
2021「がんばろう湯沢」商品券取扱店一覧

種　別 店　名 住　所 電話番号 飲食・宿泊券の利用

1 飲食店 越後維新 湯沢本店 湯沢町大字湯沢1705-1 025-775-7795 〇

2 飲食店 海鮮家 高水 湯沢町大字湯沢1829-12 025-775-7808 〇

3 飲食店 Badbest 湯沢町大字湯沢20-1 025-775-7824 〇

4 飲食店 越後や 湯沢町湯沢2-7-67 025-780-6699 〇

5 飲食店 居酒屋 味道楽 湯沢町大字湯沢341-2 025-784-1093 〇

6 飲食店 ラウンジ杏 湯沢町大字湯沢315-26 3F 025-784-1133 〇

7 飲食店 パティスリー スフェール（カフェのみ飲食・宿泊券利用可） 湯沢町大字湯沢1797-3 025-784-2026 〇

8 飲食店 一二三 湯沢町大字湯沢372-1 025-784-2039 〇

9 飲食店 想い出 湯沢町大字湯沢354-18 025-784-2083 〇

10 飲食店 新潟前すし処 大寿司 湯沢町大字湯沢321-4 025-784-2163 〇

11 飲食店 かわむら 湯沢町湯沢2-7-19 025-784-2213 〇

12 飲食店 保よし 湯沢町大字湯沢328-1 025-784-2244 〇

13 飲食店 しんばし 湯沢町大字湯沢488-1 025-784-2309 〇

14 飲食店 福味 湯沢町大字湯沢336-3 025-784-2448 〇

15 飲食店 紅葉寿司 湯沢町大字湯沢1917-8 025-784-2523 〇

16 飲食店 小島家 湯沢町大字湯沢337-8 025-784-2696 〇

17 飲食店 新大蓮 湯沢町大字湯沢318-6 025-784-2841 〇

18 飲食店 お食事処 菊新 湯沢町湯沢1-1-2 025-784-2881 〇

19 飲食店 カラオケバーマンハッタン 湯沢町大字湯沢337-16 025-784-3100 〇

20 飲食店 山新商店・地酒BAR山新（BARのみ飲食・宿泊券利用可） 湯沢町湯沢3-4-10 025-784-3441 〇

21 飲食店 茶屋森瀧 湯沢町大字湯沢357-5 025-784-3600 〇

22 飲食店 そば処 中野屋 湯沢町湯沢2-1-5 025-784-3720 〇

23 飲食店 瀧ざわ ～円居～ 湯沢町大字湯沢2511-3 025-784-3732 〇

24 飲食店 食家 あさくさ 湯沢町大字湯沢327-1 025-784-3749 〇

25 飲食店 ぽかぽかキッチン 湯沢町大字湯沢1022-1 025-784-3751 〇

26 飲食店 福わらい 湯沢町湯沢1-10-7 湯沢温泉ビル1F 025-784-3822 〇

27 飲食店 鮮肴屋 べにちょう 湯沢町大字湯沢318-14 025-784-3824 〇

28 飲食店 居酒屋まるちん 湯沢町大字湯沢321-10 岡田ビル1F 025-784-4067 〇

29 飲食店 札幌ラーメン どさん子湯沢店 湯沢町湯沢2-6-9 025-784-4104 〇

30 飲食店 ホルモン焼き 泰幸宴 湯沢町大字湯沢356-4 たまだやビル1F 025-784-4188 〇

31 飲食店 レストランゆざわ 湯沢町湯沢1-8-1 025-784-4543 〇

32 飲食店 味処ささ 湯沢町大字湯沢2432-8 025-784-4585 〇

33 飲食店 食楽庵 鼎 湯沢町湯沢2-7-4 025-784-4888 〇

34 飲食店 魚民 越後湯沢東口駅前店 湯沢町湯沢1-10-2 原宿ビル1階 025-785-5688 ○

35 飲食店 スナック寄道 湯沢町大字湯沢315-4 025-785-5702 〇

36 飲食店 越後とんかつ 人参亭 湯沢町大字湯沢497-4 025-785-5727 〇

37 飲食店 ひょうたん瀧 湯沢町大字湯沢2441-6 025-785-5858 〇

38 飲食店 焼牛 湯沢町大字湯沢322-1 025-785-6006 〇

39 飲食店 シェ スギイ 湯沢町大字湯沢1833-21 025-785-6027 〇

40 飲食店 居酒屋ゆた 湯沢町大字湯沢321-8 025-785-6170 〇

41 飲食店 欧風料理 Hinoya 湯沢町大字湯沢2268-9 025-785-6336 〇

42 飲食店 欧風料理ビトロー 湯沢町湯沢1-10-2 025-785-7338 〇

43 飲食店 酒処五郎 湯沢町大字湯沢321-5 025-785-7746 〇

44 飲食店 Cab9 湯沢町大字湯沢315-26 YS湯沢ビル1F 025-788-0212 〇

45 飲食店 カラオケスナックよさく 湯沢町大字湯沢318-6 025-788-0851 〇

46 飲食店 湯沢釜蔵 湯沢町大字湯沢2440-10 025-788-1077 〇

47 飲食店 SWING BAR 湯沢町大字湯沢321-9 コーポ富士見屋ビルB1 025-788-1727 〇

48 飲食店 炉端焼き 宝船 湯沢町大字湯沢317-8 025-788-1901 〇

49 飲食店 スターライトスナック 湯沢町大字湯沢356-4 025-788-1310 〇

50 飲食店 福寿庵 湯沢町大字湯沢2229-1 025785-5230 〇

51 飲食店 まちごはん かぶら木 湯沢町大字神立1617-3 025-784-1007 〇

52 飲食店 そば求道よらっしゃい 湯沢町大字神立2630 025-784-2105 〇

53 飲食店 南静園（イートインスペース分のみ飲食・宿泊券利用可） 湯沢町大字神立516 025-784-3213 〇

54 飲食店 レストラン北国 湯沢町大字神立995-1 025-784-4004 〇

55 飲食店 jupiter 湯沢町大字神立25-3 井熊ビル102 025-788-0993 〇

56 飲食店 たるっぺ 湯沢町大字土樽4792-3 025-780-7373 〇

57 飲食店 キッチンブランチ 湯沢町大字土樽1712 025-787-3547 〇

58 飲食店 ラ・ロカンダ・デル・ピットーレ岩原本店 湯沢町大字土樽731-1 025-787-3940 〇

59 飲食店 GOTOKU～礼～ 湯沢町大字土樽4562-1 025-788-1166 〇

令和4年4月22日現在
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60 飲食店 森のカフェ 六花 湯沢町大字土樽1250-1 025-788-1325 〇

61 飲食店 プロスぺリタ 湯沢町大字三国195 025-788-1391 〇

62 飲食店 若木屋食堂 湯沢町大字三国74 025-789-2041 〇

63 飲食店 つくし亭 湯沢町大字三国288 025-789-2052 ○

64 飲食店 旨味処しらかば 湯沢町大字三国371 025/789/2108 〇

65 宿泊施設 NASPAニューオータニ 湯沢町湯沢2117-9 025-780-6111 〇

66 宿泊施設 湯沢東映ホテル 湯沢町大字湯沢3459 025-784-2150 〇

67 宿泊施設 湯沢ニューオータニ 湯沢町大字湯沢330 025-784-2191 〇

68 宿泊施設 越後のお宿 いなもと 湯沢町大字湯沢2497 025-784-2251 〇

69 宿泊施設 湯沢グランドホテル 湯沢町大字湯沢2494 025-784-2351 〇

70 宿泊施設 大峰山荘 湯沢町大字湯沢493-5 025-784-2375 〇

71 宿泊施設 民宿おぐらや 湯沢町大字湯沢336-3 025-784-2448 〇

72 宿泊施設 湯沢スキーハウス 湯沢町大字湯沢498-1 025-784-2455 〇

73 宿泊施設 湯沢ロッヂ政エ門 湯沢町大字湯沢589-1 025-784-2644 〇

74 宿泊施設 ホテル バレ・ヴィラージュ 湯沢町湯沢2-2-14 025-784-2711 〇

75 宿泊施設 ファミリーハウス山田 湯沢町大字湯沢548 025-784-2823 〇

76 宿泊施設 ロッヂ ベルニナ 湯沢町大字湯沢548 025-784-3292 〇

77 宿泊施設 雪国の宿 高半 湯沢町大字湯沢923 025-784-3333 〇

78 宿泊施設 ホテル双葉 湯沢町大字湯沢419 025-784-3357 〇

79 宿泊施設 HATAGO 井仙 湯沢町大字湯沢2455 025-784-3361 〇

80 宿泊施設 和みのお宿 滝乃湯 湯沢町大字湯沢345-1 025-784-3421 〇

81 宿泊施設 匠の宿 みやた 湯沢町湯沢1-6-12 025-785-7082 〇

82 宿泊施設 ファミーユ神立 湯沢町大字神立2630 025-784-3533 〇

83 宿泊施設 エンゼルグランディア越後中里 湯沢町大字土樽4707-1 025-787-2811 〇

84 宿泊施設 ギンレイホテル 湯沢町大字土樽731 025-787-3012 〇

85 宿泊施設 湯沢玉城屋 湯沢町大字土樽5081-5 025-787-3019 〇

86 宿泊施設 ホテル湯沢湯沢でんき屋 湯沢町大字土樽155 025-787-3020 〇

87 宿泊施設 温泉民宿 髙野屋 湯沢町大字土樽146-2 025-787-3054 〇

88 宿泊施設 ホテルアルパイン 湯沢町大字土樽731-1 025-787-3055 〇

89 宿泊施設 ホワイトインスズヤ 湯沢町大字土樽5103-6 025-787-3107 〇

90 宿泊施設 セゾン・インたかとし 湯沢町大字土樽5081 025-787-3152 〇

91 宿泊施設 シェラリゾート湯沢 湯沢町大字土樽731-1 025-787-3250 〇

92 宿泊施設 ロッヂ飯塚 湯沢町大字土樽731-8 025-787-3357 〇

93 宿泊施設 コメドオル　アオ 湯沢町大字土樽731-1 025-787-3413 〇

94 宿泊施設 ペンションノア 湯沢町大字土樽6728-20 025-787-3478 〇

95 宿泊施設 湯沢パークホテル 湯沢町大字土樽1613 025-787-4111 〇

96 宿泊施設 ロッヂ添路 湯沢町大字土樽731-54 025-787-4404 〇

97 宿泊施設 ヒルサイドインガーデンクレス 湯沢町大字土樽731-49 025-787-4411 〇

98 宿泊施設 ゆZ9リゾート 湯沢町大字土樽6643-1 080-6636-7676 〇

99 宿泊施設 旅館・食堂・レンタル ふるさと 湯沢町大字土樽5139-1 025-787-3234 〇

100 宿泊施設 SAKAEYA 湯沢町大字土樽68-1 025-787-3237 〇

101 宿泊施設 神楽ハウス 湯沢町大字三俣783-7 025-788-9008 〇

102 宿泊施設 峠旅館 湯沢町大字三俣35 025-788-9042 〇

103 宿泊施設 ロッヂエビスヤ 湯沢町大字三俣226 025-788-9106 〇

104 宿泊施設 ロッヂまるや 湯沢町大字三俣455 025-788-9506 〇

105 宿泊施設 K・Lodge 湯沢町大字三俣957-1 025-788-9733 〇

106 宿泊施設 ロッヂチャーリーブラウン 湯沢町大字三俣64 025-788-9970 〇

107 宿泊施設 ホットハウス ゆのうち 湯沢町大字三俣841 025-788-9180 〇

108 宿泊施設 なかじま屋 湯沢町大字三国903 025-789-2019 〇

109 宿泊施設 三国屋旅館 湯沢町大字三国284 025-789-2034 〇

110 宿泊施設 苗場プリンスホテル 湯沢町大字三国202 025-789-2211 〇

111 宿泊施設 元橋ヒュッテ 湯沢町大字三国487 025-789-2235 〇

112 宿泊施設 ふぁみりぃはうす あかしや 湯沢町大字三国438-79 025-789-2241 〇

113 宿泊施設 ロッヂエドモントン 湯沢町大字三国245-8 025-789-2252 〇

114 宿泊施設 サンヴィレッジ苗場 湯沢町大字三国270 025-789-2261 〇

115 宿泊施設 シャレーカスケード 湯沢町大字三国469-47 025-789-2324 〇

116 宿泊施設 ロッヂ丘 湯沢町大字三国469-7 025-789-2421 〇

117 宿泊施設 ロッヂモントゼー 湯沢町大字三国636 025-789-2545 〇

118 宿泊施設 ロッヂサンモリッツ 湯沢町大字三国580 025-789-2548 〇
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119 宿泊施設 苗場スプリングスホテル 湯沢町大字三国184 025-789-2804 〇

120 宿泊施設 ホテル丁 湯沢町大字三国469-45 025-789-2812 〇

121 宿泊施設 ピッコロホテル ラパーチェ 湯沢町大字三国469-31 025-789-3010 〇

122 宿泊施設 ホテルエフ 湯沢町大字三国469-49 025-789-3390 〇

123 宿泊施設 王子ペンション苗場 湯沢町大字三国184 025-789-3675 〇

124 宿泊施設 Naebaサザン 湯沢町大字三国469-110 025-789-4801 ○

125 宿泊施設 ファミールしらかば 湯沢町大字三国371 025/789/2108 〇

126 スキー場 NASPAスキーガーデン（リフト券売り場＋施設内の各店舗） 湯沢町大字湯沢2117-9 025-780-6111

127 スキー場内施設 NASPAスキーガーデン内の各飲食店 湯沢町大字湯沢2117-9 025-780-6111 〇

128 スキー場 湯沢高原スキー場/パノラマパーク（リフト券売り場＋以下の店舗） 湯沢町大字湯沢490 025-784-3326

129 スキー場内施設 レストラン エーデルワイス 湯沢町大字湯沢490 025-784-3326 〇

130 スキー場内施設 軽食コーナー ガレバハウス 湯沢町大字湯沢490 025-784-3326 〇

131 スキー場内施設 お土産処 湯沢マルシェ/マルシェカフェ 湯沢町大字湯沢490 025-784-3326 〇

132 スキー場内施設 アルピナ ポルト・パラディソ 湯沢町大字湯沢490 025-784-4682 〇

133 スキー場 一本杉スキー場（リフト券売り場、レンタル、スクール） 湯沢町大字湯沢2521 025-784-4440

134 スキー場内施設 一本杉食堂 湯沢町大字湯沢2521 025-784-4440 〇

135 スキー場 GALA湯沢（リフト券売り場、売店、レンタル、スクール） 湯沢町大字湯沢字茅平1039-2 025-785-6543

136 スキー場内施設 GALA湯沢 スキーセンター「カワバンガ」内の各飲食店 湯沢町大字湯沢字茅平1039-2 025-785-6543 〇

137 スキー場内施設 GALA湯沢 レストハウス「チアーズ」内の各飲食店 湯沢町大字湯沢字茅平1039-2 025-785-6543 〇

138 スキー場 神立スノーリゾート（リフト券売り場、売店、レンタル、スクール） 湯沢町大字神立4121-1 025-788-0111

139 スキー場内施設 神の湯 湯沢町大字神立4121-1 025-788-0111 〇

140 スキー場内施設 INOUE K2プロスキースクール 湯沢町神立4121-1 025-775-7990

141 スキー場内施設 神立スノーリゾート GROUND BASEの各飲食店 湯沢町大字神立4121-1 025-788-0111 〇

142 スキー場内施設 神立スノーリゾート MID BASEの各飲食店 湯沢町大字神立4121-1 025-788-0111 〇

143 スキー場 中里スノーウッドスキー場（リフト券売り場） 湯沢町大字土樽4731-2 025-787-3009

144 スキー場 岩原スキー場（リフト券売り場、売店、レンタル、スクール） 湯沢町大字土樽731-1 025-787-3211

145 スキー場内施設 スノーマンズ 湯沢町大字土樽731-1 025-787-3211 〇

146 スキー場内施設 chacha restaurant 湯沢町大字土樽731-1 070-8491-0832 〇

147 スキー場 湯沢中里スノーリゾート（リフト券売り場、売店） 湯沢町大字土樽5044-1 025-787-3301

148 スキー場内施設 湯沢中里スノーリゾート内の各飲食店 湯沢町大字土樽5044-1 025-787-3301 〇

149 スキー場 湯沢パークスキー場（リフト券売り場、売店、レンタル） 湯沢町大字土樽1613 025-787-4111

150 スキー場内施設 湯沢パークスキー場内の各飲食店 湯沢町大字土樽1613 025-787-4111 〇

151 スキー場 苗場スキー場（リフト券売り場＋施設内の各店舗） 湯沢町大字三国202 025-789-4117

152 スキー場内施設 苗場スキー場内の各飲食店 湯沢町大字三国202 025-789-4117 〇

153 スキー場 かぐらスキー場（リフト券売り場＋施設内の各店舗） 湯沢町大字三俣742 025-788-9221

154 スキー場内施設 かぐらスキー場内の各飲食店 湯沢町大字三俣742 025-788-9221 〇

155 スキー場内施設 かぐらスキースクール 湯沢町大字三俣742 080-2215-2540

156 スキー場内施設 田代スキースノーボードスクール 湯沢町大字三国1066 080-8156-5492

157 JR越後湯沢駅構内 越後湯澤んまや 駅中店 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-3361 〇

158 JR越後湯沢駅構内 雪ん洞 湯沢町大字湯沢2427-1　 025-784-3758 〇

159 JR越後湯沢駅構内 越後乃酒蔵 唎酒番所越後湯沢驛店 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-3758 〇

160 JR越後湯沢駅構内 糀らって 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-3758 〇

161 JR越後湯沢駅構内 雁舎 湯沢町大字湯沢2427-1　 025-784-3758 〇

162 JR越後湯沢駅構内 ムランゴッツォカフェ 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-5060 〇

163 JR越後湯沢駅構内 魚沼の畑 湯沢町大字湯沢2427-1 025-785-2080 〇

164 JR越後湯沢駅構内 小嶋屋 湯沢町大字湯沢2427-1　 025-785-2081 〇

165 JR越後湯沢駅構内 本陣DINING 湯沢町大字湯沢2427-1 025-785-2082 〇

166 JR越後湯沢駅構内 アンドタップカフェ 湯沢町大字湯沢2427-1 025-785-2870 〇

167 JR越後湯沢駅構内 天地豊作 湯沢町大字湯沢2427-1　 025-785-5574 〇

168 JR越後湯沢駅構内 越後つけ麺維新 がんぎどおり店 湯沢町大字湯沢2427-1 025-788-0488 〇

169 JR越後湯沢駅構内 越織 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-1807

170 JR越後湯沢駅構内 ぽんしゅ館 魚沼商店 湯沢町大字湯沢2427-1　 025-784-3758

171 JR越後湯沢駅構内 酒風呂 湯の沢 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-3758

172 JR越後湯沢駅構内 駅の酒蔵 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-4314

173 JR越後湯沢駅構内 がんぎどおり 中央いちば 湯沢町大字湯沢2427-1　 025-784-4499

174 JR越後湯沢駅構内 信濃や 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-4499

175 JR越後湯沢駅構内 リゾートエキスポ 湯沢町大字湯沢2427-1　 025-785-2870

176 JR越後湯沢駅構内 クックゆざわ 湯沢町大字湯沢2427-1　 025-785-5715

177 商店 肉の大久保（テイクアウトのみ飲食・宿泊券利用可） 湯沢町湯沢2-6-1 025-784-2123 〇
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178 商店 菓子処かんだ（テイクアウト、イートインスペース分のみ飲食・宿泊券利用可） 湯沢町大字湯沢2442-2 025-784-2164 〇

179 商店 マジェスティック 湯沢町大字湯沢2592-4 025-775-7413

180 商店 ひより堂あじいち 湯沢町大字湯沢372-10 025-780-6055

181 商店 コメリ ハード&グリーン湯沢店 湯沢町大字湯沢1673-2 025-780-6110

182 商店 西湯沢おみやげ店 湯沢町大字湯沢2453 025-784-1690

183 商店 三葉屋 湯沢町大字湯沢354-2 025-784-2024

184 商店 和光薬品 湯沢町大字湯沢322-4 025-784-2059

185 商店 金生堂薬局 湯沢町湯沢3-3-1 025-784-2064

186 商店 タカハシヤ 湯沢町湯沢2-1-4 025-784-2115

187 商店 長田屋 湯沢町大字湯沢2235 025-784-2132

188 商店 ショッピングセンターのぐち 本店 湯沢町大字湯沢2875-7 025-784-2134

189 商店 中信薬局 湯沢町大字湯沢2872-1 025-784-2140

190 商店 金荷屋家具店 湯沢町湯沢3-2-13 025-784-2207

191 商店 ミヤコヤ 湯沢町湯沢3-6-19 025-784-2215

192 商店 大谷商店 湯沢町大字湯沢1559 025-784-2222

193 商店 とのや笹だんご店 湯沢町大字湯沢354-16 025-784-2234

194 商店 弥生商店 湯沢町大字湯沢321-11 025-784-2273

195 商店 駒子もち 億萬屋 湯沢町大字湯沢354-10 025-784-2349

196 商店 湯沢グランドホテル内売店 湯沢町大字湯沢2494 025-784-2476

197 商店 富士見屋酒店 湯沢町大字湯沢555-3 025-784-2623

198 商店 南雲電業 湯沢町湯沢1-2-1 025-784-2626

199 商店 松田屋畳店 湯沢町大字湯沢2948-1 025-784-2849

200 商店 浪花屋酒店 湯沢町湯沢1-4-3 025-784-3316

201 商店 山本商店 湯沢町湯沢3-3-19 025-784-3322

202 商店 岸本電気 湯沢町大字湯沢1547 025-784-3385

203 商店 柏屋商店 湯沢町大字湯沢322-5 025-784-3422

204 商店 須藤金物店 湯沢町湯沢1-2-6 025-784-3511

205 商店 松野屋酒店 湯沢町大字湯沢1456-2 025-784-3517

206 商店 たつのや商店 湯沢町大字湯沢315-7 025-784-3525

207 商店 レストハウス越後 湯沢町大字湯沢1022-1 025-784-3751

208 商店 ナカシン文具 湯沢町湯沢3-3-17 025-784-4315

209 商店 ドラッグセイムス湯沢店 湯沢町大字湯沢字中島川原2936 025-785-2201

210 商店 マツモトキヨシ越後湯沢駅前店 湯沢町大字湯沢2427-2 025-785-2260

211 商店 旬彩菓 萬亀 湯沢町湯沢2-7-1 025-785-6660

212 商店 ショッピングセンターのぐち 湯沢ハーツ店 湯沢町大字湯沢1685 025-785-7111

213 商店 はりまや湯沢店 湯沢町大字神立1532-1 025-775-7393

214 商店 湯沢みやげ店 湯沢町大字神立字宮林508-1 025-784-1710

215 商店 上村酒店 湯沢町大字神立1561-3 025-784-2521

216 商店 古野主食販売所 湯沢町大字土樽5630-1 025-787-3010

217 商店 山忠商店 湯沢町大字土樽5083-1 025-787-3013

218 商店 栄屋米店 湯沢町大字土樽68-1 025-787-3023

219 商店 中屋ふぁーむ 湯沢町大字土樽5804 025-787-3037

220 商店 萩野屋酒店 湯沢町大字土樽5692-4 025-787-3161

221 商店 おみやげプリンセス 湯沢町大字三国285-1 025-789-2034 〇

222 コンビニ セブンイレブン 越後湯沢西口店 湯沢町大字湯沢2450 025-785-6277

223 コンビニ セブンイレブン 湯沢楽町店（イートインスペース分のみ飲食・宿泊券利用可） 湯沢町大字湯沢1704-1 025-788-1370 〇

224 コンビニ セブンイレブン 中越 湯沢神立店 湯沢町大字神立1462-1 025-785-5547

225 コンビニ セブンイレブン 越後湯沢東口店 湯沢町大字神立30 025-785-6077

226 コンビニ ファミリーマート 湯沢奈良山店（イートインスペース分のみ飲食・宿泊券利用可） 湯沢町大字神立183-6 025-785-2210 〇

227 コンビニ ファミリーマート エンゼルリゾート湯沢/S店 湯沢町大字土樽173-1 025-780-7855

228 コンビニ ファミリーマート エンゼルグランディア越後中里店 湯沢町大字土樽4707-1 025-787-2559

229 ガソリンスタンド ENEOS 文明屋石油店 湯沢SS 湯沢町大字神立34-1 025-784-2640

230 ガソリンスタンド ENEOS 鶴屋石油 湯沢SS 湯沢町大字神立42-1 025-784-3334

231 ガソリンスタンド ENEOS 大塚金物店 岩原給油所 湯沢町大字土樽6195-2 025-787-3374

232 ガソリンスタンド 出光 三国興業 苗場給油所 湯沢町大字三国52-1 025-789-2046
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233 タクシー ゆざわ魚沼タクシー 湯沢町大字湯沢1827 025-784-2025

234 タクシー アサヒタクシー 湯沢町大字湯沢1691-2 025-784-3410

235 日帰温泉 山の湯 湯沢町大字湯沢930 025-784-2246

236 日帰温泉 駒子の湯 湯沢町大字湯沢148 025-785-7660

237 日帰温泉 神泉の湯（宿泊する場合は飲食・宿泊券利用可） 湯沢町大字神立3448-1 025-788-0260 〇

238 日帰温泉 岩の湯 湯沢町大字土樽6191-87 025-787-2787

239 日帰温泉 街道の湯 湯沢町大字三俣1021 025-788-9229

240 日帰温泉 宿場の湯 湯沢町大字三国537 025-789-5855

241 日帰温泉 雪ささの湯（飲食する場合は飲食・宿泊券利用可） 湯沢町大字三国355 025-789-2568 〇

242 その他 Anne Salon 湯沢町大字湯沢2513-3 1F 025-775-7811

243 その他 髙橋フーズ 湯沢町大字湯沢138 025-784-2125

244 その他 上原自動車工業 湯沢町大字湯沢2925 025-784-2223

245 その他 つどい総業 湯沢町大字湯沢1728-1 025-784-2227

246 その他 ときわ住設 湯沢町大字湯沢1498 025-784-3370

247 その他 ダイシンスポーツ 湯沢町大字湯沢495-1 025-784-3515

248 その他 湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」 湯沢町大字湯沢354-1 025-784-3965

249 その他 タイガーオート 湯沢町大字湯沢1682-1 025-784-4555

250 その他 S & P ダイコーサービス 湯沢町大字湯沢1922-7 025-785-5336

251 その他 雪国観光舎 湯沢町大字湯沢2431-1 025-785-5353

252 その他 湯沢重機建設 湯沢町大字湯沢1208-1 025-785-5371

253 その他 ナミデン 湯沢町大字湯沢2258 025-785-5434

254 その他 コマツチェーン湯沢店 湯沢町大字湯沢1828-8 025-785-5437

255 その他 辰己屋 湯沢町大字湯沢678-1 025-785-5465

256 その他 エンゼル不動産 湯沢店 湯沢町湯沢1-1-15 025-785-5575

257 その他 AOKI KAEN 湯沢店 湯沢町湯沢1-1-4 025-785-5726

258 その他 オートショップウインズ 湯沢町大字湯沢1659-1 025-785-7005

259 その他 ヘアーサロン タムラ 湯沢町大字湯沢357-18 025-784-2742

260 その他 エムズ車体 湯沢町大字神立910-2 025-780-6550

261 その他 ザム湯沢 湯沢町大字神立1261 025-784-1110

262 その他 湯沢カルチャーセンター 湯沢町大字神立628-1 025-784-1511

263 その他 白旺舎 湯沢町大字神立374-8 025-784-2091

264 その他 NIC湯沢 湯沢町大字神立277-1 025-784-2567

265 その他 大樹販売湯沢店 湯沢町大字神立179-7 025-785-5559

266 その他 森下企業 湯沢町大字神立130 025-784-3371

267 その他 小出自動車工業 湯沢営業所 湯沢町大字神立1443-1 025-784-3380

268 その他 どぶろく工房 文 湯沢町大字神立3571-2 025-784-3771

269 その他 司法書士剱持崇紀事務所 湯沢町大字神立312-2 025-784-3808

270 その他 アーキファクトリー 湯沢町大字神立161-3 025-784-4777

271 その他 ユースポ！ 湯沢町大字神立628-1 025-785-2123

272 その他 拓越 湯沢営業所 湯沢町大字神立1029-1 025-785-5190

273 その他 チューンナップ ケムズ 湯沢町大字神立1057-1 025-788-1474

274 その他 クレブスポーツ 湯沢町大字神立39-8 025-788-1788

275 その他 雪国健康館ゆざわ 湯沢町大字神立11-2-101 090-7255-9739

276 その他 小出タイヤ商会 湯沢町大字神立1445-1 025-784-3379

277 その他 みなみや 湯沢町大字土樽518 025-787-2230

278 その他 中央公園管理事務所 湯沢町大字土樽151-1 025-787-3388

279 その他 リバティスポーツ岩原店 湯沢町大字土樽244-1 025787-3722

280 その他 角谷木工 湯沢町大字土樽64-70 025-787-3728

281 その他 レンタルショップ ベアースポーツ 湯沢町大字土樽244-8 025-787-3728

282 その他 大勝自動車鈑金塗装 湯沢町大字土樽64-61 025-787-3806

283 その他 いずみやレンタルスキーショップ 湯沢町大字土樽1678-3 025-787-3942

284 その他 ゴールド越後湯沢カントリークラブ 湯沢町大字土樽1613 025-787-4111

285 その他 レンタルヨニジー 湯沢町大字土樽244-1 025-787-4160

286 その他 スノーモビルランド湯沢（レジャープール内） 湯沢町大字土樽151-1 025-787-6600

287 その他 Hair SHIRAYUKI 湯沢町大字土樽5081 025-788-0527

288 その他 体験工房 大源太（飲食する場合は飲食・宿泊券利用可） 湯沢町大字土樽6399-1 025-787-1121 〇

289 その他 道の駅みつまた（飲食する場合は飲食・宿泊券利用可） 湯沢町大字三俣1000 025-788-9410 〇

290 その他 ロッヂおおみや 貸スタジオ 湯沢町大字三国128-2 025-789-2520
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291 その他 金六イレブン 湯沢町大字三国123 025-789-2568

292 その他 森下組 湯沢町大字神立130番地 025-784-2357

293 その他 関越舗道 湯沢町大字神立130番地 025-784-2400

294 宿泊施設 松泉閣花月 湯沢町湯沢318-5 025-784-2540

295 商店 靴のヒロキヤ 湯沢町湯沢4-1-34 025-784-2077

296 宿泊施設 御宿 本陣 湯沢町大字三国378 025-789-2012 〇

297 宿泊施設 越後湯沢温泉さくら亭 湯沢町湯沢1926-4 025-785-7830 〇

298 宿泊施設 にしのや 湯沢町大字土樽5113 025-787-3174 〇

299 飲食店 焼肉さかえや 湯沢町湯沢3丁目2番地1 025-784-2551 〇

300 宿泊施設 プチハウス inn MISEYA 湯沢町大字土樽541 025-787-3228 〇

301 宿泊施設 ヴィラ・グリーングラス 湯沢町大字土樽5869 025-787-3217 〇

302 宿泊施設 ヴィラ・パーサー 湯沢町大字土樽4984-1 025-787-5513 〇

303 その他 理容 太陽軒 湯沢町湯沢4-1-32 025-784-2436

304 その他 湯沢フォトサービス 湯沢町大字湯沢2830 025-784-3740

305 その他 小松理容所 湯沢町湯沢4-6-1 025-784-2860

306 飲食店 スナック綾 湯沢町大字湯沢356-14 025-785-4441 〇

307 宿泊施設 Grooming＆DogHotel HUG 湯沢町大字土樽6104-2 090-4206-2100 〇

308 飲食店 アンジェ 2 湯沢町湯沢312-26 YS湯沢2F-B 025-784-2525 〇

309 宿泊施設 舘 YAKATA 湯沢町湯沢552-8 025-788-0634 〇

310 飲食店 THE SPOT 湯沢町湯沢552-8 025-788-0634 〇

311 飲食店 KaKaii 湯沢町湯沢348-3 025-785-6946 〇

312 その他 レンタルスキーショップ ベル 湯沢町大字土樽1606-1 025-787-5353

313 飲食店 チロル 湯沢町大字湯沢2802 025-784-2815 〇

314 飲食店 やすらぎ 湯沢町土樽6160-1 090-2325-2239 〇

315 宿泊施設 ビューリゾートインとみや 湯沢町三国202-4 025-789-2033 〇

316 その他 タイヤプラザ湯沢 湯沢町大字神立364番地1 025-784-4404

317 宿泊施設 藤屋旅館 湯沢町湯沢549-1 025-784-2701 〇

288 宿泊施設 音羽屋旅館 湯沢町湯沢419 025-784-3412 〇

289 飲食店 チャロコーヒー 湯沢町湯沢493-8 080-5338-8078 〇

290 飲食店 カラオケスナック暖々 湯沢町湯沢315-26 025-785-2560 〇

291 飲食店 ChiiiSUNS TABLE 湯沢町大字土樽4994-3 - 〇

292 飲食店 雪国牛鍋 湯沢町湯沢321-5 025-775-7966 〇

293 宿泊施設 悠客山荘 湯沢町三俣785 090-9106-8688 〇

294 商店 スポーツショップ ゲレスポPLUS（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211

295 商店 ドルフスポーツショップ ゲレスポ（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211

296 商店 @amp ワックス&チェーン（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211

297 商店 Performance ゲレスポPLUS（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211

298 商店 BLACK DIAMOND 苗場店（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211

299 商店 3号館売店（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211

300 商店 6号館デリカショップ（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211

301 商店 6号館おみやげ売店（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211

302 商店 シュネー売店（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211

303 商店 社員売店（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211

304 商店 マークショップ フォーティー（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211

305 商店 サウスコーストスノーディビジョン（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211

306 商店 SC・BRANCH（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211

307 飲食店 NAEBA1961.com（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

308 飲食店 鮨 みながわ（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

309 飲食店 居酒屋しらゆき（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

310 飲食店 たくみ庵（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

311 飲食店 ピザーラ エクスプレス（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

312 飲食店 ロビーラウンジ エーデルワイス（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

313 飲食店 フードコート（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

314 飲食店 中国料理 友心（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

315 飲食店 焼肉 叶（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

316 飲食店 レストラン ガバーナ（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

317 飲食店 串揚げ 天八（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

※292～からは取扱店MAP未掲載
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318 飲食店 鍋と地酒 鍋一（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

319 飲食店 アルム（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

320 飲食店 拉麺酒房 鶏の陣（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

321 飲食店 ウィスラーカフェ（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

322 飲食店 ゴーゴーカレー プリンス第2ゴンドラ山頂駅店（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

323 飲食店 レストラン アリエスカ（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

324 飲食店 エクラスカフェ（苗場プリンスホテル内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

325 飲食店 ファミリースノーランド（苗場スキー場内） 湯沢町三国202 025-789-2211

326 飲食店 ナエバ・ヴィゴーレ（苗場スキー場内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

327 飲食店 M's クレープ（苗場スキー場内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

328 飲食店 M's カフェ（苗場スキー場内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

329 飲食店 ケバブ屋（苗場スキー場内） 湯沢町三国202 025-789-2211 〇

330 その他 カッパスノーモービルランド（苗場スキー場内） 湯沢町三国202 025-789-2211

331 その他 パンダルマンレッスン（苗場スキー場内） 湯沢町三国202 025-789-2211

332 その他 スノーパーク（苗場スキー場内） 湯沢町三国202 025-789-2211

333 その他 苗場スノースクール（苗場スキー場内） 湯沢町三国202 025-789-2211

334 その他 苗場スキースクール（苗場スキー場内） 湯沢町三国202 025-789-2211

335 その他 雪塾（苗場スキー場内） 湯沢町三国202 025-789-2211

336 その他 団体スキーレンタル（苗場スキー場内） 湯沢町三国202 025-789-2211

337 飲食店 ハーブジュタ（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221 〇

338 飲食店 ぶなキッチン（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221 〇

339 飲食店 雪国食堂（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221 〇

340 飲食店 M's クレープ（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221 〇

341 飲食店 M's カフェ（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221 〇

342 飲食店 えくらす（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221 〇

343 飲食店 レストランみつまた（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221 〇

344 商店 駐車場中央売店（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221

345 商店 パウダーステーション（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221

346 商店 HOT ACCHI（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221

347 その他 田代レンタル（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221

348 商店 田代売店（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221

349 飲食店 スープステーション田代（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221 〇

350 飲食店 白樺（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221 〇

351 飲食店 アリエスカ（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221 〇

352 商店 MOMENTKAGURA（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221

353 飲食店 バブルワッフル（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221 〇

354 飲食店 スパイスカフェルーツ（かぐらスキー場内） 湯沢町三俣742 025-788-9221 〇

355 宿泊施設 ウッドインだいまる 湯沢町大字三国230-1 025-789-2035 〇

356 その他 CalGaly 越後湯沢駅前店 湯沢町湯沢2-1-4 2F -

357 その他 CalGaly かぐらスキー場みつまたステーション店 湯沢町三俣742 -

358 宿泊施設 ユートピア苗場 湯沢町三国184-5 080-5000-9211 〇

359 宿泊施設 私の家中屋・私の家中屋別館 湯沢町土樽5804 025-787-3037 〇

360 飲食店 呑みすぎ謙信 湯沢町湯沢321-9 1F 025-785-5550 〇

361 その他 　理容ワタナベ 　湯沢町大字湯沢2810 025-784-2328

362 飲食店 　クーリエ 　湯沢町湯沢4-1-36 1F 090-6225-4670 〇

363 宿泊施設 　みつまたロッヂ 　湯沢町大字三俣730 025-788-9116 〇

364 飲食店 　海鮮道楽ととや湯沢店 　湯沢町湯沢2-6-9 025-784-1525 〇

365 その他 　湯沢リゾート 　湯沢町大字湯沢266-1 025-784-1999

366 飲食店 ラーメンショップ湯沢店 　湯沢町大字湯沢2229-1 025-784-1061 〇

367 宿泊施設 一望千里 御湯宿 中屋 　湯沢町湯沢924 025-784-3522 〇

368 飲食店 炭火焼鳥 勝味 　湯沢町湯沢2384-1 025-784-1660 〇

369 飲食店 居酒屋 筍 　湯沢町三国342-1 025-788-0935 〇

370 飲食店 スマイルプラザ 　湯沢町大字三国160 025-789-2050 ○

371 宿泊施設 セーナインふじや 湯沢町土樽329 025-787-1001 ○

371 宿泊施設 ホテルふじや 湯沢町三国125 025-789-2037 ○

372 宿泊施設 ファミリーハウス しらゆき 湯沢町大字土樽5081 025-787-3189 〇

373 宿泊施設 ティアン 湯沢町大字三国469-111 025-789-5783 ○

374 飲食店 琉球酒場はいさい 湯沢町三国240-11 025-788-1801 ○
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375 宿泊施設 岩原高原ハウス 湯沢町大字土樽731-1 025-787-4118 〇

376 飲食店 SAKE BASE NAEBA 湯沢町三国236-2 025-788-1271 〇

377 飲食店 ひびき 湯沢町湯沢2451-3   025-784-1006 〇

378 宿泊施設 ビジネスホテル ニューモンド 湯沢町湯沢2-6-16 025-784-2511 〇

379 その他 湯沢いちご村 湯沢町神立750-1 025-780-6011 〇

380 飲食店 旧JTRIP 湯沢町三国下よりへ 181-1 080-7130-2116 〇
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