
　②レストピア（道の駅 親不知ピアパーク内）
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お店の外観／看板商品

うちはこんなお店です／おすすめの一品！

サポーターの皆さんへのサービス

基本情報

　○協賛店のご案内

　「トキてつサポーターズクラブ」のサポーター及びサポート団体の皆さまが、サービス
を受けられる協賛店のご案内です。駅長おすすめのお店です。

【協賛店の利用方法】
　・　協賛店の利用時（注文時、会計時）に
　　「会員証」を提示して下さい。
　・　協賛店が提供するサービスを受け
　　ることができます。

店名 最寄駅 ひとことアピール

～ご協力いただいている協賛店をご紹介します

自然いっぱいの“トキてつ”沿線だからこそ、      

素敵なものがたくさんあります。 

地元会員のみなさんの暮らしに役立つサービスも！ 

このポスターがあるお店

が目印です！→ 



○　直江津駅周辺

【電話】025-545-5319

③旬菜　かがりび
しゅんさい

【住所】上越市中央1-8-10（直江津駅から徒歩３分）

【営業時間】8:30～19:00　【定休日】日曜日

旬の地物食材でシンプル手造料理

【営業時間】10:00～20:00【定休日】なし

粗品サービス
通常商品20%割引

直江津

直江津

直江津

①有限会社
彦坂オフィスサービス

【電話】025-543-2522

【電話】025-544-5840

　②UCCカフェメルカード
エルマール店

【座席数】-　【駐車場】あり（5台）

文具・事務用品、オフィス用品の専門店です。

ショッピングのひととき、
モーニングサービス（10:00～12:00）

も人気です！

売店コーヒー豆　計り売り　5%OFF

【住所】上越市西本町3-8-8
イトーヨーカドーエルマール１F（直江津駅から徒歩10分）

【座席数】68　【駐車場】あり（300台）

鉛筆からコンピューターまで

本格派なカフェ

直江津駅周辺の観光案内
トイレの提供

糖質制限を中心に、安心して召し上がっていただ
ける料理を、ご提供させていただいております。

総合計の10%OFF

直江津

【座席数】-　【駐車場】あり（10台）

【座席数】50　【駐車場】あり（9台）

④新井電機株式会社

【営業時間】8:30～17:00
【定休日】第2・4土、日・祝祭日

【電話】025-543-3478

【住所】上越市石橋2-1-71（直江津駅から徒歩15分）

【住所】上越市東雲町2-10-19
（直江津駅から徒歩5分）

【営業時間】17:00～22:30
【定休日】日・月曜日

会社からトキめき鉄道が見えます

当社は自動車電装品販売修理業です。直江津の町
がこよなく好きです。直江津駅南商工会代表とし

て、多くの方に来て頂きたいと思います。
家庭用LEDも取り扱いしております。



（直江津駅から徒歩1分）

【電話】025-545-3111

【営業時間】24時間【定休日】なし

【住所】上越市中央1-2-7（直江津駅から徒歩1分）

⑤ホテルセンチュリーイカヤ

【住所】上越市中央1-2-3（直江津駅から徒歩1分）

【営業時間】24時間【定休日】なし

【電話】025-543-3151

⑧お食事処　多七 直江津 海、山、里の幸は、多七で。

地元漁港で水揚げされた新鮮な魚介類を使った本
格的魚料理がお楽しみいただけます。

ご利用料金　10％OFF
（他の特典との併用はできません）

【営業時間】7:00～22:00【定休日】なし

【座席数】84　【駐車場】あり（100台）

【電話】025-543-7125

【HP】http://www.heimat.co.jp/

【住所】上越市中央1-2-3 ホテルハイマート2Ｆ
（直江津駅から徒歩1分）

広く、深く、くつろぎの空間へ直江津

【座席数】-【駐車場】あり（24台）

ご宿泊料金　10％OFF

直江津駅前の宿駅の老舗ホテルとして安らぎある
快適な空間、きめ細やかで心温まる上質の

サービスを提供しております。

⑥レストラン セピオーラ

【営業時間】7:00～21:30【定休日】なし

直江津

美味しいものをご用意いたします。直江津

直江津駅北口前にあり、佐渡への直江津港にも近
く、観光の拠点として御利用下さい。

ご宿泊料金　10％OFF
（他の特典との併用はできません）

【座席数】-　【駐車場】あり（100台）

セピオーラは、和食・洋食料理をお楽しみ
いただけるレストランでございます。
どうぞごゆるりとお寛ぎ下さいませ。

ランチ　ドリンクセット無料

【座席数】60　【駐車場】あり（24台）

【電話】025-545-3120

【住所】上越市中央1-2-7 ホテルセンチュリーイカヤ内

あなたの、いい場所でありたい。⑦ホテル ハイマート



【HP】http://www.fukuya-hc.com/

【電話】0120-298-352

【住所】上越市春日新田5-21-15
（直江津駅から車で5分）

【営業時間】9:30～18:00
　　　　　　(日曜は17:30まで)
【定休日】なし(12/31～1/3除く)

【座席数】３【駐車場】あり（５台）

⑩ハウスクリーニング福屋 直江津 お住まいキレイで福舞い降りる！

お掃除でお困りの方へ！！
そのお悩み解決いたします。

まずはご相談ください。

お掃除ご依頼時に

激落ちスポンジプレゼント

【住所】上越市上源入465-7
 ★上越市内中心に出張、妙高・糸魚川市内にもうかがいます！
   お電話にてご予約ください。

【電話受付時間】9:00～20:00  【定休日】なし

⑨魚住かまぼこ店 直江津 港まち・直江津の「こだわりかまぼこ」

【電話】025-543-2438

【HP】http://uozumi-kamaboko.com/

昔ながらの石臼でじっくりと練り上げ、
ひと晩坐らせる（熟成させる）。

独特の製法による、極上の手作りかまぼこです。

全商品10%OFF(送料別)

直江津駅南口 



○春日山駅周辺

【駐車場】あり　【電話】025-523-6411　

【住所】上越市木田2丁目1-1 上越セントラルビル5階
　　　　（春日山駅から徒歩8分）

【営業時間】9:30～17:30【定休日】土日祝日

【HP】http://ep.nta.co.jp/jyoetsu/

①㈱日本旅行 上越支店 春日山 国内旅行も海外旅行も「日本旅行」で！

団体旅行のほか、マイカーで家族旅行、
JRで東京・横浜など、

多くのプランをご用意しています。

初回来店時…
　赤い風船（国内）・ベストツアー（海外）

    3%割引＆ちょっぴりプレゼント
ご精算時…
　「次回利用券5,000円」差し上げます



○　高田駅周辺

①百年料亭
ひゃくねんりょうてい

　宇喜世
うきよ

高田 高田御城下はなれ 老舗料亭 宇喜世

　②eぶんぐ　クリック 高田 うれし・楽し・新しいものがいっぱい

お店の外観／看板商品

新製品から話題の商品までいち早く取り揃え
笑顔で皆様をお待ちしております。

店内商品10%OFF（特価品除く）

【住所】上越市本町5-5-8（高田駅から徒歩3分）

【営業時間】平日11:00～19:00/土・祝日　11:00～18:00

【定休日】日曜日　【座席数】ー　【駐車場】なし

③株式会社 横山蒲鉾店 高田
こだわり抜いた素材の味、
伝統から伝わる職人の技

お店の外観／看板商品

創業明治30年の老舗が当時からの職人技術を伝え
造り続けています。

商品5％OFF（送料は別）

【住所】上越市仲町3-7-8（高田駅から徒歩10分）

お店の外観／看板商品

国登録有形文化財の歴史と共に
ゆったりと味わう和の御膳。

ランチ（予約不要）を100円引き

【住所】上越市仲町3-5-4(高田駅から徒歩5分)

【営業時間】11:30～14:00（会員向けサービス対応時間）
【定休日】第２月曜日（その他不定休もあり）

【座席数】100　【駐車場】あり（30台）

【電話】025-524-2217

【HP】http://www.ukiyo.jp

【電話】025-525-6007

【HP】なし

地元産の旬の食材を使った美味しいお料理とカクテ
ル、厳選されたウイスキーをお楽しみください。

雁木の下で、想い出に残るひと時を。

現金のみ会計時 ５％OFF

【住所】上越市仲町4-3-3（高田駅から徒歩1分）

【営業時間】月～土曜日・祝日　17:00～25:00
【定休日】日曜日

【座席数】34　【駐車場】なし

【電話】025-522-3688

【HP】http://barzaigo.jimdo.com

【営業時間】9:00～17:00　【定休日】なし

【座席数】-　【駐車場】あり（3台）

④雁木
がんぎ

BAR  ZAiGO 高田 雁木の温もり・憩いのBAR

【電話】025-523-2059

【HP】http://www.yokoyama-kamaboko.co.jp



⑤割烹
かっぽう

　大善
だいぜん

高田 お手軽に本格的日本料理を！

お店の外観／看板商品

旬の地魚・野菜等を使い食材の特長をいかした
全て手作りの料理を提供しております。

手作りぴりからさんしょじゃこ

【住所】上越市大町3-1-11（高田駅から徒歩7分）

【営業時間】11:30～14:00　17:30～21:00
（入店20:00まで）
【定休日】日曜日、祝日、第3月曜日

【座席数】35【駐車場】あり（2台）

きものに関する事　お気軽に相談して下さい !

オリジナルタオル　５％引き

【住所】上越市本町4-1-7（高田駅から徒歩5分）

【営業時間】10:00～18:０0　【定休日】水曜日

【座席数】－　【駐車場】あり

【電話】025-525-2115

【HP】http://naoetaoru.exblog.jp/

【電話】025-522-4020　【HP】なし

⑥美しいきもの くろかわ 高田 応援します和のくらし

お店の外観／看板商品

トキてつくんタオルの販売で開業を盛り上げていただきました

⑦大杉屋惣兵衛
おおすぎや　そうべえ

高田 高田城主御用達の味「翁飴」

お店の外観／看板商品

創業四百有余年。お米から出る自然な甘さだけで
作る「粟飴」「翁飴」は優しい味わいです。

お買上げ1,080円以上で
翁飴２ヶプレゼント

【住所】上越市本町5-3-31（高田駅から徒歩4分）

【営業時間】9:00～18:00　【定休日】木曜日

【座席数】－　【駐車場】あり

【座席数】6～8人　【駐車場】なし

【電話】025-525-2501

【HP】http://ohsugiya.com/

【電話】025-525-2500

【HP】http://ohsugiya.com/

⑧大杉屋惣兵衛 お馬出し店 高田 ご当地土産に翁飴・羊羹、楽しい和雑貨

お店の外観／看板商品

店内にて古伝の飴をお箸に巻いて試食できます。
お馬出し店では、笹団子ストラップの手作り体験も

できます。（要予約）

1,080円（税込）お買上げの方、
粗品サービス

【住所】上越市本町3-3-7（高田駅から徒歩8分）

【営業時間】10:00～18:30【定休日】水曜日

翁飴 



高田

【本社営業時間】8:00～17:00　【本社定休日】土日祝日

【電話】025-524-4510

【HP】http://www.kubota-con.co.jp/

高田

【営業時間】8:45～17:30　【定休日】土日祝日

【電話】025-522-5810

【HP】http://www.sanikleen.co.jp/

⑫株式会社　大谷ビジネス 高田 楽しい・新しい・役立つものがいっぱい

専門店ならではの品揃え。
新製品から話題の商品までいち早く取り揃えて
明るいスタッフが皆様をお待ちしております。

店内商品10%OFF（特価品除く）

【住所】上越市本町7丁目3-25（高田駅から徒歩15分）

【営業時間】平日 9:00～18:30　土曜 9:00～18:00
【定休日】日曜・祝日 　【駐車場】10台

【電話】025-522-1248

⑩久保田建設株式会社 『技術と安全』をモットーに！

当社を信頼し、工事をご依頼下さる
「すべてのお客様」の期待に必ずお応えします。

高田駅西側の月極駐車場1年以上ご契約で

初月1ヶ月分無料
【本社住所】上越市大字辰尾新田1番地（上越妙高駅から車で15
分）
【駐車場住所】上越市寺町2-10-32(高田駅から車で5分）

⑪株式会社サニクリーン甲信越
上越営業所

きれいにしたい。あしたのために。

地球にやさしく、クリーンで快適な暮らしづくりを
お手伝いさせて頂きます。

ハウスクリーニング通常価格の

10%OFF
【住所】上越市平成町136（高田駅から車で10分）

※2018年5月23日からは「ミライザカ　上越高田店」としてリニューアルオープンし、年中無休となる予定です。

（高田駅から徒歩2分）

備長炭で焼く本物の焼鳥を手ごろな価格で提供。
外はパリッと、中はジューシー。旨みを逃さない！

お料理10%オフまたは8名様以上で
宴会お1人様分無料、8名様以下で2,000円オフ

【住所】上越市本町5-4-5 あすとぴあ高田１Ｆ

【営業時間】日～木17:00～3:00  金・土 17:00～5:00
【定休日】火曜日 【座席数】110　【駐車場】なし

【電話】025-521-6061

【HP】http://www.watamifoodservice.jp/shopsearch/home/detail/692

⑨炭火焼だいにんぐわたみん家
上越高田店(※)

高田 本格炭火焼を手ごろな価格で！





○　上越妙高駅周辺

○　新井駅周辺

②オリックスレンタカー
上越妙高駅前店

上越妙高 レンタカーに乗って楽しい思い出を

新幹線上越妙高駅　東口より徒歩1分！

レンタカー基本料金20%引き

【住所】上越市大和5-872-6（上越妙高駅から徒歩1分）

【営業時間】8:00～20:00　【定休日】なし

【座席数】-【駐車場】あり（40台）

【電話】025-521-0543

【HP】http://car.orix.co.jp/

①妙高酒造株式会社 上越妙高 1815年創業の老舗日本酒蔵

妙高山の伏流水と自社培養活性酵母を使って、
「妙高山」「越乃雪月花」「越後おやじ」等

清酒の製造、販売を行っています。

蔵見学時 試飲無料（要予約）

【住所】上越市南本町2-7-47（上越妙高駅から車で5分）

【営業時間】8:15～17:15　【定休日】土、日、祝日

【座席数】-【駐車場】あり（５台）

【電話】025-522-2111

【HP】http://www.myokoshuzo.co.jp/

①SSスクール 新井 中学生の成績ＵＰを徹底サポート！

お店の外観／看板商品

安心の完全定額制！お子様一人ひとりにあった指導で
志望校合格をサポートします。

入塾料無料、無料体験学習

【住所】妙高市白山町2-11-18（新井駅から徒歩10分）

【営業時間】14:00～21:00　【定休日】日曜日

【座席数】-　【駐車場】あり（3台）

【電話】0255-78-7555

【HP】http://ss-s.jp/



【住所】妙高市末広町1-3（新井駅から車で5分）

【営業時間】11:00～22:00（中休みあり、お電話にてご確認を）
【定休日】水曜日

【座席数】20席弱【駐車場】あり

昔ながらの大衆食堂です。
お店も綺麗にしました。

麺類50円引き

【電話】0255-72-6668

【HP】なし

【電話】0255-72-2216

【住所】妙高市中町6-2（新井駅から徒歩5分）

【営業時間】9:00～18:00【定休日】不定休

【座席数】ー　【駐車場】あり（3台）

　②むろや家具本店 新井 快適な暮らしづくりをお手伝い

お店の外観／看板商品

むろやは心豊かな生活空間の創造をめざし
　皆様の暮らしをトータルにサポートします。

あらいカードポイント3倍プレゼント

【HP】なし

④食
くい

 処
どころ

 飲
　のみ

 処
どころ

　一
いち

富
とみ

新井
和食、麺類（なべやきうどん・ラーメン）

中小宴会承ります。

【住所】妙高市姫川原206-1（新井駅から徒歩20分）

【営業時間】10:00～19:00　【定休日】水曜日

③マルニ新井本店 新井 元祖新潟ジーンズ

「たかがジーンス・されどジーンズ」を信条と
して本物だけをお届けしています。

【座席数】ー　【駐車場】あり（30台）

【電話】0255-72-6104

マルニジーンズを現金にてお買い上げの方 5％OFF

【HP】http://www.maruni-jeans.com

新井駅遠方 新井駅近郊 



○　二本木駅、関山駅、妙高高原駅周辺（紙面の関係上、地図が順不同ですがご了承ください）

①そば処　一郷庵 二本木
妙高の自然とそばへの愛情がたっぷり

詰まった本格手打

風の音・虫の声 たちのぼるそばの香り。
　田舎で本物のそばの味をご賞味ください。

会計時に5％OFF

【住所】上越市中郷区岡沢1360（二本木駅から車で10分）

【営業時間】11:30～14:00　【定休日】火曜日

【座席数】14　【駐車場】あり（５台）

【電話番号】0255-74-3832

【HP】http://www.ichigoan.com

駅からの交通手段にご注意を（タクシー常駐していません）。

②妙高サンシャインホテル
関山

二本木
天然温泉がある大自然の中のリゾート施設

遊園地・ゴルフ場・練習場・ショートコースを
併設しておりお仲間やご家族皆様でご満喫

いただけます。

大人1,000円割引、小学生800円割引、
園児以下500円割引

（割引をご利用できない特別プランがあります。
事前にホテルに確認して下さい）

【住所】上越市中郷区江口846－1（関山駅または二本木駅から車で5～7分）

【営業時間】24時間【座席数】-　【駐車場】あり（150台）
【定休日】冬期間クローズ（例年12月～翌年4月上旬）

【電話】0255-74-2421

【HP】http://www.myoko.sunshine.co.jp

③妙高サンシャインランド
関山

二本木
天然温泉がある大自然の中のリゾート施設

遊園地・ゴルフ場・練習場・ショートコースを
併設しておりお仲間やご家族皆様でご満喫

いただけます。

遊園地100円割引
（他の割引との併用はできません）

【住所】上越市中郷区江口846－1（関山駅または二本木駅から車で5～7分）

【営業時間】9:00～17:00【座席数】-　【駐車場】あり（1500台）
【定休日】冬期間クローズ（例年12月～翌年4月上旬）

【電話】0255-74-2421

【HP】http://www.myoko.sunshine.co.jp

【営業時間】ゴルフ練習場 (月～金)6:30～22:00、(土日祝)6:00～20:00
　　　　　　ショートコース(月～金)6:30～日没、(土日祝)6:00～日没
【座席数】　【駐車場】あり（150台）
【定休日】冬期間クローズ（例年12月～翌年4月上旬）

【電話】0255-74-3400

【HP】http://www.myoko.sunshine.co.jp

遊園地・ゴルフ場・練習場・ショートコースを
併設しておりお仲間やご家族皆様でご満喫

いただけます。

ゴルフ練習場入場料100円割引

【住所】上越市中郷区二本木2200-1（関山駅または二本木駅から車で5～7分）

④妙高サンシャイン
ゴルフワールドくるみヶ丘

関山
二本木

天然温泉がある大自然の中のリゾート施設



⑥温泉のある小さなホテル
赤倉ユアーズ・イン

妙高高原 源泉掛け流しの温泉と美味しいフルコースディナー

⑦妙高・山里の湯宿 香
こう

風
ふう

館
かん

妙高高原 妙高の四季を楽しめる温泉棟

大浴場、露天風呂、貸切風呂は全てかけ流しの温泉
です。山海の幸を使った料理も自慢です。

立寄入湯（大人700円→500円
子供500円→300円）食事・宿泊１０％オフ

【住所】妙高市大字関川643－11（妙高高原駅から徒歩15分）

【営業時間】7:00～22:00　【定休日】なし

【座席数】客室20　【駐車場】あり（30台）

【電話】0255-86-2046

【HP】http://kohukan.com/

全館床暖房のぬくもりに24時間入浴可能な天然温泉、
そして美味しいフルコースディナーが自慢の宿です。

宿泊者に地ビール・地酒・ソフトドリンク等
いずれかプレゼント

【住所】妙高市田切219-70（妙高高原駅からバスで10分）

【営業時間】24時間　【定休日】なし

【座席数】8室22名　【駐車場】あり（15台）

⑨㈲カネタみやげ店 妙高高原
妙高の旅の終わりに気持ち良く

お帰りいただき、
また、妙高に来たくなるように。

【電話】0255-87-2427

【HP】http://a-yoursinn.com

⑧ロッジ遊山
　　　　　　　　　ゆうざん

妙高高原 おかえりなさい ロッジ遊山

お店の外観／看板商品

手造り薫製ベーコン、ハム＆海山の幸＆地元米＆旬野菜
のお料理で女子会やご宴会、ご法事と眺望抜群芝生の庭

でのＢＢＱも好評です。

生ビール又はビンビールを２名様以上ご利用で、
生ビールはお1人１杯　又はビンビールは２名で

１本サービス
【住所】妙高市関川2343-2池の平温泉(妙高高原駅からバス・車で6分)

【営業時間】ご宿泊15時チェックイン10時チェックアウト
　　　　　　ご宴会は昼夜ご相談にて

【定休日】なし【座席数】宿泊可能人数30名

【駐車場】あり（10台）【電話】0255-86-2446

【HP】http://yu-zan.server-shared.com/

越後と信州のお土産を取り揃えて
お待ちしています。駅の真ん前のお店です。

お買上げ金額から5％引き。
※一部限定品、酒類等割引対象外があります。

【住所】妙高市大字田口315（妙高高原駅から徒歩1分）

【営業時間】8:00～19:00【定休日】不定休

【座席数】ー　【駐車場】あり（5台）

【電話】0255-86-2307

【HP】http://www.kaneta-omiyage.com/

写真はお店手作りのちまきです。



⑩アルトピャーノ妙高 妙高高原
妙高戸隠連山国立公園

妙高高原赤倉にあるペンション

妙高高原赤倉に位置し宿泊しやすい価格で営業中のペン
ション。鉄道利用される方には特に送迎のきめ細かい

サービスを無料で提供いたします。

宿泊客お一人様につき、
地ビール1本か地元のハーフワイン1本無料で提供

【住所】妙高市二俣1526-353（妙高高原駅から車で10分）

【営業時間】無休【定休日】無休

【座席数】6室【駐車場】あり（6台）

【電話】0255-78-7535

【HP】http://altopianomyoko.wix.com/altopianomyoko

二本木駅・関山駅近郊 

妙高高原駅近郊 



妙高高原駅遠方 



○　梶屋敷駅周辺

○　糸魚川駅周辺

②食事処　大瀬
おおせ

糸魚川 地産地消こだわりの店

糸魚川地魚・地野菜を中心に毎朝市場仕入。
日替わりランチ・みそ汁・ごはんに自信あり。

糸魚川ジオ丼（昔ながらの甘エビ天丼）、
糸魚川ブラック焼きそば

ご注文の方にコーヒーサービス

【住所】糸魚川市南押上1-4-10(糸魚川駅から車で5分)

【営業時間】11:00～13:30 【定休日】日曜日（不定休あり）

【座席数】50 【駐車場】あり(12台)

【電話】025-552-7408

【HP】なし（糸魚川うまいもん会HPなどで紹介あり）

③ラーメン　翠
すい

扇
せん

糸魚川 昆布だしのきいたあっさりラーメン

お店の外観／看板商品

①喫茶　古
こ

麻
ま

樹
き

梶屋敷 ピザとパスタのお店です

こだわりのコーヒーをどうぞ！
サイホンで入れた本格コーヒーです。

無料Wi-Fiも利用可能です。

飲食代金5％引き

【住所】糸魚川市梶屋敷586（梶屋敷駅から徒歩5分）

【営業時間】9:00～18:30　【定休日】月曜日

【座席数】25　【駐車場】あり（8台）

【電話】025-555-3780

【HP】http://www8.plala.or.jp/k-komaki/

手作りギョーザが好評です。
ラーメンは懐かしい正油味とあっさり塩味が

人気です。

ギョーザ一人前100円引き　400円→300円

【住所】糸魚川市本町2-14（糸魚川駅から徒歩5分）

【営業時間】18:00～24:30 【定休日】月曜日

【座席数】20 【駐車場】なし

【電話】025-552-8536

【HP】なし



【座席数】－ 【駐車場】あり（５台）

【HP】https://ja-jp.facebook.com/kimono.yamago

⑦株式会社　山岸呉服店 糸魚川 1870年創業の老舗の呉服店です

お着物からお洋服、肌着、靴下まで
幅広い商品を取り揃えております。

是非、お立ち寄りください。

コーヒー1杯サービス
トイレ貸し出し

【住所】糸魚川市大町2-1-14（糸魚川駅から徒歩３分）

【営業時間】 9：30～18：00【定休日】火・水曜日

【電話】025-552-0010

⑥株式会社 まつき 糸魚川 美味いっ‼うれしいお土産です‼

糸魚川の美味しいお酒が揃っています。
地方発送も承ります。

粗品プレゼント
またはホットカードポイント2倍

【住所】糸魚川市大町1-5-10（糸魚川駅から徒歩１分）

【営業時間】9:00～18:00 【定休日】日曜日

【座席数】－ 【駐車場】なし

【電話】025-552-1611　　【HP】なし

④漁場
りょうば

　傳
でん

兵
べい

糸魚川 漁師の店、採りたて、新鮮な寿司ネタ

⑤株式会社　猪又商店 糸魚川
清酒「翡翠」「賢し女」「麗し女」

発売元

お店の外観／看板商品

新鮮で採りたて。
魚海鮮丼で有名な漁師の店　傳兵へ

ようこそおいでください！

アラ汁のサービス

【住所】糸魚川市南押上2-1-22(糸魚川駅から車で5分)

【駐車場】あり(店舗前5台、向かいに5台)

【定休日】火曜日 【座席数】30

【営業時間】11:30～14:00,17:00～20:30
(20:00オーダーストップ、遠方からお越しの際はご確認を）

【電話】025-553-2661

【HP】なし

【住所】糸魚川市横町5-8-2（糸魚川駅から車で３分）

【営業時間】8:30～17:30 【定休日】日曜日・祝日

【座席数】－ 【駐車場】あり（２０台）

【電話】025-552-0250　　　【HP】なし

清酒翡翠各種5％OFF

酒類・食品の卸問屋を営み、ヒスイの産地にて名称を商
標登録、「特別本醸造翡翠」と地元五蔵元の清酒を販売
しております。又、奴奈川姫にちなんだ賢し女（大吟

醸）、麗し女（純米吟醸）を発売致しました。

アラ汁 



★トキテツくんひとこと 
 

糸魚川は日本海の活きの良い海鮮 

料理がおいしいよ。 

実は糸魚川はお酒の銘柄もたくさん。 

みんなのおとうさんにもおすすめして 

みてね。 
 

糸魚川駅近郊 

糸魚川駅前 

大町交差点 



○　青海駅、親不知駅周辺

【HP】http://www.shop-online.jp/naganoya/

　①御菓子司　長野屋
　　　　　　　　　　　　　　　ながのや

青海 素材と手作りにこだわった菓子店

長野屋の菓子は、ていねい仕立て。
ご贈答に、ご自宅用に・・・。

おいしさを全国へお届けします。

当店ポイントカード２倍進呈

【住所】糸魚川市青海240-3（青海駅から徒歩2分）

【営業時間】9:00～19:00 【定休日】日曜日

【座席数】－ 【駐車場】なし

【電話】025-562-2050

　②レストピア（道の駅 親不知ピアパーク内） 親不知 親不知の幸たっぷり レストピア

【電話】025-562-5440

【HP】http://e-oyasirazu.com/

海岸に面しているので、ヒスイ探しや海水浴が楽しめます。
食堂には海の幸が豊富なメニューで大変人気があり、売店で
は地元のお土産やめずらしい品々をとりそろえてあります。

見て食べて満足して頂けたらと思います。

『ひすいアイス』（通常150円で販売）

サービス
【住所】糸魚川市大字外波903-1（親不知駅から徒歩15分）

【営業時間】夏季9:30～17:00、冬季10:00～16:00

【定休日】年末年始【座席数】60【駐車場】あり



○ガソリンスタンド

藤巻SS 【住所】上越市大字藤巻字戸ノ越774-2（春日山駅から車で5分）

【営業時間】平日・土曜 7:30～19:30、日・祝日 8:00～17:00

【定休日】第2・4日曜  【電話】025-523-5812

仲町SS 【住所】上越市仲町3-2-21（高田駅から車で5分）

【営業時間】平日・土曜 8:00～19:00、日・祝日 9:00～18:00

【定休日】第1・3日曜  【電話】025-525-3441

東菱物産株式会社
とうりょうぶっさんかぶしきかいしゃ

（ENEOS）

五智SS

福田SS 【住所】上越市福田字一の坪75-1（春日山駅から車で10分）

【営業時間】平日・土曜 7:30～19:30、日・祝日 8:30～17:30

【定休日】第2・4日曜  【電話】025-544-2756

直江津～
高田

地域SSナンバーワン！

フルサービスによる地域密着度
ナンバーワンのＳＳ運営を目指しています

洗車及びオイル交換20%引き

【住所】上越市五智3-8-13（直江津駅から車で5分）

【営業時間】平日・土曜 7:30～19:30、日・祝日 8:30～17:30 

【定休日】第1・3日曜 【電話】025-543-3175



○ガソリンスタンド

ホームページ：

【住所】上越市春日新田馬形1314-4（直江津駅から車で10分）

【営業時間】平日・土曜 7:30～19:30、日・祝日 8:00～18:00

【定休日】元日  【電話】025-544-9344

高田給油所 【住所】上越市北城町3-1-23（高田駅から車で10分）

【営業時間】平日・土曜 7:30～19:00、日・祝日 8:30～18:30

【定休日】元日、第２・４日曜  【電話】025-524-1272

謙信公大橋給油所 【住所】上越市藤野新田1285（直江津駅から車で10分）

【営業時間】平日・土曜 7:00～21:00、日・祝日 8:00～20:00

【定休日】なし 【電話】025-521-7100

上新バイパス給油所

直江津～
妙高高原

地域のニーズに応え、エネルギーを安全供給

車検の高助は運輸局指定整備工場を完備しています。
１日車検も可能です。

洗車及びオイル交換20%引き
（セルフ五智給油所はオイル交換のみ割引対象）

セルフ五智給油所 【住所】上越市国府3-6-2（直江津駅から車で10分）

【営業時間】平日・土曜 7:30～21:00、日・祝日 8:00～20:00

【定休日】なし  【電話】025-543-9514

高助合名会社
たかすけごうめいがいしゃ

（昭和
しょうわ

シェル）

http://www.takasuke.co.jp

コーティング技術認定者による圧倒的なツヤと輝きをお約束するキーパーコー
ティング。一度お試しください。

http://www.takasuke.co.jp/


【営業時間】7:30～19:00【定休日】第２日曜

【電話】025-552-1764

星和
せいわ

石油
せきゆ

株式
かぶしき

会社
かいしゃ

糸魚川
いといがわ

インター給油
きゅうゆ

所
しょ

（昭和
しょうわ

シェル）

糸魚川 まちの駅 オアシスステーション

当SSの自慢はトイレが他に類を見ない豪華さで、
女性のお客さまから大変なご好評をいただいています。

洗車代 300円引き

北新井給油所 【住所】妙高市高柳1-1-12（新井駅から車で5分）

【営業時間】平日・土曜 7:30～19:00、日・祝日 8:30～18:30

【定休日】元日  【電話】0255-72-3648

妙高給油所 【住所】妙高市関川北原1545（妙高高原駅から車で5分）

【営業時間】7:30～18:30

【定休日】元日、日曜、祝日  【電話】0255-86-2264

【住所】糸魚川市上刈5-4-33（糸魚川駅から車で10分）



永野
ながの

石油
せきゆ

株式
かぶしき

会社
かいしゃ

（昭和
しょうわ

シェル）

糸魚川 車検、車販売も取り扱いしています

FK2洗車、プリズムコート洗車300円引き

ニッカ興産
こうさん

株式
かぶしき

会社
かいしゃ

　青海
おうみ

給油
きゅうゆ

所
しょ

（ENEOS）

青海 運がよければ裏の海岸でヒスイがみつかるSS

地元糸魚川が大好きなスタッフが
笑顔でお待ちしております。

洗車機による洗車 200円引き
（洗車会員様除く）

【住所】糸魚川市田海12-1（青海駅から車で５分）

【営業時間】平日・土曜 7:00～19:00　祝日 8:00～17:00

【定休日】日曜日 【電話】025-562-2075

ニュー糸魚川給油所 【住所】糸魚川市横町5-2-11（糸魚川駅から徒歩で10分）

【営業時間】平日 7:00～19:30　日祝 7:00～18:30

【定休日】なし【電話】025-552-1147

ニコニコレンタカー取扱店。糸魚川駅までの送迎も無料
で行います。

糸魚川南給油所 【住所】糸魚川市大野字一ツ屋裏1127（糸魚川駅から車で10分）

【営業時間】平日 7:00～19:30　日祝 7:00～18:30

【定休日】なし【電話】025-552-5125


