
令和4年11月8日現在

㋚スズキアリーナ　小千谷西 ☎８２－２９７０ ㋙目崎硝子(株) ☎８２－２１５８

㋙(有)米又商店小千谷西給油所 ☎８２－５３２８ 🍴㋙(株)よこ山 ☎８３－３２８６

㋙たかでん(株)高橋電気 ☎８２－２８２２

㋚髪工房　ひで ☎８２－４４２７ ㋚ヘアーサロンヨシザワ ☎８２－６３５１

㋙島重木工所 ☎８２－３９６３ ㋙横民仏壇店 ☎８２－３８６０

㋙セブンイレブン小千谷上ノ山店 ☎８２－０６１１ ㋚理容室オーハシ ☎８２－４５５８

㋙衣料百貨カネ正 ☎８２－２２７９ ㋙竹内製菓セレクトショップ皐月堂 ☎８３－３４５６

🍴いろは寿司 ☎８２－２１６８ ㋙(有)時計宝石メガネタナカ ☎８３－２７８０

㋙(有)大谷 ☎８２－３７３５ 🍴ナイトパブ司 ☎８２－０８０８

🍴おぢや酒場もぶ煮 ☎８９－７０４０ ㋙西久仏壇店 ☎８２－２８４８

🚘小千谷タクシー㈱ ☎８２－２１２１ 🍴ニューみれん ☎８２－５５２１

🍴🏢お料理　仕出し　魚伝 ☎８２－２０３１ 🍴BAR Star Horse ☎９４－５９１４

㋙風久酒店 ☎８２－２７７６ ㋙花工房　小杉 ☎８２－６６６３

㋙片市洋品店 ☎８２－３２３７ 🍴Pabsnack La Paix ﾊﾟﾌﾞｽﾅｯｸﾗﾍﾟ ☎８２－９５９１

㋚(株)カネオト ☎８２－２４２１ 🍴パブラウンジ　花林 ☎８２－６１９０

㋙カネサク ☎８３－２４３０ 🍴パン・ド・アン ☎０９０－２７４９－７３２１

㋙川上屋酒店 ☎８２－２２７５ ㋚髪又 ☎８２－３０３８

🍴串ひろ ☎８２－９２９５ 🍴🏢ホテルプラザ片山 ☎８２－２０５１

🍴串焼き　花美 ☎８６－００７４ ㋙堀儀菓子店 ☎８２－２５２１

㋙久志屋・フジ写真工房 ☎８２－２４１３ 🍴本格焼酎と彩食　いいこって ☎８６－８３９３

㋙靴・バック　トーユヤ ☎８２－２１５１ ㋙ミセス　おおたに ☎８３－５２５７

🍴小料理　かげ山 ☎８１－６０２０ ㋙㊥銘茶　中町 ☎８２－２３４８

🍴魚のいこい ☎８２－７７１６ 🍴焼肉酒場　楽笑 ☎８９－７８１５

㋙山王デンキ ☎９４－４０３６ 🍴山屋寿司 ☎８２－２５４５

㋙白木屋菓子店 ☎８２－２２９１ 🍴和(やわらぎ) ☎080-8730-9919

🍴寿司料理ワイン　美乃和寿司 ☎８２－２９２０ ㋙米周時計店 ☎８２－２８４０

🍴スナックカローラ ☎８２－３１７６ 🍴ラウンジ杏 ☎８３－００３９

🍴スナックひさ ☎８２－７２７２ 🍴らーめんマサル ☎８３－２０９４

🍴SNACKゆな ☎８４－７４７５ ㋙レディースファッション須倉 ☎８２－２８５９

🍴せきの ☎８２－３４０２ 🍴和韓ダイニングＲｙｕ ☎８３－００９０

🍴DININGBAR ＺＵＮＺＵＮ ☎８２－９５６７ 🍴(株)わたや　本店 ☎８２－２２５８

㋙たかのスーパー ☎８３－３３１１ 🍴One・Way ☎７６－０３７６

㋙タカヨシ家具店 ☎８２－２６４６

「第4弾おぢやプレミアム商品券」取扱店　

※取扱店の追加も小千谷商工会議所ホームページにて更新していきます。

🍴飲食店　🚘タクシー　🧳旅行代理店　🏢ホテルや旅館 　㋙小売業　㋚サービス業

※　　　　　　は広報おぢや10月号の折込みチラシには掲載されていない追加店舗です

土川

上ノ山

本町

☆地域券・共通券どちらも利用可能な店舗☆
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㋙(株)遠藤書店 ☎８２－３５２０ ㋚barber嵐屋 ☎８２－２３８４

㋙オーツカ洋服店 ☎８２－２７６１ ㋚(有)美粧館 ☎８２－３９６１

㋙おかしの澤田屋 ☎８２－２３２３ ㋙(有)藤巻時計店 ☎８２－２２５６

㋙お茶と自家焙煎コーヒーの田中園 ☎８２－２２９９ ㋙フラワーショップ　B・Blanc ☎８３－２１９０

㋙カメラのアベ＆コスメティックアベ ☎８３－５２５５ ㋙ベーカリータキザワ ☎８２－２２６５

㋙米処　米忠商店 ☎８２－２７３５ ㋙(有)マッハプランニングオフィス ☎８２－１７０１

🍴小料理　馬木 ☎８３－５８３８ ㋙(株)山岸商会 ☎８２－２９３０

㋙佐藤テレビ電機 ☎８２－３００４ 🍴(有)山長 ☎８２－２８２０

🍴スナックえいこ ☎８２－０１０１ ㋙吉水屋酒店 ☎８２－２３５６

🚘中央タクシー(株) ☎８２－４３４５ ㋚Barber　せき ☎８２－３０２９

㋙富井清工堂 ☎８２－３３８７

🍴居食亭　東忠 ☎８２－２０３３ 🍴野辺魚店 ☎８２－２０５９

🍴割烹 魚新 元町店 ☎８２－３６６８

🍴割烹　竹屋 ☎８２－３８８８

🍴居酒屋 錦水 ☎８２－２２５７ ㋙こいしや菓子店 ☎８２－２８０５

🍴🏢(有)割烹旅館　みや ☎８２－４５８１

薭生

㋚お紗麗館　くれよん ☎８２－８７４３ 🍴㋚湯どころ　ちぢみの里おぢや ☎８１－１７１７

🏢㋚木津旅館　上の湯 ☎８２－４８３８ ㋙(株)東医 ☎８２－０４５７

㋙キムチ工房　小千谷 ☎８２－２４０６ ㋙パティスリー　ヨシザワ ☎８２－４４１３

㋙(有)酒のカドヤ ☎８２－２５９１ ㋚ひまわり鍼灸院 ☎８２－０４５７

㋚整体院健身晏あさひ東おぢや ☎０９０－４５４６－８３３４ ㋙都屋商店ぷち・アクアショップM2 ☎８３－２２３９

🍴酒房・食房山海 ☎８２－８５８１ ㋙ローソン小千谷元中子店 ☎８３－０３４０

🍴竹美 ☎８２－６７８９

㋙阿部商店 ☎８２－２７２１ ㋚サクライ写真館 ☎８３－２７０５

🍴いざかや十三夜 ☎８２－０２０５ ㋙シューズ＆バック　ヤマシン ☎８２－２８３６

🍴イタリア料理ゴッチャドーロ ☎８２－５８００ 🍴仕出し・会席　山次 ☎８２－３５９４

㋚ゴッチャドーロ　ゴルフスタジオ ☎８２－５８３９ ㋚スター美容室 ☎８２－５１４７

㋙イマイ商店 ☎８２－２１９８ 🍴大衆割烹　のぎく ☎８２－６１７４

㋙魚沼冷蔵(株) (食品ギフト吉雪) ☎８２－０７３４ ㋙(同)高留商店 ☎８２－２６３５

🧳(有)小千谷トラベル ☎８３－４００４ ㋙高の井酒造ゆきみず庵 ☎８３－３４５０

㋙カインズ薬局 ☎８２－２６４３ 🍴東大寿司 ☎８２－６３７６

🍴割烹　かねつ ☎８２－２２６６ ㋚美容室　Kaplan ☎８２－６７６４

🍴喫茶レストランかたつむり ☎８３－２４０７ ㋙丸喜酒店 ☎８２－２４４０

㋙キレイと癒しの店　マルケー ☎８２－５２３１ ㋙レディースしんぼ ☎８２－２３７９

㋚国松クリーニング店 ☎８２－３３８３ ㋙ワークショップ想 ☎８６－８１４８

㋙(株)米太 ☎８３－２６３６ 🍴和風スナック　るみ ☎８３－２９２２

平成

元町

日吉

船岡

東栄
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㋙㋚米太輪店 ☎８２－２４８３ 🍴和田そば屋 ☎８３－３２８３

㋙(有)米又商店小千谷東給油所 ☎８２－３２６０

㋙(有)旭オートサービス ☎８３－３１９５ ㋙肉清 ☎８２－２６１９

🍴いせ善食堂 ☎８２－３０６４ ㋙布ギャラリー ☎８２－３２１３

🍴㋙カフェ＆ベーカリー　ティアラ ☎８２－９８７８ 🍴麺や　つるり ☎８３－１５４６

㋙セブンイレブン小千谷旭町店 ☎８２－７８２０ ㋙米岡石油(株)東小千谷給油所 ☎８３－２２４９

🍴とんかつ　みやこや ☎８２－２７４６

㋙小千谷米穀(株) ☎８２－３６３５

㋙デイリーヤマザキ小千谷塩殿店 ☎８３－２９０８

㋚ソフト整体と足つぼのいいあんべ ☎０８０－９６４７－７９５０

🍴会席・仕出し　魚滝 ☎８２－７５７４ ㋙食泉ＦＲＥＳＨＮＥＳＳ ☎８２－８８１７

㋙セブンイレブン小千谷千谷川店 ☎８２－４５５５ ㋚(株)白友舎 ☎０１２０－１７－４６７０

㋙(有)竹島屋製菓 ☎８２－２９１８ ㋙ふとんの綿松 ☎８２－２１３２

🍴手打ちらーめん勝龍 ☎８３－３７７０ ㋙山口肉店 ☎８２－１６９５

㋙イチタ電機 ☎８２－５５２５ 🍴ナイトイン　ソシアル ☎８３－５６９９

🍴一品香 ☎８３－２１８１ 🍴ナイトスポット　ミスティー ☎８３－２１９２

㋚(株)魚沼自工 ☎８２－４１７４ 🍴新潟うどんたねや 小千谷サンプラザ店 ☎８６－６２４４

㋙小千谷織物工房　匠之座 ☎８３－２３２９ ㋙にくいち ☎８２－８７５４

㋚小千谷健心館　整体療術 ☎０８０－５５１０－４６５７ ㋚(株)西巻ソーゴウ自動車工業 ☎８２－２８９３

🍴オヂヤバルMOB ☎０５０－１２４０－３７７９ 🍴New Style Bar M ☎８３－０７１８

🍴CAFÉ&IZAKAYA　凛 ☎８２－１６８６ ㋚ニューワタナベ原信西小千谷店 ☎８１－６５５０

🍴カフェ・ネセシテ ☎８６－８４７６ ㋙野澤ラジオ電機商会 ☎８２－２３６２

🍴喜久鮨 ☎８２－２９５７ 🍴BAR NEXT from Pure ☎８２－４１７０

🍴氣心 ☎８９－７１１９ ㋚羽鳥美容室 ☎８３－３０５３

🍴グリーンパーク ☎８３－３５２０ ㋙花のギャラリーWAKOH ☎８２－１６７６

㋙クレープハウス星野屋 ☎８２－４３５５ 🍴ピザ　キャナック ☎８３－２７７０

🍴ごっつぉ家　がみんち ☎８３－０７７１ 🍴日高 ☎８３－２６９６

㋙(有)米又商店小千谷中央SS ☎８２－３３１５ ㋙㋚美と健康の店　角幸 ☎８３－２７５０

🍴さい賀 ☎８２－６７２６ ㋙ひまわり薬局 ☎８３－３７１７

㋙サンプラザ逸品館 ☎８３－４８００ ㋚ビューティサロンセヌマ ☎８２－３３３９

㋙春泉堂 ☎８２－８９１９ ㋚美容室　おれんじ。 ☎８３－３３２５

🍴鮨処　小島 ☎８２－８７２７ ㋚ヘアーサロンささき ☎８３－２１５２

🍴スナック青い鳥 ☎０８０－６５７６－１２７９ ㋚ほぐしの名人小千谷店 ☎０５０－３７３４－９８９３

🍴スナック CO・CO ☎８２－１１５１ 🍴🏢ホテル千景 ☎８２－５６５１

城内

千谷川

四ツ子

西中

吉谷

塩殿

東栄（続き）

旭町
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🍴SNACK 琥珀 ☎８３－２１７７ 🏢ホテルニュープラザ ☎８２－１１８５

🍴スナック バンブー ☎８２－０３５２ 🍴ホルモン福ちゃん ☎８６－６２４４

🍴スナック リトルナイト ☎８２－０１０２ ㋙㋚まごころ整体院 ☎０８０－１１１０－３１３９

㋙セブンイレブン小千谷城内１丁目店 ☎８３－０７５０ 🍴街の洋食うえきｉｎｇ ☎８９－７３７０

🍴DiningBooth 一氣 ☎８３－２２４４ 🍴無尽蔵城内家 ☎８３－０２０６

㋙田辺屋 ☎８２－２５９５ 🍴焼肉レストラン魯山　小千谷店 ☎８３－４８５３

㋙(資)タムラ電機 ☎８３－２８２６ ㋙野菜直売所けやきぱーく ☎８３－１８３１

🍴築地　金助 ☎８３－３２４８ ㋙(株)山田屋 ☎８３－２０２３

🍴鉄ぺい ☎８２－１１２４ ㋙米岡石油(株)西小千谷給油所 ☎８３－２２５０

㋙戸田商店 ☎８２－２３９５ 🍴ラーメンつり吉　小千谷店 ☎８９－７１３６

㋚とみえ美容室 ☎８２－４８０３ 🍴Lownge花みずき ☎８３－５６１１

🍴トラットリア　レ・アーリ ☎８３－４０９０ 🍴和Dining縁Counter ☎８６－７５７０

㋙eプラザ　セイブ店 ☎８２－１６４７ ㋚ニューワタナベ原信桜町店 ☎８２－９２８８

🍴大竹会館 ☎８２－１１９７ ㋙パティスリー　ルメルシー ☎８６－８２１０

🍴小千谷そば　角屋 ☎８３－２２３４ ㋚美容室SAfa ☎８１－６２９９

㋚カットサロン　S2 ☎８２－０６６１ ㋚ヘアーワークスカザマ ☎８２－９５１０

🍴川上うなぎ店 ☎８２－７７６２ ㋚便利屋のハイハイネット(株) ☎８３－００３８

㋚コンヘルラッキー ☎８２－３５３５ ㋙ホームセンター大川桜町店 ☎８３－５６５５

🍴さつまいも農カフェ　きらら ☎９４－５９９５ ㋙米岡石油(株)小千谷インター給油所 ☎８３－２２５１

🍴三宝亭　小千谷店 ☎８３－３３６２ ㋚らくらくパソコン教室 ☎８６－７８９８

🍴食事処　泔ちゃん ☎８３－０１８９ ㋚ママと赤ちゃんの安心基地らくらく ☎０８０－４４６１－８７３９

㋚CIR CULO　Hair&Design ☎８６－７１１３ ㋚りらっくすSalon fu～ ☎０９０－４０１７－０５０２

🍴すし道楽小千谷店 ☎８２－１１３９

🍴ガスト　小千谷店 ☎８１－０５５３ 🍴天ぷら　きしん ☎８２－８７３３

🍴くいどころ里味　小千谷店 ☎８１－１５３５ 🍴とんかつ太郎　小千谷店 ☎８３－３０５６

㋙(株)クラサワおぢや北ステーション ☎８３－４４０８ ㋚ナチュラルウェーブ小千谷店 ☎８２－９１２０

㋚グランデパパス ☎８３－１１０２ ㋚美容室surge ☎８２ー３７２９

㋙Sweets＆Cafe コラソン ☎８１－１１１８ ㋙㋚メタモルフォーゼびんしょう ☎８３－３３８４

㋙セブンイレブン小千谷平沢店 ☎８２－１７１１ 🍴(株)わたや　平沢店 ☎８３－０５８８

㋙男子専科　平忠 ☎８２－２７２７

㋚魚沼レンタカー(有)小千谷営業所 ☎８２－０２２２ ㋚SPOOL Hair Works ☎８２－３２２０

🧳小千谷観光バス(株) ☎８２－０２４４ 🍴麺や　ようか ☎８３－０８１６

🍴きっちん　いぶき ☎８２－５５８０ ㋙セブンイレブン小千谷大橋店 ☎８１－１０６１

㋙キャットハンド ☎８９－８６１０ 🍴手打ち麺処暁天 ☎８３－５８４０

㋙㋚(株)草野商店 ☎８３－２３３６ ㋙渡雄商店 ☎８２－３７８７

㋚(株)岡村商店自動車整備工場 ☎８２－４５１３ ㋙(株)住吉屋 ☎８３－３１５５

桜町

千谷

若葉

平沢

三仏生

城内（続き）

New

New

New

New

New



㋚(株)金子自動車 ☎８２－６４３６ ㋙RAKUSHU ☎８２－２２９８

㋙㋚髙橋理容 ☎８２－１９８３ ㋚ヘアーサロン　クオーレ ☎８２－７３５４

🍴へぎそば須坂屋 ☎８２－３２９５

㋙小泉商店 ☎８６－２０１７ 🍴農家レストラン「より処」山紫 ☎８９－８５２２

🏢古民家民宿　おっこの木 ☎８６－７９９８ 🍴蕎麦割烹　まるいち ☎８６－３０３７

🍴仕出し会席　魚与 ☎８４－２８３９

🍴東屋 ☎８４－２１５０ ㋙(有)米萬商店 ☎８４－２０５７

㋙粟守酒醸造(有) ☎８４－２３７５ ㋙三角屋酒店 ☎８４－３００５

㋙eプラザ片貝店(デンキのあだち) ☎８４－４０１１ 🍴しんざき ☎８４－３７３７

🍴うな吉 ☎８４－２０５１ ㋚美容室エミコ ☎８４－２３１５

🍴かねし ☎８４－２０１４ 🍴ｍａｎｇｅｒ(マンジェ) ☎080-8420-3375

🍴金寿司 　　New ☎８４－２３４２ 🍴美好亭 ☎８４－２１０７

㋚古民家サロンLiｌas(リラ) ☎０９０－２６２５－５３９２ ㋙ヤマモ商店 ☎８４－２０４８

㋚(有)片貝自動車商会 ☎８４－２４０５

片貝町

高梨町

小粟田

真人町

岩沢

千谷（続き）

片貝山屋

New


