
番号 店　名 地域 サービス内容 番号 店　名 地域 サービス内容 番号 店　名 地域 サービス内容 番号 店　名 地域 サービス内容

居酒屋　山小屋 堀之内
手打ちそばとカレーの店

ＯＡＫ
小出 酒匠・地酒のかねしん 堀之内 大湯ホテル 湯之谷

℡：０２５－７９４－２１３３

鳥焼　安兵衛 小出 カフェレストラントライアングル 小出 プロミスト・ランド 小出 民宿旅館　源次郎 湯之谷

℡：０２５－７９２－７２５９

居酒屋　螢 堀之内 鮨・割烹　千両 小出 大吾菓子舗 堀之内 湯元庄屋和泉屋旅館 湯之谷

居酒屋　須藤魚屋 小出 モンテローザ 広神 甘泉堂 小出 友家ホテル 湯之谷

℡：０２５－７９２－０４１９

食い処飲み処いち膳 湯之谷 かたっくり 小出 弁当専門　おおもも 湯之谷 銀泉荘 湯之谷

スナックらいむらいと 小出 そば処　よしみや 守門 広瀬屋商店 広神 交流センターユピオ 湯之谷

℡：０２５－７９７－２５２１ ℡：０２５－７９９－２０２５

飲み処食い処さくらや 小出 レストラン　小樽 小出 セキノヤ 小出 銀山温泉白銀の湯 湯之谷

℡：０２５－７９２－０５０９

菊水 小出 鮨処　清水家 小出 若松屋商店 小出 折立温泉やまきや旅館 湯之谷

℡：０２５－７９５－２７０４

銀山茶屋 小出
お好み焼き・もんじゃ焼き

ふうや
小出 マルセスポーツ 小出

神湯とふれあいの
 神湯温泉倶楽部

広神

℡：０２５－７９２－０５５８

居酒屋　溪 小出 味乃家　魚野川 堀之内 つるや商店 入広瀬 折立温泉旅館長者 湯之谷

℡：０２５－７９４－３０１２ ℡：０２５－７９５－２２０４

桜田 堀之内 大黒屋 堀之内
農業組合法人

入広瀬山菜組合「山菜会館」
入広瀬 折立温泉ホテルさかえや 湯之谷

レストラン喫茶朱鷺 堀之内 芳林堂 小出 ホテルゆのたに荘 湯之谷

℡：０２５－７９４－３２９８ ℡：０２５－７９２－０２５８ ℡：０２５－７９５－２２０６

のみくい処ごはんや 広神 都屋商店 入広瀬 自在館 湯之谷

℡：０２５－７９９－４０３３ ℡：０２５－７９５－２２１１

和食・寿司いな穂 小出
ふるさとの宿
村上屋旅館

湯之谷

℡：０２５－７９２－２９３１ ℡：０２５－７９５－２０２１

割烹　かみむら 小出 クリーニングの紺新 堀之内

℡：０２５－７９４－２１７０

クリーニングショップ
吉田

堀之内

℡：０２５－７９４－２２３３

よしだクリーニング 湯之谷

℡：０２５－７９２－１６０１

高村クリーニング店 小出

℡：０２５－７９２－４６８１

クリーニングからクリニックへ
ホワイトマジック

小出

ＴＥＬ：０２５－７９２－８８１１・２７７７　ＦＡＸ：０２５－７９２－６７７６
〒９４６－００２３　新潟県魚沼市干溝１８４８－１

 E-mail　uc901001@city.uonuma.niigata.jp

URL http://www.city.uonuma.niigata.jp/bunka/

15
コーヒーかソフトドリンク
サービス（お食事の方のみ）

℡：０２５－７９９－３１３９（定休火曜）

飲
食
店

販売金額の５％割引

販売金額の５％割引

27

販売金額１０％割引（店
内全商品対象）

コーヒーＯＲ紅茶サービ
ス（お食事の方のみ）

38

39

54

55

粗品進呈

粗品贈呈

37

51

52

ときめきカードポイント
２倍サービス

32

コーヒーＯＲ紅茶サービ
ス（お食事の方のみ）

おつまみ１皿サービス

℡：０２５－７９６－２７１１（不定休）

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店

56

クリーニング料金の
１０％OFF

ときめきカードポイント2倍

℡：０２５－７９３－３８５８

57

58

ポイントカード２倍サービス＆
次回ご利用分500円クオカー

ドプレゼント

53

夢カードポイント３倍

16

17

18

23

おつまみをお一人様
３品サービス

お食事に関して10％割引

お好み焼きサービス

℡：０２５－７９２－０８４０

℡：０２５－７９４－４５３９

℡：０２５－７９２－０１１２（定休：日・祝）

販売金額の１０％割引

19

20

21

22

24

6 粗品贈呈

11

10

℡：０２５－７９２－９８４８（定休日曜）

9 おつまみ１皿サービス

7 お通しを１品サービス

℡：０２５－７９２－６５８４

8 販売金額５％割引

℡：０２５－７９２－０５４７（定休月曜）

宿泊者対象
コーヒーサービス

モーニングコーヒー
サービス

50

販売金額の5％割引

℡：０２５－７９２－０３１３（定休日曜）

販売金額５％割引

おつまみ１皿サービス

℡：０２５－７９３－２３１７

25

販売金額の５％割引

26

クリーニング料金の
１０％引き

45 大人入館料１００円引き

℡：０２５－７９５－２００３（定休火曜）

46

47

宿泊者対象
販売金額の５％引き

粗品贈呈

℡：０２５－７９９－３３５０（定休木曜他）

ときめきカード
２倍サービス

48

49

ときめきカードポイント
３倍サービス

販売金額の５％割引

おつまみ１皿サービス

販売金額の５％割引

お
買
い
物

29

30

カレー・そば各50円引き

℡：０２５－７９２－１１３５（火曜定休）

入浴料より１００円引き

宿泊者対象お酒またはソ
フトドリンクサービス

入浴料より100円引き
ナイターは50円引き

44

お買い上げ金額５％ＯＦ
Ｆ又は夢カードポイント３

倍

35

２，０００円以上お買い上
げのお客様に限り

粗品進呈

43

ソフトドリンク一杯
サービス

4

宿泊者対象　地酒か
ソフトドリンクサービス

℡：０２５－７９５－２０３１（定休なし）

販売金額５％割引

宿泊者対象
来館時お楽しみ

℡：０２５－７９５－２１１１

宿泊者対象　お酒または
ジュース１本無料サービ

ス℡：０２５－７９５－２７００

42

2 販売金額の５％割引

℡：０２５－７９２－６８５３

℡：０２５－７９２－８７５５（定休火曜）

13

℡：０２５－７９２－４０３９

12
宿泊者対象　地酒または

ソフトドリンクサービス
℡：０２５－７９４－５５０８

℡：０２５－７９２－９２２２

℡：０２５－７９５－２１２１

宿泊者対象  地酒、お菓
子一本サービス

℡：０２５－７９２－２３４８

40

4128

夢カードポイント３倍進呈

3 販売金額の５％割引

℡：０２５－７９４－５３１０

5

平成27年度　魚沼市小出郷文化会館提携店一覧

居
酒
屋
等

1 ドリンク1杯サービス

１階特産品販売・２階レ
ストラン　１００円引き

14
半券１枚でお通し１品

サービス・ 半券３枚で 瓶
ビール1本サービス他℡：０２５－７９２－０５４４ ℡：０２５－７９４－２１２９（不定休）

℡：０２５－７９２－１１３８（定休火曜）

℡：０２５－７９６－２５３４（休み：冬期他）

℡：０２５－７９２－６４７８（定休火曜）

ソフトドリンクサービス

31

36

33

℡：０２５－７９６－２０１８（休み不定休）

℡：０２５－７９２－０２７６（定休日曜）

℡：０２５－７９２－８６６６（定休月曜）

℡：０２５－７９５－２６１１（不定休）

麺類に限り、５０円引き

℡：０２５－７９２－５６０８（定休日曜）

℡：０２５－７９５－２１３４（定休日なし）℡：０２５－７９４－３００８

34

温
泉
・
宿
泊
施
設

・お好きなお店を選んで、来店時にチケット半券をお渡し下さい。
・店名横の番号は裏面の地図の場所です。
・提携店でサービスをご利用いただくと、ポイントカードに押印され、ポイントがたまります！
・５ポイント集めれば、小出郷文化会館の窓口でチケット購入５００円割引券と交換できます！
◎つまり、チケット半券は、地域通貨となります。

どんどん提携店を活用して、お得なサービスを楽しみましょう♪


