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受付…11月1日（金）からです。

申　込　書（11月号）
※申し込みは、ＦＡＸ 0258-37-5661または郵送でお願いします。

年　　　　月　　　　日令和

会員番号

会員氏名

送 付  先 事　業　所　 ・　 自　宅　 ・　 窓　口 （受取り　　　　　 月　　　　　 日）

事業所名

電話番号 連絡先

※申込みの番号に必ず○印と必要事項を記入してください。

受 　 付 　 印◆チケットの申込結果については、受付後10日以内に通知いたします。

◆利用券、補助券は、お申込みから1週間以内の到着を目指し発送しています。

　届かない場合はお手数でもセンター事務局へご連絡ください。（TEL 0258-37-5656）

　到着日は郵便事情により異なります。余裕をもってお申込みくださるようご協力をお願いします。

◆チケット等の送付先は会員の登録住所となります。

　また、振込用紙のご依頼人氏名は会員氏名となります。

◆ボールペンで記入してください。

利 用 日

利 用 店 名

予約プラン名

　令和　　　年　　　月　　　日　

（ 　 　 ）

（ 　 　 ）

参加者氏名 会員番号・会員との続柄 参加者氏名 会員番号・会員との続柄

参
加
者
名
簿

補 助 額 1,500円

利 用 資 格 会員のみ　１人１回
利 用 期 間 令和元年11月1日（金）～令和２年1月31日（金）

申 込 方 法 ①各施設に直接予約をしてください。
　※予約時、サービスセンターの会員であることを必ず申し出てください。
②「申込書（16ページ）」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。
　※事業所単位でお申し込みの際は、幹事等代表者氏名を会員氏名記入欄に記入してください。
③サービスセンターから「食事補助券」を郵送します。

利 用 方 法 精算の際に「食事補助券」を提出し、お支払いください。

そ の 他 プラン内容等詳しくは各施設にお問い合わせください。

あっせん枚数 1,000枚 ※なくなり次第終了

忘・新年会プラン食事補助券（会員のみ）

チケットあっせん
チケット名 公演日時 申込枚数券種・区分

ポイント使用

ポイントなし

（あっせん価格）

（ 一 般 価 格 ）

（　　　　 ）枚

（　　　　 ）枚

会 員

登 録 家 族

（ 　 　 ）

（ 　 　 ）

名

名

※各施設に予約後お申し込みください。
※下段の参加者名簿を必ず記入してください。
※事業所単位でお申し込みの際は、幹事等代表者氏名を上記
　会員氏名欄に記入してください。

長岡のお米を食べて知ろう！　参加費補助券
※下記の参加者名簿を必ず記入してください。

１

2

3

海藻（ふのり）だけでつないだ喉ごし最
高の「へぎそば」と旬の魚介類や旬菜を
胡麻油100％でカラッと揚げた天ぷら
は絶品。
冬季限定の「鴨鍋コース」は料理長の自
信作！　〆のへぎそばを鴨鍋のだし汁
で鴨せいろ風にお召し上がりください。

そば処 長岡小嶋屋 本店

www.nagaokakojimaya.com

所 殿町2-2-9
営 11：00～22：00　LO21：00
休 不定休
予 4～25名

所 城内町1-1-7
営 11：30～14：00
 17：00～22：00

休 日曜日
予 2～30名

☎0258-39-0543
担当：笹生、浄土

※各コースとも、鍋は牛すき焼きに
　変更可

かも鍋5,000円コース
100分飲み放題付き

一般 5,000円

かも鍋6,000円コース
100分飲み放題付き

一般 6,000円

かも鍋7,000円コース
100分飲み放題付き

一般 7,000円

☎0258-32-0825
担当：高橋

割烹 田村屋

特別 10名様ごとに日本酒4合ビン1本サービス
会員証の提示で1人1杯日本酒サービス

3,000円コース
一般 3,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

4,000円コース
一般 4,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

5,000円コース
一般 5,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

旬の素材を使った、地酒・地魚が楽しめ
るお店です。

※予約時に「ナッキー補助券利用」と
　申し出てください。

加入状況（令和元年10月1日現在）　　事業所数　917社　　会員数　6,953人

各イベント・チケットの受付は、ＦＡＸ・窓口・インターネットとも11月1日（金）午前8時30分からです。
＊掲載料金は消費税込みの料金です。

2019

11 月号
№181

令和元年11月1日発行

ＳＣ サービスセンター会員料金 　一般 一般料金 　飲放 飲み放題料金 　特別 特別サービス 　所 住所 　営 営業時間 　休 定休日 　予 予約可能人数 　送 送迎

新

忘・新年会プラン
食事補助券

NEWNEW
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所 殿町1-3-4
営 17：00～23：00
休 不定休
予 1～60名

☎0258-34-6126
担当：板谷

割烹 魚仙

寿司・割烹 野崎家

特別 飲み放題制限時間を2時間30分に延長

3,000円コース
一般 3,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

※

※税別

各コースとも、飲み放題は10名様以上

4,000円コース
一般 4,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

5,000円コース
一般 5,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

越後長岡下町みんなのすしや木乃間
日本海地物を中心に、新潟の銘酒を
取りそろえ、下町の雰囲気を存分に
味わいながら、“この店に来てよかっ
た。”　挑戦させていただきます！

所 台町1-3-10
休 不定休
予 ７～30名
※駐車場（20台）あり

特別 おいでになってのお楽しみだい！

www.sushi-konoma.com ☎0258-34-1432

佐渡コース

ＳＣ 4,000円　一般 4,500円
飲放 ＋1,950円 制限時間/2時間

寺泊コース

ＳＣ 5,000円　一般 5,800円
飲放 ＋1,950円 制限時間/2時間

出雲崎コース

ＳＣ 6,000円　一般 7,000円
飲放 ＋1,950円 制限時間/2時間

ホテルニューオータニ長岡

https://www.nagaoka-newotani.co.jp
☎0258-37-1122

担当：宴会予約課

所 台町2-8-35
予 10～350名

http://www.nozakiya.biz

特別 ①30名以上でカラオケ又はパーティー
ビンゴゲーム(カード別)をサービス
②乾杯酒サービス

写真は7,500円コース

パストラル長岡

☎0258-35-1305
担当：富澤・櫻井

所 今朝白2-7-25
営 8：30～22：00　※お問い合わせは18：30まで
休 12/31～1/3
予 10～330名
送 10名様以上ご乗車につき旧長岡市内無料送迎（台数に限りあり）

特別 ス

6,600円、7,700円飲み放
題付コースを20名以上で
ご利用の場合1名無料

クリーン・プロジェクター
無料貸出(台数に限りあり)

忘新年会5,500円
飲み放題付

一般 5,500円
制限時間/2時間

忘新年会6,600円
飲み放題付

一般 6,600円
制限時間/2時間

忘新年会7,700円
飲み放題付

一般 7,700円
制限時間/2時間

※写真はイメージです

バル　エストマゴ

☎0258-31-5220
担当：星野・本間www.baden-baden.jp/estomago.html

所 大手通1-3-7 コスモ和第二ビル1F
営 16：30～24：00
休 不定休
予 2～30名

※写真はイメージです

充実の宴会コース

一般 4,000円
制限時間/2時間

牡蠣を堪能オイスターコース

一般 5,000円
制限時間/2時間

アニバーサリーコース

一般 6,000円
制限時間/2時間

7,000円コース

一般 7,000円
制限時間/2時間

7,500円コース

一般 7,500円
制限時間/2時間

8,500円コース

一般 8,500円
制限時間/2時間

酒味の郷　いさり火
長岡一地酒が豊富なお店です。

www.daikoku-gr.co.jp/ ☎0258-39-3337

特別 月～木曜日　平日限定
補助券持参の方、10名様以上に
大吟醸1本サービス
※予約時に「ナッキー補助券利用」と
　申し出てください。

所 大手通1-4-2
営 17：00～24：30
休 12/31、1/1
予 ４～100名

￥4,000飲放題（税込）

一般 4,000円
制限時間/2時間

￥4,500飲放題（税込）

一般 4,500円
制限時間/2時間

￥5,000飲放題（税込）

一般 5,000円
制限時間/2時間

旬の食材を使った多彩な料理と豊富
なお酒、新鮮な生牡蠣や牡蠣料理が
楽しめるダイニングバーです。

Wi-Fi
使えます

全国の蔵を回り探し求め、常時200種類
以上の地酒を揃えています。
カウンターお一人様からご予約を承り
ます。

ホテルシェフ自慢のお料理とゆったり
とした雰囲気の会場で心温まるひとと
きをお手伝いいたします。

大、小11の個室があり人数に応じて対
応いたします。メニュー内容変更もご
相談ください。スクリーン、プロジェ
クターの無料貸出もございます。

一般 5,500円

5,000円コース

ＳＣ 5,000円

飲放 ＋2,000円

所
営
予
送 ☎0258-27-0921

大島　魚仙会館
3,000円コース
一般 3,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

4,000円コース
一般 4,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

☎0258-42-2236

5,000円コース
一般 5,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

制限時間/2時間

一般 6,600円

6,000円コース

ＳＣ 6,000円

飲放 ＋2,000円
制限時間/2時間

個室　和室　イス席などご要望に合わ
せてご利用いただけます。

所 台町1-9-25
営 11：30～14：00
17：00～22：00

休 日曜日
予 35名まで

所 脇野町2174
営 10：00～21：00
休 1/1～1/2
予 2～60名
送 長岡市内送迎無料（台数に限りあり）

大島新町4丁目乙50
11：00～21：30
2～100名
可

☎0258-32-7600
担当：平沢、飯浜

特別 乾杯酒サービス

※写真はイメージです

※写真はイメージです

飲み放題コース

一般 6,500円

飲み放題コース

一般 7,500円
制限時間/2時間

制限時間/2時間

おまかせ料理コース

一般 5,500円

日本海の海の幸を中心に新鮮な魚介類
や季節の味覚を使ったお料理がお楽し
みいただけます。
椅子の個室3部屋をご用意いたしてお
ります。

割烹 秀浜

※いずれも、4名様以上

※飲物別、税込

所 宮関1-2-24
予 2～28名

☎0258-27-2568
担当：白井

4,000円飲み放題コース

一般 4,000円

5,000円飲み放題コース

一般 5,000円
制限時間/2時間

制限時間/2時間

6,000円飲み放題コース

一般 6,000円
制限時間/2時間

制限時間/2時間

寺泊漁港仲買人の店。飲み物多数あり
ます!!　ソフトドリンクも豊富。

「一度食べたらくせになる」鮭の味噌漬
け焼きを始め、季節ごとの旬な食材を
使ったお料理をお楽しみください。

おかってば

☎0258-92-5323
担当：永井

4,000円飲み放題コース

一般 4,000円

5,000円飲み放題コース

一般 5,000円
制限時間/2時間

制限時間/2時間

6,000円飲み放題コース

一般 6,000円
制限時間/2時間

担当：野崎

5,000円コース
ＳＣ 5,000円　
一般 5,500円

制限時間/2時間

6,000円コース
ＳＣ 6,000円　
一般 6,600円

制限時間/2時間

7,000円コース
ＳＣ 7,000円　
一般 7,700円

特別 乾杯酒サービス

のみ食い処 海老蔵

所 浦9937
営 17：00～23：00
休 月曜日
予 1～50名

新鮮で旬な食材を使用した料理をお楽
しみください。
お客様のどのようなメニューの要望に
もお応えいたします。

特別 乾杯酒サービス

割烹 吉原屋

☎0258-32-1287

所 城岡1-4-10
営 11：30～22：00
休 不定休
予 2～60名
送 8名様以上送迎無料

旬の新鮮食材を使った料理をお届けし
ます。
完全個室で地酒・カクテル等多数ご用意
いたしております。

担当：吉原

特別 乾杯酒サービス

新

ＳＣ サービスセンター会員料金 　一般 一般料金 　飲放 飲み放題料金 　特別 特別サービス 　所 住所 　営 営業時間 　休 定休日 　予 予約可能人数 　送 送迎 ＳＣ サービスセンター会員料金 　一般 一般料金 　飲放 飲み放題料金 　特別 特別サービス 　所 住所 　営 営業時間 　休 定休日 　予 予約可能人数 　送 送迎

長岡（川東）エリア
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所 殿町1-3-4
営 17：00～23：00
休 不定休
予 1～60名

☎0258-34-6126
担当：板谷

割烹 魚仙

寿司・割烹 野崎家

特別 飲み放題制限時間を2時間30分に延長

3,000円コース
一般 3,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

※

※税別

各コースとも、飲み放題は10名様以上

4,000円コース
一般 4,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

5,000円コース
一般 5,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

越後長岡下町みんなのすしや木乃間
日本海地物を中心に、新潟の銘酒を
取りそろえ、下町の雰囲気を存分に
味わいながら、“この店に来てよかっ
た。”　挑戦させていただきます！

所 台町1-3-10
休 不定休
予 ７～30名
※駐車場（20台）あり

特別 おいでになってのお楽しみだい！

www.sushi-konoma.com ☎0258-34-1432

佐渡コース

ＳＣ 4,000円　一般 4,500円
飲放 ＋1,950円 制限時間/2時間

寺泊コース

ＳＣ 5,000円　一般 5,800円
飲放 ＋1,950円 制限時間/2時間

出雲崎コース

ＳＣ 6,000円　一般 7,000円
飲放 ＋1,950円 制限時間/2時間

ホテルニューオータニ長岡

https://www.nagaoka-newotani.co.jp
☎0258-37-1122

担当：宴会予約課

所 台町2-8-35
予 10～350名

http://www.nozakiya.biz

特別 ①30名以上でカラオケ又はパーティー
ビンゴゲーム(カード別)をサービス
②乾杯酒サービス

写真は7,500円コース

パストラル長岡

☎0258-35-1305
担当：富澤・櫻井

所 今朝白2-7-25
営 8：30～22：00　※お問い合わせは18：30まで
休 12/31～1/3
予 10～330名
送 10名様以上ご乗車につき旧長岡市内無料送迎（台数に限りあり）

特別 ス

6,600円、7,700円飲み放
題付コースを20名以上で
ご利用の場合1名無料

クリーン・プロジェクター
無料貸出(台数に限りあり)

忘新年会5,500円
飲み放題付

一般 5,500円
制限時間/2時間

忘新年会6,600円
飲み放題付

一般 6,600円
制限時間/2時間

忘新年会7,700円
飲み放題付

一般 7,700円
制限時間/2時間

※写真はイメージです

バル　エストマゴ

☎0258-31-5220
担当：星野・本間www.baden-baden.jp/estomago.html

所 大手通1-3-7 コスモ和第二ビル1F
営 16：30～24：00
休 不定休
予 2～30名

※写真はイメージです

充実の宴会コース

一般 4,000円
制限時間/2時間

牡蠣を堪能オイスターコース

一般 5,000円
制限時間/2時間

アニバーサリーコース

一般 6,000円
制限時間/2時間

7,000円コース

一般 7,000円
制限時間/2時間

7,500円コース

一般 7,500円
制限時間/2時間

8,500円コース

一般 8,500円
制限時間/2時間

酒味の郷　いさり火
長岡一地酒が豊富なお店です。

www.daikoku-gr.co.jp/ ☎0258-39-3337

特別 月～木曜日　平日限定
補助券持参の方、10名様以上に
大吟醸1本サービス
※予約時に「ナッキー補助券利用」と
　申し出てください。

所 大手通1-4-2
営 17：00～24：30
休 12/31、1/1
予 ４～100名

￥4,000飲放題（税込）

一般 4,000円
制限時間/2時間

￥4,500飲放題（税込）

一般 4,500円
制限時間/2時間

￥5,000飲放題（税込）

一般 5,000円
制限時間/2時間

旬の食材を使った多彩な料理と豊富
なお酒、新鮮な生牡蠣や牡蠣料理が
楽しめるダイニングバーです。

Wi-Fi
使えます

全国の蔵を回り探し求め、常時200種類
以上の地酒を揃えています。
カウンターお一人様からご予約を承り
ます。

ホテルシェフ自慢のお料理とゆったり
とした雰囲気の会場で心温まるひとと
きをお手伝いいたします。

大、小11の個室があり人数に応じて対
応いたします。メニュー内容変更もご
相談ください。スクリーン、プロジェ
クターの無料貸出もございます。

一般 5,500円

5,000円コース

ＳＣ 5,000円

飲放 ＋2,000円

所
営
予
送 ☎0258-27-0921

大島　魚仙会館
3,000円コース
一般 3,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

4,000円コース
一般 4,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

☎0258-42-2236

5,000円コース
一般 5,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

制限時間/2時間

一般 6,600円

6,000円コース

ＳＣ 6,000円

飲放 ＋2,000円
制限時間/2時間

個室　和室　イス席などご要望に合わ
せてご利用いただけます。

所 台町1-9-25
営 11：30～14：00
17：00～22：00

休 日曜日
予 35名まで

所 脇野町2174
営 10：00～21：00
休 1/1～1/2
予 2～60名
送 長岡市内送迎無料（台数に限りあり）

大島新町4丁目乙50
11：00～21：30
2～100名
可

☎0258-32-7600
担当：平沢、飯浜

特別 乾杯酒サービス

※写真はイメージです

※写真はイメージです

飲み放題コース

一般 6,500円

飲み放題コース

一般 7,500円
制限時間/2時間

制限時間/2時間

おまかせ料理コース

一般 5,500円

日本海の海の幸を中心に新鮮な魚介類
や季節の味覚を使ったお料理がお楽し
みいただけます。
椅子の個室3部屋をご用意いたしてお
ります。

割烹 秀浜

※いずれも、4名様以上

※飲物別、税込

所 宮関1-2-24
予 2～28名

☎0258-27-2568
担当：白井

4,000円飲み放題コース

一般 4,000円

5,000円飲み放題コース

一般 5,000円
制限時間/2時間

制限時間/2時間

6,000円飲み放題コース

一般 6,000円
制限時間/2時間

制限時間/2時間

寺泊漁港仲買人の店。飲み物多数あり
ます!!　ソフトドリンクも豊富。

「一度食べたらくせになる」鮭の味噌漬
け焼きを始め、季節ごとの旬な食材を
使ったお料理をお楽しみください。

おかってば

☎0258-92-5323
担当：永井

4,000円飲み放題コース

一般 4,000円

5,000円飲み放題コース

一般 5,000円
制限時間/2時間

制限時間/2時間

6,000円飲み放題コース

一般 6,000円
制限時間/2時間

担当：野崎

5,000円コース
ＳＣ 5,000円　
一般 5,500円

制限時間/2時間

6,000円コース
ＳＣ 6,000円　
一般 6,600円

制限時間/2時間

7,000円コース
ＳＣ 7,000円　
一般 7,700円

特別 乾杯酒サービス

のみ食い処 海老蔵

所 浦9937
営 17：00～23：00
休 月曜日
予 1～50名

新鮮で旬な食材を使用した料理をお楽
しみください。
お客様のどのようなメニューの要望に
もお応えいたします。

特別 乾杯酒サービス

割烹 吉原屋

☎0258-32-1287

所 城岡1-4-10
営 11：30～22：00
休 不定休
予 2～60名
送 8名様以上送迎無料

旬の新鮮食材を使った料理をお届けし
ます。
完全個室で地酒・カクテル等多数ご用意
いたしております。

担当：吉原

特別 乾杯酒サービス

新

ＳＣ サービスセンター会員料金 　一般 一般料金 　飲放 飲み放題料金 　特別 特別サービス 　所 住所 　営 営業時間 　休 定休日 　予 予約可能人数 　送 送迎 ＳＣ サービスセンター会員料金 　一般 一般料金 　飲放 飲み放題料金 　特別 特別サービス 　所 住所 　営 営業時間 　休 定休日 　予 予約可能人数 　送 送迎

長岡（川東）エリア
NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW
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7,000円コース飲み放題付
ＳＣ 6,800円　一般 7,000円

制限時間/2時間

7,500円コース飲み放題付
ＳＣ 7,300円　一般 7,500円

制限時間/2時間

8,000円コース飲み放題付
ＳＣ 7,800円　一般 8,000円

制限時間/2時間

長岡グランドホテル
華のある宴に、贅を尽くした味とおもてなし。
ゆく年・くる年、心ゆくまでお過ごしください。

https://breezbay-group.com/nagaoka-gh/
☎0258-33-2100

担当：営業課

担当：河田

所 東坂之上町1-2-1
営 9：00～21：00
予 10～350名
送 旧長岡市内10名様以上無料送迎
（要予約）

※写真はイメージです
特別 ①30名様以上でビンゴゲーム機

②乾杯酒サービス
（日本酒、スパークリングワイン、梅酒のいずれか）

（カード含）サービス
（但し台数に限りあり）

酒味の郷　囲炉り
地物の旬の食材を豊富に使ったコース
料理はきっと皆様に満足して頂けます。
ぜひご利用ください。

www.daikoku-gr.co.jp/
☎0258-33-0160

担当：池田

所 城内町3-8-1　ニュー大黒ビル3F
営 17：00～24：00
休 日曜日※祝祭日変則有
予 ４～80名

税込4,000円コース

一般 4,000円
制限時間/2時間

税込4,500円コース

一般 4,500円
制限時間/2時間

税込5,000円コース

一般 5,000円
制限時間/2時間

特別 10名様ごとに、日本酒一升瓶
１本をサービス。
※予約時に「ナッキー補助券利用」と　
　申し出てください。

網元直送刺身居酒屋 魚𩵋や本店
３Ｆの宴会場は個室となっております。
月～木のご宴会のお客様は、もっと
お得なプランもございます。

所 大手通1-4-2　駅前大黒ビル2Ｆ
営 17：00～24：30
休 日曜日※祝祭日変則有
予 ４～125名

www. daikoku-gr.co.jp/

税込4,000円
２時間飲み放題

一般 4,000円

税込4,500円
２時間飲み放題

一般 4,500円

税込5,000円
２時間飲み放題

一般 5,000円

☎0258-32-4860

特別 10名様以上で、月～木のお客様限定！
海鮮ちらし寿司を１台サービス（10
名以上１台、20名様以上２台）
※予約時に「ナッキー補助券利用」と　
　申し出てください。

ビアホール BADEN-BADEN
世界のビールと本場仕込みの自家製
ソーセージが自慢です。忘年会、新年会、
各種パーティーなどお気軽にお問い
合わせください。

☎0258-33-5098
担当：小野

所 東坂之上1-4-7
営 火～金 16：00～24：00
 土・日 15：00～24：00

休 月曜日
予 4～70名

2,150円コース
一般 2,150円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

※前日までに要予約

2,750円コース
一般 2,750円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

3,350円コース
一般 3,350円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

すし和風料理 米八

☎0258-33-0440
www.mynet.ne.jp/yonehati/

所 東坂之上町2丁目1-7
営 17：30～22：00
休 日曜日（月曜日が祝日の場合は営業）
予 2～50名

※写真はイメージです

税込み大皿飲み放題コース
一般 5,000円

制限時間/2時間

税込み銘々飲み放題コース
一般 6,000円

制限時間/2時間

ふぐ入りコース（税込）
一般 6,300円
飲放 +2,200円

制限時間/2時間

特別 平日飲み放題2時間→2時間半に
 延長!!

新亀寿司

☎0258-36-0130
担当：八木

所 東坂之上町3-2-9
営 16：30～23：30
予 5～30名

ヨンキューパー

ＳＣ 4,980円
一般 5,980円

一般 5,000円

制限時間/2時間30分

料理4,500円コース

ＳＣ 4,500円

飲放

飲放

飲放

＋1,500円

奥座敷で庭園を見ながら飲食ができま
す。

制限時間/2時間30分

新鮮な地魚等を腕利きの職人が心を込
めて調理いたします。魚料理だけでな
く肉料理等の種類も盛り沢山！！
ドリンクメニューも豊富です。

2名様から60名様の大小宴会、接待、
祝事など全席個室でご用意いたし
ます。
おせち料理、オードブル予約承りま
す。

www.kashiwatei.biz
☎0258-31-0660

担当：杉田

所 坂之上町1-4-14
営 17：00～22：00
休 不定休
予 2～100名
送 10名様以上無料送迎あり（旧長岡市内）

特別 吉乃川　乾杯酒サービス

割烹  柏　亭
梅コース（料理10品）

ＳＣ 4,000円　一般 4,400円
飲放 ＋2,000円 制限時間/2時間

竹コース（料理10品）

ＳＣ 6,000円　一般 6,600円
飲放 ＋2,000円 制限時間/2時間

松コース（料理12品）

ＳＣ 8,000円　一般 8,800円
飲放 ＋2,000円 制限時間/2時間

料亭 かも川別館

所 柏町2-8-25
営 11：00～22：00
休 不定休
予 ２～130名

www.kamogawakan.com
☎0258-35-2341

担当：フロント係

中国四川料理　喜京屋

所 殿町1-3-9
営 11：00～21：20　LO20：50
休 12/3、10、17、24、31
 1/1、2、7、14、21、28

予 ２～70名

www.sisen-kikyouya.com
☎0258-32-2417

担当：疋田

※写真はイメージです

一般 6,500円

火鍋コース

一般 3,500円

5代目特選コース

一般 10,000円

5,500円飲み放題コース

一般 5,500円

クッチーナ・ヒコ -cucina・hiko-
落ち着いた店内で、今年はちょっと
違った忘・新年会はいかがですか？
旬の食材をいかしたコース料理を、
生ビールやワイン片手にお楽しみ
ください。

☎0258-35-6743
担当：坂牧

所 坂之上町2-4-8
営 11：00～14：30
17：00～21：00

休 水曜日
予 2～30名

※写真はイメージです

※写真はイメージです

特別 デザート又は乾杯用ドリンク
 サービス

選べるおすすめディナー

ＳＣ 3,850円
飲放 +2,200円

季節の旬な食材を活かしたお料理と
おもてなしを真心込めて…。
バリアフリー対応、エレベーター完備
椅子席80席対応可

GuestHouse　英國屋
厳選された旬の食材を使った創作フ
レンチと40種以上のドリンクを存分
におたのしみください。

www.guesthouse-eikokuya.com
☎0120-37-8598

担当：小川

所 千歳3-2-41
営 11：00～21：30
（15：00～17：00クローズ）
休 火曜日
12/31～1/3

予 ４～80名
送 旧長岡市内無料バス送迎
（10名様以上乗車要予約）

忘新年会5,500円プラン

一般 5,500円
制限時間/2時間

忘新年会6,500円プラン

一般 6,500円
制限時間/2時間

忘新年会7,500円プラン

一般 7,500円
制限時間/2時間

特別 デ

特別 デザートサービス

ザートグレードアップ

割烹　魚藤

所 表町1-10-6
営 11：00～22：00
休 不定休
予 ２～100名
送 10名様以上のご乗車で無料送迎
（旧長岡市内に限る）

www. uoto.co.jp
☎0258-32-1465

担当：フロント係

ナッキー会員様特別プラン
「椿」飲み放題付

ＳＣ 6,800円
一般 7,000円

制限時間/2時間

ナッキー会員様特別プラン
「梅」飲み放題付

ＳＣ 5,800円
一般 6,000円

制限時間/2時間

制限時間/1時間30分

女性に人気！

（2ドリンク付）
和の健康ハーブ鍋コース

長岡駅大手口より徒歩5分!!名物「陳麻
婆豆腐」「よだれ鶏」をはじめ本格四川料
理をご賞味ください。

今年は“だし”にこだわったコースをご
用意いたしました。創業70余年の伝統
の“だし”を使った新しい鍋をお楽しみ
ください。

ＳＣ サービスセンター会員料金 　一般 一般料金 　飲放 飲み放題料金 　特別 特別サービス 　所 住所 　営 営業時間 　休 定休日 　予 予約可能人数 　送 送迎

長岡（川東）エリア 長岡（川東）エリア

ＳＣ サービスセンター会員料金 　一般 一般料金 　飲放 飲み放題料金 　特別 特別サービス 　所 住所 　営 営業時間 　休 定休日 　予 予約可能人数 　送 送迎
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7,000円コース飲み放題付
ＳＣ 6,800円　一般 7,000円

制限時間/2時間

7,500円コース飲み放題付
ＳＣ 7,300円　一般 7,500円

制限時間/2時間

8,000円コース飲み放題付
ＳＣ 7,800円　一般 8,000円

制限時間/2時間

長岡グランドホテル
華のある宴に、贅を尽くした味とおもてなし。
ゆく年・くる年、心ゆくまでお過ごしください。

https://breezbay-group.com/nagaoka-gh/
☎0258-33-2100

担当：営業課

担当：河田

所 東坂之上町1-2-1
営 9：00～21：00
予 10～350名
送 旧長岡市内10名様以上無料送迎
（要予約）

※写真はイメージです
特別 ①30名様以上でビンゴゲーム機

②乾杯酒サービス
（日本酒、スパークリングワイン、梅酒のいずれか）

（カード含）サービス
（但し台数に限りあり）

酒味の郷　囲炉り
地物の旬の食材を豊富に使ったコース
料理はきっと皆様に満足して頂けます。
ぜひご利用ください。

www.daikoku-gr.co.jp/
☎0258-33-0160

担当：池田

所 城内町3-8-1　ニュー大黒ビル3F
営 17：00～24：00
休 日曜日※祝祭日変則有
予 ４～80名

税込4,000円コース

一般 4,000円
制限時間/2時間

税込4,500円コース

一般 4,500円
制限時間/2時間

税込5,000円コース

一般 5,000円
制限時間/2時間

特別 10名様ごとに、日本酒一升瓶
１本をサービス。
※予約時に「ナッキー補助券利用」と　
　申し出てください。

網元直送刺身居酒屋 魚𩵋や本店
３Ｆの宴会場は個室となっております。
月～木のご宴会のお客様は、もっと
お得なプランもございます。

所 大手通1-4-2　駅前大黒ビル2Ｆ
営 17：00～24：30
休 日曜日※祝祭日変則有
予 ４～125名

www. daikoku-gr.co.jp/

税込4,000円
２時間飲み放題

一般 4,000円

税込4,500円
２時間飲み放題

一般 4,500円

税込5,000円
２時間飲み放題

一般 5,000円

☎0258-32-4860

特別 10名様以上で、月～木のお客様限定！
海鮮ちらし寿司を１台サービス（10
名以上１台、20名様以上２台）
※予約時に「ナッキー補助券利用」と　
　申し出てください。

ビアホール BADEN-BADEN
世界のビールと本場仕込みの自家製
ソーセージが自慢です。忘年会、新年会、
各種パーティーなどお気軽にお問い
合わせください。

☎0258-33-5098
担当：小野

所 東坂之上1-4-7
営 火～金 16：00～24：00
 土・日 15：00～24：00

休 月曜日
予 4～70名

2,150円コース
一般 2,150円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

※前日までに要予約

2,750円コース
一般 2,750円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

3,350円コース
一般 3,350円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

すし和風料理 米八

☎0258-33-0440
www.mynet.ne.jp/yonehati/

所 東坂之上町2丁目1-7
営 17：30～22：00
休 日曜日（月曜日が祝日の場合は営業）
予 2～50名

※写真はイメージです

税込み大皿飲み放題コース
一般 5,000円

制限時間/2時間

税込み銘々飲み放題コース
一般 6,000円

制限時間/2時間

ふぐ入りコース（税込）
一般 6,300円
飲放 +2,200円

制限時間/2時間

特別 平日飲み放題2時間→2時間半に
 延長!!

新亀寿司

☎0258-36-0130
担当：八木

所 東坂之上町3-2-9
営 16：30～23：30
予 5～30名

ヨンキューパー

ＳＣ 4,980円
一般 5,980円

一般 5,000円

制限時間/2時間30分

料理4,500円コース

ＳＣ 4,500円

飲放

飲放

飲放

＋1,500円

奥座敷で庭園を見ながら飲食ができま
す。

制限時間/2時間30分

新鮮な地魚等を腕利きの職人が心を込
めて調理いたします。魚料理だけでな
く肉料理等の種類も盛り沢山！！
ドリンクメニューも豊富です。

2名様から60名様の大小宴会、接待、
祝事など全席個室でご用意いたし
ます。
おせち料理、オードブル予約承りま
す。

www.kashiwatei.biz
☎0258-31-0660

担当：杉田

所 坂之上町1-4-14
営 17：00～22：00
休 不定休
予 2～100名
送 10名様以上無料送迎あり（旧長岡市内）

特別 吉乃川　乾杯酒サービス

割烹  柏　亭
梅コース（料理10品）

ＳＣ 4,000円　一般 4,400円
飲放 ＋2,000円 制限時間/2時間

竹コース（料理10品）

ＳＣ 6,000円　一般 6,600円
飲放 ＋2,000円 制限時間/2時間

松コース（料理12品）

ＳＣ 8,000円　一般 8,800円
飲放 ＋2,000円 制限時間/2時間

料亭 かも川別館

所 柏町2-8-25
営 11：00～22：00
休 不定休
予 ２～130名

www.kamogawakan.com
☎0258-35-2341

担当：フロント係

中国四川料理　喜京屋

所 殿町1-3-9
営 11：00～21：20　LO20：50
休 12/3、10、17、24、31
 1/1、2、7、14、21、28

予 ２～70名

www.sisen-kikyouya.com
☎0258-32-2417

担当：疋田

※写真はイメージです

一般 6,500円

火鍋コース

一般 3,500円

5代目特選コース

一般 10,000円

5,500円飲み放題コース

一般 5,500円

クッチーナ・ヒコ -cucina・hiko-
落ち着いた店内で、今年はちょっと
違った忘・新年会はいかがですか？
旬の食材をいかしたコース料理を、
生ビールやワイン片手にお楽しみ
ください。

☎0258-35-6743
担当：坂牧

所 坂之上町2-4-8
営 11：00～14：30
17：00～21：00

休 水曜日
予 2～30名

※写真はイメージです

※写真はイメージです

特別 デザート又は乾杯用ドリンク
 サービス

選べるおすすめディナー

ＳＣ 3,850円
飲放 +2,200円

季節の旬な食材を活かしたお料理と
おもてなしを真心込めて…。
バリアフリー対応、エレベーター完備
椅子席80席対応可

GuestHouse　英國屋
厳選された旬の食材を使った創作フ
レンチと40種以上のドリンクを存分
におたのしみください。

www.guesthouse-eikokuya.com
☎0120-37-8598

担当：小川

所 千歳3-2-41
営 11：00～21：30
（15：00～17：00クローズ）
休 火曜日
12/31～1/3

予 ４～80名
送 旧長岡市内無料バス送迎
（10名様以上乗車要予約）

忘新年会5,500円プラン

一般 5,500円
制限時間/2時間

忘新年会6,500円プラン

一般 6,500円
制限時間/2時間

忘新年会7,500円プラン

一般 7,500円
制限時間/2時間

特別 デ

特別 デザートサービス

ザートグレードアップ

割烹　魚藤

所 表町1-10-6
営 11：00～22：00
休 不定休
予 ２～100名
送 10名様以上のご乗車で無料送迎
（旧長岡市内に限る）

www. uoto.co.jp
☎0258-32-1465

担当：フロント係

ナッキー会員様特別プラン
「椿」飲み放題付

ＳＣ 6,800円
一般 7,000円

制限時間/2時間

ナッキー会員様特別プラン
「梅」飲み放題付

ＳＣ 5,800円
一般 6,000円

制限時間/2時間

制限時間/1時間30分

女性に人気！

（2ドリンク付）
和の健康ハーブ鍋コース

長岡駅大手口より徒歩5分!!名物「陳麻
婆豆腐」「よだれ鶏」をはじめ本格四川料
理をご賞味ください。

今年は“だし”にこだわったコースをご
用意いたしました。創業70余年の伝統
の“だし”を使った新しい鍋をお楽しみ
ください。

ＳＣ サービスセンター会員料金 　一般 一般料金 　飲放 飲み放題料金 　特別 特別サービス 　所 住所 　営 営業時間 　休 定休日 　予 予約可能人数 　送 送迎

長岡（川東）エリア 長岡（川東）エリア

ＳＣ サービスセンター会員料金 　一般 一般料金 　飲放 飲み放題料金 　特別 特別サービス 　所 住所 　営 営業時間 　休 定休日 　予 予約可能人数 　送 送迎
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割烹 かどや
宴会、法事、祝事、またオードブルの
宅配も承っています。

☎0258-32-6207
所 摂田屋4-6-45
営 9：00～22：00
予 5～60名

4,000円コース

一般 4,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

5,000円コース

一般 5,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

割烹 魚権

担当：五十嵐

所 宮内8丁目6-26
営 10：00～22：00
予 2～120名
送 可

www.uogon.com/

魚料理が自慢の割烹料理店。
「料理にごん、お酒にごん」のキャッ
チフレーズで地域に親しまれてい
ます。

特別 乾杯酒サービス

5,000円コース（ビール2本付）

一般 5,000円 飲放 ＋1,000円
制限時間/2時間

6,000円コース（ビール2本付）

一般 6,000円 飲放 ＋1,000円
制限時間/2時間

一般 8,000円 飲放 ＋1,000円
制限時間/2時間

8,000円フグ付コース（ビール2本付）

料理・仕出し 杉乃栄（すぎのえ）

☎0120-93-4824
担当：下村

所 新町2-4-16
営 10：00～22：00
予 5～40名
送 要相談

suginoe.blog47.fc2.com/

特別 会員と同伴のお客様に
粗品プレゼント!
カラオケ無料

※写真はイメージです

天然温泉　麻生の湯

所 麻生田町南谷2063
営 9：30～23：00
（最終受付22：15）
予 4～20名
送 旧長岡市内無料

www.asounoyu.com
☎0258-31-9300

担当：金内

ガッツリコース

一般 5,000円
制限時間/90分

花の宿 よもやま館

☎0258-23-2121

☎0258-32-1025

担当：桑原

（宿泊）忘新年会プラン

１泊２食付き お部屋ご利用　２時間

ＳＣ 12,000円　一般 14,190円
飲放 ＋3,000円 制限時間/2時間

所 蓬平町甲130-1
休 不定休
予 3～30名
送 可 長岡駅東口（要予約）

www.y omoyama.co.jp

毎夕食事、対岸で催す外舞台
（花舞台）を楽しむことができ
ます。

麻生田観音堂温泉麻生の湯は、長岡
市街地からほど近く緑に囲まれ、長
岡平野を一望する高台に良質な天然
温泉たっぷりのお湯が皆様の心も体
もやさしく癒します。

ＳＣ 4,900円　

和食料理 よし竹

☎0258-28-2088
担当：小熊

豚しゃぶコース

ＳＣ 4,000円　
一般 4,500円

寄せ鍋コース

ＳＣ 4,500円　
一般 5,000円

スッポンコース

ＳＣ 7,500円　
一般 8,000円

所 大島本町5-116-19
営 17：00～23：00
休 日曜日、祝日（不定休）
予 ４～18名

※写真はイメージです

特別 ５名様以上でお酒720ml１本
プレゼント

本格中華料理を広々した店内で食
べれる店。今年は増築と直売所も
併設しました。

チャイナレストラン海龍

☎0258-47-6660
担当：金子・松永

所 上富岡2-280-1
営 11：00～22：30
休 1/1（12/31は予約オードブル販売のみ）
予 2～32名
送 要相談

特別 ウェルカムドリンクサービス
（ソフトドリンク）

禄コース

ＳＣ 2,430円　一般 2,750円
飲放 +1,620円 制限時間/1時間30分

寿コース

ＳＣ 2,920円　一般 3,300円
飲放 +1,620円 制限時間/1時間30分

上海コース

ＳＣ 3,890円　一般 4,400円
飲放 +1,620円 制限時間/1時間30分

アクアーレ長岡

所 新陽2-5-1
営 10：00～21：00
休 ホームページにてご確認ください。
予 ４～70名
送 可（6名様～地域により人数設定が異なります。）
www.aquarenagaoka.or.jp kanekoya.jp/

☎0258-47-5656
担当：フロント係

※ふぐ会席

花の膳（全8品）
一般 3,500円
飲放 ＋2,000円

制限時間/2時間

雪の膳（全9品）
一般 5,800円
飲放 ＋2,000円

制限時間/2時間

ふぐ会席
一般 7,500円
飲放 ＋2,000円

制限時間/2時間

寿司・和食 一（いち）

☎0258-28-5001
担当：小林

所 古正寺1-2972
営 17：00～23：00　LO22：00
休 月曜日
予 2～40名

www.ichi-nagaoka.jp

※写真はイメージです

忘新年会プラン
飲み放題付き

一般 5,500円
制限時間/1時間30分

冬の特選コース料理

一般 5,478円

特別 イタリア直輸入の樽生スパーク
リングワインが飲み放題に追加

特別 生ビールや樽生スパークリング
ワイン、各種ノンアルコールド
リンク等選べるウエルカムドリ
ンクをサービス

季節の食材を使用した美味しい料理と
地酒を、上品で落ち着いた和の空間で
ご堪能ください。

所 才津南町1592-1
営 11：00～22：00
休 月曜日
予 2～100名
送 可（要相談）

割烹佐い津

☎0258-46-5555

4,000円コース
一般 4,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

5,000円コース
一般 5,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

6,000円コース
一般 6,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

※写真はイメージです

彦三楼
窓越しに広がる信濃川と雄大な越後の
山並みの眺望と心づくしの料理の品々を
ごゆっくり堪能してください。

☎0258-92-2155

所 浦6426
休 不定休
予 2～120名
送 可

4,000円コース
一般 4,000円

5,000円コース
一般 5,000円

6,000円コース
一般 6,000円

特別 越州の乾杯酒を皆様に1杯サービス

飲放 ＋2,000円
制限時間/2時間

飲放 ＋2,000円
制限時間/2時間

飲放 ＋2,000円
制限時間/2時間

90分飲み放題プラン

一般 4,000円
制限時間/90分

忘新年会飲み放題プラン

一般 5,000円
制限時間/2時間

忘新年会飲み放題プラン

一般 6,000円
制限時間/2時間

今季はクレジットカード、pay payでの
お支払いで5％還元！プレミアム商品
券も使えます。季節の料理とおもてな
しの心を込めてお待ちしております。

各コースビール2本付きのプランです。
（他のお飲み物にも変更できます。）

6名様定員の完全個室や40名様までの
ご宴席会場など多様なレイアウトで対
応いたします。こだわりの「美味しい宴
会」をお楽しみください。

温泉に浸ってからの宴会は格別!!
心も身体もぽっかぽか♪
プランの詳細は当方折込チラシをご覧
ください。

会館　青善

所 表町4-3-9
営 9：00～22：00
休 1/1
予 ２～250名
送 旧長岡市内無料送迎

www.nagaokaaozen.com/
☎0258-34-4411

担当：青木・村越・田中

彩プラン

一般 5,000円
飲放 ＋500円

制限時間/100分

月プラン

一般 6,000円
飲放 ＋500円

制限時間/100分

華プラン

一般 7,000円
飲放 ＋500円

制限時間/100分

※写真はイメージです

34

35

37

36

38

3328

29

31

30

32

27

ＳＣ サービスセンター会員料金 　一般 一般料金 　飲放 飲み放題料金 　特別 特別サービス 　所 住所 　営 営業時間 　休 定休日 　予 予約可能人数 　送 送迎

（　　）・　　川西 越路長岡 エリア長岡（川東・　 ）エリア川西

ＳＣ サービスセンター会員料金 　一般 一般料金 　飲放 飲み放題料金 　特別 特別サービス 　所 住所 　営 営業時間 　休 定休日 　予 予約可能人数 　送 送迎
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割烹 かどや
宴会、法事、祝事、またオードブルの
宅配も承っています。

☎0258-32-6207
所 摂田屋4-6-45
営 9：00～22：00
予 5～60名

4,000円コース

一般 4,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

5,000円コース

一般 5,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

割烹 魚権

担当：五十嵐

所 宮内8丁目6-26
営 10：00～22：00
予 2～120名
送 可

www.uogon.com/

魚料理が自慢の割烹料理店。
「料理にごん、お酒にごん」のキャッ
チフレーズで地域に親しまれてい
ます。

特別 乾杯酒サービス

5,000円コース（ビール2本付）

一般 5,000円 飲放 ＋1,000円
制限時間/2時間

6,000円コース（ビール2本付）

一般 6,000円 飲放 ＋1,000円
制限時間/2時間

一般 8,000円 飲放 ＋1,000円
制限時間/2時間

8,000円フグ付コース（ビール2本付）

料理・仕出し 杉乃栄（すぎのえ）

☎0120-93-4824
担当：下村

所 新町2-4-16
営 10：00～22：00
予 5～40名
送 要相談

suginoe.blog47.fc2.com/

特別 会員と同伴のお客様に
粗品プレゼント!
カラオケ無料

※写真はイメージです

天然温泉　麻生の湯

所 麻生田町南谷2063
営 9：30～23：00
（最終受付22：15）
予 4～20名
送 旧長岡市内無料

www.asounoyu.com
☎0258-31-9300

担当：金内

ガッツリコース

一般 5,000円
制限時間/90分

花の宿 よもやま館

☎0258-23-2121

☎0258-32-1025

担当：桑原

（宿泊）忘新年会プラン

１泊２食付き お部屋ご利用　２時間

ＳＣ 12,000円　一般 14,190円
飲放 ＋3,000円 制限時間/2時間

所 蓬平町甲130-1
休 不定休
予 3～30名
送 可 長岡駅東口（要予約）

www.y omoyama.co.jp

毎夕食事、対岸で催す外舞台
（花舞台）を楽しむことができ
ます。

麻生田観音堂温泉麻生の湯は、長岡
市街地からほど近く緑に囲まれ、長
岡平野を一望する高台に良質な天然
温泉たっぷりのお湯が皆様の心も体
もやさしく癒します。

ＳＣ 4,900円　

和食料理 よし竹

☎0258-28-2088
担当：小熊

豚しゃぶコース

ＳＣ 4,000円　
一般 4,500円

寄せ鍋コース

ＳＣ 4,500円　
一般 5,000円

スッポンコース

ＳＣ 7,500円　
一般 8,000円

所 大島本町5-116-19
営 17：00～23：00
休 日曜日、祝日（不定休）
予 ４～18名

※写真はイメージです

特別 ５名様以上でお酒720ml１本
プレゼント

本格中華料理を広々した店内で食
べれる店。今年は増築と直売所も
併設しました。

チャイナレストラン海龍

☎0258-47-6660
担当：金子・松永

所 上富岡2-280-1
営 11：00～22：30
休 1/1（12/31は予約オードブル販売のみ）
予 2～32名
送 要相談

特別 ウェルカムドリンクサービス
（ソフトドリンク）

禄コース

ＳＣ 2,430円　一般 2,750円
飲放 +1,620円 制限時間/1時間30分

寿コース

ＳＣ 2,920円　一般 3,300円
飲放 +1,620円 制限時間/1時間30分

上海コース

ＳＣ 3,890円　一般 4,400円
飲放 +1,620円 制限時間/1時間30分

アクアーレ長岡

所 新陽2-5-1
営 10：00～21：00
休 ホームページにてご確認ください。
予 ４～70名
送 可（6名様～地域により人数設定が異なります。）
www.aquarenagaoka.or.jp kanekoya.jp/

☎0258-47-5656
担当：フロント係

※ふぐ会席

花の膳（全8品）
一般 3,500円
飲放 ＋2,000円

制限時間/2時間

雪の膳（全9品）
一般 5,800円
飲放 ＋2,000円

制限時間/2時間

ふぐ会席
一般 7,500円
飲放 ＋2,000円

制限時間/2時間

寿司・和食 一（いち）

☎0258-28-5001
担当：小林

所 古正寺1-2972
営 17：00～23：00　LO22：00
休 月曜日
予 2～40名

www.ichi-nagaoka.jp

※写真はイメージです

忘新年会プラン
飲み放題付き

一般 5,500円
制限時間/1時間30分

冬の特選コース料理

一般 5,478円

特別 イタリア直輸入の樽生スパーク
リングワインが飲み放題に追加

特別 生ビールや樽生スパークリング
ワイン、各種ノンアルコールド
リンク等選べるウエルカムドリ
ンクをサービス

季節の食材を使用した美味しい料理と
地酒を、上品で落ち着いた和の空間で
ご堪能ください。

所 才津南町1592-1
営 11：00～22：00
休 月曜日
予 2～100名
送 可（要相談）

割烹佐い津

☎0258-46-5555

4,000円コース
一般 4,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

5,000円コース
一般 5,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

6,000円コース
一般 6,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

※写真はイメージです

彦三楼
窓越しに広がる信濃川と雄大な越後の
山並みの眺望と心づくしの料理の品々を
ごゆっくり堪能してください。

☎0258-92-2155

所 浦6426
休 不定休
予 2～120名
送 可

4,000円コース
一般 4,000円

5,000円コース
一般 5,000円

6,000円コース
一般 6,000円

特別 越州の乾杯酒を皆様に1杯サービス

飲放 ＋2,000円
制限時間/2時間

飲放 ＋2,000円
制限時間/2時間

飲放 ＋2,000円
制限時間/2時間

90分飲み放題プラン

一般 4,000円
制限時間/90分

忘新年会飲み放題プラン

一般 5,000円
制限時間/2時間

忘新年会飲み放題プラン

一般 6,000円
制限時間/2時間

今季はクレジットカード、pay payでの
お支払いで5％還元！プレミアム商品
券も使えます。季節の料理とおもてな
しの心を込めてお待ちしております。

各コースビール2本付きのプランです。
（他のお飲み物にも変更できます。）

6名様定員の完全個室や40名様までの
ご宴席会場など多様なレイアウトで対
応いたします。こだわりの「美味しい宴
会」をお楽しみください。

温泉に浸ってからの宴会は格別!!
心も身体もぽっかぽか♪
プランの詳細は当方折込チラシをご覧
ください。

会館　青善

所 表町4-3-9
営 9：00～22：00
休 1/1
予 ２～250名
送 旧長岡市内無料送迎

www.nagaokaaozen.com/
☎0258-34-4411

担当：青木・村越・田中

彩プラン

一般 5,000円
飲放 ＋500円

制限時間/100分

月プラン

一般 6,000円
飲放 ＋500円

制限時間/100分

華プラン

一般 7,000円
飲放 ＋500円

制限時間/100分

※写真はイメージです
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特別 日帰りおくつろぎプランはお食事の際、
 お銚子（寒梅）1本またはジュース類1本
 サービスいたします。

西谷鉱泉 中盛館

所 西谷480
予 5～40名
送 可（旧長岡市・越路町内無料）

飲み放題付
7,000円コース

一般 7,000円
制限時間/2時間

宿泊コース
（飲み放題付）

一般 11,000円
制限時間/2時間

飲み放題付
5,000円コース

一般 5,000円
制限時間/2時間

www.chuseikan.co.jp

特別 10名様以上でご予約の方に
焼酎ボトルを1本サービス
カラオケ無料

☎0258-94-2417
担当：梶山

割烹の宿　山長

所 寺泊野積2541
休 不定休
予 2名～ ☎0258-75-2719

担当：フロント係

日帰りおくつろぎプラン

一般 4,000円

寺泊野積浜荒磯料理

一般 4,500円

きんぱちの湯
目の前には絶景の日本海。佐渡海洋深
層水のお風呂に入りのんびりとお過ご
しください。

☎0258-75-5888
担当：フロント

所 寺泊松沢町9353-621
休 不定休
予 ４～50名
送 マイクロ空きがある場合（有料）

各コース税別

各コース税別

ご利用時間 10：00～16：00
平日限定

日帰り湯ったり
4,000円コース

一般 4,000円

日帰り湯ったり
4,500円コース

一般 4,500円

日帰り湯ったり
5,000円コース

一般 5,000円

守門コース
一般 2,200円
飲放 ＋2,200円

制限時間/2時間

刈谷田コース
一般 3,300円
飲放 ＋2,200円

制限時間/2時間

秋葉コース
一般 4,400円
飲放 ＋2,200円

制限時間/2時間

丸五食堂

☎0258-52-3684
担当：五十嵐

所 栄町2-3-48
営 11：00～24：00
休 火曜日
予 4～50名
※隣接するカラオケボックスでも各コースを
ご利用いただけます。

一次会の宴会も二次会のカラオケＢＯＸ
も完備

※写真はイメージです

日本海で取れた新鮮な地魚、季節によ
り様々な味覚をお楽しみください。

送 10名様以上のご利用で有料になります。

espoir エスポワール

☎0258-52-4811
担当：髙林

所 栃尾宮沢1705-18
営 11：00～21：00
休 水曜日、第3火曜日
予 2～30名

大皿飲み放題コース
ＳＣ 5,000円
一般 5,500円

制限時間/2時間

特製フルコース
ＳＣ 5,000円
一般 5,500円

※写真はイメージです

www.facebook.com/espoir.tochio/

こだわりのお野菜をふんだんに使っ
たお料理を提供しています。ナッキー会員限定

生ビールＯＫ!!
たっぷり2時間
飲み放題コース
ＳＣ 5,000円
一般 5,500円

制限時間/2時間

アルベーロピッツァ

☎0258-86-6838
担当：五十嵐

所 栄町2-8-16
営 11：00～14：00
17：30～22：00

予 2～20名

http://albero2011.blog.fc2.com/

特別 デザートアイスをサービス
※写真はイメージです

※写真はイメージです

ご利用時間 11：00～15：00の内３時間

泉質が自慢の鉱泉宿です。今年の忘・新
年会は“料理と温泉”を一緒に楽しみま
せんか？もちろんご宿泊も受付中!!

毎年大好評の忘新年会飲み放題プラ
ン !! 熱々のピッツアを囲んで楽しい
時間をゆったりとお過ごしください。

旬処 魚豊
日本海の新鮮な魚、地元の特産で会席
料理をお楽しみください。

所 来迎寺3674
営 9：00～22：00
予 2～120名
送 可

特別 カラオケサービス
乾杯酒（越州）サービス

6,000円コース
一般 6,000円
飲放 ＋2,000円

制限時間/2時間

5,000円コース
一般 5,000円
飲放 ＋2,000円

制限時間/2時間

4,000円コース
一般 4,000円
飲放 ＋2,000円

制限時間/2時間

☎0258-92-4012
担当：橋本

☎0258-75-3228
担当：フロント係

美味探究の宿 住吉屋

所 寺泊大町7745
予 2～200名
送 送迎場所により料金が発生します。

※写真はイメージです

www.h-sumiyoshiya.net/

癒しのプチセレブご褒美プラン

ＳＣ 4,780円
一般 5,000円

北の鎌倉寺泊で元禄年間創業の老舗宿
です。寺泊漁協の競り権を持っており、
新鮮な海鮮料理をお召し上がりいただ
けます。露天風呂から寺泊港を一望で
きます。晴れ渡る日は佐渡ヶ島も望む
ことができます。

☎0258-52-2107

☎0258-52-2473

担当：西川、斎藤

（エビニ）恵比仁

所 谷内2-1-30
営 11：00～22：00
休 不定休
予 10～120名
送 10名様以上送迎無料

懐石弁当コース
一般 3,000円

一般 4,000円

※写真はイメージです

江戸時代からの歴史を持つ栃尾の老舗
割烹。織物のまちとして、東京・大阪
・京都のお客様に郷土料理を提供し、
ご好評をいただいております。

会席料理コース
田ごとの月（きのこ、ソーメン蒸し付き）ほか

一般 5,000円

会席料理コース
真鯛のかぶと蒸し、めだかの酒塩炊き、

田ごとの月　ほか
特別 恵比仁特製の地酒（生酒）を人数分

特別 右記のコースを5名様以上でご予約いただいた
幹事様にお会計の際に大覚の粗品をプレゼント

 サービス

特別 栃尾の油揚げサービス

※各

※各コース、飲物、席料税別

コースともに飲物、税別

☎0258-52-2161
担当：大竹

割烹  大　覚

所 栃尾本町8-6
営 11：00～22：00
休 不定休
予 2～100名
送 10名様より旧栃尾市内無料

宴会コース

一般 4,000円

4,000円コース
一般 4,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

5,000円コース
一般 5,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

担当：船見

割烹  大　倉

福田屋旅館

所 東が丘3-10
営 11：00～22：00
休 不定休
予 4～100名
送  10名様以上送迎無料（旧長岡市内に限る）

日本庭園を眺めながら、和・洋を取
り入れた料理をお楽しみください。
宴会・祝事・法事も承っております。

栃尾の地酒、栃尾のあぶらあげをお楽
しみいただけます。
宴会・法要・慶事などにご利用ください。

☎0258-52-2129

特別 乾杯酒サービス(景虎梅酒）

所 谷内２-5-4
営 11：00～22：00
予 4～120名
送 10名様以上送迎無料

※写真はイメージです

3,000円コース

ＳＣ 3,000円　一般 3,300円

4,000円コース

ＳＣ 4,000円　一般 4,400円

5,000円コース

ＳＣ 5,000円　一般 5,500円

創業100年を迎える老舗。大阪で修行
した3代目と銀座で修行した4代目が織
り成す料理をお楽しみください。地酒
のほかに貴重な本格焼酎も揃えており
ます。料理内容やご不明な点などお気
軽にお問い合わせください。

（地酒の酒粕鍋を含む7品）

黒毛和牛コース

一般 6,000円

（肉職人の目利きによる黒毛和牛を使用した7品）

大覚コース

一般 8,000円

（旬の食材をかけ合わせた
「台の物（メインディッシュ）」を含む8品）
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栃尾 エリア越路 寺泊・ 栃尾・ エリア
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特別 日帰りおくつろぎプランはお食事の際、
 お銚子（寒梅）1本またはジュース類1本
サービスいたします。

西谷鉱泉 中盛館

所 西谷480
予 5～40名
送 可（旧長岡市・越路町内無料）

飲み放題付
7,000円コース

一般 7,000円
制限時間/2時間

宿泊コース
（飲み放題付）

一般 11,000円
制限時間/2時間

飲み放題付
5,000円コース

一般 5,000円
制限時間/2時間

www.chuseikan.co.jp

特別 10名様以上でご予約の方に
焼酎ボトルを1本サービス
カラオケ無料

☎0258-94-2417
担当：梶山

割烹の宿　山長

所 寺泊野積2541
休 不定休
予 2名～ ☎0258-75-2719

担当：フロント係

日帰りおくつろぎプラン

一般 4,000円

寺泊野積浜荒磯料理

一般 4,500円

きんぱちの湯
目の前には絶景の日本海。佐渡海洋深
層水のお風呂に入りのんびりとお過ご
しください。

☎0258-75-5888
担当：フロント

所 寺泊松沢町9353-621
休 不定休
予 ４～50名
送 マイクロ空きがある場合（有料）

各コース税別

各コース税別

ご利用時間 10：00～16：00
平日限定

日帰り湯ったり
4,000円コース

一般 4,000円

日帰り湯ったり
4,500円コース

一般 4,500円

日帰り湯ったり
5,000円コース

一般 5,000円

守門コース
一般 2,200円
飲放 ＋2,200円

制限時間/2時間

刈谷田コース
一般 3,300円
飲放 ＋2,200円

制限時間/2時間

秋葉コース
一般 4,400円
飲放 ＋2,200円

制限時間/2時間

丸五食堂

☎0258-52-3684
担当：五十嵐

所 栄町2-3-48
営 11：00～24：00
休 火曜日
予 4～50名
※隣接するカラオケボックスでも各コースを
ご利用いただけます。

一次会の宴会も二次会のカラオケＢＯＸ
も完備

※写真はイメージです

日本海で取れた新鮮な地魚、季節によ
り様々な味覚をお楽しみください。

送 10名様以上のご利用で有料になります。

espoir エスポワール

☎0258-52-4811
担当：髙林

所 栃尾宮沢1705-18
営 11：00～21：00
休 水曜日、第3火曜日
予 2～30名

大皿飲み放題コース
ＳＣ 5,000円
一般 5,500円

制限時間/2時間

特製フルコース
ＳＣ 5,000円
一般 5,500円

※写真はイメージです

www.facebook.com/espoir.tochio/

こだわりのお野菜をふんだんに使っ
たお料理を提供しています。ナッキー会員限定

生ビールＯＫ!!
たっぷり2時間
飲み放題コース
ＳＣ 5,000円
一般 5,500円

制限時間/2時間

アルベーロピッツァ

☎0258-86-6838
担当：五十嵐

所 栄町2-8-16
営 11：00～14：00
17：30～22：00

予 2～20名

http://albero2011.blog.fc2.com/

特別 デザートアイスをサービス
※写真はイメージです

※写真はイメージです

ご利用時間 11：00～15：00の内３時間

泉質が自慢の鉱泉宿です。今年の忘・新
年会は“料理と温泉”を一緒に楽しみま
せんか？もちろんご宿泊も受付中!!

毎年大好評の忘新年会飲み放題プラ
ン !! 熱々のピッツアを囲んで楽しい
時間をゆったりとお過ごしください。

旬処 魚豊
日本海の新鮮な魚、地元の特産で会席
料理をお楽しみください。

所 来迎寺3674
営 9：00～22：00
予 2～120名
送 可

特別 カラオケサービス
乾杯酒（越州）サービス

6,000円コース
一般 6,000円
飲放 ＋2,000円

制限時間/2時間

5,000円コース
一般 5,000円
飲放 ＋2,000円

制限時間/2時間

4,000円コース
一般 4,000円
飲放 ＋2,000円

制限時間/2時間

☎0258-92-4012
担当：橋本

☎0258-75-3228
担当：フロント係

美味探究の宿 住吉屋

所 寺泊大町7745
予 2～200名
送 送迎場所により料金が発生します。

※写真はイメージです

www.h-sumiyoshiya.net/

癒しのプチセレブご褒美プラン

ＳＣ 4,780円
一般 5,000円

北の鎌倉寺泊で元禄年間創業の老舗宿
です。寺泊漁協の競り権を持っており、
新鮮な海鮮料理をお召し上がりいただ
けます。露天風呂から寺泊港を一望で
きます。晴れ渡る日は佐渡ヶ島も望む
ことができます。

☎0258-52-2107

☎0258-52-2473

担当：西川、斎藤

（エビニ）恵比仁

所 谷内2-1-30
営 11：00～22：00
休 不定休
予 10～120名
送 10名様以上送迎無料

懐石弁当コース
一般 3,000円

一般 4,000円

※写真はイメージです

江戸時代からの歴史を持つ栃尾の老舗
割烹。織物のまちとして、東京・大阪
・京都のお客様に郷土料理を提供し、
ご好評をいただいております。

会席料理コース
田ごとの月（きのこ、ソーメン蒸し付き）ほか

一般 5,000円

会席料理コース
真鯛のかぶと蒸し、めだかの酒塩炊き、

田ごとの月　ほか
特別 恵比仁特製の地酒（生酒）を人数分

特別 右記のコースを5名様以上でご予約いただいた
幹事様にお会計の際に大覚の粗品をプレゼント

 サービス

特別 栃尾の油揚げサービス

※各

※各コース、飲物、席料税別

コースともに飲物、税別

☎0258-52-2161
担当：大竹

割烹  大　覚

所 栃尾本町8-6
営 11：00～22：00
休 不定休
予 2～100名
送 10名様より旧栃尾市内無料

宴会コース

一般 4,000円

4,000円コース
一般 4,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

5,000円コース
一般 5,000円
飲放 +2,000円

制限時間/2時間

担当：船見

割烹  大　倉

福田屋旅館

所 東が丘3-10
営 11：00～22：00
休 不定休
予 4～100名
送  10名様以上送迎無料（旧長岡市内に限る）

日本庭園を眺めながら、和・洋を取
り入れた料理をお楽しみください。
宴会・祝事・法事も承っております。

栃尾の地酒、栃尾のあぶらあげをお楽
しみいただけます。
宴会・法要・慶事などにご利用ください。

☎0258-52-2129

特別 乾杯酒サービス(景虎梅酒）

所 谷内２-5-4
営 11：00～22：00
予 4～120名
送 10名様以上送迎無料

※写真はイメージです

3,000円コース

ＳＣ 3,000円　一般 3,300円

4,000円コース

ＳＣ 4,000円　一般 4,400円

5,000円コース

ＳＣ 5,000円　一般 5,500円

創業100年を迎える老舗。大阪で修行
した3代目と銀座で修行した4代目が織
り成す料理をお楽しみください。地酒
のほかに貴重な本格焼酎も揃えており
ます。料理内容やご不明な点などお気
軽にお問い合わせください。

（地酒の酒粕鍋を含む7品）

黒毛和牛コース

一般 6,000円

（肉職人の目利きによる黒毛和牛を使用した7品）

大覚コース

一般 8,000円

（旬の食材をかけ合わせた
「台の物（メインディッシュ）」を含む8品）
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ＳＣ サービスセンター会員料金 　一般 一般料金 　飲放 飲み放題料金 　特別 特別サービス 　所 住所 　営 営業時間 　休 定休日 　予 予約可能人数 　送 送迎 ＳＣ サービスセンター会員料金 　一般 一般料金 　飲放 飲み放題料金 　特別 特別サービス 　所 住所 　営 営業時間 　休 定休日 　予 予約可能人数 　送 送迎

栃尾 エリア越路 寺泊・ 栃尾・ エリア
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新規指定店情報 新たに契約した指定店です。
会員証の提示でご利用できます。

www.plaza-katayama.com
☎0258-82-2051

担当：大塚

ホテル　プラザ片山

所 小千谷市本町1-7-3
営 11：00～22：00
休 不定休
予 2～120名
送 7名様以上送迎無料

竹コース

一般 5,000円
制限時間/2時間

グルメプラン花コース
一般 4,000円

制限時間/2時間

※写真はイメージです

忘・新年会限定 !!
おいしいおいしい本マグロの刺身付
き。
カラオケ無料 ソフトクリーム食べ放題

飲放 ＋2,000円

グルメプラン月コース
一般 5,000円

制限時間/2時間

飲放 ＋2,000円

☎025-758-4893
担当：永瀬

あてま高原リゾート　ベルナティオ

所 十日町市珠川
予 8～100名
送 可（要相談）

※写真はイメージです

各コース2時間飲み放題付
特別 宿泊特別料金　6,000円～

（１泊朝食付）

5,500円コース
一般 6,050円

制限時間/2時間

7,000円コース
一般 7,700円

制限時間/2時間

8,800円コース
一般 9,680円

制限時間/2時間

十日町市にあるリゾートホテル　「朝ご
はんフェスティバル2019」で10月22
日ファイナルステージで全国第1位に
なり、料理の評価も上昇中！
宿泊付きでもご利用いただけます。

野崎家寿司・割烹

営業時間 11：00～21：00
定 休 日 1/1～2　※営業時間・定休日は変更となる場合がございます。

住 所 長岡市脇野町2174番地
電話番号 0258-42-2236

利用資格 会員と登録家族並びに同伴の方

特 典 会員証の提示で
自家製玉子焼きをサービス
※他のサービス・特典との併用不可

51 52

補 助 額 1,000円

申請期間 10月1日（火）～1月10日（金）必着
申請方法 ワクチン接種後、次のいずれかをセンター事務局に郵送または直接窓口で申請してください。

①インフルエンザ予防接種補助金申請書（ガイドブック60ページ）と会員名が記入された領収書のコピー
②インフルエンザ予防接種補助金申請書（ガイドブック60ページ）とインフルエンザ予防接種者名簿（兼接
種証明書）（ガイドブック61ページ）

※支払方法、支払日等詳しい内容は10月号センターニュース、ホームページをご覧ください。

対 象 者

定 員

会員のみ（接種時に会員であること）、1回
本年9月1日（日）より12月末日の間に接種したものを対象とします。

※定員になり次第終了

そ の 他 領収書等の原本を提示していただく場合があります。
「レシート」の方は「予防接種済証」を必ず添付してください。

2,000名

インフルエンザ予防接種補助
インフルエンザワクチンを接種した会員に1,000円の補助を行います。

長岡産のお米を食べることでより深く知ろうというイベントです。お米に合う各地域の
ごはんのお供も紹介します。

イメージ

会員と登録家族、一般対 象 者

開催日時 11月23日（土・祝）　10：20～正午

会 場

クリスマスリース作り＆ハーブランドシーズンのハーブティー
～弥彦温泉 さくらの湯　温泉＆昼食会～

クリスマスリース作りと、オリジナルハーブティーを学び、その後さくらの湯の温泉とラン
チタイムをお楽しみいただくプランです。

当日、さくらの湯受付で清算し参加します。
※ナッキー会員の方は、当日会員証を提示してください。

参加方法

申込締切 11月20日（水）
①弥彦温泉 さくらの湯へ電話で予約する。
弥彦温泉　さくらの湯　TEL0256-94-1126 (営業時間 10：00～21：00)
②電話予約の際、参加者全員の氏名・申し込み代表者の連絡先、会員の方は会員番号も伝えてください。

申込方法

ハーブランドシーズン　ハーブインストラクター講 師

※リース作り終了後、入浴・昼食・自由解散となります。

※（公財）燕西蒲勤労者福祉サービスセンターと共同事業のため、他地域のお客様も参加されます。

※材料費・さくらの湯入館料・昼食含む
参 加 費 会員 2,000円　登録家族 2,300円　一般 3,500円

弥彦温泉　さくらの湯

定 員 20名 （最少催行人数5名）

ハーブランドシーズン
新潟市西区赤塚にある、ラムサール条約登録の大自然“佐潟”を臨む体験型ハーブ園です。

当日、受付の際に「補助券」を提出し、「補助券利用料金」をお支払いください。

①“食べて知る”あなたの地域野菜実行委員会 TEL0258-52-4811 にお申込みください。
②予約がとれたら、「申込書（16ページ）」に必要事項を記入のうえ、「補助券」をお申し込みください。
③サービスセンターから「補助券」を郵送します。

1,000円 2,000円
補助券利用料金 一般料金

申込期間

申込方法

11月1日（金）～11月14日（木）必着

利用方法

お茶碗、お箸持 ち 物

“食べて知る”あなたの地域野菜実行委員会 TEL0258-52-4811お問い合わせ先

補 助 額 1,000円

開催日時 12月21日（土）
19：00～21：00

会 場 まちなかキャンパス長岡

定 員 10名
対 象 者 会員、登録家族

長岡のお米を食べて知ろう！ 参加費補助券
～食べて知る、あなたの地域野菜　番外編～

ＳＣ サービスセンター会員料金 　一般 一般料金 　飲放 飲み放題料金 　特別 特別サービス 　所 住所 　営 営業時間 　休 定休日 　予 予約可能人数 　送 送迎

小千谷・十日町 エリア

ナッキー会員
限定特典

とちおの洋食屋さん
espoir（エスポワール）
のデザートサービス
券を贈呈します。

←出雲崎

↑与板

長岡市街→

352

170

三島支所

脇野町小学校

みしま
体育館
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