【湯沢町】地域共通クーポン取扱店舗一覧（10/17登録分含む）
店舗名

住所

電話番号

カテゴリー

取扱券種

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-2211

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

メインダイニングルームボーセジュール

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-2211

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

メインバーウィンザー

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-2211

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

レストランマルモラーダ

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-2211

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

カクテルラウンジ

和食堂

松風

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-2211

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

Ｍ’sクレープ

シャトレーヌ

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

レストランアゼリア

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-2211

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

ケバブ屋

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

苗場スキー場（南出札）

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

リフト券販売

紙・電子

苗場スキー場（ドルフ出札）

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

リフト券販売

紙・電子

苗場スキー場（1ゴン出札）

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

リフト券販売

紙・電子

苗場スキー場（3号館出札）

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

リフト券販売

紙・電子

苗場スキー場（ドラゴン出札）

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

リフト券販売

紙・電子

苗場スノースクール・ インターナショナルス

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

スキースクール

紙・電子

クール
苗場雪塾

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

スキースクール

紙・電子

わくわくファミリースノーランド

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

スキースクール

紙・電子

パンダルマン

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

スノーランド

紙・電子

苗場スキースクール

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

スキースクール

紙・電子

カッパスノーモービルランド

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

スノーランド

紙・電子

4号館レンタル

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-2211

レンタルスキー

紙・電子

エクラスカフェ

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

ナエバヴィゴーレ

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

Ｍ’sカフェ

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-4117

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

苗場プリンスホテル

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-2211

宿泊施設

紙・電子

苗場プリンスホテルフロント6号館

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-2211

宿泊施設

紙・電子

苗場プリンスホテルフロント4号館

南魚沼郡湯沢町三国202

025-789-2211

宿泊施設

紙・電子

スポーツショップ ゲレスポＰＬＵＳ

南魚沼郡湯沢町三国203

025-789-4111

スポーツショップ

紙・電子

ドルフスポーツショップ ゲレスポ

南魚沼郡湯沢町三国204

025-789-4111

スポーツショップ

紙・電子

ドラッグストア

南魚沼郡湯沢町三国205

025-789-4111

薬局

紙・電子

＠ａｍｐワックス＆チューン

南魚沼郡湯沢町三国206

025-789-4111

ワクシングサービス

紙・電子

Performance

南魚沼郡湯沢町三国207

025-789-4111

スポーツショップ

紙・電子

ＢＬＡＣＫ ＤＩＡＭＯＮＤ 苗場店

南魚沼郡湯沢町三国208

025-789-4111

スポーツショップ

紙・電子

３号館売店（おみやげ売店）

南魚沼郡湯沢町三国209

025-789-4111

小売（お土産等）

紙・電子

６号館デリカショップ（コンビニ）

南魚沼郡湯沢町三国210

025-789-4111

小売（お土産等）

紙・電子

６号館売店（おみやげ売店）

南魚沼郡湯沢町三国211

025-789-4111

小売（お土産等）

紙・電子

シュネー売店（おみやげ売店・コンビニ）

南魚沼郡湯沢町三国212

025-789-4111

小売（お土産等）

紙・電子

マークショップ・フォーティー

南魚沼郡湯沢町三国213

025-789-4111

オリジナルTシャツ体験

紙・電子

サウスコートスノーディビジョン

南魚沼郡湯沢町三国214

025-789-4111

スポーツショップ

紙・電子

ＳＣ・ＢＲＡＮＣＨ

南魚沼郡湯沢町三国215

025-789-4111

スポーツショップ

紙・電子

ＮＡＥＢＡ１９６１．ｃｏｍ

南魚沼郡湯沢町三国216

鮨 みながわ

南魚沼郡湯沢町三国217

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

カナディアンダイニング ウィスラーカフェ

南魚沼郡湯沢町三国218

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

ゲレスポPULS
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025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子
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すし処・もち処 雪国

南魚沼郡湯沢町三国219

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

たくみ庵

南魚沼郡湯沢町三国220

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

ピザーラ エクスプレス

南魚沼郡湯沢町三国221

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

ロビーラウンジ エーデルワイス

南魚沼郡湯沢町三国222

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

フードコート

南魚沼郡湯沢町三国223

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

広東名菜 ＳＨＡＴＩＮ

南魚沼郡湯沢町三国224

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

焼肉 爛燈

南魚沼郡湯沢町三国225

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

レストラン カバーナ

南魚沼郡湯沢町三国226

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

串揚げ 天八

南魚沼郡湯沢町三国227

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

鍋と地酒 鍋一

南魚沼郡湯沢町三国228

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

アルム

南魚沼郡湯沢町三国229

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

拉麺酒房 鶏の陣

南魚沼郡湯沢町三国230

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

ゴーゴーカレー プリンス第２ゴンドラ山頂

南魚沼郡湯沢町三国231

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

レストラン アリエスカ

南魚沼郡湯沢町三国232

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

スナック アリエスカ

南魚沼郡湯沢町三国233

025-789-4111

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

６号館レンタルスキー

南魚沼郡湯沢町三国233

025-789-4111

レンタルスキー

紙・電子

２号館レンタルスキー

南魚沼郡湯沢町三国234

025-789-4111

レンタルスキー

紙・電子

トータルボディメンテナンス苗場

南魚沼郡湯沢町三国234

025-789-4111

ボディメント

紙・電子

ハイジ託児室

南魚沼郡湯沢町三国235

025-789-4111

託児室

紙・電子

AROMATHERAPY TREATMENT VOCE

南魚沼郡湯沢町三国235

025-789-4111

エステ

紙・電子

片品・山と森の学校

南魚沼郡湯沢町三国236

025-789-2635

体験教室

紙・電子

サロモンステーション（レンタルスキー）

南魚沼郡湯沢町三国236

025-789-2635

レンタルスキー

紙・電子

レンタルスキー ブランドバイキング

南魚沼郡湯沢町三国236

025-789-4111

レンタルスキー

紙・電子

客室マッサージ

南魚沼郡湯沢町三国236

025-789-4111

客室マッサージ

紙・電子

サロモンステーション（売店）

南魚沼郡湯沢町三国236

025-789-2635

小売（お土産等）

紙・電子

南魚沼郡湯沢町湯沢2427-1

025-785-5082

レンタカー

紙・電子

南魚沼郡湯沢町湯沢354-10

025-784-2349

小売（お土産等）

紙

南魚沼郡湯沢町三国1066

025-788-3111

観光施設

紙

かぐらみ田代スキー場

南魚沼郡湯沢町三国1066

025-788-3111

観光施設

紙

ハーブ

南魚沼郡湯沢町三国1066

025-788-3111

飲食店（酒類提供あり）

紙

南魚沼郡湯沢町三国1066

025-788-3111

レンタルスキー

紙

おみやげ売店（田代ＳＴ）

南魚沼郡湯沢町三国1066

025-788-3111

小売（お土産等）

紙

金六イレブン

南魚沼郡湯沢町三国123

025-789-2568

レンタルスキー

紙

ホテルふじや

南魚沼郡湯沢町三国125-1

025-789-2037

宿泊施設

紙・電子

ロッヂおおみや

南魚沼郡湯沢町三国128-2

025-789-2520

宿泊施設

紙・電子

南魚沼郡湯沢町三国171

025-789-2516

宿泊施設

紙

南魚沼郡湯沢町三国174-1

025-789-2568

レンタルスキー

紙

南魚沼郡湯沢町三国184-5

090-2411-9221

宿泊業

紙・電子

苗場スプリングスホテル

南魚沼郡湯沢町三国184

025-789-2804

ホテル

紙

金六イレブン

パート２

南魚沼郡湯沢町三国195

025-789-2568

レンタルスキー

紙

金六イレブン

パート５

南魚沼郡湯沢町三国202-33

025-789-2568

レンタルスキー

紙

南魚沼郡湯沢町三国202-4

025-789-2033

宿泊施設

紙

駅レンタカー

越後湯沢営業所

駒子もち億萬屋
田代

田代

出札(リフト券売場)

ジュタ
レンタルスキー

パート１

クラウドナイン苗場
金六イレブン

パート３

ユートピア苗場

ビューリゾートインとみや
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南魚沼郡湯沢町三国245-8

025-789-2252

宿泊施設

紙

三国屋旅館

南魚沼郡湯沢町三国284

025-789-2034

宿泊施設

紙・電子

雪ささの湯

南魚沼郡湯沢町三国355

025-780-9500

温泉施設

紙

御宿本陣

南魚沼郡湯沢町三国378

025-789-2012

宿泊業

紙・電子

ティアン

南魚沼郡湯沢町三国469-111

025-789-5783

宿泊施設

紙

ホテル丁

南魚沼郡湯沢町三国469-45

025-789-2812

宿泊施設

紙・電子

ムルメルン

南魚沼郡湯沢町三国469-57

025-789-5060

宿泊施設

紙・電子

ロッヂ エドモントン

南魚沼郡湯沢町三国469-7 ロッジ

イーマレンタル苗場店

丘駐車場内
南魚沼郡湯沢町三国469-91

三国興業株式会社
ホテル
ロッヂ

0257-809-920

スキー、スノーボードレン

紙・電子

025-789-3911

タルショップ
宿泊施設

紙・電子

南魚沼郡湯沢町三国52-1

025-789-2046

ガソリンスタンド

紙

ジム

南魚沼郡湯沢町三俣1123

0422-47-0004

宿泊施設

紙・電子

ふくだや

南魚沼郡湯沢町三俣243-1

025-788-9208

宿泊施設

紙

ロッジ チャーリーブラウン

南魚沼郡湯沢町三俣64

025-788-9970

宿泊施設

紙

貝掛温泉

南魚沼郡湯沢町三俣686

025-788-9911

宿泊施設

紙

みつまたロッヂ

南魚沼郡湯沢町三俣730

025-788-9116

宿泊施設

紙・電子

025-788-9221

観光施設

紙

theKintaNaeba

かぐらみつまたスキー場

南魚沼郡湯沢町三俣742

かぐら

スキー場内スキーセンター２F
みつまたレンタルスキー

南魚沼郡湯沢町三俣742

025-788-9221

観光施設

紙

みつまた

南魚沼郡湯沢町三俣742

025-788-9221

観光施設

紙

南魚沼郡湯沢町三俣742

025-787-7010

スポーツ

紙・電子

出札(リフト券売場)

CalGaly かぐらスキー場みつまたステーション
店
レストラン

みつまた

南魚沼郡湯沢町三俣742

025-788-9221

飲食店（酒類提供あり）

紙

かぐらスキースクール

南魚沼郡湯沢町三俣742

080-2215-2540

スキースクール

紙

南魚沼郡湯沢町三俣742

025-788-9221

小売（お土産等）

紙

025-788-9487

スポーツ

紙・電子

おみやげ売店・コンビニエンスショップ
みつまたスノーボードスクール

南魚沼郡湯沢町三俣742

かぐら

スキー場内スキーセンター２F

ブースポーツみつまた店

南魚沼郡湯沢町三俣749-1

025-788-9536

スキー用具レンタル

紙・電子

神楽ハウス

南魚沼郡湯沢町三俣783-7

025-788-9008

民宿

紙・電子

南魚沼郡湯沢町三俣841

025-788-9180

宿泊施設

紙

ブースポーツみつまた2号店

南魚沼郡湯沢町三俣865-3

025-788-9050

スキー用具レンタル

紙・電子

かぐらみつまたコテージ

南魚沼郡湯沢町三俣919-1

080-9672-7788

宿泊施設

紙・電子

セブン-イレブン中越湯沢神立店

南魚沼郡湯沢町神立1462-1

025-785-5547

コンビニ・スーパー

紙・電子

神泉の湯

南魚沼郡湯沢町神立3448-1

025-788-0260

温泉施設

紙・電子

南魚沼郡湯沢町神立39-8

025-785-7288

小売（お土産等）

紙・電子

snowcafe

南魚沼郡湯沢町神立4121-1

０70-1267-3264

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

KANDATSU THE KITCHEN

南魚沼郡湯沢町神立4121-1

０70-1267-3264

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

025-788-0111

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

025-788-0605

スポーツ

紙・電子

025-788-0111

小売（お土産等）

紙・電子

南魚沼郡湯沢町神立42-1

025-784-3334

ガソリンスタンド

紙

南魚沼郡湯沢町神立508-1

025-784-1710

小売（お土産等）

紙

ホットハウスゆのうち

ウィンタースポーツラボ

Cafe ReMark 神立スキー場店

南魚沼郡湯沢町神立4121-1ギャラ
リア1階
南魚沼郡湯沢町神立4121-1神立ス

KSRレンタル

ノーリゾート３F
南魚沼郡湯沢町神立４１２１番地
神立スノーリゾート

ゲレスポショップ

１神立スノーリゾート

ＧＲＯＵ

ＮＤＢＡＳＥ２Ｆ階
（有）鶴屋石油
湯沢みやげ店

湯沢ＳＳ
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店舗名

住所

電話番号

カテゴリー

取扱券種

南魚沼郡湯沢町神立516

025-784-3213

小売（お土産等）

紙・電子

ピッコロホテルラパーチェ

南魚沼郡湯沢町大字三国469-31

025-789-3010

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

ピッコロホテルラパーチェ

南魚沼郡湯沢町大字三国469-31

025-789-3010

宿泊施設

紙・電子

シャレーカスケード

南魚沼郡湯沢町大字三国469-47

025-789-2324

宿泊施設

紙・電子

ファミリーマート 湯沢奈良山

南魚沼郡湯沢町大字神立183-6

025-785-2210

コンビニ・スーパー

紙

高野屋

南魚沼郡湯沢町大字土樽146-2

025-787-3054

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

ファミリーマート エンゼルリゾート湯沢/S

南魚沼郡湯沢町大字土樽173-1

025-780-7855

コンビニ・スーパー

紙

ファミリーマート エンゼルグランディア越後中里

南魚沼郡湯沢町大字土樽4707-1

025-787-2559

コンビニ・スーパー

紙

中里スノーウッドスキー場

南魚沼郡湯沢町大字土樽4731-2

025-787-3511

運送業

紙

ヴィラ・パーサー

南魚沼郡湯沢町大字土樽4984-1

025-787-5513

宿泊施設

紙

有限会社萩野屋酒店

南魚沼郡湯沢町大字土樽5692-4

025-787-3161

小売（お土産等）

紙

ローソン

南魚沼郡湯沢町大字土樽64-51

025-787-0027

コンビニ・スーパー

紙

南魚沼郡湯沢町大字湯沢2417-1

025-784-4499

小売（お土産等）

紙・電子

有限会社

南静園

湯沢岩原店

CoCoLo湯沢・がんぎどおり

中央市場

南魚沼郡湯沢町大字湯沢2427-

駅の酒蔵
㈱トヨタレンタリース新潟

越後湯沢駅前店

KKR湯沢ゆきぐに
ショッピングセンターのぐち

本店

和みのお宿 滝乃湯
ベルニナ

レンタルスキー
雪国の宿
酒風呂

ベンリ

高半
湯の沢

ぽんしゅ館

越後魚沼商店

東日本宇佐美

越後湯沢驛店

１７号湯沢給油所

ショッピングセンターのぐち
ドラッグセイムス
ホテル

小売（お土産等）

紙・電子

025-784-1003

レンタカー

紙・電子

南魚沼郡湯沢町大字湯沢2574

025-784-3424

宿泊施設

紙

025-784-2134

コンビニ・スーパー

紙

南魚沼郡湯沢町大字湯沢2875-7
ショッピングセンターのぐち

本店

南魚沼郡湯沢町大字湯沢317-1

サナテイオスパ越後湯沢

ロッヂ

025-784-4314

3CoCoLo湯沢
南魚沼郡湯沢町大字湯沢2495

湯沢ハーツ店

湯沢店

025-785-2177

エステサロン

紙・電子

湯けむりの宿 雪の花内
南魚沼郡湯沢町大字湯沢345-1

025-784-3421

宿泊施設

紙・電子

南魚沼郡湯沢町大字湯沢548

025-784-3292

宿泊施設

紙

南魚沼郡湯沢町大字湯沢674-18

025-785-6818

レンタル業

紙・電子

南魚沼郡湯沢町大字湯沢923

025-784-3333

宿泊施設

紙・電子

南魚沼郡湯沢町大字湯沢2427-3

025-784-3758

温泉施設

紙・電子

南魚沼郡湯沢町大字湯沢2427-3

025-784-3778

小売（お土産等）

紙・電子

南魚沼郡湯沢町大字湯沢1659-1

025-784-4624

ガソリンスタンド

紙

025-785-7111

コンビニ・スーパー

紙

025-785-2201

小売（お土産等）

紙・電子

南魚沼郡湯沢町大字湯沢1685ショッ
ピングセンターのぐち湯沢ハーツ店

南魚沼郡湯沢町大字湯沢字中島川
原2936

クライム

南魚沼郡湯沢町大字湯沢606-1

025-785-2030

宿泊施設

紙

NewDaysミニ 越後湯沢1号

南魚沼郡湯沢町大字湯沢2427-1

025-784-3013

コンビニ・スーパー

紙・電子

NewDaysミニ 幹線越後湯沢

南魚沼郡湯沢町大字湯沢2427-1

025-780-6750

コンビニ・スーパー

紙・電子

JR 越後湯沢駅

南魚沼郡湯沢町大字湯沢2427-1

050-2016-1614

鉄道

紙

ファンタジェンイズミヤ

南魚沼郡湯沢町土樽1206

025-787-3705

宿泊施設

紙

ホテル湯沢湯沢でんき屋

南魚沼郡湯沢町土樽155

025-787-3020

旅館

紙

エンゼルリゾート湯沢

南魚沼郡湯沢町土樽173-1

025-787-4474

宿泊施設

紙・電子

ロッヂ

南魚沼郡湯沢町土樽173-4

025-787-3545

宿泊施設

紙

ベアースポーツ２・レンタルヨニジー

南魚沼郡湯沢町土樽244-1

025-787-4160

レンタル

紙・電子

レンタルショップ

南魚沼郡湯沢町土樽244-8

025-787-3570

レンタル

紙・電子

エンゼルグランディア越後中里

南魚沼郡湯沢町土樽4707-1

025-787-2811

宿泊施設

紙・電子

レンタルスキーセンター

南魚沼郡湯沢町土樽4728-7

025-787-0090

レンタルスキー店

紙

マウンテン

ベアースポーツ
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店舗名

電話番号

カテゴリー

取扱券種

025-787-3301

物品賃貸業

紙・電子

025-787-3301

物品賃貸業

紙・電子

南魚沼郡湯沢町土樽5081

025-787-3189

宿泊施設

紙

湯沢玉城屋

南魚沼郡湯沢町土樽5081-5

025-787-3019

板屋旅館

南魚沼郡湯沢町土樽5092-1

025-787-3045

小売（お土産等）

紙

ビューサンライズ

南魚沼郡湯沢町土樽5102-2

025-787-5210

宿泊施設

紙

私の家中屋

南魚沼郡湯沢町土樽5804

025-787-3037

宿泊施設

紙

ヴィラ・グリーングラス

南魚沼郡湯沢町土樽5869

025-787-3217

宿泊施設

紙・電子

南魚沼郡湯沢町土樽6301-7

025-787-4141

宿泊施設

紙・電子

栄屋米店

南魚沼郡湯沢町土樽68-1

025-787-3023

小売（お土産等）

紙・電子

ロッヂきくのや

南魚沼郡湯沢町土樽731

025-787-3049

飲食店（酒類提供あり）

紙

ホテルアルパイン

南魚沼郡湯沢町土樽731-1

025-787-3055

宿泊施設

紙・電子

ホテルシェラリゾート湯沢

南魚沼郡湯沢町土樽731-1

025-787-3250

宿泊施設

紙・電子

ヒルサイドインガーデンクレス

南魚沼郡湯沢町土樽731-49

025-787-4411

宿泊施設

紙・電子

ロッヂ飯塚

南魚沼郡湯沢町土樽731-8

025-787-3357

宿泊施設

紙・電子

ホテルアルファスター岩原

南魚沼郡湯沢町土樽731-1

025-787-3926

宿泊施設

紙・電子

中里スノーウッドスキースクール

南魚沼郡湯沢町土樽5184

025-787-4164

スポーツ

紙・電子

湯沢中里マウンテンターミナルレンタルショップ

湯沢中里マウンテンテラスレンタルショップ

住所
南魚沼郡湯沢町土樽5044-1
湯沢中里スノーリゾート内
南魚沼郡湯沢町土樽5044-1
湯沢中里スノーリゾート内

ファミリーハウスしらゆき

株式会社ホテルシャーレゆざわ銀水

宿泊業

旅館

紙

居酒屋ゆた

南魚沼郡湯沢町湯沢

321-8

025-785-6170

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

ぽかぽかキッチン

南魚沼郡湯沢町湯沢1022-1

025-784-3751

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

ゆざわ健康ランド

南魚沼郡湯沢町湯沢1022-1

025-784-4622

宿泊施設

紙・電子

レストハウス越後（湯沢錦鯉ランド）

南魚沼郡湯沢町湯沢1022-1

025-784-3751

小売（お土産等）

紙・電子

ニッポンレンタカー 越後湯沢営業所

南魚沼郡湯沢町湯沢1-12-1

025-785-5300

レンタカー

紙・電子

AOKIKAEN 湯沢店

南魚沼郡湯沢町湯沢1-1-4

025-785-5726

小売（お土産等）

紙・電子

浪花屋酒店

南魚沼郡湯沢町湯沢1-4-3

025-784-3316

小売（お土産等）

紙・電子

湯沢本店

南魚沼郡湯沢町湯沢1705-1

025-775-7795

小売（お土産等）

紙・電子

有限会社コマツチェーン湯沢店

南魚沼郡湯沢町湯沢1828-8

025-758-5437

家電販売店

紙

S&Pダイコーサービス

南魚沼郡湯沢町湯沢1922-7

025-785-5336

運送サービス

紙

本陣さくら亭（越後湯沢温泉さくら亭）

南魚沼郡湯沢町湯沢1926-4

025-775-7830

宿泊業

紙・電子

NASPAニューオータニ

南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9

025-780-6111

宿泊施設

紙・電子

越後維新

リラクゼーション

アンジェリカプラナ

タカハシヤ
CalGaly 越後湯沢駅前店
中野屋湯沢本店
クックゆざわ

南魚沼郡湯沢町湯沢21179NASPAニューオータニ ２F
南魚沼郡湯沢町湯沢2-1-4

090-2230-8826

リラクゼーション、マッ

紙・電子

025-784-2115

サージ
小売（お土産等）

紙・電子

南魚沼郡湯沢町湯沢2-1-4-2

025-787-7010

スポーツ

紙・電子

南魚沼郡湯沢町湯沢2-1-5

025-784-3720

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

南魚沼郡湯沢町湯沢2401-3

025-785-5715

小売（お土産等）

紙・電子

野菜・果物販売

信濃や

南魚沼郡湯沢町湯沢2427-1

025-787-7010

小売（お土産等）

紙・電子

越後つけ麺維新

がんぎどおり店

南魚沼郡湯沢町湯沢2427-1

025-788-0488

小売（お土産等）

紙・電子

025-784-3361

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

025-784-3361

小売（お土産等）

紙・電子

025-784-1807

小売（お土産等）

紙・電子

ムランゴッツォカフェ

1CoCoLo越後湯沢駅
南魚沼郡湯沢町湯沢2427-

んまや駅ナカ店
えちごのいぶき

南魚沼郡湯沢町湯沢2427-

越織

1CoCoLo越後湯沢駅
南魚沼郡湯沢町湯沢24271CoCoLo湯沢
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店舗名
回転寿し本陣ダイニング

住所
南魚沼郡湯沢町湯沢2427-1
ＣｏＣｏＬｏ湯沢がんぎどおり
南魚沼郡湯沢町湯沢2427-1越後湯

広域観光情報センター

沢駅ビジターセンター内
南魚沼郡湯沢町湯沢2427-1

リゾートエキスポ

電話番号

カテゴリー

取扱券種

025-785-2082

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

025-785-5678

観光案内所

紙・電子

025-785-2870

小売（お土産等）

紙・電子

越後湯沢駅ビジターセンター内
雪国観光舎

越後湯沢温泉

旅行業

着地型旅行商品販売ア

南魚沼郡湯沢町湯沢2431-1

025-785-5353

湯沢釜蔵

南魚沼郡湯沢町湯沢2440-10

025-788-1077

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

菓子処かんだ

南魚沼郡湯沢町湯沢2442-2

025-784-2164

小売（お土産等）

紙・電子

セブンイレブン越後湯沢西口店

南魚沼郡湯沢町湯沢2450

025-785-6277

コンビニ・スーパー

紙

西湯沢店

南魚沼郡湯沢町湯沢2453

025-784-1690

小売（お土産等）

紙

越後湯澤 HATAGO井仙

南魚沼郡湯沢町湯沢2455

025-784-3361

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

湯沢グランドホテル

南魚沼郡湯沢町湯沢2494

025-784-2351

宿泊施設

紙・電子

南魚沼郡湯沢町湯沢2494

025-784-2476

小売（お土産等）

紙・電子

湯沢グランドホテルレンタルショップ

南魚沼郡湯沢町湯沢2494

025-785-5050

物品賃貸業

紙・電子

越後のお宿

南魚沼郡湯沢町湯沢2497

025-784-2251

宿泊施設

紙・電子

南魚沼郡湯沢町湯沢2557-3

025-788-0531

宿泊施設

紙・電子

旬彩菓萬亀

南魚沼郡湯沢町湯沢2-7-1

025-785-6660

小売（お土産等）

紙・電子

肉の大久保

南魚沼郡湯沢町湯沢2-６-１

025-784-2123

小売（お土産等）

紙・電子

スワローレンタサービス株式会社湯沢

南魚沼郡湯沢町湯沢3069-1

025-785-5577

湯沢グランドホテル

ふるさと

いなもと

ライオンズマンション越後湯沢

合資会社

たつのや商店

南魚沼郡湯沢町湯沢315-7
南魚沼郡湯沢町湯沢318-6シャイ

丸忠

クティビティー実施

スポーツ用品のレンタル

紙

紙・電子

025-784-3525

（スキー、スノボ中心）
小売（お土産等）

紙

090-3528-8224

レンタル業

紙・電子

ンプレイス一茶１０２
松泉閣花月

南魚沼郡湯沢町湯沢318-5

025-784-2540

宿泊施設

紙

弥生土産店

南魚沼郡湯沢町湯沢321-11

025-784-2273

小売（お土産等）

紙

YUZAWA SESSION

南魚沼郡湯沢町湯沢321-13

090-6925-4334

体験型アクティビティ

紙・電子

新潟前すし 処

南魚沼郡湯沢町湯沢321-4

025-784-2163

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

南魚沼郡湯沢町湯沢330

025-784-2191

宿泊施設

紙・電子

金生堂薬局

南魚沼郡湯沢町湯沢3-3-1

025-784-2064

小売（お土産等）

紙・電子

湯沢東映ホテル内 売店

南魚沼郡湯沢町湯沢3459

025-784-2150

小売（お土産等）

紙・電子

湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」

南魚沼郡湯沢町湯沢354-1

025-784-3965

文化施設（美術館､博物館等）

紙・電子

みつばや

南魚沼郡湯沢町湯沢354-2

025-784-2024

小売（お土産等）

紙・電子

大寿司

湯沢ニューオータニ
合資会社

ホルモン焼き

泰幸宴

南魚沼郡湯沢町湯沢356-4

025-784-4188

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

ひより堂あじいち

たまだやビル１Ｆ
南魚沼郡湯沢町湯沢372-10

025-780-6055

小売（お土産等）

紙・電子

Sansan Yuzawa

南魚沼郡湯沢町湯沢4-1-36

080-4020-3224

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

音羽屋旅館

南魚沼郡湯沢町湯沢419

025-784-3412

宿泊施設

紙・電子

ホテル双葉

南魚沼郡湯沢町湯沢419

025-784-3357

宿泊施設

紙・電子

南魚沼郡湯沢町湯沢488-1

025-784-2309

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

湯沢高原ロープウェイ

南魚沼郡湯沢町湯沢490

025-784-3326

観光施設

紙・電子

湯沢高原スキースクール

南魚沼郡湯沢町湯沢490

025-784-3562

スポーツ

紙

ブースポーツ湯沢店

南魚沼郡湯沢町湯沢498-1

025-784-1510

スキー用具レンタル

紙・電子

湯沢スキーハウス

南魚沼郡湯沢町湯沢498-1

025-784-2455

宿泊施設

紙・電子

しんばし
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店舗名

住所
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カテゴリー

取扱券種

ホテルアスター

南魚沼郡湯沢町湯沢5-4-2

025-784-2809

宿泊施設

紙

ファミリーハウス山田

南魚沼郡湯沢町湯沢５４８

025-784-2823

宿泊施設

紙

有限会社

南魚沼郡湯沢町湯沢555-3

025-784-2623

小売（お土産等）

紙・電子

Snow Country Instructors

南魚沼郡湯沢町湯沢903-1

090-2400-5303

スポーツ

紙・電子

セブンイレブン湯沢楽町

南魚沼郡湯沢町湯沢1704-1

025-788-1370

コンビニ・スーパー

紙・電子

Jネットレンタカー越後湯沢駅前店

南魚沼郡湯沢町湯沢2-2-15

025-788-1286

レンタカー

紙・電子

chacha restaurant 岩原スキー場店

南魚沼郡湯沢町土樽731-1(B)

050-5374-6179

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

南魚沼郡湯沢町土樽731-1

025-787-3413

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

南魚沼郡湯沢町大字土樽5081

025-787-3152

宿泊施設

紙

南魚沼郡湯沢町大字湯沢2427-1

025-785-2080

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

0257-85-5574

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

025-788-9026

宿泊施設

紙

富士見屋酒店

ＣＯＭＥＤＯＲ
セゾン・イン

ＡＯ．
たかとし

丼ぶり屋

魚沼の畑

天地豊作

湯沢店

清津レイクサイドロッヂ
湯沢マルシェカフェ

南魚沼郡湯沢町湯沢2427-1
越後湯沢駅舎内
南魚沼郡湯沢町三俣962-1
南魚沼郡湯沢町湯沢490

025-784-3326

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

湯沢高原スキー場山麓
南魚沼郡湯沢町大字湯沢2427-3

025-784-1188

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

糀らって

南魚沼郡湯沢町大字湯沢2427-3

025-784-3758

飲食店（酒類提供なし）

紙・電子

茶屋森瀧

南魚沼郡湯沢町湯沢357-5

025-784-3600

飲食店（酒類提供あり）

紙

藤屋旅館

南魚沼郡湯沢町湯沢549-1

025-784-2701

爆弾おにぎり

雪ん洞

道の駅みつまた

南魚沼郡湯沢町三俣1000番地
南魚沼郡湯沢町湯沢

雲の上のカフェ
魚民

越後湯沢東口駅前店

湯沢高原山頂駅
南魚沼郡湯沢町湯沢1-10-2

スポーツ

紙

025-788-9410

飲食店（酒類提供あり）
小売（お土産等）

紙・電子

025-784-3326

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

025-785-5688

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

025-784-3758

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

原宿ビル 1階
魚沼らーめん

雁舎

南魚沼郡湯沢町大字湯沢2427-3
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