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補助券をご利用ください。
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Wi-Fi
使えます

迎賓會館  紡希～台町朔～

☎ 0258-39-3190
長岡市台町2-10-13
https://www.hotpepper.jp/strJ001244898/

完全個室、プライベート空間
でご案内。
戦前の建物をリノベーショ
ン、大正ロマンあふれる洋館。
人生の節目、一生の記憶に残
る時間のお手伝いをさせて
いただきます。
旬をとり入れたプチ贅沢ラ
ンチは2,500円～。

店内
飲食

テイク
アウト 割烹  梅川屋

☎ 0258-32-1493
長岡市台町1-6-10

個室でゆっくりと食事ができます。
仕出しも承ります。

店内
飲食

テイク
アウト

店内
飲食

テイク
アウト越後長岡下町みんなのすしや木乃間

☎ 0258-34-1432
長岡市台町1-3-10
http://www.sushi-konoma.com

日本海地物と新潟地酒を多数
用意。
下町ろけっとみんなのすし屋、
お気軽においでください。
“いらっしゃい! !”

出前市内全域

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー 割烹  秀浜

☎ 0258-32-7600
長岡市台町1-9-25

日本海の海の幸を中心に新鮮
な魚介類や季節の食材を使っ
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。

ホテルニューオータニ長岡

☎ 0258-37-2102
長岡市台町2-8-35　ホテルニューオータニ長岡1F
https://www.nagaoka-newotani.co.jp

アゼリア・胡蝶・ステーキハウ
ス悠・バー辛夷にてホテルで
のお食事や特製のテイクアウ
ト商品まで幅広くご利用頂け
ます。

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー パストラル長岡

☎ 0258-35-1305
長岡市今朝白2-7-25
http://www.pastral-n.com

コロナ感染防止対策中！
密にならない広い会場・全
て銘々料理、飛沫防止シー
ト用意。飲み放題付お一人
様5,500円～。宴会時スク
リーン・プロジェクター無
料貸出。折、オードブルも
ございます。

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー

GOTHAM DINER

☎ 0258-32-3940
長岡市美沢3-591

ハンバーガーをメインとした
カフェバーです。ランチは
セットにスープ、ドリンク、フ
ライドポテトかサラダが付い
てお得になっております。
夜はアラカルトとアルコール
のメニューが充実しています。

店内
飲食

テイク
アウト 回鮮問屋  銀しゃり番頭

☎ 0258-30-1831
長岡市曲新町541-1

漁港直送の新鮮な魚貝類をご
用意してお待ちしております。

店内
飲食

テイク
アウト

割烹  かどや

☎ 0258-32-6207
長岡市摂田屋4-6-45

宴会、結納、法要送迎できます。
各種折詰、オードブルの配達
もいたします。

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー

バル  エストマゴ

☎ 0258-31-5220
長岡市大手通1-3-7　コスモ和第二ビル1F
http://estomago.jp

新鮮な牡蛎と豊富なお酒、料
理長が腕を振るった料理をご
賞味ください。

店内
飲食

テイク
アウト 酒味の郷  いさり火

☎ 0258-39-3337
長岡市大手通1-4-2
http://daikoku-gr.co.jp/

豊富な品揃えの地酒と地
元の食材を使った料理な
ど若者にも大人気。駅前立
地で入りやすく、明朗会計
で安心して飲めます。明る
く広い店内は雰囲気満点。
カクテル・サワー類を大幅
に増やしています。

店内
飲食

海鮮居酒屋  魚𩵋や本店
長岡ハイボール居酒屋  囲炉り

☎ 0258-32-4860
長岡市大手通1-4-2
http://daikoku-gr.co.jp/

市場直送の新鮮な地魚と豊富
な品揃えの地酒を取り揃えて
おります。2時間飲み放題
1,650円も好評開催中!!

店内
飲食 割烹  田村屋

☎ 0258-32-0825
長岡市城内町1-1-7

郷土料理と地酒が楽しめるお
店です。ランチはリーズナブ
ルなお値段でご利用いただけ
ます。
テイクアウト弁当＆オードブ
ルも承ります。

店内
飲食

テイク
アウト

新天街  大

☎ 0258-33-3215
長岡市大手通2-1-16

日本海の新鮮な魚介類と季節の
一品料理を地酒と共におもてな
し。カウンター席・テーブル席・
個室があり、車いすでの来店も
できます。

生寿司（1人前）1,500円～
おまかせ料理　3品　2,400円
　　　　　　　4品　3,200円
　　　　　　　5品　4,000円

店内
飲食

テイク
アウト

☎ 0258-33-2100
長岡市東坂之上町1-2-1
https://breezbay-group.com/nagaoka-gh/restaurants/nanten.html

「にいがたの名工」に選ばれた
料理長が吟味した食材の日本
料理を長岡市内16蔵の銘酒
と共にお楽しみいただけます。
和牛すき焼付のお得な松花堂
弁当や、特選会席料理、各種テ
イクアウト弁当もご利用いた
だけます。

店内
飲食

テイク
アウト

Restaurant  英國屋

☎ 0120-37-8598
長岡市千歳3-2-41
http://guesthouse-eikokuya.com

1979年創業以来愛されて
いるハンバーグとビーフ
シチューは英國屋のスペ
シャリテ。シェフ自慢のフ
ルコースも、大切な記念日
に喜ばれています。内容充
実のランチメニューには、
1日5食限定の特製チーズ
バーガーも大人気です！

店内
飲食

テイク
アウト

季節料理と地酒  南天
（長岡グランドホテル内）
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和ダイニング  朔

☎ 0258-86-6858
長岡市東坂之上町2-6-1　近藤ビル1F
http://www.saku-nagaoka.co.jp/

個室完備の安心空間。
今人気の銘々盛コースは4,000
円～ご用意。
プチ贅沢を安心安全の銘々盛
コースでお楽しみください。長
岡では珍しい地元牛をメニュー
にとり入れています。テイクア
ウトまかない給食サク（朔）っと
ごはんはじめました。

店内
飲食

テイク
アウト エスタゴストーザ

☎ 0258-86-7829
長岡市東坂之上町2-6-1　近藤ビル2F
https://estagostosa.owst.jp/

日替わりの厳選した赤身肉が
楽しめる長岡初のシュラスコ
専門店！
記憶に残るサプライズを
ESTA・GOSTOSAで！大切な
日に利用してほしい、魅力的
なプランを多数ご用意してお
ります。
単品注文も可能になりました。

店内
飲食

テイク
アウト

すし和風料理  米八

☎ 0258-33-0440
長岡市東坂之上町2-1-7
https://sushi-yonehachi.com/

米八は寿司だけではなく沢
山のお料理メニュー、ドリン
クメニューがあり、コース料
理も充実しております。
個室完備、タッチパネルオー
ダーシステムもあります。

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー 新亀寿司

☎ 0258-36-0130
長岡市東坂之上町3-2-9

日本海の新鮮なお魚と地元の
美味しいお酒が味わえます。

店内
飲食

中国四川料理  喜京屋

☎ 0258-32-2417
長岡市殿町1-3-9
http://www.sisen-kikyouya.com

1階は100種類以上のメ
ニューの中からお好きなも
のを、2階は6名様よりご利
用できる個室を完備。
オードブルやお弁当も充実。
メニューのほぼ全てお持ち
帰りできます。

店内
飲食

テイク
アウト 割烹  魚仙

☎ 0258-34-6126
長岡市殿町1-3-4
http://uo-sen.jp/

地酒を常時200種類以上そろえ
ています。素材を厳選し、心を込
めて料理した肴とともにお楽し
みください。お一人様からご予
約を承ります。

店内
飲食

テイク
アウト

料亭  かも川  本館

☎ 0258-33-0638
長岡市殿町2-3-5
http://www.kamogawakan.com

創業70余年。長岡随一の料
亭です。
素材にこだわり、手間暇をお
しまず、しっかりとした仕込
みをし、郷土長岡の味と温か
いおもてなしを心掛けてお
ります。

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー 長岡小嶋屋殿町本店

☎ 0258-39-0543
長岡市殿町2-2-9
https://www.nagaokakojimaya.com/

厳選そば粉と国産ふのりを
使用した、見た目にも味に
もこだわった「へぎそば」が
おすすめ！天ぷらや新潟名
物のタレかつ丼もおススメ
です。

店内
飲食

テイク
アウト

クッチーナ・ヒコ

☎ 0258-35-6743
長岡市坂之上町2-4-8
https://hitosara.com/0004002117/

この秋で15周年。夫婦と娘達
でやっているアットホーム
はイタリアンのお店です。旬
の食材を取り入れ前菜から
デザートまで手作りで作っ
ております。
お食事やテイクアウトにご
利用ください。お待ちしてお
ります。

店内
飲食

テイク
アウト 割烹  柏亭

☎ 0258-31-0660
長岡市坂之上1-4-14
kashiwatei.biz

割烹のオードブルをご自宅
で。ご年配向け、若者向けご
用意いたします。宴会も承り
ます。接待、法事、お祝いなど
お気軽にご利用いただいて
おります。お昼もご予約承り
ます。お電話でお問い合わせ
ください。

店内
飲食

テイク
アウト

割烹  魚藤

☎ 0258-32-1465
長岡市表町1-10-6
http://www.uoto.co.jp

四季を感じられる料理と地元
の銘酒を味わえるお店です。今
年はテイクアウトやデリバ
リーにもご利用いただけます
ので、職場やご自宅でもお楽し
みください。

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー 料理・仕出し  杉乃栄

☎ 0258-32-2824
長岡市新町2-4-16
http://suginoe.blog47.fc2.com/blog-entry-3.html

テイクアウトのお弁当を販売しており
ます。おすすめは特上天丼1,120円、新
鮮な穴子・イカ・海老3本などに自慢の
玉子焼きをトッピング。リーズナブルな
からあげ弁当520円もご用意しており
ます。会員証提示で１つ20円引き。事前
にお電話いただくとスムーズにお渡し
できます。

テイク
アウト

花の宿  よもやま舘

☎ 0258-23-2121
長岡市蓬平町甲130-1
https://www.yomoyama.co.jp

旬の素材をふんだんに使っ
た手作り料理をお楽しみく
ださい。また、惣菜のテイク
アウトで、ご自宅で当舘の料
理をご賞味ください。

店内
飲食

テイク
アウト 寿司・和食  一

☎ 0258-28-5001
長岡市古正寺１-2972
http://ichi-nagaoka.jp/

専用玄関付きの完全個室が
6室。小滝を眺めるカウン
ター席が6席。2階には32名
様収容の会場を備え、様々な
シーンにお応えいたします。
人気のコース料理は2か月
毎に旬の新メニューをご用
意いたしております。

店内
飲食

テイク
アウト

アクアーレ長岡

☎ 0258-47-5656
長岡市新陽2-5-1
http://www.aquarenagaoka.or.jp

免疫向上を目的とした健康
ランチやアスリート食、サウ
ナ飯などの提供をしており
ます。また、手作りの惣菜、デ
ザート（台湾カステラなど）
11:00～販売しております。
売切れ次第終了となります。

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー チャイナレストラン  海龍

☎ 0258-47-6660
長岡市上富岡2-280-1
http://kanekoya.jp

本格的中国料理をリーズナ
ブルに楽しめる店。広い空間
でゆっくりとおいしい料理
がいただけます。

店内
飲食

テイク
アウト

（すぎのえ）

※写真はイメージです

※写真はイメージです

注文時に補助券をお出しいただ
くと、特別なお酒を一杯か小鉢
一品をサービスいたします。
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和ダイニング  朔

☎ 0258-86-6858
長岡市東坂之上町2-6-1　近藤ビル1F
http://www.saku-nagaoka.co.jp/

個室完備の安心空間。
今人気の銘々盛コースは4,000
円～ご用意。
プチ贅沢を安心安全の銘々盛
コースでお楽しみください。長
岡では珍しい地元牛をメニュー
にとり入れています。テイクア
ウトまかない給食サク（朔）っと
ごはんはじめました。

店内
飲食

テイク
アウト エスタゴストーザ

☎ 0258-86-7829
長岡市東坂之上町2-6-1　近藤ビル2F
https://estagostosa.owst.jp/

日替わりの厳選した赤身肉が
楽しめる長岡初のシュラスコ
専門店！
記憶に残るサプライズを
ESTA・GOSTOSAで！大切な
日に利用してほしい、魅力的
なプランを多数ご用意してお
ります。
単品注文も可能になりました。

店内
飲食

テイク
アウト

すし和風料理  米八

☎ 0258-33-0440
長岡市東坂之上町2-1-7
https://sushi-yonehachi.com/

米八は寿司だけではなく沢
山のお料理メニュー、ドリン
クメニューがあり、コース料
理も充実しております。
個室完備、タッチパネルオー
ダーシステムもあります。

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー 新亀寿司

☎ 0258-36-0130
長岡市東坂之上町3-2-9

日本海の新鮮なお魚と地元の
美味しいお酒が味わえます。

店内
飲食

中国四川料理  喜京屋

☎ 0258-32-2417
長岡市殿町1-3-9
http://www.sisen-kikyouya.com

1階は100種類以上のメ
ニューの中からお好きなも
のを、2階は6名様よりご利
用できる個室を完備。
オードブルやお弁当も充実。
メニューのほぼ全てお持ち
帰りできます。

店内
飲食

テイク
アウト 割烹  魚仙

☎ 0258-34-6126
長岡市殿町1-3-4
http://uo-sen.jp/

地酒を常時200種類以上そろえ
ています。素材を厳選し、心を込
めて料理した肴とともにお楽し
みください。お一人様からご予
約を承ります。

店内
飲食

テイク
アウト

料亭  かも川  本館

☎ 0258-33-0638
長岡市殿町2-3-5
http://www.kamogawakan.com

創業70余年。長岡随一の料
亭です。
素材にこだわり、手間暇をお
しまず、しっかりとした仕込
みをし、郷土長岡の味と温か
いおもてなしを心掛けてお
ります。

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー 長岡小嶋屋殿町本店

☎ 0258-39-0543
長岡市殿町2-2-9
https://www.nagaokakojimaya.com/

厳選そば粉と国産ふのりを
使用した、見た目にも味に
もこだわった「へぎそば」が
おすすめ！天ぷらや新潟名
物のタレかつ丼もおススメ
です。

店内
飲食

テイク
アウト

クッチーナ・ヒコ

☎ 0258-35-6743
長岡市坂之上町2-4-8
https://hitosara.com/0004002117/

この秋で15周年。夫婦と娘達
でやっているアットホーム
はイタリアンのお店です。旬
の食材を取り入れ前菜から
デザートまで手作りで作っ
ております。
お食事やテイクアウトにご
利用ください。お待ちしてお
ります。

店内
飲食

テイク
アウト 割烹  柏亭

☎ 0258-31-0660
長岡市坂之上1-4-14
kashiwatei.biz

割烹のオードブルをご自宅
で。ご年配向け、若者向けご
用意いたします。宴会も承り
ます。接待、法事、お祝いなど
お気軽にご利用いただいて
おります。お昼もご予約承り
ます。お電話でお問い合わせ
ください。

店内
飲食

テイク
アウト

割烹  魚藤

☎ 0258-32-1465
長岡市表町1-10-6
http://www.uoto.co.jp

四季を感じられる料理と地元
の銘酒を味わえるお店です。今
年はテイクアウトやデリバ
リーにもご利用いただけます
ので、職場やご自宅でもお楽し
みください。

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー 料理・仕出し  杉乃栄

☎ 0258-32-2824
長岡市新町2-4-16
http://suginoe.blog47.fc2.com/blog-entry-3.html
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からあげ弁当520円もご用意しており
ます。会員証提示で１つ20円引き。事前
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できます。

テイク
アウト

花の宿  よもやま舘

☎ 0258-23-2121
長岡市蓬平町甲130-1
https://www.yomoyama.co.jp
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ガイドブック（2022）
広告募集中！！

2022年 3 月、ガイドブック（2022）を
全会員にお届けします。貴社の広告を掲
載しませんか？
ガイドブック63ページ「広告掲載等申
込書」でお申し込みください。

※写真はイメージです

※写真はイメージです

※写真はイメージです

やまか飯店

☎ 0258-46-2256
長岡市上除町甲3617-1

中華料理店のイメージを持ち
つつ店内はカジュアルに一新
してより親しまれるお店へと
2019年12月にリニューア
ルオープンいたしました。お
店のイチオシ担々麵も濃厚や
まかタンタンとしてグレード
アップ。是非ご来店お待ちい
たしております。

店内
飲食

テイク
アウト のみ食い処  海老蔵

☎ 0258-92-5323
長岡市浦9937

季節の食材を中心に新鮮
な魚・肉料理を提供いた
します。ご家族・ご友人と
の楽しいひとときを安全
な空間で安心してお過ご
しください。

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー 丸五食堂

☎ 0258-52-3684
長岡市栄町2-3-48

ラーメン・丼物・寿司など
メニューが多い！
ファミリーでご来店くだ
さい。

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー アルベーロ

☎ 0258-86-6838
長岡市栄町2-8-16
http://albero2011.blog.fc2.com/

国産小麦を使用した、こだ
わりのピッツァが人気です。
テイクアウトにはお野菜
たっぷりのパニーニもおす
すめです。クリスマス、年末
年始のオードブルもご予約
承り中!!

店内
飲食

テイク
アウト

西谷鉱泉  中盛館

☎ 0258-94-2417
長岡市西谷480
https://www.chuseikan.co.jp

個室ランチ（1,500円～）、
オードブルや刺身盛のテイク
アウト・デリバリー承ります。
その他各種ご宴会や宿泊も！
皆様のお越しをお待ちしてお
ります。

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー 寺泊  きんぱちの湯

☎ 0258-75-5888
長岡市寺泊松沢町9353-621
http://www.kinpachi.co.jp

目の前に広がる日本海と彼
方に浮かぶ佐渡島。四季折々
の絶景を眺めながら新鮮な
海の幸を心ゆくまでご堪能
ください。

店内
飲食 espoir（エスポワール）

☎ 0258-52-4811
長岡市栃尾宮沢1705-18
http://www.facebook.com/espoir.tochio/

当店では、食材特に野菜に
こだわり、安心・安全な野菜
を使用しております。

店内
飲食

テイク
アウト 和島トゥー・ル・モンド  レストランBague

☎ 0258-74-3004
長岡市和島中沢乙64-1
http://www.tout-le-monde.com

築85年の木造校舎をリノ
ベーションしたフレンチ
レストランです。『ミシュ
ランガイド新潟2020』で
ビブグルマンの評価をい
ただきました。地元食材を
ふんだんに使用したお料
理をぜひご賞味ください。

店内
飲食

テイク
アウト

美味探究の宿  住吉屋

☎ 0258-75-3228
長岡市寺泊大町7745
http://www.h-sumiyoshiya.net/

寺泊の老舗宿、地元漁協
の競り権を持ち鮮度抜群
の海の幸をお召し上がり
いただけます。併設のお
食事処つわぶきも好評営
業中です。

店内
飲食 焼肉笑家～わらや～

☎ 0258-75-2955
長岡市寺泊荒町7592-20
http://yakinikuwaraya.web.fc2.com

日本海に一番近い路地裏にある
古民家をリノベーションした焼
肉屋です。個室と半個室のお席
に2階は40名まで収容可能。
本格焼肉はもちろん韓国料理や
海鮮にお餅メニューと老若男女
問わず楽しんで笑顔になって
帰っていただきたいと思ってま
す。

店内
飲食

テイク
アウト 弥彦桜井郷温泉  さくらの湯

☎ 0256-94-1126
西蒲原郡弥彦村大字麓1970
http://www.hotel-juraku.co.jp/sakura/

床暖房完備のお食事処です。
ふるさとの味、四季折々の
多彩なメニューにてお待ち
しております。ご家族、ご友
人との団らんにご利用くだ
さい。

店内
飲食

テイク
アウト ホテルプラザ片山

☎ 0258-82-2051
小千谷市本町1-7-3
http://www.plaza-katayama.com

梅コース　4,000円
花コース　5,000円
+2,000円で飲み放題
カラオケ無料、ソフトクリーム
食べ放題

店内
飲食

テイク
アウト

割烹の宿  山長

☎ 0258-75-2719
長岡市寺泊野積2541
http://www.teradomari-yamacho.jp/

寺泊の新鮮なお魚でお出迎
えいたします。季節の味覚
をお楽しみください。

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー 割烹  大覚

☎ 0258-52-2161
長岡市栃尾本町8-6

創業100年を迎える老舗。大阪
で修業した3代目と銀座で修業
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等お
気軽にお問い合わせください。

店内
飲食

テイク
アウト あてま高原リゾート  ベルナティオ

☎ 025-758-4888
十日町市珠川
http://www.belnatio.com

新潟が誇る「にいがた和牛」
を中心に、各種お肉料理を提
供します。また、魚沼産コシ
ヒカリや妻有ポーク、四季
折々の充実した野菜、そして
ワインや地酒とともに、あて
ま高原ならではの食の魅力
をご堪能いただけます。

店内
飲食
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ビブグルマンの評価をい
ただきました。地元食材を
ふんだんに使用したお料
理をぜひご賞味ください。

店内
飲食

テイク
アウト

美味探究の宿  住吉屋

☎ 0258-75-3228
長岡市寺泊大町7745
http://www.h-sumiyoshiya.net/

寺泊の老舗宿、地元漁協
の競り権を持ち鮮度抜群
の海の幸をお召し上がり
いただけます。併設のお
食事処つわぶきも好評営
業中です。

店内
飲食 焼肉笑家～わらや～

☎ 0258-75-2955
長岡市寺泊荒町7592-20
http://yakinikuwaraya.web.fc2.com

日本海に一番近い路地裏にある
古民家をリノベーションした焼
肉屋です。個室と半個室のお席
に2階は40名まで収容可能。
本格焼肉はもちろん韓国料理や
海鮮にお餅メニューと老若男女
問わず楽しんで笑顔になって
帰っていただきたいと思ってま
す。

店内
飲食

テイク
アウト 弥彦桜井郷温泉  さくらの湯

☎ 0256-94-1126
西蒲原郡弥彦村大字麓1970
http://www.hotel-juraku.co.jp/sakura/

床暖房完備のお食事処です。
ふるさとの味、四季折々の
多彩なメニューにてお待ち
しております。ご家族、ご友
人との団らんにご利用くだ
さい。

店内
飲食

テイク
アウト ホテルプラザ片山

☎ 0258-82-2051
小千谷市本町1-7-3
http://www.plaza-katayama.com

梅コース　4,000円
花コース　5,000円
+2,000円で飲み放題
カラオケ無料、ソフトクリーム
食べ放題

店内
飲食

テイク
アウト

割烹の宿  山長

☎ 0258-75-2719
長岡市寺泊野積2541
http://www.teradomari-yamacho.jp/

寺泊の新鮮なお魚でお出迎
えいたします。季節の味覚
をお楽しみください。

店内
飲食

テイク
アウト

デリ
バリー 割烹  大覚

☎ 0258-52-2161
長岡市栃尾本町8-6

創業100年を迎える老舗。大阪
で修業した3代目と銀座で修業
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等お
気軽にお問い合わせください。

店内
飲食

テイク
アウト あてま高原リゾート  ベルナティオ

☎ 025-758-4888
十日町市珠川
http://www.belnatio.com

新潟が誇る「にいがた和牛」
を中心に、各種お肉料理を提
供します。また、魚沼産コシ
ヒカリや妻有ポーク、四季
折々の充実した野菜、そして
ワインや地酒とともに、あて
ま高原ならではの食の魅力
をご堪能いただけます。

店内
飲食
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