
町名 取扱店名 町名 取扱店名

スナック　ハーブ
snack Mii

安良町 なべなか スナック６０２
やすらぎ処　石亀 炭焼居酒屋　てやんでいっ
legato(レガート) たこ正

飯野 PAS☆TiME(パスタイム) 月のうさぎ
美食や　やま信 ティータイムギャラリー　ぺこり
料亭　能登新 鉄板屋 やよい

飯野桜ケ丘 Café de Luciole(カフェドルシオール) Bar m
飯野西 ＢＩＳＴＭＯ(ビストモ) BAR酒場 Kaze

みそ膳　村上店 BarG.K
岩ケ崎 和風レストラン　美咲 BAR　弥宵
岩船 岩船荘 Highest(ハイエスト)

しょくや　華美陣 はんぢゃん
岩船上町 海鮮割烹・仕出し　高砂屋 ひと憩
岩船下浜町 玉寿し食堂 フジ夢レストラン料理工房
岩船港町 岩船港直売所 漁師食堂 ほう丁どころ８８３９
大町 海鮮一鰭 茉莉花

茶館きっかわ　嘉門亭 台湾料理　有福
川むら鮨 レストパブ　カトレア
大衆小料理　長太 和食四川料理　千経
村上牛専門料理店　江戸庄 三之町 イタリア料理 アンフォラ
村上牛にぎりとらふぐ料理　鮨友 塩町 そば処　味作

柏尾 南欧料理Casa del Faro(カーサデルファーロ) はらこ茶屋・新羅
鍛冶町 そば処　檜木屋 和食処　悠流里
片町 肴料理　梅幸 下相川 居酒屋　一休
上片町 割烹　善蔵 瀬波温泉 居酒屋　波具　～ＢＡＧＵ～
上町 おでん処　るりこ 岩船港鮮魚センター フードコート
小町 割烹　新多久 海鮮処　番屋

純喫茶　カトレア Seed Café
千年鮭きっかわ 井筒屋 四川飯店　村上
天茂 食事処 つゆ草

細工町 欧風居酒屋　夭夭亭 寿し銭
割烹　千渡里 瀬波南国フルーツ園
もらい鈴 ToTo passeggiata(ﾄﾄﾊﾟｯｾｼﾞｬｰﾀ)

山辺里 らんらん亭 蛍
山居町 あかべえー 悠遊くらぶ

居酒屋　いし辰 凉
居酒屋　石ちゃん 大工町 焼肉　金剛
IZAKAYA　迅 田端町 あずまや
居酒屋　ななお 石田屋
居酒屋はせべ 伊呂波亭
磯料理　八千草 扇屋旅館
囲炉裏庵 楽屋
カフェ＆ダイニング　デイズ 割烹　味作
郷土料理　入船 割烹　鳴海
串揚げ田舎料理　串喜 Café & Bar gracias
小料理　紙風船 そば処　ざいご屋
酒と肴　福寄家 Diner's Kitchen Woody
サッポロラーメンどさん娘 中華食堂　リン
食菜 和ごころ 中華料理　福来軒

【村上地区】

村上市元気づくり飲食券

取扱店一覧名簿
★飲食券の取扱店登録は随時受け付けております。

★最新の取扱店名簿はこちらから→

【令和４年８月１０日現在＝１９０店舗】



町名 取扱店名 町名 取扱店名

中国料理　揚子江 旬の閃き　柳庵
trattoria 360° 上助渕 みかく亭
らぁめん　こくまる 北新保 和いたり庵ヤマト
和風レストラン　平内 九日市 青山会館

村上プラザ お食事処　鹿の子 穂菜味亭
さくら寿司 塩谷 蕎麦のやません
焼肉ハウス　美味しん坊 下助渕 海転　すし誠

寺町 割烹　吉源 松喜和 御食事処　鈴季
たにがわや 宿田 お食事処　大道

天神岡 スナックマイウェイ
長井町 茶寮 カネエイ
松原町 中国料理　福香 猿沢 朝日みどりの里　食堂
南町 ピッツァ＆バー　ストレイトアヘッド 味処　稲穂
村上 食彩　ちゃま 十川 大吉亭

中原 だちょうや本店
古渡路 旭屋

貝附 café絵里奈 和楽寿司
金屋 金屋蕎麦屋 早稲田 手打ちそばすみれ

かねさ食堂
切田 荒川らーめん魂あしら

たこ焼き処　たこやん 岩崎 白浜食堂
坂町 いこい食堂 大毎 農家レストラン　こころまい

居酒屋　登利銀 勝木 食の工房　かがり火
イタリア家庭料理と洋食の店　Secret Fruits 北中 ㈲大滝食品
魚勝 桑川 笹川流れ　海カフェ
語り炉端　せゑ奴 笹川流れ　地魚処天ぴ屋
割烹食堂いそべ 道の駅笹川流れ　夕日レストラン
ジャスティス 道の駅笹川流れ　café R SUN45
旬菜懐石　拓 民宿食堂ちどり
創作和食くつろぎ空間　出雲 碁石 民家レストラン　凪のてらす仲
デイ＆ナイト　逢実 中津原 ドライブインフジ
天ぷら斉藤 寝屋 あさひ食堂
新潟荒川こだわりうどん一 府屋 Gallery&Cafè えん
ふくちゃcafe 心寿し
渡幸寿司 スナック紅

下鍜冶屋 焼肉　白鳥 中国料理　喜多山
名割 Fe Factory cafe109 つくしんぼ
藤沢 居酒屋と～く なおき食堂

カラオケるみちゃん ラ・フォレステール
スナック 凜
ドルフィン
焼肉居酒屋　ふくふく 岩船上大町 岩船タクシー㈱
らーめん真 肴町 運転代行ケーズ
和食とお酒と音楽のお店　なご道 山居町 運転代行ジャパン

アコス どんとうまい ユーアイ運転代行
ラーメンふるさと 田端町 ㈱瀬波タクシー

㈱はまなす観光タクシー
藤沢 藤観光タクシー㈱

今宿 レストラン今宿 七湊 あこちゃん代行
和dining結

岩船駅前 一平食堂

【荒川地区】

【神林地区】

【山北地区】

【朝日地区】

【タクシー・運転代行】

第８弾！飲食券有効期間

令和４年９月２７日(火)～令和４年１１月２７日(日)

※社会情勢により有効期間が変更することがあります。

【問い合わせ先】

村上商工会議所：53-4257
荒 川 商 工 会：62-3049
神 林 商 工 会：66-7408
朝 日 商 工 会：72-1301
山 北 商 工 会：77-2259


