イオン新潟青山店 青山
天ぷら処こさか 五十嵐
とんかつ政ちゃん　青山店 青山
丼丸FUJI 小針
日本料理　雪月花 内野町
はなまるうどん　イオン新潟青山店 青山
政家　新潟寺尾店 寺尾朝日通
弥助寿司　寺尾店 寺尾上
和食厨房　和 黒鳥
和食処　たまや 五十嵐中島
和食 美やま 大学南

洋食、イタリアン、フレンチ
AallaZ アー・アッラ・ゼータ 黒鳥
U.N.B.Y 小針
石焼ステーキ贅　小新店 小新大通
イタリア料理&バール　たんと小新南店 小新南
KAMOME 小針
旬菜バル　kansichi 内野町
食堂れぷれ 寺尾台
バターフィールドイオン　新潟青山店 青山
VANSANイオン新潟西店 小新南
びっくりドンキー　新潟亀貝 亀貝
frasca 坂井東
フレンチ食堂　ブラッスリー・ポー 坂井東
マイアリーノ 坂井東

中華、ラーメン、焼肉
イシダ牧場 坂井砂山
一兆　黒埼店 山田堤付
お食事処大吉　国道店 大野
お食事処大吉　大学前店 大学南

内野商会 五十嵐
エービーエス新潟 山田
オートサービス・イトウ 鳥原
カーペディエム新潟 槇尾
小湊自動車 新中浜
サイクルショップ箱田 大野町
しなの川オート 亀貝
車検のコバック　寺尾店 寺尾
鈴木オートニイガタ 五十嵐
寺尾車体工業 寺尾
ハーレーダビッドソンレイクウッド 槇尾
84BASE　MOTOR　WORKS 寺尾台
ヨコハマタイヤセンター新潟　新潟西店 山田
ラビット新潟小新インター店 小新大通

スポーツ、アウトドア、釣り具、自転車
一竿道 小針
C＆Bマルシン 小針
ノグチスポーツ 西小針台
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ新潟小新店 小新南
フィッシャーズ　黒埼店 山田
やなぎやサイクル 寺尾上
ＷＯＲＫＳ 松海が丘

仏壇、仏具、墓石
鈴木仏壇店　新潟小針本店 小針
福宝　新潟西店 亀貝
仏壇の善光堂 寺尾上
吉運堂　新潟青山店 青山

花、園芸
喜久花屋 内野町
古島花屋 内野町
鈴木生花店 寺尾西
配達専門のお花屋さん　マルシェ 小針
HANA-NICHI 花の日ようび 山田
花のひいらぎ 寺尾西
花美濃 真砂
花美濃　青山店 青山
フラワーショップアヴァンティ 新通南
フラワーショップティファニー 寺尾東
flowers,greenery & you コノハナ 松海が丘
ぷりむろ～ず 青山
フローリストカトウ 小針
フローリストカレン 青山
みどりデザイン研究所 寺尾上
ミュウ 大学南

スーパー、ホームセンター
いちまん 内野町
ウオエイ金巻店 金巻
キューピット　真砂店 真砂
ひらせいホームセンター　坂井店 坂井東
ひらせいホームセンター　寺尾台店 寺尾台
マルイ　寺尾台店 寺尾台

ドラッグストア、コンビニ
くすりのコダマ　山田店 山田
ココカラファイン　大野店 大野町
ココカラファイン　新通店 新通南
ココカラファイン　大学前店 五十嵐
ココカラファイン　新潟青山店 青山
ココカラファイン　アピタ新潟西店 小新
ココカラファイン　寺尾店 寺尾朝日通
ココカラファイン薬局　新通店 新通南
ココカラファイン薬局　寺地店 寺地
コダマ調剤薬局　山田店 山田
セブン-イレブン内野町店 内野町
セブン-イレブン小新4丁目店 小新
セブン-イレブン小針藤山店 小針藤山
セブン-イレブン新潟青山8丁目店 青山
セブン-イレブン新潟有明店 有明町
セブン-イレブン新潟上新栄町店 上新栄町
セブン-イレブン新潟小針1丁目店 小針
セブン-イレブン新潟坂井店 坂井字村上
セブン-イレブン新潟坂井東店 坂井東
セブン-イレブン新潟新通店 新通
セブン-イレブン新潟大学前店 五十嵐
セブン-イレブン新潟寺尾店 寺尾
セブン-イレブン新潟みずき野店 みずき野
セブン-イレブン新潟黒埼インター店 山田
セブン‐イレブン新潟小新店 小新西
セブン‐イレブン新潟小針８丁目店 小針
セブン-イレブン新潟坂井東４丁目店 坂井東
セブン-イレブン新潟善久店 鳥原
セブン-イレブン新潟曽和インター店 曽和
セブン-イレブン新潟平島2丁目店 平島
セブン‐イレブン新潟山田店 山田
デイリーヤマザキ新潟五十嵐東店 五十嵐東
ファミリーマート新潟五十嵐中島店 五十嵐中島
ファミリーマート新潟内野山手店 内野山手

西 区
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医薬品、衛生用品、化粧品
いしだや 曽根
越前屋薬店 曽根
大手薬品　新潟和納店 和納
白野薬局 東小吉
ツルマキ薬局 曽根
ナリス化粧品　成田販売所 横曽根
はせがわ薬局 巻甲
浜松屋薬店 巻甲
マツヤ薬局 巻甲

衣料品、ファッション雑貨
阿部衣料品店 巻甲
アベニュー 巻甲
SSV　ほんだい 巻甲
大カタヤ 曽根
きものほんだん 巻甲
こいで寝装 巻甲
コダイマル 曽根
SAABIN　SILVER 前田
坂井・田近衣料品店 横戸
シューズ＆バッグサノヤ 曽根
多賀はき物店 曽根
道楽屋 巻甲
にいだや 巻甲
Ｐｒｉｅｒｅ 角田浜
真島衣料品店 旗屋
宮島呉服店 今井
ヨシクメ 巻甲

時計、メガネ、宝石
阿部時計店 曽根
イマイ宝飾 巻甲
メガネｉ工房 巻甲

本、文具、おもちゃ、レコード、楽器
イナムラ文具 巻甲
はしもと玩具店 巻甲
HIRASEI遊巻店 巻甲
HIRASEI遊TSUTAYA　巻店 巻甲
吉野屋商店 巻甲

家電、インテリア
石崎電器 打越甲
小川電器店 松山
かとでん加藤電器 鱸
小林テレビ電化 巻甲
サンライズ 巻甲
でんきのドリームマキタ 馬堀
内藤電機 巻甲
丹羽電化センター 曽根
野忠電気商会 巻甲
長谷川電機商会 巻甲
パナコスモスアマノ 巻甲
ヒロキデンキ電夢館 三方
ファースト電器 鱸
マキハムプラザ 巻甲
ヤギサワデンキ 川崎

自動車販売・整備、バイク
青柳車体工業 漆山
アップル車検　新潟巻店 下和納
イエスト 津雲田
イエストサービス 津雲田
イエストボディショップ 津雲田
イエローハット　巻店 赤鏥
いばら 茨島
SK STYLE 潟頭
大関自動車 和納
岡本自動車 五之上
買取マウス　西川店 曽根
金ヨ石油 橋本
がらす工房Polaris 岩室温泉
SUPERNOVA autobodyworks 針ヶ曽根
関根自動車 漆山
永井鈑金塗装 柿島

スポーツ、アウトドア、釣り具、自転車
外山輪店 六分
山田自転車店 巻甲
わたなべサイクル 巻甲

仏壇、仏具、墓石
波入大仏堂巻本店 潟頭

花、園芸
木嶋屋生花店 巻甲
巻フローリスト川村 巻甲

スーパー、ホームセンター
ひらせいホームセンター　巻店 巻甲

学習塾、習い事、体験教室
学研　寺尾東教室 寺尾東
学研東青山スマイル教室 青山
学研・山田教室 山田
真友サークル西療養センター 寺尾上
ダッシュスイミングスクール新潟 寺尾東

灯油、GS、カーリース
内野農産緒立給油所 黒鳥
内野農産新大前給油所 五十嵐
内野農産西内野給油所 五十嵐中島
内野農産東給油所 槇尾
ENEOS　Dr.Driveセルフ黒埼インター店 山田
ENEOS　Dr.Driveセルフルート116店 保古野木字尾崎
エネオスEnejet　新潟小新給油所 小新
貝印石油　リッセ共同ＳＳ 流通センター
トヨタレンタリース　青山店 青山
ニッポンレンタカー新潟大学前 五十嵐

その他サービス
かたづけ屋 寺尾西
木滑屋商店 大野町
小林金物店 寺尾上
小針荒川金物 小針上山
小針荒川金物 小針が丘
JETS　本店 中権寺
スペースクリエイト自遊空間新潟黒埼店 山田
スマホBuyerJapanイオン新潟西 小新南
永野塗装店 寺尾上
庭咲 寺尾上
便利屋　アースカンパニー 坂井東
ホーミングジャパン 寺尾西
松前建築 寺尾西
MADOショップ新潟中央店 小新
みちつき助産院 五十嵐
山田建築店 寺地
吉田畳店 寺尾東
Relaxation spot  HanD's 小針

西 蒲 区
［小売り］
食料品

アベ商店 和納
あり潟家 大原
池浦商店 茨島
魚一番 巻甲
おかじま米店 巻甲
果香詩の玉手箱 潟浦新
かわぜん商店 大原
キッチンガーデン・とみおか 富岡
きなめりや 今井
工藤七九郎商店 曽根
小島商店 石瀬
近藤商店 横戸
定助 漆山
助八商店 巻甲
そら野テラス 下山
髙橋食肉店 巻甲
冨井酒店 五之上
肉のなか心 巻甲
保苅米穀 善光寺字北畑
星名五左衛門商店 越前浜
睦美屋 岩室温泉
八百政商店 善光寺

和菓子、ケーキ、洋菓子
大阪屋巻店 巻甲
お菓子処小冨士屋 岩室温泉
角屋悦堂 岩室温泉
角屋悦堂　和納支店 和納
ハシモトマラサダドーナツ 巻甲
プレジール 巻甲
まつ屋 巻甲

ベーカリー
パン工房　ぱんぷきん 西中

酒、お茶、珈琲
おはぎや商店 国見
カーブドッチ　ワインショップ 角田浜
角庄 巻甲
カンティーナ・ジーオセット 角田浜
小林酒店 升潟
坂井酒店 横戸
地酒専門　岸本商店 巻甲
長谷川屋 鷲ノ木
幡本酒店 井随
前山酒店 曽根
山本酒店 松野尾
ルサンクワイナリー 角田浜
ワインショップ　FELICE 仁箇

理容タマキ 赤塚
理容チェリー 小針西
理容丸山 板井
理容ヤビキ 小針
ワイズフォーヘアー 五十嵐

エステ、ネイル、アイラッシュ
「美容矯正サロン」エンゼルハート 小針
EYELA　小針店 小針
eyelash salon ivy（アイビー） 五十嵐東
EyelashSalon Blanc　新潟西店 小新南
SAKURA＋ 山田
Smile Clover 内野西が丘
ドライヘッドスパサロン　Amana 小針
Nail&Eyelash Merci 青山店 平島
リラクゼーション森の香り 松海が丘

旅行、宿泊
旅館橋本屋 黒鳥
ホテルディアモント新潟西 山田
ホテル寺尾 寺尾朝日通

温泉、銭湯
嵐の湯 新潟西店 小針南台

フィットネス、スポーツクラブ
アクシー中央 西小針台
HOT40YOGA新潟黒埼店 善久字川中
からだ創造空間　NaT Space 小針南台
パーソナルトレーニング姿勢改善専門サロンT-conditioning 小針藤山
パワープレートスタジオ　スリムライセンス 寺尾上
ヨガスタジオロータス新潟 松美台

映画館、ボウリング、カラオケ
カラオケマイム　新潟青山店 青山

鍼灸、整体、カイロプラクティック
おおぼり整骨院／鍼灸院 小針
カイロプラクティック笹川 曽和
かえで接骨院　くろさき院 山田
かえで接骨院　小針院 小針
はり灸接骨院いのラボ小新院 小新西
はり灸なつめ堂小針院 松美台
ほぐしの名人　文理高校前店 槇尾
ほぐしの名人　黒埼インター店 山田
ほぐしの名人　小新店 小新西
宮のもり　あおき整骨院 木場
ムシカ整体院 青山
よつば治療院 内野西
りらっくするーむ冴 槇尾

カメラ、写真館
新潟カメラショップ　坂井店 坂井東
新潟カメラショップ　寺尾店 寺尾上
フォトショップ　サムセング みずき野
振袖１番館　新潟本店 五十嵐

タクシー、運転代行
IC水都 五十嵐
太陽交通新潟 小新南
新潟第一交通 鳥原
光タクシー 内野町

クリーニング
イケダクリーニング 寺尾東
クイックボーイ　小新店 小新
クイックボーイ　坂井東店 坂井東
クイックボーイ　大学前店 坂井
クリーニングmoco 内野西
クリーニングふらんせ　坂井東店 坂井東
クリーニングふらんせ　寺尾店 西小針台
せんたく屋十兵衛　内野店 五十嵐中島
ニューワタナベ　浦山営業所 浦山
ハニーズ新通店 新通
浜倉ドライ 内野町
フトン巻きのジロー新潟亀貝店 亀貝
ペリカンクリーニング　小針南台店 小針南台
ペリカンクリーニング　小針4丁目店 小針
ペリカンクリーニング　坂井東店 坂井東
街のせんたく工房　五十嵐東店 五十嵐東
街のせんたく工房　内野店 五十嵐中島
街のせんたく工房　黒埼店 山田
街のせんたく工房　小針店 小針台
街のせんたく工房　ときめき店 ときめき西
ママ.クリーニング小野寺よ　青山サービスコーナー 東青山
ママ.クリーニング小野寺よ　内野サービスコーナー 槇尾字中曽根
ママ.クリーニング小野寺よ　大野サービスコーナー 大野町
ママ.クリーニング小野寺よ　金巻サービスコーナー 金巻
ママ.クリーニング小野寺よ　坂井砂山サービスコーナー 坂井砂山
ママ.クリーニング小野寺よ　寺尾サービスコーナー 寺尾上

林床屋 大学南
B-Aube 青山
be-can 新通南
ピカソ　Van店 寺尾前通
ピカソ　Fleur店 みずき野
ひまわり理容所 山田
ビューティールーム　ヤマ 上新栄町
ビューティサロン　リーベ 真砂
ビューハウスSante de TOMO 青山
美容室さ.ら.さ 浦山
美容室　椿屋 新通南
美容室　パームス 寺尾東
美容室Palm Beach 寺尾東
美容室Fuel 青山
美容室ラヴィ 槇尾字布割
美容室　円舞曲 浦山
美容室アイム 五十嵐中島
美容室アクア 小針
美容室image 山田
美容室　ウッタ 木場
美容室オークラ　寺尾店 寺尾台
美容室Kimura 松海が丘
美容室ゴンペイ 新中浜
美容室サエ　寺尾店 寺尾上
美容室ジェイローザ 寺尾上
美容室　ジェード 坂井東
美容室ナチュラル みずき野
美容室 feels 五十嵐
美容室bloom 小針
美容室bloom vis ときめき西
美容室フロイズ 五十嵐東
美容室みるく 新通南
美容室メトロノーム 小針西
ファミリーカット　サロン　アキラ 平島
ｐｏｕｄｒｉｅｒ 小新南
Boutique 平島
プリーズ・ヘアー 坂井
La  floren 内野山手
Frolic 五十嵐中島
Fuwarica by hair garden milktea 小新
hair atelier Toana ときめき西
hair atelier Canel'e  by  Milktea 寺尾朝日通
Hairオオノ 美容 槙尾
Hairオオノ 理容 槙尾
ヘアーカット  タイムリー 坂井東
hair coffret 内野町
ヘアーサロン  タケダ本店 内野町
ヘアーサロン アベ 寺尾東
ヘアーサロン おかざわ 笠木
ヘアーサロン 髪ようび 小針
ヘアーサロン くまがい 槇尾
ヘアーサロン クルクル 坂井
ヘアーサロン サカツメ 松美台
ヘアーサロン サトウ 立仏
ヘアーサロン ショウジ 新中浜
ヘアーサロン まつみ坂 松美台
ヘアーサロン ヨシオカ 松美台
ヘアーサロン ヨシオカ 内野町
ヘアーサロン ワタナベ 木場
ヘアーサロン ワタベ 内野町
hair shop C-Cube 山田字中道上の中
ヘアーファクトリー　ＭＡＳＡ 山崎
Hair lounge SoSo 西区鳥原
hair room Y 寺尾東
hair garden Hatimitu 大学南
へあーすとーりーBOX 坂井東
Hair+Beauty O'shaRe 小新西
ヘアプレイスK'ms 寺地
ヘアメイクPlus．1 五十嵐
ヘアルームShaRa 坂井東
訪問美容フクロウ 寺尾上
Pockie 鳥原
まさとこや 大野町
みゅうみゅう　大堀店 寺尾前通
みゅうみゅう　鳥原店 鳥原
美和美容室 大野町
MEN'S HAIR SOUL 小針藤山
TAKUMI for hair 内野町
ゆう美容室 eQule(エクル) 亀貝字前田
優凛凛 小新
横山美容室 寺尾東
Ｒeax (リークス） 坂井東
Recasu hair space 山田
理髪館ザ･トモロー 小針
理容あいだ 金巻
理容アベ 黒鳥
理容柏木 寺地
理容木村 内野町
理容クワバラ 谷内
理容近藤 五十嵐
理容タカツ 寺尾東

西 区 西 蒲 区
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弥彦タクシー 和納

クリーニング
クリーニングクリンピア 巻甲
クリーニングニューワタナベ　チャレンジャー巻店 巻甲
クリーニングふらんせ　巻店 巻甲
東京ランドリー 和納
内藤クリーニング店 巻甲
ニューワタナベ　原信巻店 赤鏥
ファッションクリーニング　ヤマシタ 曽根
ペリカンクリーニング　潟東店 番屋
ペリカンクリーニング　西川２番町店 曽根
ペリカンクリーニング　リオンドール西川店 押付
ペリカンクリーニング　リオンドール巻店 赤鏥字大道上

学習塾、習い事、体験教室
アスキット学習教室 巻甲
寺子屋 巻甲
パソコン教室ぱる 巻甲
巻中央自動車学校 河井

灯油、GS、カーリース
五十嵐末八商店 門田
石井燃料店 三方
出光セルフ巻北給油所 巻甲
出光巻給油所 巻甲
イエスト　イエストセルフ 津雲田
笹川農機店 鷲ノ木
トヨタレンタリース　巻店 潟頭
鷲尾石油店 東小吉

その他サービス
伊藤畳店 和納
いわふち商事 石瀬
鹿児島建築 仁箇
金沢屋 布目
室内装飾ほそかわ 卯八郎受
曽根商会 曽根
ダスキン巻支店 漆山
西川設備 天竺堂
ニッケン 東小吉
山太農機 高野宮
読売センター巻中央 巻甲

移 動 販 売
［飲食］
ファストフード、軽食、喫茶

越後のしょうゆたい焼き（キッチンカー） 移動販売

［生活サービス］
タクシー、運転代行

聖篭タクシー 東港

ヘアーサロン マシマ 押付
HAIRBloom 馬堀
ヘアーメイクドルフ 漆山
ヘア＆フェイス　美容室　彩花 角田浜
hair calms 巻甲
Hair  Nonna 前田
ベル美容室 鱸
ホンダ理容室 巻甲
マツザキ美容室 河間
山田理容所 巻甲
ゆう美容室 巻甲
ヨシミ美容室 河間
La Chic Hair 巻甲
理髪倶楽部TAGA 曽根
理容 オガワ 巻甲
理容アイヒコ 巻甲
理容いわさき 松野尾
理容大滝 曽根
理容オオハシ 巻甲
理容カワバタ 河間
理容こながい 曽根
理容こやま 横戸
理容サトウ 巻甲
理容タナカ 福島
理容ナカザワ 巻甲
理容ナガヌマ 道上
理容ナカハラ 松野尾
理容ナツメ 巻乙
理容　ニシムラ 和納
理容はせがわ 巻甲
理容ハセガワ 打越丙
理容ホカリ 五の上
理容ホシノ 遠藤
理容ほその 上小吉
理容マルヤマ 巻甲
理容ヤマグチ 山口新田
理容ワタナベ 升潟
LEACE　hair-design 巻甲
ワイズヘアー　巻店 巻甲

エステ、ネイル、アイラッシュ
キュアフロウ 巻甲
ノエビア新潟下越販売 赤鏥
メナードフェイシャルサロン マンジュリカ グリーム 巻甲
メナードフェイシャルサロンレモングラス 中郷屋

旅行、宿泊
岩室スロウホステル 岩室温泉
海華亭かわい 間瀬
柏木屋鮮魚 間瀬
割烹旅館　松屋 岩室温泉
髙志の宿　髙島屋 岩室温泉
小さなお宿小松屋 岩室温泉
日新トラベル 巻甲
濱松屋 岩室温泉
富士屋 岩室温泉
めんめん亭わたや 岩室温泉
ゆめや 岩室温泉
ゆもとや 岩室温泉
ワイナリーステイ　トラヴィーニュ 角田浜

温泉、銭湯
いわむろや 岩室温泉
カーブドッチヴィネスパ 角田浜
多宝温泉　だいろの湯 石瀬

フィットネス、スポーツクラブ
アクシーMAKI 巻甲
新潟ゴルフ倶楽部 峰岡
Body make studioいのラボ 井随

映画館、ボウリング、カラオケ
カラオケマイム　新潟巻店 巻甲

鍼灸、整体、カイロプラクティック
ととのえる 茨島
中之口いのまた接骨院 道上
はり灸治療院　きち 赤錆
ひまわり整体院 茨島
ほぐしの名人　西川店 旗屋

カメラ、写真館
愛美寿館 和納
イトウ写真館 馬堀
カサイスタジオ 巻甲
藤田写真館 赤鏥
マイスト―リ―スズキ 巻甲

タクシー、運転代行
曽根タクシー 鱸
燕タクシー　中之口営業所 三ツ門

居酒屋、その他
R style 旗屋
居酒屋　どんぞこ 熊谷
居酒屋げん 巻甲
居酒屋さん 巻甲
居酒屋仁 茨島
一品料理　紙音 岩室温泉
岩室　とり蔦 岩室温泉
梅田軒  酒泉わたゆり 升岡
カフェバー風待 巻甲
ごん蔵 赤鏥
酒菜亭　三味 漆山
酒処　ねこ 巻甲
すりらんかかれーえいじま 石瀬
手打そば　し奈乃　わた膳 岩室温泉
手打ちそば まえ弥ま 升潟
やきとり　とらまつ 五之上
中野屋 和納
Bar Ring 岩室温泉
ピットイン英 岩室温泉
備長屋　大丸 巻甲
やきとり大吉　巻駅前店 巻甲
遊食万彩 巻甲
吉田茶屋 巻甲
ラ・ビステッカ 橋本
和田屋ウインズ 岩室温泉

［生活サービス］
理容室、美容室

アートクラブ 巻甲
あいば美容室 中之口
いしはら美容室 馬堀
伊藤理容所 和納
癒・美容　ichigo 山口新田
大川理髪店 漆山
大関理容所 羽黒
オオタニ美容室 川崎
大野理容所 東中
海藤理容室 打越甲
カットクラブ モトイ 巻甲
カットサロン ナカザワ 曽根
cut studio halu 巻甲
カットデザイン　ＫＩＲＯＲＯ 押付
カットハウス オガワ 角田浜
カットハウス クニ 曽根
カットハウス宮床 巻甲
カットルーム コバヤシ 押付
かよ美容室 巻甲
京美容室 馬堀下
CLUB･HAIR 銀巴里 巻甲
斎藤理容所 馬堀
さち美容室 巻甲
サロンド　かみゆい 巻甲
サロンド　錦 曽根
シザーハンヅ コンドウ 鱸
Ship's 仁箇
ジャストカット　巻駅前店 巻甲
ジャストカット　巻店 潟頭
gentil 押付
すずらん美容室 川崎
タカラ美容室 馬堀上
TAKI 巻甲
チェリー理容所 巻甲
tyroll 巻甲
中澤理髪店 巻甲
バーバー　ユー 巻甲
樋口理容所 今井
ビューティシミズ 巻甲
美容室　アカガワ 曽根
美容室　アキコ 赤鏥
美容室　エム 巻甲
美容室　小熊 鱸
美容室シェーンハール 赤鏥
美容室　伝 曽根
美容室　天神 姥島
美容室tomo 葉萱場
美容室Nashimoto 漆山
美容室MEGU 升潟
美容室　モア 馬堀
美容室ららん 和納
藤井理容所 和納
フジ美容室 巻甲
ふたわ美容室 和納
ヘアーイン　タイム 六分
ヘアーオブ　シエスタ 巻甲
ヘアークラップス　go's 久保田
ヘアーサロン シスター 漆山
ヘアーサロン　ＩＹＯＫＡＷＡ 曽根
ヘアーサロン おとやま 川崎
ヘアーサロン ジュン 鱸
ヘアーサロン パピヨン 巻甲

マスヤ中之口店 福島
マルイ　巻店 巻甲

ドラッグストア、コンビニ
ココカラファイン　西川店 押付
セブン-イレブン下越巻北 巻甲
セブン-イレブン下越巻店 巻甲
セブン-イレブン新潟曽根 曽根
セブン-イレブン新潟巻南店 甲
セブン-イレブン新潟松野尾店 松野尾
セブン-イレブン巻潟東インター 漆山
ファミリーマート新潟中之口店 六分
ファミリーマート新潟巻インター店 漆山
ファミリーマート新潟巻大原店 巻大原
ファミリーマート西川旗屋店 旗屋
ファミリーマート巻駅前店 巻甲
ファミリーマート巻桔梗が丘店 巻甲
ローソン潟東店 称名
ローソン新潟岩室店 栄
ローソン新潟下和納店 下和納
ローソン巻鷲ノ木店 鷲ノ木
ローソン新潟巻北店 巻甲
ローソン新潟巻潟頭店 潟頭
ローソン西川善光寺店 善光寺
ローソン巻蓮田店 巻甲

その他小売り
五十嵐コンピュータープレス販売部 漆山
加藤金八商店 和納

［飲食］
和食、寿司、割烹

魚梅 曽根
魚幸 姥島
魚寅 漆山
う米家 馬堀
越後屋　治平そば　岩室店 和納
えびすや 松野尾
おさしみ食堂さくべい 赤鏥
かが家 曽根
割烹　角屋 曽根
割烹　香乃葉 石瀬
割烹・仕出し　吉紀 中之口
割烹ゑびす会館・和風レスト越 福島
割烹　久思楼 曽根
割烹 長吉 山口新田
くいどころ里味　旗屋店 旗屋
五左衛門 升岡
サンセリテ　川多津 今井
仕出し　うお元 和納
松月　新館 曽根
粋月 漆山
大衆割烹　妙 番屋
日本料理　古俣 巻甲
ニュー松葉屋 高野宮
丸藤 津雲田
遊楽 巻甲
料亭　三笠屋 巻甲
料理　佐久兵 巻甲

洋食、イタリアン、フレンチ
灯りの食邸　KOKAJIYA 岩室温泉
イタリア料理　la naturich 仁箇
イタリアンカフェブーケ 巻甲
バイクス・カフェ 松野尾
ピザテンフォー　新潟巻店 巻甲
フェルミエ 越前浜
レストラントラヴィーニュ 角田浜
レストラン薪小屋 角田浜
ワイン食堂SHIN 巻甲

中華、ラーメン、焼肉
味の八珍亭 仁箇
一品香　岩室店 津雲田
お食事処　福千 岩室温泉
KenKen餃子 国見
こまどり 竹野町
新京苑 松野尾
台湾料理福龍亭 赤鏥
中華料理らんか 鷲ノ木
肉麺酒場　えぇ伍 巻甲
ファミリー中華飯店京王 巻甲
麺工房むげん 曽根
麺食堂　なるとや　巻店 赤鏥
拉麺厨房　福麺 曽根

ファストフード、軽食、喫茶
カーブドッチ・コテアコテ・カフェ＆マルシェ 角田浜
Café gran 間瀬
Taibow！coffee&gelato soft 松山
麦んち 越前浜

西 蒲 区
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