
●にいがた安心なお店応援プロジェクト認証施設一覧（令和４年５月12日現在）

　※認証済みでも掲載されていない場合や、申請中の場合は、各店舗に直接お問合せください。

　※認証店であってもキャンペーンの対象となる宴会等の受け入れを行っていない場合があります。ご予約時に各店舗に直接お問合せください。

地域 営業形態 認証店名称 所在地 ＰＲ

糸魚川 食堂 cafe&kitchen ito糸彩iro 糸魚川市一の宮1-2-1
ワンプレートご飯とシフォンケーキのお
店

糸魚川 角打ち マルエス　Kaku-Uchi 糸魚川市横町1-1-4

糸魚川 一般食堂 阿吽 糸魚川市横町1-9-21

糸魚川 焼肉 横町　ホルモン 糸魚川市横町2-13-18
豊富な種類のホルモンとレトロが魅力
のお店

糸魚川 居酒屋 ホテルルートイン糸魚川 糸魚川市横町2-13-2
ホテルルートイン館内のレストランで
す。

糸魚川 すし店 すし廣 糸魚川市横町2-13-9
美味しい地魚を寿司や海鮮丼などで楽
しめます

糸魚川 ファミリーレストラン ガスト糸魚川 糸魚川市横町2-4-3
感染症対策を万全にしてお待ちしてま
す！

糸魚川 喫茶・カフェ ナカシマ糸魚川店 糸魚川市横町5-12-72
糸魚川のおいしいお菓子を召し上が
れ。

糸魚川 旅館 白馬岳蓮華温泉ロッジ 糸魚川市横町5-5-14
雄大な景色を眺めながら浸かる露天風
呂

糸魚川 カフェ 地魚料理　翠家　かわせみ 糸魚川市横町5-6-1 現在は地魚料理からカフェになりました

糸魚川 寿司屋 有限会社　すし活 糸魚川市横町5-6-33
糸魚川の地魚の握り寿司がおすすめ
です。

糸魚川 宿泊業 ひすいの宿　有限会社　たつみ 糸魚川市横町5丁目6番1号 安心安全な現場宿で24時間風呂完備

糸魚川 旅館 民宿　グリーンハウス 糸魚川市寺町2-1-19 糸魚川産の魚料理が味わえます。

糸魚川 飲食店（一般食堂） 株式会社魚がし内　マリーナ 糸魚川市寺町2-3-24 魚料理満喫　海が見える食堂

糸魚川
民泊ホテル不定期の
ライブカフェ・自営

ライブカフェ　ひすいの海 糸魚川市寺町2丁目7-7 Booking com,の民泊＆Cafe

糸魚川
揚物主体の和食料
理店

あげ藤　寺島店 糸魚川市寺島3丁目4番10号 こだわりの「とんかつ」を、ぜひどうぞ！

糸魚川 蕎麦屋 なつなか （農家民宿） 糸魚川市小滝8960-1 美味しい十割そばを提供しています。

糸魚川 食事処 漁師直営　魚祭　糸魚川店 糸魚川市上刈3-14-10
猟師直営ならではの旬の食材を一早く
お届け

糸魚川 焼肉屋 炭火焼肉屋さかい　糸魚川店 糸魚川市上刈3-14-14

糸魚川 喫茶・カフェ ティファニー 糸魚川市上刈3-15-3

糸魚川 飲食業 とんかつインター 糸魚川市上刈3-16-11 お好みランチが大好評!!

糸魚川 飲食店 インター食堂 糸魚川市上刈3-16-6
ホテル併設ですが一般向け営業もして
います

糸魚川
飲食店営業（一般食
堂）焼肉店

ホルモン家　じゅうじゅう 糸魚川市上刈3丁目16番25号
家庭的なお店で肉の他手打ちそばもあ
ります

糸魚川 ラーメン みそ膳　糸魚川店 糸魚川市上刈字外の久保1498 味噌味専門店と営業しています

糸魚川 カフェ 共場糸魚川コモンズ 糸魚川市新鉄1-4-1 居心地がウレシイ　CAFE&SHOP



糸魚川 居酒屋 げんこつ亭 糸魚川市新鉄1-4-22
地魚を中心に美味しいに拘る居酒屋で
す。

糸魚川
飲食店営業
（一般食堂）

糸西セレモニーホール　へいあん 糸魚川市新鉄1丁目5番3号
美味しく真心を込めたお料理を提供し
ます。

糸魚川 居酒屋 飲み処　さら 糸魚川市清崎1-8 旬彩居酒屋　手作り料理

糸魚川 食堂 和食中華　お食事処　海ちゃん 糸魚川市大字梶屋敷116-1

糸魚川 スナック こころ 糸魚川市大字山口108-16 スキー場の入り口。こころです。

糸魚川
宿泊、日帰り温泉、
食堂

塩の道温泉　ホワイトクリフ 糸魚川市大字山口151-1
地元の食材を使用した美味しい料理を
提供

糸魚川 食堂 森の中のお食事処 糸魚川市大字小滝19336番地 大自然の中でココロとカラダの休息を。

糸魚川 旅館、一般食堂 ホテル国富翠泉閣 糸魚川市大字大所885-1 信越県境。姫川渓谷に佇む隠れ宿。

糸魚川 旅館 ホテル国富　アネックス 糸魚川市大字大野298-1

糸魚川 居酒屋 居酒屋出屋 糸魚川市大字大和川635
糸魚川の漁港で仕入れた魚を提供して
います

糸魚川 食堂 食事処　味里
糸魚川市大字竹ヶ花457-1
糸魚川総合病院内

来院、職員の方に食事提供しています

糸魚川 そば屋 今井ことざわそば 糸魚川市大谷内476-2

糸魚川 四川料理店 四川料理　日出人 糸魚川市大町1-1-17 本格四川料理を是非どうぞ。

糸魚川 スナック スナック　ルージュ 糸魚川市大町1-1-20　2F 安心して飲めるスナックです

糸魚川 寿司 漁師の寿司　楽々 糸魚川市大町1-1-25
漁師ユーチューバーまいろ船長が営む
お店

糸魚川 スナック・バー スナック　ひめ 糸魚川市大町1-1-28
カラオケやお酒、楽しい時間を提供して
います

糸魚川 食堂 あおい食堂 糸魚川市大町1-1-28 美味しいラーメンと定食・丼ぶりを提供

糸魚川 バー・スナック等 ニューナポリ 糸魚川市大町1-1-28　ミシヤビル1F リーズナブルで明るいお店です。

糸魚川 すし屋 寿司・割烹　志乃 糸魚川市大町1-1-30 地場で揚がった地魚を提供しています

糸魚川 居酒屋 ホビー 糸魚川市大町1-1-30　池原ビル1F
美味しく多種類のお酒と料理が大好評
です。

糸魚川 バー スランジ・バー　丸山 糸魚川市大町1-1-30　池原ビル2F
ウィスキー500種を揃えお待ちしてま
す。

糸魚川 居酒屋 しゃもじや　ひらり 糸魚川市大町1-1-30　池原ビル3階
地元食材地酒を気軽に食せるお店で
す。

糸魚川 カラオケ カラオケバンバン糸魚川駅前店 糸魚川市大町1-1-34

糸魚川 バー・スナック等 黒蜜 糸魚川市大町1-1-34　1F

糸魚川 居酒屋 炭火焼鳥103 糸魚川市大町1-1-34　2F
炭火焼きのおいしい焼鳥を提供してい
ます。

糸魚川 スナック Night Lounge jun 糸魚川市大町1-2-4

糸魚川 創作料理店 食彩ダイニング　京の蔵 糸魚川市大町1-3-1
落ち着いた雰囲気の小さな創作料理店
です



糸魚川 寿司店 株式会社　重寿し 糸魚川市大町1-3-12
地酒、地魚をメインに旬の食材でおもて
なし

糸魚川 居酒屋 居酒屋松ちゃん 糸魚川市大町1-3-29
糸魚川の食材を使用。流通が難しい珍
魚有り

糸魚川 ダイニングバー BLUE HEAVEN 糸魚川市大町1-3-30 お酒も食べ物もおいしいです

糸魚川 寿司 廻るすし倶楽部 糸魚川市大町1-4-21 糸魚川唯一の回転寿司です。

糸魚川 飲食店 膳処 くろひめ 糸魚川市大町1-4-23-2F 食のことならなんでもお任せください。

糸魚川 ラーメン店営業 麺家　なりた 糸魚川市大町1-4-25
自家製ダレのあっさりラーメンがお勧
め。

糸魚川 居酒屋 魚民　糸魚川日本海口駅前店
糸魚川市大町1-4-28
酒井書店2階

和の空間で創作料理を楽しめます

糸魚川 バー・スナック等 BLACK SMITH 糸魚川市大町1-4-4

糸魚川 バー・スナック等 華の里 糸魚川市大町1-4-4　1F

糸魚川 スナック レストパブ　チロル
糸魚川市大町1-4-4
ミヤノビル1F

歌って踊れる楽しいお店です。

糸魚川
ホテル宿泊客の朝食
提供

ホテル・ジオパーク　朝食会場
糸魚川市大町1-5-1
ホテルジオパーク1F

糸魚川 居酒屋 寿し居酒屋　岬
糸魚川市大町1-5-1
ホテルジオパーク1F

新鮮な地魚・地酒をご用意しておりま
す。

糸魚川 日本料理店 和の旬　かんのや 糸魚川市大町1-5-2
糸魚川の新鮮なお魚と地酒のお店で
す。

糸魚川 居酒屋 居酒屋　多喜
糸魚川市大町1-7-11
ヒスイ王国館1F

「地元の食材を手造りで」がモットーで
す。

糸魚川 スナックバー Meguん家 糸魚川市大町1丁目1-10　1F
友人宅に来たようなアットホームなお店
です

糸魚川 居酒屋 魚が一番うまい店　煌凛丸 糸魚川市大町1丁目3-1
駅から3分！旬の食材を使った居酒屋
です

糸魚川 バー・スナック等 ナイトラウンジ　ミュール 糸魚川市大町1丁目4-4
楽しく飲めるお店です。お気軽にどー
ぞ！！

糸魚川 居酒屋　食堂 居酒屋　食堂　安あん 糸魚川市大町2-1-1
ボリューム満点、地魚刺身定食が大好
評

糸魚川 フランス料理
糸魚川市駅北広場（キターレ）
つなぐキッチン レ・ジョン

糸魚川市大町2-2-19
糸魚川の旬の食材にこだわっていま
す。

糸魚川 スナック スナック　舞 糸魚川市大町2-5-16 昭和を感じる癒しのお店です。

糸魚川 中華料理 月徳飯店 糸魚川市大町2-5-18
おいしい糸魚川ブラック焼きそば考案
の店

糸魚川 居酒屋 糸魚川　いのまた 糸魚川市大町2-5-31
糸魚川の新鮮な海の幸を提供していま
す。

糸魚川 居酒屋 鳥清 糸魚川市大町2-5-38
焼とり・もつの煮込み・おでんでちょっと
一杯

糸魚川 居酒屋 地魚料理　味幸 糸魚川市大町2-5-39 美味しい地魚と地酒で乾杯

糸魚川 そば・うどん店 そば処　金七 糸魚川市大町2-5-5 新鮮なうなぎも提供しています。

糸魚川 居酒屋 食べ処　飲み処　栄富 糸魚川市大町2-5-8 食べて飲んで居心地のいいお店

糸魚川 飲食業 割烹倉また 糸魚川市大町2-8-10
広い個室でゆったりとご利用いただけ
ます。



糸魚川 日本料理店 日本料理　鶴来家 糸魚川市大町2丁目13-1
新潟の旬をこだわりの一品でおもてな
し

糸魚川 旅館 笹倉温泉　龍雲荘 糸魚川市大平5804
効能豊かな温泉水を使用したお料理で
す

糸魚川
揚物主体の和食料
理店

あげ藤　大野店 糸魚川市大野1157-1 こだわりの「とんかつ」をぜひ、どうぞ！

糸魚川 そば屋 そば処　おだじま 糸魚川市大野1460-1

糸魚川 フランス料理 アンフィートリヨン 糸魚川市大野74-1
自然豊かな美山公園入口にあるお店
です。

糸魚川 民宿 民宿　幸右衛門 糸魚川市大和川砂原48-1 夕日がとてもきれいです

糸魚川
飲食店　パブ
カラオケ等

(有)古畑　イベントハウス・コーヒー＆パブ　ミン
ミン3

糸魚川市中央1-10-12 飲んで食べて歌って、楽しいお店です。

糸魚川 和食 あじさい 糸魚川市中央1-4-31 新鮮な地魚料理を提供しています。

糸魚川 洋食レストラン カフェ.レストラン　ブォーノ 糸魚川市中央1-6-15 お肉の煮込み料理が絶品の洋食店。

糸魚川 ラーメン 麺屋　みそ道楽 糸魚川市東寺町1-6-54 味噌味専門店と営業しています

糸魚川 居酒屋 異酒屋　夢路 糸魚川市東寺町2-6-65
昭和レトロな雰囲気の中でお酒をどう
ぞ。

糸魚川 ラーメン店 ラーメンハウス　東寺町店 糸魚川市東寺町3丁目6-4 自家製スープとチャーシューの店

糸魚川 飲食営業 セレモニーホール　フローリア　西館 糸魚川市南押上1-14-8
安心、安全に飲食サービスを行ってい
ます。

糸魚川 飲食営業 JAひすい　セレモニーホールフローリア（東館） 糸魚川市南押上1-14-8
安心、安全、美味しい料理を提供して
います

糸魚川 食堂　仕出し 食事処　大瀬 糸魚川市南押上1-4-10
地産地消で、糸魚川でお待ちしていま
す

糸魚川 寿司 漁場　傳兵 糸魚川市南押上2-1-22
漁師ユーチューバーまいろ船長が営む
お店

糸魚川 飲食店 いっさく　糸魚川奴奈川店 糸魚川市南寺町1-9-30
全室個室にて豊富なメニューをご用
意。

糸魚川 中華料理 LILIYA 糸魚川市南寺町2-10-23 本格中華料理を提供いたします。

糸魚川 軽食喫茶 石の花 糸魚川市南寺町3-6-1 コーヒーと自家製パン等でおもてなし

糸魚川 中華 らーめん　りゅうき 糸魚川市南寺町3-8-62 手作り餃子と美味しい焼豚のお店

糸魚川 割烹 割烹　春よし 糸魚川市本町10-11 真心を味に変えてご奉仕します。

糸魚川 ダイニングバー ダイニングバー　あいせき 糸魚川市本町1-11

糸魚川 飲食店 パブレストラン　カプリーノ 糸魚川市本町1-12

糸魚川 スナック ベガス 糸魚川市本町1-13
安心してお越し頂ける明るく楽しいお店
です

糸魚川 居酒屋 海鮮料理　あすか 糸魚川市本町1-14 美味しい地魚とお酒を提供しています。

糸魚川 餃子バル GYOZA BAR　畑 糸魚川市本町1-14 2F
糸魚川初鉄鍋餃子が食べられるお店
です。

糸魚川 居酒屋 かねり 糸魚川市本町1-17



糸魚川 飲食店 グッドタイム 糸魚川市本町1-24
気軽に飲んで歌って安心料金で楽しめ
る店。

糸魚川 スナック スナックアルファ 糸魚川市本町1-25
落ち着いた雰囲気でお酒を楽しめるお
店です

糸魚川 バー・スナック等 スナック　ふたご座 糸魚川市本町1-50 歌で発散！カラオケを楽しんで

糸魚川 スナック スナック　ふたり 糸魚川市本町1-60
安心価格で飲めて歌えるアットホーム
なお店

糸魚川 居酒屋 あやふ野 糸魚川市本町2-10 個室のあるダイニングバーです。

糸魚川 ラーメン屋 気まぐれ 糸魚川市本町2-14
背油生姜ラーメンと豚汁を売りにしてい
ます

糸魚川 焼肉店 焼肉　昌京苑 糸魚川市本町2-5 最高の状態の肉を提供しています

糸魚川
和食屋(酒類提供あ
り)

四季咲和房　いち 糸魚川市本町2-8
地物と手作りにこだわる和食メインのお
店。

糸魚川 居酒屋 居酒屋つるまる　糸魚川店 糸魚川市本町4-8
明日の活力をチャージするエナジース
タンド

糸魚川 スナック スナックふじ 糸魚川市本町5-22 落ち着いたお店で静かにのめます。

糸魚川 スナック スナックGumi（グミ） 糸魚川市本町5-22-2階

糸魚川 スナック ラウンジ　和らぎ 糸魚川市本町5-9

糸魚川 スナック スナック　マロン
糸魚川市本町6-1
千国ビル2階D号

落ち着いたお店です。

糸魚川 スナック、飲食 スナック　ピナイ
糸魚川市本町6-1
千国第一ビル2F

低料金アットホームカラオケが自慢の
店

糸魚川 レストラン
糸魚川カントリークラブ
レストラン つきとく

糸魚川市蓮台寺1550
糸魚川カントリークラブ2F

グリーンをみながらのお食事、癒されま
すよ

青海 居酒屋 居酒屋　風 糸魚川市寺地197
地魚を安くて美味しく提供アットホーム
なお店

青海 飲食店 多目的施設　ほっこり館 糸魚川市須沢2616-1
健康づくり支援店として、減塩ランチ提
供。

青海 台湾料理 台湾料理　福泰源 糸魚川市須沢3268
糸魚川味、ボリュームはいい本格台湾
料理

青海 和食 食事処　利休 糸魚川市須沢55-23
美味しい食事をリーズナブルな価格で
提供

青海 レストラン 親不知　お食事処　漁火 糸魚川市大字外波903-1
豪快な盛り付けのカニ天丼が人気で
す！

青海 寿司 寿し善 糸魚川市大字今村新田632 お気軽に御飲食できる店です。

青海 道の駅　食堂 市振の関 糸魚川市大字市振1035-50 糸魚川産こしいぶき米提供の食堂です

青海 宿泊業 親不知観光ホテル 糸魚川市大字市振119-1
新潟県立自然公園内親不知に位置す
る1軒宿

青海 ラーメン めん屋一丁 糸魚川市大字須沢2614-1
美味しい家系豚骨?油ラーメンを提供し
ます

青海 喫茶・カフェ Kiitosカフェ 糸魚川市大字須沢2620-1

青海 スナック スナック皐月 糸魚川市大字須沢字大坪2666-1
カラオケのゾロ目が出たらプレゼントあ
り。

青海 洋食 ルートレストラン　ボン・ジュール 糸魚川市田海12-3
糸魚川産の美味しいお米を提供しま
す。



青海 ラーメン ふうらい 糸魚川市田海255-2
角切焼豚とレアチャーシューが美味し
いお店

能生 一般食堂 レストラン　サリュ 糸魚川市西飛山1821
ボリューム満点の食事でアクティブ滑
走

能生 一般食堂 レストラン　ル＆ヴァン 糸魚川市西飛山1821
ゲレンデを眺めながらのスイーツは最
高

能生 旅館業 柵口温泉　対岳荘 糸魚川市大字柵口1051 海の幸・山の幸を楽しめる宿です

能生 和食 割烹わたせ 糸魚川市大字大沢541-1
新鮮な旬の魚や山菜美味しい料理提
供します

能生
和洋菓子・
かき氷販売

株式会社 佐藤菓子舗 糸魚川市大字大沢587の7
おいしい和洋菓子、かき氷を販売して
います

能生 温泉旅館 柵口温泉 権現荘 糸魚川市大字田麦平26-1
能生漁港直送の海鮮をお召し上がりく
ださい

能生
旅館坂中屋（お食事
処）

坂中屋 糸魚川市大字筒石1766-1
日本海で味わう磯料理。宿泊にご利用
下さい

能生 海鮮料理店 シーサイド磯貝 糸魚川市大字藤崎35-1
地元能生港の旬の魚介類を提供してい
ます

能生 飲食・ラーメン 藤崎ラーメン 糸魚川市大字藤崎63-1 海まで徒歩1分のラーメン店です。

能生 炭火焼肉・ラーメン等 炭火焼肉　山善 糸魚川市大字能生1941-3 炭火焼の美味しいお店です

能生 飲食店営業 スターダスト 糸魚川市大字能生2014-3 アットホームなローカルスナック。

能生 飲食店営業(旅館) 旅館　玉屋 糸魚川市大字能生2014-3
かつて芭蕉が訪れた…当時は旅籠で
仕出し屋

能生 飲食店 汐路　駅前店 糸魚川市大字能生2482番地4
美味しいランチや焼肉を、提供していま
す。

能生 居酒屋 食楽厨房　あづま 糸魚川市大字能生7124

能生 旅館業 なかため旅館 糸魚川市大字能生7216番地
日本海の夕日と採れたて魚料理が自
慢です

能生 海鮮料理 味千汐路　番屋 糸魚川市大字能生小泊3596-2
能生名産カニと地魚料理を提供してい
ます。

能生 飲食営業 リーフキッチン 糸魚川市大字能生小泊3596-2 1F
能生名産カニ・甘エビ料理を提供してい
ます

能生
飲食店
割烹料理

割烹　かっちゃん 糸魚川市大字平524-1
地物の魚を使い創作料理などを出して
います

能生 旅館業 長者温泉　ゆとり館 糸魚川市大字木浦18778 小さい山にある茅葺屋根の温泉宿

能生 炭火焼料理 日本海　能生の宿　見晴らし亭 糸魚川市大平寺1539
地元の魚・野菜を炭火で味わってくださ
い。

能生 一般食堂 レストラン　ブランカ 糸魚川市島道1302-2
バーディーカツ丼食べてバーディー続
出中

能生 バー・スナック等 スナック　えこう 糸魚川市能生2028-1 お酒とカラオケで楽しみませんか。

能生 居酒屋 食事宴席　樹 糸魚川市能生2407-1 美味・美酒をご用意しています。

能生 食堂 農家キッチン　ひだまり 糸魚川市槙1048番地
地元で取れた旬の山菜料理を提供して
います


