
10 月９日現在・五十音順

食べにい GO て！ Go To Eat 食事券　利用できる店舗一覧
※�お食事券のご利用に際しましては、公式WEB サイト掲載情報や店頭のステッカーなどをご確認のうえ、ご予約
のお電話や店舗ご入店の際に、「Go�To�Eat お食事券を使用できる店舗かどうか」をご利用の飲食店にお声掛けい
ただけますと安心です。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

取扱店コード ジャンル 店舗名 住所 電話番号 テイクアウト デリバリー

00720 イタリアン イタリア料理フルット 上越市大豆 1-9-15　フルット 025-523-3060 有り 無し

00609 居酒屋 いっさく上越インター店 上越市下門前 1626　 025-545-5139 有り 無し

00629 その他 鵜の浜人魚館（レストラン海風） 上越市大潟区九戸浜 241-8　鵜の浜人魚
館 025-534-6211 有り 無し

00582 居酒屋 海の幸味どころ軍ちゃん高田店 上越市本町 4-1-8　 025-526-3950 有り 有り

00581 居酒屋 海の幸味どころ軍ちゃん直江津
店 上越市西本町 1-14-2　 025-545-2728 有り 有り

00511 洋食 えちご上越農業協同組合あるる
んの杜 上越市大道福田 621　あるるんの杜 025-520-5515 有り 無し

00510 和食 えちご上越農業協同組合あるる
ん畑 上越市大道福田 639　 025-525-1183 無し 無し

00069 和食 越後十日町小嶋屋上越店 上越市富岡 3458　イオン上越店内 025-521-2540 有り 無し

00804 割烹 越後家 上越市中央 1-9-11　 025-543-7506 有り 無し

00714 ラーメン 越らーめん 上越市富岡 3457　イオン上越店１F 025-522-5932 有り 無し

00025 和食 大戸屋ごはん処上越妙高駅前店 上越市大和 5-2-7　エンジョイプラザ内 025-520-4100 有り 無し

00148 和食 お食事処きすや 上越市大場 625-10　 025-544-7493 無し 無し

00907 和食 お食事処たくみ 上越市下門前 1693-3　ホテルビジネス
イン上越 025-543-8000 無し 無し

00414 割烹 お食事の館・旅人の宿わすけ 上越市柿崎区上下浜 1637　 025-536-2110 有り 無し

00355 和食 会席料理和さ美 上越市西本町 1-14-7　 025-544-5001 有り 有り

00107 寿司 廻鮮富寿し極みや上越中央店 上越市新光町 1-7　 025-521-7211 有り 無し

00108 寿司 廻鮮富寿し上越みなと店 上越市下源入 277-1　 025-531-3737 有り 無し

00996 割烹 割烹あづまや 上越市北本町 3-1-6　 025-523-2969 有り 有り

00341 割烹 割烹魚蝶 上越市大潟区土底浜 1867-1　 025-534-2263 有り 無し

00631 割烹 割烹なみとせ 上越市中央 5-20-40　 025-543-0724 無し 無し

00271 割烹 かねたまいち平原商店 上越市大潟区犀潟 602-31　 025-534-2303 有り 有り

00086 和食 株式会社宇喜世 上越市仲町 3-5-4　 025-524-2217 有り 有り

00587 割烹 株式会社かまた 上越市板倉区長嶺 598-1　 0255-78-2231 有り 無し

00614 その他 カレーハウス CoCo 壱番屋上越
アルカディアシティ店 上越市藤野新田 1277　 025-521-7107 有り 無し

00899 その他 雁木 BARzaigo 上越市仲町 4-3-3　 025-522-3688 無し 無し

00206 寿司 きときと寿し上越インター店 上越市富岡 3484-2　 025-527-3734 有り 無し

00884 和食 くいどころ里味飯店 上越市飯 1016-1　 025-527-3839 有り 無し

00878 和食 くいどころ里味安江店 上越市安江 513　 025-545-0033 有り 無し

00026 喫茶 コメダ珈琲店上越妙高駅前店 上越市大和 5-2-8　 025-520-6453 有り 無し

00452 洋食 ザ・グランスイート 上越市大道福田 554　 025-527-2111 有り 有り
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00039 ファストフード サーティワンアイスクリームイ
オン上越店 上越市富岡 3457　イオン上越店 025-522-2531 有り 無し

00312 居酒屋 肴菜や 上越市柿崎区上下浜 555-11　 025-536-6339 有り 無し

00917 割烹 肴や活等（かつら） 上越市本町 5-3-18　 025-526-2310 有り 無し

00431 和食 座食ダイニング和の蔵 上越市大潟区犀潟 154-1　 025-520-9899 有り 無し

00664 ラーメン 三宝亭四ヶ所店 上越市四ケ所 57　 025-526-3391 有り 無し

00110 洋食 シ ー フ ー ド ダ イ ニ ン グ
TOMMYSAY 上越市仲町 4-7-24　 025-521-2277 有り 無し

00132 和食 潮風薫る宿みはらし 上越市大潟区九戸浜 238-3　 025-534-2566 有り 無し

00384 和食 地魚料理瀬里奈 上越市中央 1-5-8　 025-543-2878 有り 無し

00810 フレンチ Sucré+ 上越市土橋 1441-17　 025-520-9904 有り 無し

00126 和食 旬魚料理と地酒の店大黒屋 上越市仲町 4-5-2　高田ターミナルホテ
ル 025-523-5428 有り 無し

00578 居酒屋 旬菜居酒屋農民 上越市東雲町 2-4-51　 025-530-7038 無し 無し

00300 割烹 松風園藤作 上越市中央 5-12-18　 025-543-2154 有り 有り

00707 和食 信 上越市中央 5-2-36　 025-544-7055 有り 無し

00786 和食 スカイトピア遊ランド（みちく
さ） 上越市吉川区坪野 1458-2　 025-547-2221 有り 有り

00619 その他 ステーキダイニングブラン 上越市本町 4-3-14　 070-3870-6954 有り 無し

00676 その他 SMOKE&BEER ORION 上越市仲町 4-4-1　高田 556 ビル 1F 025-520-5454 無し 無し

00585 和食 体験交流施設そば処いたくら亭 上越市板倉区針 894-3　 0255-81-4720 無し 無し

00943 ラーメン たんぽぽラーメン 上越市三和区神明町 1290-56　 025-532-2739 有り 有り

00052 割烹 長養館 上越市寺町 2-1-8　 025-523-5481 有り 有り

00423 居酒屋 手作り料理と地酒おと仲町店 上越市仲町 2-2-3　 025-526-8760 有り 有り

00422 居酒屋 手作り料理と地酒おと御幸町店 上越市西本町 4-8-18　 025-546-7500 有り 有り

00451 和食 デュオ・セレッソ 上越市西城町 3-5-20　 025-526-3111 有り 有り

00298 割烹 藤作別館 上越市本町 3-2-29　 025-520-8841 有り 有り

00105 寿司 富寿し春日亭 上越市新光町 1-7-7　 025-525-8215 有り 有り

00104 寿司 富寿し高田駅前店 上越市仲町 4-7-26　 025-524-5181 有り 有り

00106 寿司 富寿し直江津店 上越市中央 1-10-16　 025-543-3795 有り 有り

00103 寿司 富寿し南本町店 上越市南本町 2-8-51　 025-524-6136 有り 有り

00826 その他 鳥料理専門店鳥新 上越市仲町 4-3-2　 025-523-5537 無し 無し

00774 その他 中野茶屋 上越市柿崎区柿崎 6311-1　 025-536-2513 有り 有り

00093 軽食 7 つのおもてなし 上越市大和 2-1-1　上越妙高駅 2F 025-520-7520 有り 無し
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00480 和食 ネイチャーリングホテル米本陣
（お食事処）

上越市三和区宮崎新田 124-1　ホテル米
本陣 025-532-4115 無し 無し

00430 居酒屋 馬肉酒場上越高田馬喰ろう 上越市仲町 4-4-1　タカダ 556 ビル 1F 025-520-5582 有り 無し

00752 フレンチ ビストロデザミアンティム 上越市東雲町 2-4-25　 025-512-4962 有り 無し

00702 居酒屋 船栄高田店 上越市仲町 4-4-1　TAKADA 556 ビル
2F 025-523-9500 有り 有り

00618 軽食 ぶらんカフェ 上越市本町 3-2-21　 090-9383-2776 有り 無し

00517 イタリアン ぼんまるしぇ 上越市北城町 3-15-10　 025-525-4778 有り 無し

00924 中華 ミーシャ 上越市大学前 53　 025-526-5835 有り 無し

00839 ファストフード ミスタードーナツイオン上越店 上越市富岡 3457　イオン上越 025-521-2539 有り 無し

00840 ファストフード ミスタードーナツ上越モール店 上越市とよば 239-1　 025-523-9757 有り 無し

00475 その他 港食堂 上越市大道福田 637　 025-520-8018 無し 無し

00436 居酒屋 ミライザカ上越高田店 上越市本町 5-4-5　あすとぴあ高田 1F 025-521-6061 有り 無し

00407 居酒屋 よりあい処 わっしょい 上越市下門前 1907　ホテル門前の湯 025-520-9020 有り 無し

00534 フレンチ ラ ファミーユ スユクル 上越市大貫 4-2-20　 025-512-5522 有り 無し

00453 軽食 レジーナスイーツアンドベーカ
リー

上越市西城町 3-5-21　ノーブルスクエ
ア 1F 025-530-7900 有り 無し

00057 和食 レストラン味彩 上越市吉川区長峰 100　 025-548-3911 有り 無し

00802 和食 レストラン海月 上越市柿崎区上下浜 262　マリンホテル
ハマナス 025-536-6565 無し 無し

00388 洋食 レストランセピオーラ 上越市中央 1-2-7　ホテルセンチュリー
イカヤ 2F 025-545-3120 有り 有り

00747 洋食 レストランフィーヌゼルブ 上越市藤野新田 433-2　 025-520-4744 有り 有り

00360 洋食 レストラン・ヨーデル金谷 上越市大貫 2-17-40　 025-523-0681 有り 無し

00729 和食 和ごころ愉快 上越市五智 3-9-20　 025-543-8581 有り 無し

00299 割烹 和ダイニング藤作 上越市本町 4-2-23　 025-521-0021 有り 有り

00725 和食 和の食樹翠 上越市仲町 3-3-13　 025-512-0120 有り 有り


