GoToトラベル地域共通クーポン利用可能店舗一覧
業種
温泉施設
家電量販店
菓子製造販売

店舗名

住所

酒類販売

物流

紙

ケーズデンキ 六日町インター店

南魚沼市余川３０６５

025-770-2270

紙

パティスリー・シュクレ

南魚沼市六日町７８－１

025-773-2166

紙

南魚沼市余川３１００

025-772-7882

紙・電子

南魚沼市塩沢６０２－３

090-2563-6761

紙

南魚沼市石打１８４１

025-783-2521

紙・電子

南魚沼市塩沢１１７－１

025-782-2006

紙・電子

ボルダリング

sommet

越後屋酒店

イオン六日町専門店館別棟２階
越後屋酒店

ニューワタナベ

原信塩沢店

南魚沼市塩沢６７２－５

025-782-5039

紙・電子

ニューワタナベ

六日町ショップ

南魚沼市六日町７７２－１

025-773-2711

紙・電子

ヤマト運輸

塩沢センター

南魚沼市関１１７８－１

0570-200-741

紙

ヤマト運輸

六日町センター

南魚沼市四十日字南原２９６９－１

0570-200-741

紙

ヤマト運輸

新潟茗荷沢センター

南魚沼市茗荷沢新田１８１

0570-200-741

紙

南魚沼市塩沢８２０－１

025-782-6000

紙・電子

南魚沼市六日町６２０－１

025-781-6001

紙・電子

南魚沼市浦佐４００１

025-780-4571

紙

ウエルシア南魚沼塩沢店

南魚沼市塩沢７７５－３

025-782-6065

紙

ウエルシア南魚沼六日町店

南魚沼市川窪１００１－１

025-781-5255

紙

鈴木牧之記念館

南魚沼市塩沢１１１２－２

025-782-9860

紙・電子

今泉記念館アートステーション

南魚沼市下一日市８５５

025-783-4500

紙

南魚沼市トミオカホワイト美術館

南魚沼市上薬師堂１４２

025-775-3646

紙・電子

外山康雄

南魚沼市万条新田３７１－１

025-783-7787

紙・電子

南魚沼市塩沢６７２－５

025-778-2112

紙

南魚沼市塩沢８６－２

025-782-0045

紙

南魚沼市石打６９－２

025-783-3111

紙

プチSHOP 南魚沼市石打６９－２

025-778-3450

紙

イオン六日町店

南魚沼市余川３１００

025-770-1100

紙

原信

南魚沼市六日町６５０

0257-73-3507

紙

塩沢店

ドラッグトップス六日町店
ドラッグストア ウエルシア南魚沼浦佐店

原信

野の花館

塩沢店

株式会社はりまや
スーパー

クーポン種別

025-774-2876

ドラッグセイムス

美術館・博物館

電話番号

南魚沼市宮１７－４

ホームセンター ホームマートおおつか塩沢店
クリーニング

※順不同

五十沢温泉ゆもとかん

リラクゼーション Bell Epoc（ベルエポック）イオン六日町店
フィットネス

※12/1時点

株式会社
株式会社

本店

はりまや
はりまや

六日町店

石打店

スーパープライス店

ローソン

魚沼基幹病院前店

南魚沼市浦佐４０６９－１

025-777-3763

紙

セブンイレブン魚沼基幹病院

南魚沼市浦佐４１３２

025-777-5535

紙・電子

NewDaysミニ 浦佐1号

南魚沼市浦佐７１９－２

025-780-4371

紙・電子

ローソン

南魚沼市浦佐７９－１

025-775-7754

紙

セブンイレブン浦佐駅前

南魚沼市浦佐９２６－１

025-777-2139

紙・電子

セブンイレブン

南魚沼市関１１７２－１

025-783-5031

紙

南魚沼浦佐店
中越塩沢南店

ローソン

南魚沼関店

南魚沼市関９１５－２

025-778-3030

紙

有限会社

関一商店

南魚沼市宮６２２

025-774-2017

紙

南魚沼市黒土新田４３５－１

025-779-2838

紙・電子

セブンイレブン南魚沼坂戸

南魚沼市坂戸字道下２９８－１

025-772-7117

紙・電子

セブンイレブン南魚沼寺尾店

南魚沼市寺尾字アミダ堂２５７－１

025-776-3817

紙・電子

ファミリーマート Ａコープ城内

南魚沼市上原１１０－９

025-775-3113

紙

ローソン

南魚沼市西泉田６７－１

025-773-6300

紙

セブンイレブン南魚沼青木新田店

南魚沼市青木新田字幅上８７２－１

025-776-2566

紙・電子

セブンイレブン南魚沼泉店

南魚沼市泉甲４８－６

025-775-3741

紙・電子

セブンイレブン

南魚沼市竹俣新田１－８

02-5782-5711

紙・電子

セブンイレブン中越塩沢中央店

南魚沼市中字天小３９０－１

025-783-3717

紙・電子

セブンイレブン南魚沼二日町店

南魚沼市二日町２５８－１

025-773-3280

紙・電子

セブンイレブン六日町駅西

南魚沼市六日町２８４０－１

025-770-2707

紙・電子

ローソン

南魚沼市六日町７５９－１

025-781-5030

紙

ファミリーマート 六日町駅東

南魚沼市六日町７５－７

025-778-1717

紙

ファミリーマート Ａコープ麓

南魚沼市麓１０８－４

025-776-7811

紙

株式会社

南魚沼市浦佐１２１４－１３

025-777-2211

紙

ENEOS大和SS

南魚沼市浦佐１５４８－２

025-777-4288

紙

シオベイ塩沢CS

南魚沼市塩沢４７１－２

025-782-0281

紙・電子

城内石油株式会社 城内東SS

南魚沼市下薬師堂５１－１

025-775-2041

紙

遠藤石油株式会社

南魚沼市九日町３４２０－１

025-777-3818

紙・電子

(株)六日町石油センター

南魚沼市六日町３１－１３

025-772-2470

紙

六日町SS

南魚沼市六日町８７６－１

025-772-2760

紙

城内石油株式会社 城内麓サービスステーション

南魚沼市麓１０７－２８

025-776-3184

紙

セブンイレブン

コンビニ

ガソリンスタンド

中越大和北里通り店

六日町西泉田店

南魚沼竹俣新田店

六日町店

伊勢新石油

JR 浦佐駅

南魚沼市浦佐７１９－２

050-2016-1614

紙

JR 六日町駅

南魚沼市六日町１４０－２

050-2016-1614

紙

南魚沼市浦佐１３９８

025-777-4731

紙・電子

南魚沼市四十日３０１６－３

025-776-3100

紙・電子

南魚沼市寺尾１３１０－１

025-776-3125

紙・電子

南魚沼市余川１３１０－１

025-770-0020

紙

魚沼中央トランスポート

南魚沼市君沢４２－１５

025-783-6111

紙・電子

昭和観光バスセンター

南魚沼市中野２

025-782-1113

紙・電子

小千谷観光バス 浦佐営業所

南魚沼市浦佐１３９８

025-777-5588

紙・電子

やまとタクシー

南魚沼市浦佐１４０１－２

025-777-3141

紙

浦佐タクシー

南魚沼市浦佐３２４－４

025-777-3456

紙

マルカタクシー

南魚沼市塩沢１４６０番地

025-782-1155

紙

南魚沼市君沢４２－１５

025-783-6111

紙・電子

六日町タクシー

南魚沼市君沢４２－１５

025-772-2550

紙・電子

銀嶺タクシー

南魚沼市六日町１８４０

025-772-2440

紙

美咲タクシー

南魚沼市六日町１８５５－１

025-772-3472

紙・電子

八海山スキー場リフト券売り場（山麓）

南魚沼市山口１６１０

025-775-3311

紙・電子

八海山スキー場

南魚沼市山口１６１０

025-775-3311

紙

八海山スキー場リフト券売り場（ベースキャンプ） 南魚沼市山口１６１０

025-775-3311

紙・電子

八海山スキー場

南魚沼市山口１６１０

025-775-3311

紙

スキースクール

南魚沼市山口１６１０

025-775-3311

紙

スキー・ボードレ レンタルスキー

南魚沼市山口１６１０

025-775-3311

紙

スノーボードスクールSTEP7

南魚沼市舞子１８１９－７９

080-1357-6960

紙・電子

スキー場

ヒキダスKidsスノーボードアカデミー

舞子スノーリゾート

080-1357-6960

紙・電子

リフト券

スキーハウスカム

南魚沼市荒金１４５－１

025-779-3129

紙・電子

八海山麓スキー場

南魚沼市荒金５６－１

025-779-3103

紙・電子

ムイカスノースクール

南魚沼市小栗山２９１０－１１４

025-773-3311

紙

ムイカスノーリゾート発券窓口

南魚沼市小栗山２９１０－１１４

025-773-3311

紙

ムイカスノーリゾートレンタル

南魚沼市小栗山２９１０－１１４

025-773-3311

紙

ハツカ石スキー&スノーボードスクール

南魚沼市石打８７４－３

025-783-5242

紙

鉄道

㈱魚沼レンタカー
レンタカー

浦佐営業所

㈱トヨタレンタリース新潟
有限会社

大和自動車整備工場

㈱魚沼レンタカー
バス

六日町店

六日町本社

タクシー・ハイヤー 魚沼中央トランスポート

ンタル

駐車場

日帰りスキーセンター２階

JACレンタル上越国際店

南魚沼市樺野沢９１

025-782-2121

紙・電子

ステーションV

南魚沼市石打１６３２

025-783-2496

紙・電子

プロショップスキッド

南魚沼市石打９８６－２

025-783-4505

紙

イーマレンタル上越国際店

南魚沼市樺野沢１４０－９

ロッジ一代内

0257-880-266

紙・電子

イーマレンタルアーバンヒル石打店

南魚沼市石打１７８４－１

アーバンヒル石打内

0257-880-266

紙・電子

イーマレンタル石打2号店

南魚沼市石打１９１７－１

ロッジタカノ駐車場内

0257-880-266

紙・電子

オートパークナカヤス

南魚沼市石打１９３５－３

025-783-4067

紙

レンタルスキーセンター

南魚沼市姥島新田８３４番２号

025-783-2084

紙・電子

石打事業所

南魚沼市１６９９

025-788-0707

紙・電子

南魚沼市姥島新田７９５

025-783-3646

紙・電子

上越国際スキー場

南魚沼市樺野沢１１２－１

025-782-1028

紙・電子

スキー場

石打事業所

南魚沼市石打１６５５番地

025-783-2222

紙・電子

リフト券

ロッヂとんや

南魚沼市舞子２０５６ー９４

025-783-2217

紙

フエタレンタル

南魚沼市石打１１８番地

025-788-0001

紙・電子

南魚沼市姥島新田８３４－８

025-783-2095

紙

リゾートセンター

スキー・ボードレ グランドウィング舞子
ンタル

リフト券売場

レンタル・おみやげ

酒類提供ありの飲食店

レンタル

若葉屋

護城館内
ツインタワー石打１階

石打丸山リゾートセンター

レンタルたかの

中央口店

南魚沼市石打１６８０－１

025-783-3631

紙・電子

レンタルたかの

駐車場店

南魚沼市石打１６８０－１１

090-2414-9393

紙・電子

レンタルたかの

ハツカ石店

南魚沼市石打８５９

025-783-3389

紙・電子

レンタル若葉屋

南魚沼市姥島新田５８９－４

025-783-2724

紙

ハットリレンタル

南魚沼市石打７２０－１１

025-783-4165

紙

ライオンズマンション石打丸山ゼブラスノーレンタル 南魚沼市石打９５４－１

025-787-0888

紙・電子

シャルム

南魚沼市石打１９２９－４

025-783-4128

紙・電子

あざみ亭

南魚沼市石打８５４－１

025-783-4850

紙・電子

いろりあん

南魚沼市小栗山２０８９－４

025-773-5847

紙

ロッヂ丸山

南魚沼市石打１４５２－４

025-783-2220

紙・電子

ロッヂyou

南魚沼市樺野沢７７番地１

025-782-4334

紙・電子

いろは亭

南魚沼市五日町４４９

025-776-2813

紙

金誠舘

南魚沼市坂戸１－１２

025-772-2377

紙・電子

ryugon

南魚沼市坂戸１－６

025-772-3470

紙・電子

イタリアンダイニングMARUTA

南魚沼市浦佐

025-788-0391

紙・電子

いろりあん

居酒屋

一坊

南魚沼市浦佐１３４５－２

070-3540-4538

紙

南魚沼市浦佐１３５５番地１

025-777-2072

紙・電子

レストラン葡萄の花

南魚沼市浦佐５５３１－１

025-777-5888

紙

魚沼さんちのおすそわけ

南魚沼市塩沢２２９－１

025-782-1699

紙

グリーンビレッジたかはし

南魚沼市樺野沢６８－２

025-782-1482

紙・電子

八海会館

南魚沼市山口４９４

025-775-2693

紙

南魚沼市上一日市３２３－５

025-783-3132

紙・電子

バードランド

南魚沼市石打１６９５－６

025-783-3137

紙・電子

かっぱ寿司

南魚沼市川窪１０１４番地１

025-788-0550

紙・電子

モダンダイニング与六ぢゃ

南魚沼市川窪１１６７－１

025-775-7330

紙

龍寿し

南魚沼市大崎１８３８ー１

025-779-2169

紙・電子

宮野屋

南魚沼市大崎３７４２

025-779-2145

紙

早苗饗 -SANABURI-

南魚沼市大沢１２０９－６

025-783-6777

紙・電子

ピッツェリア

南魚沼市中３７２－２

025-782-5049

紙・電子

猿倉山ビールバー

南魚沼市長森１９３－１

025-775-7666

紙・電子

欅苑

南魚沼市長森２４

025-775-2419

紙

八海山みんなの社員食堂

南魚沼市長森３３４－２

0800-800-3865

紙・電子

そば屋長森

南魚沼市長森４１５－２３

025-775-3887

紙・電子

アンドフォレスト

南魚沼市長森４１５－２３

025-775-3500

紙・電子

中野屋塩沢店

南魚沼市南田中５３４－８９

025-778-3113

紙・電子

農家レストランまつえんどん

南魚沼市美佐島９７２

025-775-7401

紙・電子

越後塩沢そば処

南魚沼市目来田５３－２

025-782-1992

紙・電子

ファミリーダイニング

かま炊きめしや

酒類提供ありの飲食店

小玉屋

こめ太郎

六日町店

薪と石

田畑屋

お米の楽校

里山十帖内

ショコラ

南魚沼市余川１３８６－９

ＭＫビル１階

025-772-8375

紙・電子

無尽蔵

南魚沼市余川３３５５－１

美佐島ショッピングセンター

025-773-2258

紙

魚沼釜蔵総本店

南魚沼市六日町１０５－１

サンプラザビル２階

025-781-5660

紙・電子

焼肉ホルモンブラボー

南魚沼市六日町１０５－１

サンプラザビル２階

025-770-0208

紙

山田屋

南魚沼市六日町１０５７－１４

025-773-6258

紙

リトル北海道

南魚沼市六日町１１７－１

025-778-0228

紙・電子

南魚沼市六日町１２４

025-773-5906

紙

南魚沼市六日町１４０

025-772-3551

紙

六日町家

イタリア風料理
ぶら坊

サーレエペペ

ニューお肉酒場

酒類提供ありの飲食店

南魚沼市六日町１４０１－１

025-788-0019

紙・電子

Room106

南魚沼市六日町１４０３－３

025-773-3138

紙

名物串カツかぶと家

南魚沼市六日町１８５４

025-775-7073

紙・電子

真心料理

あわざ

南魚沼市六日町２１７７

090-2679-6283

紙・電子

城山食堂

一本杉店

南魚沼市六日町９８８－４

025-772-3616

紙

四六時中

六日町店

南魚沼市六日町余川３１００

0257-70-1256

紙・電子

センタープラザ
イオン六日町２階

ヘヴンズカフェ

南魚沼市一村尾１８９８－１１

025-775-7107

紙

大正や

南魚沼市塩沢１４３７－１

025-782-0706

紙・電子

南魚沼市山口１６１０

025-775-3311

紙

栄泉堂菓子舗

南魚沼市大崎１８３９－１

025-779-2026

紙・電子

芯菜箸

南魚沼市島新田３５－１

025-788-1444

紙・電子

サーティワン アイスクリーム六日町店

南魚沼市余川３０７９

025-778-0031

紙

お菓子工房

南魚沼市六日町２６７０－２

025-781-6980

紙

ウッディインすずき

南魚沼市樺野沢１３６

025-782-1484

紙・電子

ホワイトハウスマスエン

南魚沼市石打１６２６－１

025-783-2440

紙・電子

里山十帖

南魚沼市大沢１２０９－６

025-783-6777

紙・電子

ロッヂヤングメイト

南魚沼市舞子２０５６－９２

025-783-2185

紙・電子

幸七旅館

南魚沼市姥島新田２４０

025-783-2628

紙・電子

ロッヂはやし

南魚沼市姥島新田５９３－１

025-783-2627

紙・電子

サンロードインうばしま

南魚沼市姥島新田６６７

025-783-2152

紙・電子

和風いん越路

南魚沼市姥島新田８４０－１

025-783-2644

紙・電子

南魚沼市塩沢２０７１

025-782-1191

紙・電子

ホテルグリーンプラザ上越

南魚沼市樺野沢１１２－１

025-782-1030

紙・電子

山田館

南魚沼市樺野沢１４

025-782-0450

紙・電子

中央ロッヂ

南魚沼市樺野沢１４１

025-782-1466

紙・電子

村上館

南魚沼市樺野沢４

025-782-0449

紙・電子

ロッヂ花風

南魚沼市樺野沢６１番地２

025-782-1494

紙・電子

シャトーテル吉里

南魚沼市吉里１５６２

025-782-0303

紙・電子

南魚沼市宮野下１１９１－１

025-783-3237

紙

南魚沼市宮野下１２００

025-783-2810

紙・電子

PIZZA工房
飲食店

俺オレOle

隼

ヴィシー

旅館業・宿泊業 シャトーテル一本杉

オーベルジュ
ヒルサイド

アンドラ
イン

モンターニュ

センタークラブ

パークメゾン和田
イオン六日町店専門店館１階

旬彩の庄

坂戸城

南魚沼市坂戸２９２－４

025-773-3333

紙・電子

上村屋旅館

南魚沼市山口１７３９

025-775-3072

紙

ペンションやまぼうし

南魚沼市山口１７６１

025-775-3258

紙

むいか温泉ホテル

南魚沼市小栗山２９１０－１１４

025-773-3311

紙

六日町ヒュッテ

南魚沼市小栗山９０－４

025-788-0076

紙

ほてる木の芽坂

南魚沼市小栗山９３－１

025-773-3456

紙・電子

南魚沼市小栗山字北沖１５８－２

025-772-8111

紙

名月荘

南魚沼市上野２１３

025-783-2885

紙・電子

飯酒盃旅館売店

南魚沼市上野２７１

025-783-2119

紙

お宿いのや

南魚沼市石打１０４

025-783-2470

紙

ベルビューニシウラ

南魚沼市石打１６１８－１

025-783-2966

紙・電子

ラ・ファミーユ中角

南魚沼市石打１７００－２

025-783-2171

紙・電子

ロッヂ

南魚沼市石打１７９９

025-783-2868

紙

古城館

南魚沼市石打１８７３

025-783-2219

紙・電子

ホテルエルム石打

南魚沼市石打１９３８

025-783-2893

紙・電子

雪の雫

南魚沼市石打１９４８－１

025-788-0336

紙・電子

南魚沼市石打２０１７

025-783-3660

紙

ノースポイントロッヂ

南魚沼市石打２０２５－１１

025-783-3825

紙・電子

石打スキーセンター

南魚沼市石打２３２１

025-783-3131

紙・電子

ペンションオズ

南魚沼市石打８３４－２０

025-783-6021

紙・電子

アルミュール

南魚沼市石打８３４－２８

025-783-4881

紙

エスプリホテル

南魚沼市石打８３７－２

025-783-6320

紙・電子

ホテル

南魚沼市石打８４５

025-783-4088

紙・電子

リゾートシャンピアＭＳ館

南魚沼市石打８５５

025-783-3627

紙・電子

スポーツプラザ白樺

南魚沼市石打８５５－２

025-783-2792

紙

石打ワンダースリー

南魚沼市石打８８

025-783-2253

紙

石打ユングパルナス

南魚沼市石打字土堂９４６番地

025-783-7888

紙・電子

大沢館

南魚沼市大沢１１７０

025-783-3773

紙

舞子ロッヂどん

南魚沼市舞子１８１９－４６１

025-783-2700

紙・電子

舞子高原ホテル

南魚沼市舞子２０５６－１０８

025-783-3511

紙・電子

魚沼の隠れ温泉

ケルン

丸山温泉
旅館業・宿泊業

ロッヂ

くつろぎ庵

アルプス

プレステージ

江戸川区立

塩沢江戸川荘

南魚沼市舞子字十二木２０６３－２９

025-783-4701

紙

南魚沼市小栗山２３１０番地

025-770-2525

紙・電子

南魚沼市余川２７０８－８

025-773-2990

紙

南魚沼市姥島新田８９０－２

025-783-3848

紙・電子

南魚沼市姥島新田６３６番地

025-783-2649

紙

むいか温泉ホテル売店

南魚沼市小栗山２９１０－１１４

025-773-3311

紙

センターロッジ売店

南魚沼市小栗山２９１０－１１４

025-773-3311

紙

舞子高原ホテル

南魚沼市舞子２０５６－１０８

025-783-3511

紙・電子

かどやおみやげ店

南魚沼市姥島新田６０５

025-783-2963

紙・電子

魚野の里

南魚沼市姥島新田６９９

025-783-6788

紙・電子

南魚沼市姥島新田７０１

025-788-0588

紙・電子

南魚沼市姥島新田９８－１

025-783-2941

紙・電子

酒の金田屋

南魚沼市浦佐３３０－１

025-777-2053

紙・電子

ひらせいホームセンター浦佐店

南魚沼市浦佐４００２－２

025-777-5530

紙

農畜産物直売所

南魚沼市浦佐５１４７－１

025-788-0253

紙

越後ワイナリー

南魚沼市浦佐５５３１－１

025-777-5877

紙

うおぬま・浦佐駅観光案内所MYU

南魚沼市浦佐７１９－２

JR浦佐駅2階

025-775-7244

紙

スーパヴイ

南魚沼市浦佐９２３－３

ホームセンターウラサ

025-777-5101

紙

旅館業・宿泊業 心と体の保養の宿

龍氣

龍氣別館
あぷりこっと
ヴィレッジ

ペンション
ヨシタニ

売店

魚沼スイーツガーデン
塩沢石打SA（下り）

小売
お土産
売店

ナトゥーラ
ショッピングコーナー

あぐりぱーく八色

浦佐店

利七屋

南魚沼市塩沢１２００番地

025-788-1011

紙・電子

青木酒造売店

南魚沼市塩沢１２１４

025-782-0023

紙・電子

松月

南魚沼市塩沢１２２５－１

025-782-0140

紙・電子

塩沢つむぎ記念館

南魚沼市塩沢１２２７－１４

025-782-4888

紙・電子

大津菓子店

南魚沼市塩沢１４５０

025-782-0062

紙・電子

ウカヤマ

南魚沼市塩沢１７４

025-782-0015

紙

リサイクルきものちどりや

南魚沼市塩沢１７６

025-775-7287

紙・電子

高田屋酒店

南魚沼市塩沢２２４

025-782-0067

紙

菓子杜氏

南魚沼市塩沢２２９－１

025-775-7405

紙

南魚沼市塩沢３０９－６

025-782-1133

紙・電子

南魚沼市塩沢５２１－１

025-782-1135

紙

南魚沼市塩沢８１

025-782-0047

紙・電子

喜太郎

塩沢米穀
雪国酒舗

金沢屋

アオキ菓子店

コメリ塩沢店

南魚沼市塩沢８１１－１

025-778-2045

紙

バースデイ塩沢店

南魚沼市塩沢字樋渡７０９

025-782-6667

紙

アベイル塩沢店

南魚沼市塩沢字樋渡７０９

025-782-6767

紙

しまむら塩沢店

南魚沼市塩沢字樋渡７０９

025-778-2004

紙

農産物直売所

南魚沼市下一日市８５５

025-783-3983

紙

南魚沼市関１５１１

025-783-2940

紙・電子

南魚沼市関８３８－２

025-783-4680

紙

南魚沼市君沢１５６－１

025-783-3070

紙

南魚沼市山口１６１０

025-775-3311

紙・電子

イエローハット六日町店

南魚沼市四十日２８７１－８

025-776-2700

紙・電子

ヤマダデンキ テックランド六日町店

南魚沼市四十日南原２８７９－９

025-776-2711

紙・電子

ひらせいホームセンター塩沢店

南魚沼市上十日町字雪旨４－１

025-778-2055

紙

みどりや製菓舗

南魚沼市石打１０８３

025-783-2003

紙

文具館タキザワ六日町店

南魚沼市川窪１１８６－２

025-772-7822

紙

八海山泉ヴィレッジ

南魚沼市泉５６４－１

025-775-3939

紙・電子

Life Style Shop

南魚沼市大沢１２０９－６

025-783-6777

紙・電子

四季味わい館

塩沢石打SA（上り）
株式会社

ショッピングコーナー

ABCストアー

吉兆楽
八海山

小売
お土産
売店

お土産売店

THEMA craft & products

里山十帖内

スーパヴイ六日町店

南魚沼市竹俣６３－１

025-782-5200

紙

川永農園

南魚沼市長崎３０１０－２

025-782-0537

紙

リカーショップ猿倉山

南魚沼市長森１９３－１

025-775-7666

紙・電子

さとやベーカリー

南魚沼市長森１９３－１

025-775-7505

紙・電子

リトルエム

南魚沼市長森２４０－１

025-775-7115

紙・電子

菓子処さとや

南魚沼市長森４１５－２３

025-775-7560

紙・電子

つつみや八蔵

南魚沼市長森４２６－１

025-775-2975

紙・電子

八海山雪室

南魚沼市長森４５９

025-775-7707

紙・電子

千年こうじや本店

南魚沼市長森６２７－８

025-775-2604

紙・電子

やまちくショップ

南魚沼市津久野下新田２２９－２

025-770-2668

紙

てーぶるくろす塩沢店

南魚沼市南田中５３３－１

025-783-3011

紙・電子

ふくや商店

南魚沼市八幡１９－６

025-772-3267

紙・電子

ダイソー塩沢店

南魚沼市目来田字納味田７３－２

025-782-4117

紙

アメリカ屋新潟六日町店

南魚沼市余川３０７９－１

025-770-1320

紙

農園クラブハウス

小売
お土産
売店

クレブスポーツ六日町店

南魚沼市余川３０７９－１

025-770-1301

紙・電子

エステール 六日町店

南魚沼市余川３１００

025-770-1157

紙・電子

ダイレックス六日町店

南魚沼市余川３２２２－１

025-773-5200

紙・電子

蔦屋書店 六日町店

南魚沼市余川３３２２－２

025-770-2070

紙・電子

メガネスーパー 六日町店

南魚沼市余川３３５０

025-781-5611

紙・電子

佐藤時計店

南魚沼市六日町１０３－５

025-772-2135

紙・電子

孝泉堂

南魚沼市六日町１０５５－４

025-772-2281

紙

川口屋商店

南魚沼市六日町１１５－１

025-772-2043

紙・電子

たいかいや

南魚沼市六日町１４０

025-772-2280

紙

金城酒販有限会社

南魚沼市六日町１７９９－２

025-772-2033

紙・電子

今成漬物店

南魚沼市六日町１８４８

025-772-2015

紙・電子

南魚沼市六日町２１３２－１

025-772-2030

紙・電子

マツモト

南魚沼市六日町２２００

025-772-2031

紙

たいせいや

南魚沼市六日町２３３２－２

025-772-3864

紙・電子

コメリ六日町店

南魚沼市六日町２４５１

025-778-0050

紙

HIRASEI遊TSUTAYA六日町南店

南魚沼市六日町６１２

025-770-0404

紙

ダイソー六日町店

南魚沼市六日町６１２

025-770-0521

紙

チャールストン

南魚沼市六日町８７－１

025-773-2742

紙

南魚沼市六日町字北沖１２３－６

025-772-3626

紙・電子

雑貨と洋服やさん

AOKIKAEN

ハイネ

ドラマティック

六日町本店

イオン六日町店１階

