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加盟店名 所在地 ジャンル

クリ－ニング　ハヤカワ 阿賀野市 外城町１９－１５　　 ショッピング PK-0000-7818

わんわんぱーく 阿賀野市 勝屋１６３４－５ ショッピング JS-0001-4229

おもちゃのはた 水原店 阿賀野市 中央町１－１－４５ ショッピング JS-0002-1159

ファッションクリ－ニングオオカワヤ 阿賀野市 中央町２－１０－２３　　 ショッピング PK-0000-7779

ガビーヘア 阿賀野市 下条町９－１８ サービス JS-0004-9953

絣 Shop 西田 阿賀野市 中央町２－１０－１０　 その他 SL-2000-3445

越ノ宴 わらん県央店 燕市 井土巻２－２２２ 飲食店 JS-0000-6995

備長串焼き とりこう 県央店 燕市 井土巻２－３５２ 飲食店 JS-0001-4647

Chousur 燕市 井土巻３－１４６ 飲食店 JS-0001-8207

ChupaChups 燕市 燕３０１２　岩月ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4828

餃子日和わらん越後のわらやき家 燕市 吉田３４９３－１ 飲食店 JS-0000-6981

寿司割烹 まる田 燕市 吉田東栄町５２－３ 飲食店 JS-0000-1701

朱夏 燕市 秋葉町１－１２－２３ 飲食店 JS-0001-6414

焼鳥鶏侍 燕市 富永１０３－８ 飲食店 JS-0000-9193

ピザテン・フォ－　新潟燕三条店　2 燕市 井土巻２－１　ジョインズビル１ＦＢ店舗　 ショッピング PK-0000-8675

ビューティショップ Tomy 燕市 井土巻２－２１８－２ ショッピング JS-0005-6411

アンジュ県央店 燕市 井土巻２－２４５　　 ショッピング ZN-0003-1533

れんずかんぱにー 燕市 井土巻２－６５ ショッピング JS-0000-7367

パティスリーアンジュ 燕市 吉田３６５１－８ ショッピング JS-0001-4384

［HC］高野電機商会 燕市 吉田栄町９－１２ ショッピング JS-0001-8195

cocochiya 燕市 吉田神田町１４－１　 ショッピング SL-2000-4705

ガトーティアール 燕市 吉田東栄町１３－１５　原信吉田ショッピングセンター内 ショッピング JS-0005-3379

ソフトバンク燕吉田店 燕市 吉田法花堂１８８３－１ ショッピング JS-0000-7465

大岩時計店 燕市 穀町１－１７ ショッピング SL-2000-5279

マルイチ 燕市 東太田２８４３－３ ショッピング JS-0004-4657

Nailstudentsalon ＆ Lux 燕市 井土巻２－１　ジョインズビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-3274

ピアンタ燕三条店 燕市 井土巻２－６５　　 サービス ZN-0002-9774

さくらまち動物病院 燕市 燕１１２３－３ サービス JS-0001-4079

Beauty Salon nika 燕市 五千石２７９４－１ サービス JS-0003-1953

テクノプロタカイ 燕市 佐渡山４４４９－１ サービス JS-0003-4346

カラオケマイム燕三条店 燕市 井土巻３－１４８　　 エンターテインメント ZN-0001-4286

beauty ＆ care ふあり 加茂市 栄町１－１　ブロードピーク１０１　 サービス ZN-2000-3188

ゴルフスタジオベアーズ 加茂市 上町１－２３　　 サービス ZN-0002-2745

URVIN － CAFE ＆ DINING － 魚沼市 井口新田８３５－１　　 飲食店 ZN-2000-2628

鮨処清水家 魚沼市 佐梨９１３－４　　 飲食店 ZN-0001-4438

魚沼 dining 楽 魚沼市 小出島１２４－６０　　 飲食店 ZN-2000-1102

旬食や香秀 魚沼市 小出島１２４－６９ 飲食店 JS-0001-2862

居酒屋響 魚沼市 小出島１２５－７　　 飲食店 ZN-0001-4487

ダイニング砂礫 魚沼市 小出島２６４－６　 飲食店 SL-2000-6048

ポポラーレ 魚沼市 新保１３８－３ 飲食店 JS-0003-0246

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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深雪の里 魚沼市 吉田１１４８ ショッピング JS-0001-6404

文具館タキザワ魚沼店 魚沼市 佐梨７８８－３ ショッピング JS-0004-5045

森山自動車工業 魚沼市 佐梨９１０　 ショッピング SL-2000-4781

［HC］有限会社大橋電機商会 魚沼市 小出島１７４ ショッピング JS-0002-0797

寛 見附市 新町１－１１－９ 飲食店 JS-0001-7611

紅竜飯店 見附市 新町２－１－２　 飲食店 SL-2000-0248

メガトン書店 見附店 見附市 今町４－４２－１ ショッピング JS-0002-9662

酒のヒラセ 国道店 見附市 今町５－３１－２４　 ショッピング SL-2000-9180

フットパーク・ヌシセ 見附市 昭和町２－６－２３ ショッピング JS-0001-3864

カーリンク見附店 見附市 葛巻町１２０８ サービス JS-0002-3145

ハッピー自動車整備工場 見附市 市野坪町９０４－１ サービス JS-0001-9696

miruM 見附市 上新田町１３－５１ サービス JS-0004-4547

アルテヘアデザイン 見附市 柳橋町３２４－５２ サービス JS-0002-1792

ハンバークレストラン ミートドラゴン 五泉市 太田１１１５－１ 飲食店 JS-0005-7949

三代目 枡屋 五泉市 東本町２－８－９ 飲食店 SL-2000-0857

五泉もんじゃ村 五泉市 木越１９９８－５ 飲食店 JS-0002-9509

渡六菓子店 五泉市 伊勢の川９６２－２　 ショッピング SL-2000-7519

亀山時計店 新潟華眼鏡 五泉市 村松甲２１９２　 ショッピング SL-2000-3365

美容室ビーンズ 五泉市 郷屋川２ー５４ー２　キューピットタウン サービス SL-2000-0567

HAIRForme 五泉市 赤海２－２－６８ サービス JS-0005-4677

curoco brilliant life 五泉市 本町６－２－１２ サービス SL-2000-5957

村松自動車 五泉市 本田屋１３７４－１ サービス JS-0005-7341

Jelly － Beans， 佐渡市 加茂歌代４７７　中原ビル２Ｆ サービス JS-0000-6231

HUSTLEJET 佐渡市 宮川４１５－１ サービス JS-0000-6230

Jam’sCore 佐渡市 八幡１１５６ サービス JS-0000-6229

ニコニコレンタカー 佐渡両津港店 佐渡市 両津湊１３４－１ サービス JS-0002-8324

呑謡極楽祭り 三条市 一ツ屋敷新田２７２ 飲食店 JS-0005-2620

餞心亭おゝ乃 三条市 横町２－１１－８ 飲食店 JS-0000-6817

極ダレ焼き鳥アホウどり 三条市 居島１－２１－１ 飲食店 JS-0005-5420

BAR SALON 三条市 居島２－４０　二洲楼ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2025

北野水産 燕三条店 三条市 須頃１－８３－２ 飲食店 JS-0001-6710

焼肉天開 三条市 西本成寺２－１－８ 飲食店 JS-0000-5718

串焼き とりこう 三条市 西本成寺２－４－１４　ＮＫタウンノースＢ 飲食店 JS-0001-4624

イル・リポーゾ 三条市 島田２－５－２１ 飲食店 JS-0000-6815

WASHOKU 歳時記 いろは 三条市 東三条１－２－３ 飲食店 JS-0001-6167

割烹 やま岸 三条市 東本成寺１４－７ 飲食店 JS-0001-2980

割烹 木村屋 三条市 東裏館１－１３－２６ 飲食店 JS-0002-1030

餃子日和わらん三条店 三条市 東裏館２－１－２７ 飲食店 JS-0000-6994

旬彩居酒屋美食工房三条店 三条市 南四日町３－９－３０ 飲食店 JS-0000-8996

ブラッスリー・ノワ 三条市 本町２－１２－５　　 飲食店 ZN-0001-4388

焼き鳥 梅軒 三条市 本町２－３－１５　ファインビル３０１Ｆ－２ 飲食店 JS-0003-1793

酒菜とお食事どっぽ 三条市 本町２－５－１　角吾ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2400

マイレスミット三条店 三条市 旭町１－７－２０　３Ｆ ショッピング JS-0000-9017

外山刃物 三条市 金子新田乙１７００－１５ ショッピング JS-0005-9950
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ウチカ三条店 三条市 荒町２－２２－２９ ショッピング JS-0000-7975

日の出電器 三条市 条南町９－３ ショッピング JS-0005-3422

ソフトバンク県央店 三条市 須頃２－３１ ショッピング JS-0000-8054

指輪工房 cerchio 三条市 西四日町１－１７－２４ ショッピング JS-0001-7847

大華フラワー 三条市 西裏館２－５－２４ ショッピング JS-0000-1649

ビアンポポロ 三条市 石上２－１５－７ ショッピング JS-0005-3568

BonBon 三条市 田島１－１７－９　ＡＮＤＯＮ　三条ベース内 ショッピング SL-2000-6544

メガネのフジタ 三条市 東三条１－９－９　　 ショッピング ZN-0002-5082

庖丁工房タダフサ 三条市 東本成寺２７－１６　 ショッピング SL-2000-4256

Journee 三条市 東裏館１－１７－２５ ショッピング JS-0000-6557

ワークショップ宝や 三条市 東裏館３－２－１０ ショッピング JS-0002-0571

UNILLOY 三条市 福島新田丁６４２　 ショッピング SL-2000-6539

村の鍛冶屋 三条市 北入蔵２－２－５７　 ショッピング SL-2001-0265

角吾酒店 三条市 本町２－５－１　角吾ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-5316

羽生紙文具店 三条市 本町３－６－２７ ショッピング JS-0000-7378

メンズショップ サトウ 三条市 本町６－３－２５ ショッピング JS-0002-0464

トヤマ時計店 三条市 林町１－２－１７ ショッピング JS-0001-3727

bibanon 三条市 林町２－１８－２４　１Ｆ ショッピング JS-0002-3405

ヘアスタジオエリア三条店 三条市 旭町２－７－５６ サービス JS-0005-8876

J －ネットレンタカー燕三条駅前店 三条市 須頃２－１７－１ サービス JS-0004-1680

三条名倉堂鍼灸整骨院 三条市 西裏館２－１２－２０ サービス JS-0003-2573

JENTE（ジェンテ） 三条市 東三条１－５－１　川商ビル１Ｆ　Ｂ室　 サービス SL-2000-3198

フィール美容室 三条市 北新保１－１２－１６ サービス JS-0001-8377

Jam hair 三条市 林町２－１８－２４　２Ｆ サービス SL-2000-8980

学生専門 SHOP マサヤ三条店 三条市 東三条１－６－２８　 その他 SL-2000-8324

山茶花 糸魚川市 大町１－１－１７ 飲食店 JS-0001-9856

ホビー 糸魚川市 大町１－１－３０　池原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0148

炭火焼鳥 103 糸魚川市 大町１－１－３４　京丸駅前ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5746

Dish・Dash 糸魚川市 大町１－２－４　金子ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-3353

居酒屋 多喜 糸魚川市 大町１－７－１１　ヒスイ王国館１Ｆ 飲食店 JS-0002-6565

そば処金七 糸魚川市 大町２－５－５ 飲食店 JS-0004-3174

カネリ富江商店 糸魚川市 本町１－１７ 飲食店 JS-0005-0223

焼肉 天安門 糸魚川市 本町２－１２　 飲食店 SL-2001-0302

居酒屋つるまる糸魚川店 糸魚川市 本町４－８ 飲食店 JS-0004-5090

誠栄丸 糸魚川市 能生小泊３５９６－２ ショッピング JS-0003-4157

宝寿丸 糸魚川市 能生小泊３５９６－２ ショッピング JS-0003-6825

伝宝丸 糸魚川市 能生小泊３５９６－２ ショッピング JS-0004-5588

惣栄丸 糸魚川市 能生小泊３５９６－２　マリンドリーム能生 ショッピング JS-0004-0450

フェル・エッグ 糸魚川市 平牛２１１６ ショッピング JS-0003-1059

クイックヤマトヤ能生栄町店 糸魚川市 栄３ サービス JS-0005-1968

セカンド・ステージ 糸魚川市 上刈５－５－６６ サービス JS-0001-7214

クイックヤマトヤ原信店 糸魚川市 東寺町２－１１－８ サービス JS-0005-1967

糸魚川創寫舘 糸魚川市 南寺町２－１４－３　　 サービス ZN-2000-6496

美容室ボブマリー 糸魚川市 本町９－８ サービス JS-0002-5191
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てらまち調剤薬局 糸魚川市 寺町１－６－１２ その他 SL-2000-3067

情熱酒場トガリ 十日町市 稲荷町１－２２４－１３ 飲食店 JS-0001-7479

ブアソン・フォレ 十日町市 四日町１３１８－２９　 飲食店 SL-2000-9621

文よし 十日町市 七軒町２３０－１ 飲食店 JS-0005-8303

酒菜家旬 十日町市 昭和町４－１５６－１９　　 飲食店 ZN-2000-4358

肉割烹 ～ふくすけ～ 十日町市 城之古８９２－４ 飲食店 JS-0002-2239

前菜屋たんと 十日町市 本町 2 －３４４－１　 飲食店 SL-2000-7020

宴 十日町市 本町４－２　丸新ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2510

サウンドエース・オプトニワノ 十日町市 旭町１６１　リオンドール十日町店内 ショッピング SL-2001-0362

株式会社美佐伝 十日町市 四日町新田２２２－５ ショッピング JS-0004-2221

ミールクラフト 十日町市 水口沢４５　 ショッピング SL-2000-4492

株式会社滝沢印刷 十日町市 本町２－３２５－２ ショッピング JS-0004-7919

creador 十日町市 稲荷町３－南４－３ サービス JS-0002-3968

ヘアーメイクヤマダ 十日町市 駅通り２５－２　　 サービス ZN-2000-2182

株式会社共和自動車 十日町市 子７５０ サービス JS-0001-3693

ミークヘアーデザイン 十日町市 千歳町２－３－６ サービス JS-0004-2900

有限会社佐藤輪店 十日町市 中条己２９２２－２ サービス JS-0004-5215

おみやげの店十一屋商店 十日町市 松之山湯本　９－１ その他 SL-2000-4788

朝日堂 十日町市 本町１丁目下２９４ その他 SL-2000-4363

割烹浜屋 小千谷市 元町８－１５ 飲食店 JS-0001-0372

スイーツ＆カフェ コラソン 小千谷市 平沢２－４－３ 飲食店 JS-0002-9150

CRAZYLAUREL 小千谷市 東栄１－５－７　　 ショッピング ZN-2000-2124

レディース美容室 小千谷市 城内４－１１－３５ サービス JS-0001-5740

きれいと癒しの店 マルケー 小千谷市 東栄２－３－４ サービス SL-2001-0464

居食ダイニング満月 上越市 安江６７－１ 飲食店 JS-0002-0867

delMar 上越市 五智２－１５－１５ 飲食店 JS-0005-2022

MuseumShopRegalo 上越市 五智２－１５－１５ 飲食店 JS-0005-2073

上海大食堂 上越市 西城町１－２－６ 飲食店 JS-0001-6321

割烹卯月 上越市 西本町１－１６－２１　　 飲食店 ZN-2000-2700

ちょっとここん亭 上越市 西本町４－１－１ 飲食店 JS-0001-0035

焼鳥居酒屋 三文銭 上越市 石橋１－１－２２ 飲食店 JS-0002-5759

大統領 上越市 大豆１－１２－６１ 飲食店 JS-0004-0865

イタリア料理フルット 上越市 大豆１－９－１５ 飲食店 JS-0000-3319

晩酌 そわーる 上越市 中央１－１８－５ 飲食店 JS-0002-6419

water bar LIFE 上越市 中央１－５－１１ 飲食店 JS-0002-4012

焼肉居酒屋はる 上越市 仲町３－１－７　ムーンライトビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7688

のんき 上越市 仲町３－２－２１　１Ｆ 飲食店 JS-0003-9714

SUN LIGHT 上越市 仲町４－７－２４　富寿しビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7940

福ちゃん 上越市 仲町６－２－２６ 飲食店 JS-0001-9482

旬菜 かがりび 上越市 東雲町２－１０－１９ 飲食店 JS-0003-2702

バーズインカフェ 上越市 飯四反田１４１０－５ 飲食店 JS-0000-3391

ワイナリーレストラン金石の音 上越市 北方１２２３　岩の原葡萄園内　 飲食店 SL-2000-8028

割烹 新柳 上越市 牧区落田２２３ 飲食店 JS-0002-5583

みんなのふれんち Lerch 上越市 本町２－２－２６ 飲食店 JS-0003-9373
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ブラッスリージュ・タドー 上越市 本町３－２－３０ 飲食店 JS-0000-3347

新潟珈琲問屋サクラデラノーチェ 上越市 本町４－４－８　イレブンプラザ内 飲食店 SL-2000-5986

居酒や蔵明 上越市 本町５－２－３　アイコービル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6615

肴や活等〔かつら〕 上越市 本町５－３－１８ 飲食店 JS-0005-3166

焼肉モランボン 市役所前店 上越市 木田１－５－２ 飲食店 JS-0002-5121

冨喜寄 木田新田店 上越市 木田新田２－３－２８ 飲食店 JS-0001-6237

GORGEBE 上越市 とよば２３９－１　バロー上越１２６区画 ショッピング JS-0004-1900

ぶんか書店 上越店 上越市 下源入２３１－１ ショッピング JS-0003-4829

Kamin 上越市 下門前１７９１ ショッピング SL-2000-8498

ゆったりの郷 上越市 吉川区長峰１００　　 ショッピング PK-0000-8864

お仏壇京仏具の久家堂 上越市 寺町２－２５－３１ ショッピング JS-0000-4132

ためせるふとん屋市川 上越市 春日新田１－２４－２８　 ショッピング SL-2000-8192

ガレージ梅蔵 上越市 大学前３１３ ショッピング JS-0000-5157

シーズ 上越市 藤野新田１１８２　ＵＫビル１Ｆ ショッピング SL-2000-8499

Shisuri 上越市 北城町４－３－１　フクヤマビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4255

寿酒店 上越市 本町２－２－２３ ショッピング JS-0004-2979

ベアトラック 上越市 本町５－２－２　 ショッピング SL-2000-0569

HAIRMORE 上越市 安江１－３－１ サービス JS-0001-2701

PhotoStudioBE’PORT 上越市 鴨島１－３－４８ サービス JS-0000-4926

CherripHAIR 上越市 五智３－８－１４ サービス JS-0000-9833

hair More East 上越市 子安４－３５　 サービス SL-2001-1852

Attract 上越市 寺２１２ サービス JS-0002-6695

ALICE by hair More 上越市 春日山町３－１９－４　 サービス SL-2001-1853

Hair ＋ RelaxRhythm 上越市 春日新田５－１６－２０　ＨＡＲＶＥＳＴ サービス JS-0001-2427

hair gland 上越市 春日野１－３－１４ サービス JS-0001-8062

あみん上島店 上越市 上島４７４－１０ サービス JS-0001-2650

Maison de Mariage 上越市 西城町３－５－２１　ノーブルスクエア２Ｆ サービス SL-2001-1978

COREHAIR 上越市 石橋２－５－１５ サービス JS-0004-3221

さいがた動物病院 上越市 大潟区犀潟２６８－１９ サービス JS-0002-3558

Kiss － A － Co． 上越市 大貫４－１６－２４　 サービス SL-2000-9495

やまと薬局 上越市 大和２－１５－２０ サービス JS-0001-4779

J ネットレンタカー上越妙高駅前店 上越市 大和５－１５－８ サービス JS-0001-8167

京美 BeautyPark 上越市 中通町５－１１　 サービス SL-2001-1879

HairOasis 上越市 仲町４－３－１７　 サービス SL-2000-1767

CREA 上越市 土橋１９１４－３　上越市市民プラザ１Ｆ サービス JS-0001-1466

CuBism Lab 上越市 藤野新田３３６－１　 サービス SL-2001-1114

イン東京 上越店 上越市 富岡３４８４－４ サービス JS-0003-0747

有限会社 京美容室 上越市 平成町２５４ サービス SL-2001-1878

Avancer de bozu 上越市 本町３－１－７ サービス JS-0001-2356

クイックヤマトヤ木田店 上越市 木田１－３－３５ サービス JS-0005-1966

世伸堂薬局 上越市 大潟区渋柿浜３８２－１ その他 SL-2000-4071

冨喜寄 大町店 上越市 大町４－３－２９ その他 SL-2000-6958

居酒屋とらぞう 新発田市 舟入町１－４－３４ 飲食店 JS-0001-2743

串焼きとこころいき Gen 新発田市 新栄町２－１４－４ 飲食店 JS-0005-6930
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雪の芽 新発田市 大手町１－１１－６ 飲食店 JS-0003-5203

ついしん手紙 新発田市 中央町３－５－７ 飲食店 JS-0003-3727

江戸分久作 新発田市 中央町３－８－１ 飲食店 JS-0001-9427

鮨かっぽう桂 新発田市 中央町４－５－６ 飲食店 JS-0000-9836

炭火焼肉慶 新発田市 緑町２－１６－５ 飲食店 JS-0000-9360

ゴルフショップ ホープ 新発田市 荒町１５１８－２　 ショッピング SL-2000-1627

花の店 花鈴 新発田市 住吉町４－１－１０ ショッピング JS-0005-9820

横山酒店 新発田市 大手町６－６－３　　 ショッピング PK-0000-8774

長崎屋 新発田市 中央町３－４－４　　 ショッピング PK-0000-8264

メディアマックス新発田店 新発田市 中曽根６２７－２ ショッピング JS-0003-4630

Lien hair atelier 新発田市 住吉町５－７－２１－３　ラージスワンプ１０２ サービス JS-0001-4742

HIKARIYA BARBERS 新発田市 新栄町１－９－６ サービス SL-2000-1971

カットショップサクマ 新発田市 豊町２－５－２２　 サービス SL-2000-9691

美容室フェリス 新発田市 緑町１－７－８ サービス JS-0002-3499

セキカワカナモノ 新発田市 大手町１－１－１　 その他 SL-2000-6134

弥彦クラフトタクグラス 西蒲原郡 弥彦村弥彦３０２２－４　　 ショッピング ZN-0002-2563

海転すし誠村上店 村上市 下助渕６６６－１ 飲食店 JS-0003-6624

割烹食堂 いそべ 村上市 坂町２５０５－４ 飲食店 JS-0003-0925

海鮮一鰭うおや 村上市 大町４－５ 飲食店 JS-0001-3604

居酒屋一心 村上市 田端町１５－６　　 飲食店 ZN-0001-4314

trattoria360 村上市 田端町９－４０　　 飲食店 ZN-0001-4355

株式会社 又上 村上市 岩船上町６－２４　 ショッピング SL-2000-4423

ひまわりオート 村上市 九日市１４５－３ ショッピング JS-0002-0052

（株）サトウプランニング 村上市 上助渕１０８３－２ ショッピング JS-0003-8617

お天気倶楽部 村上市 瀬波温泉２－６－１１ ショッピング JS-0005-1752

越後村上 うおや 本店 村上市 大町４－３ ショッピング JS-0001-4833

水族館アマゾン 村上市 仲間町５６８－７ ショッピング JS-0001-3528

カラオケマイム国道店 村上市 仲間町６１１　　 エンターテインメント ZN-2000-0574

カラオケマイム 村上市 田端町１５－６　　 エンターテインメント ZN-2000-0572

別館 誠 胎内市 江上２９５－１ 飲食店 JS-0003-0434

角力軒 胎内市 新栄町２－４０ 飲食店 JS-0001-0901

株式会社スピードパーク新潟 胎内市 松波１０１３－３６ ショッピング JS-0000-3389

やまだや 胎内市 西栄町８－２６　 ショッピング SL-2000-2140

筒井電気商会 中魚沼郡 津南町下船渡戊６２９－１　 その他 SL-2000-7329

アルベーロ 長岡市 栄町２－８－１６ 飲食店 JS-0002-5580

フロリダキッチン 長岡市 干場２－１－２４ 飲食店 JS-0003-0304

cafe うーるー 長岡市 関原町１－１８１４－３ 飲食店 JS-0002-6385

和創作灯造形大学前店 長岡市 宮関１－２－１　ホテルリバーイン１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4469

松葉館 長岡市 坂之上町１－１－４ 飲食店 JS-0000-1744

レゴリス 長岡市 坂之上町１－２－１　第２笑月ビル２Ｆ－２０３ 飲食店 JS-0001-4093

柏亭 長岡市 坂之上町１－４－１４　　 飲食店 ZN-0001-4301

黄金鮨 長岡市 坂之上町１－６－５　大竹ビル 飲食店 JS-0001-3035

天風 長岡市 城内町２－１－１ 飲食店 JS-0002-0553

長岡肉流通センター 長岡市 城内町３－８－１　ニュー大黒ビル　 飲食店 ZN-0001-4335
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長岡 PIZZA ＆ WINE ESOLA 長岡市 城内町３－８－１　ニュー大黒ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4322

焼肉秋田新町店 長岡市 新町３－１－４ 飲食店 JS-0001-6143

ゲストハウス英國屋 長岡市 千歳３－２－４１ 飲食店 JS-0000-4072

きしん 長岡市 台町１－２－１３ 飲食店 JS-0003-1565

気分屋うめ吉 長岡市 台町１－７－４２　佐藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2492

バックパッカーキッチンシエスタ 長岡市 台町１－８－２９　　 飲食店 ZN-0001-4459

割烹秀浜 長岡市 台町１－９－２５ 飲食店 JS-0000-8329

TheCellar 長岡市 大手通２－２－１　大手セブンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4304

花月苑 長岡市 大手通２－４　ショップイン大手２Ｆ 飲食店 JS-0001-3258

あさひ山蛍庵 長岡市 朝日５８４－３　　 飲食店 ZN-0001-4336

越後の風 長岡市 殿町１－２－６　　 飲食店 ZN-0001-4396

居酒屋八兵衛 長岡市 殿町１－３－８ 飲食店 JS-0001-7503

みち草 長岡市 殿町１－３－８　　 飲食店 ZN-2000-5710

季節料理 いわもと 長岡市 殿町３－１－２　　 飲食店 ZN-2000-7111

実寿司 長岡市 殿町３－２－１３　　 飲食店 ZN-2000-6229

パクチー 長岡市 東坂之上町１－１－３　ベルエア長岡２０２ 飲食店 JS-0003-6761

クイーンオブチキンズ長岡店 長岡市 東坂之上町１－３－３　ベルエア東坂之上１Ｆ－１０１　 飲食店 ZN-0001-4501

和創作 AKARI 長岡市 東坂之上町１－４－２　小林ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4292

東忠長岡 長岡市 東坂之上町１－４－３　スカイハイツ１０１　 飲食店 ZN-2000-5000

馬肉酒場馬喰ろう長岡店 長岡市 東坂之上町１－４－６　　 飲食店 ZN-0001-4491

焼肉ロッヂ長岡駅前店 長岡市 東坂之上町２－２－９　東坂之上ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6428

韓国料理 大長今 長岡市 東坂之上町２－５－７ 飲食店 JS-0002-1705

和ダイニング朔 長岡市 東坂之上町２－６－１　近藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6209

エスタ・ゴストーザ 長岡市 東坂之上町２－６－１　近藤ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5057

お好み焼中しま 長岡市 東坂之上町３－２－１ 飲食店 JS-0000-6802

志庵 長岡市 東町７－２１ 飲食店 JS-0002-7327

すし kui 亭よってけ屋 長岡市 猫興野１８－５５ 飲食店 JS-0002-2835

焼肉秋田表町店 長岡市 表町１－７－４　徳間ビル２０２ 飲食店 JS-0001-6144

日本料理 此の花 長岡市 表町１－９－２２ 飲食店 JS-0000-1496

備長炭焼肉てんてん長岡蓮潟店 長岡市 蓮潟１－２－２４ 飲食店 JS-0000-9215

とりい 蓮潟店 長岡市 蓮潟１－６－５ 飲食店 JS-0001-7796

豆撰 長岡市 栄町２－８－１ ショッピング JS-0003-3360

Suzu366 長岡市 下々条１－１２６ ショッピング SL-2000-6266

マルシャン本店 長岡市 学校町３－１０－２０ ショッピング JS-0005-8266

小山工具 長岡市 関原南３－４８９８ ショッピング JS-0005-1759

花のコメサン 喜多町店 長岡市 喜多町１０００－１　喜多町プラザ ショッピング JS-0003-2509

FACE ＆ BODYROOMSAKURA 長岡市 喜多町３２２９ ショッピング JS-0004-3628

いしはら 長岡市 宮内３－２－２４　 ショッピング SL-2001-0364

シューズハウス すきっぷ 長岡市 宮内町山伏３２７８　宮内Ｓ．Ｃ．原信棟内 ショッピング SL-2000-3863

HACHITEN 長岡市 古正寺２－１２　 ショッピング SL-2000-6721

（有）高野自動車販売 長岡市 高島町９８９－１ ショッピング JS-0002-2275

フリーダムサーフカンパニー 長岡市 山田２－１－２　 ショッピング SL-2000-9124

はんこ屋さん 21 長岡店 長岡市 寺島町８２９　　 ショッピング ZN-0002-3406

リサイクルショップ シェイクハンド 長岡市 昭和２－１２－１２ ショッピング JS-0003-5247
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KINGMEN 長岡市 城内町２－４－１１　　 ショッピング ZN-2000-6413

ミウラ服装 長岡市 城内町２－５－６ ショッピング SL-2000-3740

ジョイコン 長岡市 城内町２－６－３ ショッピング JS-0001-0036

エピソード 長岡市 城内町３－７－４ ショッピング JS-0005-2551

Episode 長岡市 城内町３－７－４　 ショッピング SL-2000-1267

JAPAN AUTO GARAGE 長岡市 新組町２２４３－１ ショッピング JS-0001-7832

有限会社エキップ 長岡市 水梨町１４７－１ ショッピング JS-0001-0031

カンテイキョク長岡店 長岡市 石内２－２－４　　 ショッピング ZN-2000-2020

カネウチスポーツ 長岡市 千手１－１１－１ ショッピング JS-0001-3716

花のコメサン千手本店 長岡市 千手３－１０－４０ ショッピング JS-0003-2567

すきっぷ E プラザ店 長岡市 台町２－４－５６　Ｅプラザ１Ｆ ショッピング SL-2001-0327

ジョナホテルニューオータニ長岡店 長岡市 台町２－８－３５　ホテルニューオータニ長岡アーケード内　 ショッピング ZN-0002-4241

マリーナ 長岡店 長岡市 台町２－８－３５　ホテルニューオータニ長岡パティオモール２Ｆ ショッピング JS-0001-3759

セジオ 長岡市 大手通１－５－２ ショッピング JS-0001-7643

パワーフィッシング 長岡市 大島新町４－１２１－３　五十嵐ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-5610

だいぜん 長岡市 中之島２２５－１ ショッピング JS-0001-8429

ワイヤークラフト chan 長岡市 長倉２－９６３－１　 ショッピング SL-2000-0449

セキグチカメラ大手店 長岡市 東坂之上町１－１１ ショッピング JS-0000-4017

ワタナベ靴店 長岡市 東新町１－２－１ ショッピング JS-0000-8655

D －フォーラム 長岡市 東蔵王２－３－１ ショッピング JS-0003-0984

あげ家 松兵衛 長岡市 栃尾大野町４－４－１０ ショッピング JS-0002-2148

越後屋書店長岡インター店 長岡市 南七日町８９－２７ ショッピング JS-0000-5268

山忠製菓リェヴル（株） 長岡市 美園１－３－２２　 ショッピング SL-2000-5460

神林精肉店 長岡市 表町３－３－３　ダイアパレス表町１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8787

Salonvivi 長岡店 長岡市 福住３－２－４ ショッピング JS-0004-4523

くるま広場 長岡市 片田町９９３ ショッピング JS-0001-7129

有限会社ユウピット電子 長岡市 本町１－１－８ ショッピング JS-0000-3912

新潟中央部品 長岡店 長岡市 要町１－６－３ ショッピング JS-0001-3832

株式会社ふじや 長岡市 来迎寺３６７８　　 ショッピング ZN-2000-4748

メガネのいたば 長岡市 来迎寺３９４４ ショッピング JS-0005-3200

セキグチカメラアークプラザ店 長岡市 緑町３－２０７－１ ショッピング JS-0000-3944

文具館タキザワ長岡店 長岡市 蓮潟１－１－３６ ショッピング JS-0004-5009

株式会社山甲 トッピィ店 長岡市 楡原４０８　とちおショッピングモール　トッピィ内 ショッピング SL-2000-4634

RemainFirm 長岡市 旭町２－２－１０ サービス SL-2000-5734

グラント 長岡市 花園１－５－２０ サービス JS-0001-2742

MONDO 長岡市 喜多町１０１２－１ サービス JS-0002-8765

長岡名倉堂鍼灸整骨院 長岡市 古正寺１－２４９－１　イオン長岡店 サービス JS-0004-1265

髪工房フィーノ 長岡市 堺町４０７－４ サービス JS-0001-8371

Cheerful 長岡市 笹崎２－４－１６ サービス JS-0000-5097

fufure 長岡市 春日１－６－１８　サンリーフ長岡 サービス JS-0002-2793

美容室おぐに 長岡市 小国町七日町２６６１－１　　 サービス PK-0000-7768

HangLoose 長岡市 上前島３－２０１７ サービス JS-0004-1405

LaplusHairDesign 長岡市 新保４－７－１２　ルージェス新保Ａ サービス SL-2000-5216

美容室カイヅ 長岡市 西新町１－２－２ サービス JS-0001-3984
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シートン動物病院長岡 長岡市 西千手２－６－１３ サービス JS-0004-3977

ペットステーション Shiny 長岡市 川崎６－４５９ サービス JS-0000-5096

VenTo 長岡市 川崎町１２７５ サービス JS-0002-1267

川崎自動車工業 長岡市 川崎町１７１７　　 サービス PK-0000-7690

ala di angelo 長岡市 台町１－８－１７　角弥ビル３Ｆ サービス SL-2000-0263

J ーネットレンタカー長岡駅東口店 長岡市 台町２－８－３５ サービス JS-0005-0044

SHIKA SHIKA 長岡店 長岡市 大島本町３－１－４０　タカスハウス サービス JS-0003-4410

LazulyNail 長岡市 東宮内町３１９７－１ サービス JS-0001-1903

シューニャ 長岡市 南七日町３１－７　小林アパート１Ｆ サービス JS-0004-0360

Spazio Felice 長岡市 南七日町７３－１２ サービス JS-0001-6417

イン東京 長岡店 長岡市 美沢３－４７０ サービス JS-0001-4463

Baure 長岡市 美沢３－６５３ サービス JS-0001-9757

ヘアアトリエネヴェア 長岡市 表町１－７－１　ヒラガタビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-9788

R’s アールズ 長岡市 福住１－７－２８ サービス JS-0001-2700

C ＇ ECILE HAIR 長岡市 平島３－２４７ サービス SL-2000-3873

オリエント・オート販売（株） 長岡市 平島３－３５ サービス JS-0002-9886

Lu － na 長岡市 本町２－２－８　関ビル１Ｆ サービス JS-0001-3146

セントラルコート 駅前店 長岡市 城内町１－３－４ エンターテインメント JS-0001-3025

ダイニング・カラオケグランピア 長岡市 大手通２－６　フェニックス大手イースト１Ｆ エンターテインメント JS-0000-8909

セントラルコート すずらん館 長岡市 東坂之上町２－４－９ エンターテインメント JS-0001-3023

ふとんのまるみや 長岡市 大島本町４－１０２－１　 その他 SL-2000-9611

山　糀屋 東蒲原郡 阿賀町津川４５２　　 ショッピング PK-0000-8828

大阪屋 南蒲原郡 田上町吉田新田３２４－１ 飲食店 JS-0004-6950

イタリア居酒屋食堂プロスペリタ 南魚沼郡 湯沢町三国１９５ 飲食店 JS-0001-6931

ラ・ロカンダ・デル・ピットーレ 南魚沼郡 湯沢町土樽７３１－１　 飲食店 SL-2000-2798

レストラン ゆざわ 南魚沼郡 湯沢町湯沢１－８－１ 飲食店 JS-0003-1413

居酒屋まるちん 南魚沼郡 湯沢町湯沢３２１－１０岡田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8405

居酒屋ゆた湯沢店 南魚沼郡 湯沢町湯沢３２１－８　　 飲食店 ZN-0001-4392

保よし 南魚沼郡 湯沢町湯沢３２８－１　 飲食店 SL-2000-2996

ホルモン焼き 泰幸宴 南魚沼郡 湯沢町湯沢３５６－４　たまだやビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6857

道の駅みつまた 南魚沼郡 湯沢町三俣１０００ ショッピング JS-0005-5813

かんだ 南魚沼郡 湯沢町湯沢２４４２－２　　 ショッピング PK-0000-8240

マジェスティック 南魚沼郡 湯沢町湯沢２５９２－４ ショッピング JS-0000-3078

ナカシン文具 南魚沼郡 湯沢町湯沢３－３－１７　　 ショッピング PK-0000-8478

ブースポーツかぐら・みつまた店 南魚沼郡 湯沢町三俣７４９－１ サービス JS-0001-0323

ブースポーツかぐら・みつまた店 3 南魚沼郡 湯沢町三俣９２５ サービス JS-0001-0324

ケムズ 南魚沼郡 湯沢町神立１０５７－１ サービス JS-0004-5562

ダイシンスポーツ 南魚沼郡 湯沢町湯沢４９５－１ サービス JS-0005-6692

ブースポーツ湯沢店 南魚沼郡 湯沢町湯沢４９８－１ サービス JS-0001-0342

ファミリーダイニング 小玉屋 南魚沼市 浦佐１３５５－１ 飲食店 JS-0003-8921

居酒屋古志路 南魚沼市 浦佐７９６－１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4394

喰処はなや 南魚沼市 塩沢２３３ 飲食店 JS-0004-2915

ラ・ロカンダ・ネラ・フォレスタ 南魚沼市 五箇３９６０ 飲食店 JS-0004-6577

うおぬまファミリーダイニングくう海 南魚沼市 四十日２４７０－１　　 飲食店 ZN-0001-4334
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かま炊きめしやこめ太郎 南魚沼市 上一日市３２３－５ 飲食店 JS-0000-5569

与六ぢゃ 南魚沼市 川窪１１６７－１　　 飲食店 ZN-0001-4287

ピッツェリア薪と石 南魚沼市 中３７２－２ 飲食店 JS-0000-5648

欅苑 南魚沼市 長森２４　　 飲食店 ZN-0001-4486

焼肉屋さかい六日町駅前店 南魚沼市 六日町１０５－１　サンプラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0206

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２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0205

ぶら坊 南魚沼市 六日町１４０　　 飲食店 ZN-2000-0204

ニューお肉酒場 俺．オレ．Ole 南魚沼市 六日町１４０１－１　 飲食店 SL-2000-6807

炭火串焼き芳 南魚沼市 六日町２１５３－２　仲町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4485

バッファロー 南魚沼市 茗荷沢１１１１－１２ 飲食店 JS-0001-2290

（有）門山電機店 南魚沼市 浦佐１１４２－２ ショッピング JS-0000-4022

松月 南魚沼市 塩沢１２２５－１　　 ショッピング PK-0000-8863

キルト・リサイクルきものちどりや塩沢本店 南魚沼市 塩沢１７６ ショッピング JS-0003-5129

ラ・フィットレンタル 南魚沼市 樺野沢９１ ショッピング JS-0002-2943

有限会社ベンフォート 南魚沼市 君帰２７７　 ショッピング SL-2000-0383

イズミヤデンキ 南魚沼市 寺尾１３１４ ショッピング JS-0005-6759

プロショップ スキッド 南魚沼市 石打８３６－２ ショッピング JS-0002-2399

文具館タキザワ六日町店 南魚沼市 川窪１１８６－２ ショッピング JS-0004-5043

コマツ電気塩沢店 南魚沼市 竹俣１１５－２ ショッピング JS-0000-3946

赤い風船 南魚沼市 六日町２１５２ ショッピング JS-0000-3851

マツモト 南魚沼市 六日町２２００ ショッピング JS-0004-1121

たいせいや 南魚沼市 六日町２３３２－２　 ショッピング SL-2000-6765

南魚沼市民病院売店 南魚沼市 六日町２６４３－１ ショッピング JS-0005-3920

auto area AND 南魚沼市 六日町２９１２－２ ショッピング JS-0001-4413

ゾンネ 南魚沼市 六日町２９２３－２ ショッピング JS-0000-7729

au ショップ六日町 南魚沼市 六日町７６－１９ ショッピング JS-0000-3945

コマツ電気六日町店 南魚沼市 六日町７６－１９ ショッピング JS-0000-3947

Sayang　hair ＆ care 南魚沼市 三郎丸４４６－３　　 サービス PK-0000-8098

美容室アトリエクープ 南魚沼市 小栗山３４１－１８ サービス JS-0003-6262

美容室 HARUa － tohairdesig 南魚沼市 二日町５８ サービス JS-0001-7258

あおい振袖館 南魚沼市 六日町９８０－１２ サービス JS-0000-5203

日の出寿司 柏崎市 駅前２－４－２７ 飲食店 JS-0001-9493

龍ノ穴 柏崎市 鏡町１０－２ 飲食店 JS-0004-5363

なごみダイニング心 柏崎市 鏡町１０－３ 飲食店 JS-0004-5555

肴や 柏崎市 西本町１－１０－６ 飲食店 JS-0005-5496

食の居酒屋 大三角 柏崎市 東本町１－１４－４　こふじビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5823

らくだや 柏崎市 東本町２－１－５　　 飲食店 ZN-0001-4284

中華料理 ハルビン 柏崎市 東本町２－７－５４－１ 飲食店 JS-0003-9718

日吉漁港けんじろう 柏崎市 日吉町９－１７　　 飲食店 ZN-0001-4495

リサイクルショップシェイクハンド 柏崎店 柏崎市 茨目１２４６－１ ショッピング JS-0003-5246

トクマ時計店 柏崎市 諏訪町１１－４１　 ショッピング SL-2000-3227

雪ん子ダイブファクトリー 柏崎市 西本町３－１９－１５　１Ｆ ショッピング SL-2000-9447

gallery tanne 柏崎市 谷根３１７９ ショッピング JS-0002-3432

林 玩具店 柏崎市 東本町１－１４－１９ ショッピング JS-0003-7236
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サイクルショップじょんのびたいむ 柏崎市 日吉町９－３　 ショッピング SL-2000-1257

愛松堂 柏崎市 穂波町１－２７ ショッピング JS-0005-5545

NobleHairDressing 柏崎市 岩上１－２６ サービス JS-0001-0313

acquirert HAIRSTUDIO 柏崎市 扇町４－５７ サービス JS-0001-6766

熱帯魚の家エンゼル 柏崎市 長峰町１９－２　 サービス SL-2000-5903

Axis for hair 柏崎市 東本町１－１１－３２　 サービス SL-2001-0224

cactus 柏崎市 東本町２－６－２１ サービス JS-0001-0314

CHAITE Hair Specialty 柏崎市 日吉町３－３５　ミヤハチビル１０１ サービス SL-2000-7111

ヨシダヤペット 柏崎市 田塚３－１０－３ その他 JS-0000-6005

セカンドステップ JY 妙高市 関川６８０ 飲食店 JS-0000-0501

パパアルベルト 妙高市 新井２４００－１ 飲食店 JS-0004-7900

和彩酒膳 桜庵 妙高市 柳井田町２－８－２３ 飲食店 JS-0002-1658

かのうや　1F お土産 妙高市 関山６０８７－５　　 ショッピング PK-0000-8708

ハーミティジ 妙高市 栗原４－７－１１　新井ショッピングセンター１Ｆ ショッピング JS-0000-5142

DoreDore 妙高市 栗原５－２－１　トレビアン２１－２ ショッピング JS-0001-1455

東京堂 国道店 妙高市 諏訪町２－３－１２　 ショッピング SL-2000-6316

MyokoSnowsports － VS 妙高市 赤倉５８５－７４ ショッピング JS-0001-4240

リカーショップひろせ 妙高市 猪野山５５－１６　あらい道の駅内　 ショッピング ZN-0002-6594

MyokoSnowsportsArai 妙高市 両善寺１９６６ ショッピング JS-0003-6454

マスダ美容室栄町店 妙高市 栄町２－１２　 サービス SL-2001-1249

マスダ美容室北新井店 妙高市 上百々１－３－３１　 サービス SL-2001-1250

青山スポーツ本店 妙高市 赤倉１３０－１ サービス JS-0003-9611

青山スポーツつるや店 妙高市 赤倉４６９－３２ サービス JS-0003-9615

青山スポーツまつや横店 妙高市 赤倉５００－４６ サービス JS-0003-9612

MyokoSnowsports 妙高市 田切２１６ サービス JS-0000-3099

新東自動車整備工場 妙高市 美守２－１１－１２　　 サービス PK-0000-8159


