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高田・直江津・春日山 ６２店舗
1 キッチンカフェ ただきん

12:00～22:00(L.O.21:30)【通常営業】11:00-20:00　【定休日】月曜日
上越市本町6-1-18　TEL. 025-524-2547

今年でオープン３年目に入り、音楽を聞きながら食事が
出来る店！！広い店内でゆっくりと時間を過ごしていただけ
ると思います。もちろんＣＤ、ＤＶＤなどの販売も致してお
ります。

酒 あとノン
アル 2 ワインサロン エルミタージュ 酒 あとノン

アル

12:00～16:00(L.O.15:00)【通常営業】11:00-15:00 / 18:00-24:00　【定休日】月曜日
上越市本町5-1-1 ダイアパレス高田本町1F　TEL. 025-526-6005

シニアソムリエ厳選のワインを200種以上取り揃え、グ
ラスワインも10種類以上用意しております。上越唯一の
ワイン専門店。

3 ホテルラングウッド上越 カフェ&レストラン アレーグロ 酒 あとノン
アル

15:00～22:00(L.O.21:30)【通常営業】7:00-22:00　【定休日】年中無休
上越市本町5-1-11　TEL. 025-526-7611

高田駅前にあるホテルラングウッド上越１階にあるレスト
ラン。ハイネケンエクストラコールドをはじめとした各種
アルコールやお食事メニューをご用意しております。

4 喫茶あじさい 酒 あとノン
アル

12:00～22:00(L.O.21:30)【通常営業】11:00-18:00　【定休日】日曜日
上越市本町5-2-11　TEL. 025-526-3205

もちもち生地で人気のクレープをはじめ、お昼はドリンク
・デザート付￥800の選べるプレートランチもございます
。

5 旬魚料理と地酒の店 大黒屋 酒 あとノン
アル

17:00 ～ 21:00 【通常営業】7:00-21:30　【定休日】無し（不定休）
上越市仲町4-5-2 高田ターミナルホテル1F　TEL. 025-523-5428

熟練の板前が真心を込めた料理をおつくりします。上
越地域を含め新潟県内の地酒を豊富に取り揃えてい
ます。お好きなお料理とお飲み物をお召し上がり下さ
い。

6 ビストロ厨 酒 ノン
アル

20:00 ～ 24:00 【通常営業】17:30-23:00　【定休日】不定休
上越市仲町4-4-1 高田556ビル1F　TEL. 025-523-0130

ジャンルにこだわらない和洋折衷料理とドリンクが豊
富に揃う洋風居酒屋です。各種宴会用の大皿料理や
飲み放題も用意しています。

7 ラウンジ田村 酒 あとノン
アル

18:00 ～ 22:00 【通常営業】17:00-23:30　【定休日】不定休
上越市仲町4-4-1 高田556ビル1F　TEL. 025-523-1611

地元食材を使った心和む郷土の味や家庭料理を提供し
ています。平日はランチ営業（11:30～13:30）も行って
おります。

8 和食処 よし田 酒 ノン
アル

12:00 ～ 13:30 【通常営業】17:00-20:30　【定休日】不定休
上越市仲町4-5-7 タカダキャッスルホテル1F　TEL. 025-523-2048

昼は食事、夜はお酒を飲むお客様で賑わっています。上
越地域をはじめ新潟県内の地酒を豊富に取り揃えていま
す。お得な飲み比べセットもあります。

9 TOMMY SAY 酒 ノン
アル

17:30 ～ 23:00 【通常営業】17:00-24:00　【定休日】日曜日
上越市仲町4-7-24　TEL. 025-521-2277

富寿しが提案する本格ダイニング。ジャンルを問わない
お料理で幅広いお客様に楽しいお時間をお過ごしいただ
けます。

10 DINING BAR SUNLIGHT 酒 あとノン
アル

17:00 ～ 24:00 【通常営業】17:00-24:00 / 17:00-26:00（金・土）　【定休日】月曜日
上越市仲町4-7-24 富寿しビル2F　TEL. 025-512-5636

世界のビール取り扱い数上越一を誇るアメリカンカフェ
スタイルのバー。30種類以上の世界のビールとこだわり
の料理をぜひお楽しみください。
※都合によりバル営業時間が変更になる場合もございます

11 肴や活等（かつら） 酒 あと

17:00～22:00(L.O.21:00)【通常営業】11:30-13:30 / 17:00-22:00　【定休日】不定休
上越市本町5-3-18　TEL. 025-526-2310

収容人数20名程の小さな店で10名以上で貸切可。
宴会料理は8品で予算に合わせて（3,240円～）提供、
飲み放題（＋2,160円）も。さば寿しや鯛押寿しはお土
産も可。

12 ENYA 酒 あとノン
アル

18:00 ～ 24:00 【通常営業】18:00-26:00　【定休日】不定休
上越市仲町4-8-3 栄ビル2F　TEL. 025-520-6630

セルフ式の飲み放題バー。ビールはもちろん日本酒
や芋焼酎も飲み放題です。女性も来やすい雰囲気の
店内です。お一人でもお友達と一緒でも楽しい時間
を過ごしに来て下さい。

13 浜焼太郎 上越高田店 酒 あとノン
アル

14:00 ～ 23:00 【通常営業】17:00-25:00　【定休日】第１・３火曜日
上越市仲町3-1-1 ソシアルセブン1F　TEL. 025-522-3353

新鮮な魚介類を卓上のコンロでガンガン焼く「セルフス
タイル」のお店です。他にもおつまみ多数用意してお待
ちしております。

14 イタリア食堂リポッソ 酒 あとノン
アル

12:00～14:00/18:00～22:00【通常営業】11:00-14:00 / 18:00-22:00　【定休日】月曜日
上越市仲町4-8-27 フォーラムビル1F　TEL. 025-524-4330

イタリアの伝統的家庭料理をリーズナブルな価格でご提
供しているお店です。イタリアワインを片手にアットホー
ムな雰囲気で皆様のお越しをお待ちしております。

15 割烹・しゃぶしゃぶ 半兵衛 酒

17:00～22:00(L.O.21:45)【通常営業】17:00-22:30　【定休日】日曜日
上越市仲町3-1-5　TEL. 025-525-0506

開店35年の高田仲町の老舗割烹。しゃぶしゃぶ、すき焼
きは勿論、手の込んだ和食が◎ 大小の個室があります。

16 居酒屋かざぐるま 酒 あとノン
アル

17:30～23:00(L.O.22:30)【通常営業】17:30-23:00　【定休日】月曜日
上越市仲町3-1-6 センタービル1F　TEL. 025-523-5299

食事も充実した洋風居酒屋です。
17 Dining Lounge Bar FLAT 酒 あとノン

アル

19:30～24:00 【通常営業】18:00-27:00　【定休日】不定休
上越市仲町3-2-17-2F　TEL. 025-522-8318

200種以上のドリンク、タイ料理をメインにピザ、パス
タ等の日替りのフードメニューを取り揃えたダイニン
グバーです。

18 新潟珈琲問屋 Sakura de la noche あとノン
アル

12:00～19:00(L.O.18:30)【通常営業】10:00-19:00　【定休日】木曜日
上越市本町4-4-8 イレブンプラザ内　TEL. 025-512-4777

上越最大級の珈琲挽き売り専門店です。常時40種の
珈琲豆を取り揃えており、毎週土曜日には20％OFF
にて販売。（一部割引対象外商品がございます）

19 讃岐うどん房 鶴越 酒 あとノン
アル

18:00～20:45(L.O.20:45) 【通常営業】11:00-14:15(L.O.)/18:00-20:45(L.O.)　【定休日】火・月夜・第一水
上越市本町4-4-8 イレブンプラザ内　TEL. 025-512-6111

讃岐の製法による自家製麺で、つるつるシコシコのうど
んをご提供しています。茹でたてのうどんにオーダーを
受けてから揚げるサクサクの天ぷらをお楽しみいただけ
ます。

20 トラットリア ラ・ペントラッチャ 酒 ノン
アル

16:30～21:00 【通常営業】11:30-15:00（土・日・祝16:00）/17:30-22:00　【定休日】月（祝日の場合は翌日）

上越市下門前88 フォルマ下門前2F　TEL. 025-545-3991

1993年創業。本場の雰囲気や地産地消にこだわった本
格的なイタリア料理を提供。

イレブンプラザでのサテライト出店

21 キンズ キャンプ サルーン 酒 ノン
アル

12:00～14:00/18:00～23:00 【通常営業】火～金 11:00-14:00 / 金・土のみ 19:00-23:00　【定休日】日・月曜日
上越市本町4-3-14　TEL. 070-1421-1106

古き良きアメリカの田舎町にあるカフェバーをイメージ
したお店です。ランチタイムはお子様連れからご年配ま
で、ディナータイムは若い方たちを中心に盛り上がって
います。

22 長養館 酒 ノン
アル

17:00 ～ (最終入店19:30) 【通常営業】11:30-22:00　【定休日】不定休
上越市寺町2-1-8　TEL. 025-523-5481

1,200坪の敷地に畳廊下の木造数寄屋。お庭をのぞむ畳
の個室にお料理を一品ずつお運びします。大切な方との
ご会食に。2名様より。要予約。イス対応可。

100食限定

23 焼きとん むろちゃん 仲町店 酒 あとノン
アル

17:00～24:00(L.O.23:30)【通常営業】17:00 - 翌日5:00　【定休日】月曜日
上越市仲町3-3-17　TEL. 025-521-1066

備長炭焼きで楽しみ多彩な旨酒をご堪能下さい。

24 双子すし 酒 ノン
アル

17:00 ～ 23:00 【通常営業】11:30-13:30 / 17:00-23:30　【定休日】日曜日
上越市仲町3-7-9　TEL. 025-522-4588

昼の寿司ランチ、夜限定の晩酌セットもご好評いただ
いております。お一人様でもお気軽にご来店下さい
ね。

25 王華飯店 酒 ノン
アル

12:00 ～ 24:00 【通常営業】11:00-22:00　【定休日】木曜日
上越市仲町3-7-9　TEL. 025-525-9012

創業30年余の中国料理店。透明度が高くコクのある清
湯スープをベースに地場野菜を使った体に優しい上質な
上海料理が楽しめる。Facebookではランチのお得な情
報を発信中！

26 居酒家 彦左ェ門 酒 あとノン
アル

17:00 ～ 24:00 【通常営業】17:00-25:00　【定休日】月曜日
上越市仲町3-7-11　TEL. 025-512-6094

上越市をはじめ、県内各地の地酒を豊富に取り揃えてお
り、旬の野菜の味を生かした料理が自慢です。オープンキ
ッチンのため和やかな雰囲気での会話が楽しめる居酒家
です。

27 八 HACHI 酒 あと

19:00 ～ 24:00 【通常営業】19:00-24:00　【定休日】不定休
上越市仲町3-8-19　TEL. 025-522-6155

どんな場面にも気軽にご利用頂ける使い勝手の良いアッ
トホームなお店です。一次会、二次会の団体利用から、一
人飲みでも気兼ねなく入店して頂ける雰囲気のあるお店
です。

28 一杯処あるま 酒 あとノン
アル

17:00 ～ 22:00 【通常営業】17:00-23:00　【定休日】水曜日
上越市本町3-2-21 北原ビル1F　TEL. 025-526-8745

レトロ調で大正・昭和時代を思わせる落ち着いた雰囲気
のお店。まろやかに煮込んだ上州もつ煮が好評。ドリンク
の種類も豊富！

29 天ぷら 若杉 酒 あとノン
アル

17:00 ～ 20:00 【通常営業】11:00-14:00/17:00-22:00　【定休日】日曜日
上越市西城町2-3-33　TEL. 025-525-5627

カウンター越しに四季折々の熱々の天ぷらをお楽し
み下さい。地産地消をテーマにここでしか味わえない
ものをご用意しております。

30 麺屋 しょうじ 酒 あとノン
アル

12:00～14:30/18:00～21:00【通常営業】11:30-14:30/18:00-21:00　【定休日】月曜日
上越市栄町7-11　TEL. 025-526-5622

動物系と魚介系の使い分け、時間をかけて作るスー
プは絶品。縮れ・ストレートの2種類の自家製麺でお
楽しみください。

1 楼蘭 酒 あとノン
アル

17:00～22:00(L.O.21:30)【通常営業】11:00-22:00　【定休日】水曜日
上越市西本町3-11-2　TEL. 025-543-5366

家族連れが多い店（子育てジョイカード協賛店）です。
日替わりランチが好評です。

2 ビストロ・コションドレ 酒 あとノン
アル

12:00～15:00/17:00～23:00【通常営業】11:30-15:00/18:00-22:00　【定休日】火曜日
上越市五智1-1-24　TEL. 025-545-1743

南仏の食堂のイメージで料理をつくっています。
3 UCCカフェメルカード エルマール店 あとノン

アル

12:00～20:00(L.O.19:30)【通常営業】10:00-20:00　【定休日】年中無休
上越市西本町3-8-8 エルマール内　TEL. 025-544-5840

エルマール１Ｆにある本格派カフェ。68席ある広い店内
は一人用の席もあり、ショッピングの途中や終わった後に
のんびり過ごせます。

4 Ｏｓｔｅｒｉａ Ｓａｋａｚｕｍｅ 酒 あとノン
アル

17:00～22:30(L.O.22:00)【通常営業】12:00-14:00/18:00-21:00　【定休日】火曜日
上越市西本町3-5-8　TEL. 025-545-4331

じょうえつバル街は毎回楽しく参加させていただいて
おります。今回はバル営業時間を少し延長して皆様を
お持ちしておりますので、どうぞ気軽にご来店下さい
ませ。

5 味処 松月庵 酒 ノン
アル

19:00 ～ 24:00 【通常営業】19:00-26:00　【定休日】日曜日
上越市西本町3-8-16　TEL. 025-543-3040

居酒屋風な店でラーメンと寿司のセットが人気です。
酒のつまみには、もつ煮込み、煮魚とお刺身などとお
薦めコース（晩酌セット、お気軽セット）をご利用いた
だけます。

6 まるあん 酒 ノン
アル

18:00 ～ 23:00 【通常営業】18:00-24:00　【定休日】日曜日
上越市西本町1-12-21　TEL. 025-544-5002

看板メニューは「焼きとん」豚ホルモンを串焼きしたもの
。昭和の香り漂うメニューは大人には懐かしく、若い世代
には新しい味。

7 和さ美 酒 あとノン
アル

17:00～22:00(L.O.21:30)【通常営業】11:30-14:00（予約のみ）/17:00-22:00　【定休日】日曜日
上越市西本町1-14-7　TEL. 025-544-5001

季節感と素材本来の味を大切にした料理をコースで提供
する。足が伸ばせる掘りごたつ式の個室３室、テーブル椅
子席１室で個室のみの小さなお店です。

8 土竜や（もぐらや） 酒 あとノン
アル

18:00 ～ 23:00 【通常営業】18:00-23:00　【定休日】日曜日
上越市西本町1-14-5　TEL. 025-545-0298

特別な鶏肉（シャモ肉）を使用しての炭火焼きです。是非
この機会に食べてみて下さい。10月からは水炊き、11月
からは店主自ら獲ってきたジビエをお楽しみ下さい。

9 信 酒 あとノン
アル

16:00～23:00(L.O.22:30)【通常営業】17:00-22:30　【定休日】日曜日
上越市西本町4-2-1　TEL. 025-544-7055

通りから路地に入り、見落としてしまうほどの小さな看板。
店内は柔らかな照明とお洒落な格子戸の個室。まさに大
人の隠れ家です。

10 かあちゃんの店 しま 酒 あとノン
アル

17:30 ～ 21:30 【通常営業】17:00-21:30(L.O.)　【定休日】日曜日
上越市西本町1-14-3　TEL. 025-544-0357

懐かしい昔ながらの祖母や母の味。幼い頃食べた田
舎料理を季節に合わせて作ります。

11 食堂まちや 酒 あとノン
アル

18:00 ～ 24:00 【通常営業】18:00-27:00　【定休日】不定休
上越市中央1-3-1　TEL. 025-543-2709

直江津駅前の深夜のお食事処。ラーメン・そば・うどん
をはじめ寿司やお刺身、居酒屋メニューも充実。幅広
くご利用いただけます。

12 カフェ なおえつ茶屋 酒 あとノン
アル

15:00～2１:00(L.O.20:30)【通常営業】9:00-21:00　【定休日】月曜日
上越市中央1-5-2　TEL. 025-539-5205

ゆっくりとお話の出来るアットホームなお母さんが待って
いるカフェです。ノンアルコールもカクテルもワインも美
味しいコーヒーもハーブもご用意してあります。

13 地魚料理 瀬里奈 酒 あとノン
アル

12:00～23:00(L.O.22:30)【通常営業】11:00-23:00　【定休日】不定休
上越市中央1-5-8　TEL. 025-543-2878

季節の地魚と２０種以上の地酒を中心とした海鮮料理を
提供しています。一番人気は１０種以上の地魚が入った「
海鮮丼」です。その他一品料理も多数用意しています。

14 鳥まん 酒 ノン
アル

17:00～22:00(L.O.21:00)【通常営業】11:00-14:00/17:00-22:00　【定休日】水曜日
上越市西本町4-1-5　TEL. 025-543-1515

直江津駅前、八坂神社参道にある昔ながらの居酒屋です
。毎日来ても飽きない店をモットーに市場直送の新鮮な
旬の味覚と豊富な料理で皆様をお待ちしております

15 遊食・桃太郎 酒 あとノン
アル

12:00 ～ 24:00 【通常営業】11:00～　【定休日】不定休
上越市中央1-9-12　TEL. 080-6889-8615

素材を活かしたママさんのおまかせメニューが楽しめる
チョイ飲み屋。お昼も500円ランチやっています。店内は
カラオケとギターの演奏で楽しい雰囲気！ギター好きの
方、大歓迎！！

16 晩酌 そわーる 酒 あとノン
アル

17:00～22:00(L.O.21:00)【通常営業】17:00-22:00　【定休日】水曜日
上越市中央1-18-5　TEL. 025-530-7010

一人でも気軽に立ち寄れて低料金で晩酌が楽しめる
アットホームな居酒屋。家庭料理を中心としたおふく
ろの味をお楽しみいただけます。季節の素材を使っ
た日替わり「本日のおすすめ」も注目！

17 お食事処 多七 酒 ノン
アル

12:00～22:00(L.O.21:15)【通常営業】7:00-22:00　【定休日】無し
上越市中央1-2-3　TEL. 025-543-7125

新鮮さが自慢の海鮮料理の他、素材の持ち味を生か
した絶品酒肴などお酒にあうメニューを豊富に取り揃
えております。お一人でもお気軽にどうぞ。

18 和伊太屋 四季彩 酒 あとノン
アル

17:00～24:00 【通常営業】17:00-24:00　【定休日】日曜日
上越市石橋1-402-2 ホテルアルファーワン上越１Ｆ　TEL. 025-545-0431

ホテルα－１のテナントです。バル専用のおつまみを用意
しました。楽しいひと時をお過ごし下さい。

19 デザミ・アンティム 酒 ノン
アル

18:00～22:00(L.O.21:30)【通常営業】11:30-14:00/18:00-22:00　【定休日】火曜日
上越市東雲町2-8-6　TEL. 025-544-7860

気の合う仲間とわいわい楽しめるフレンチバルです。気
軽なフレンチをワイン片手にお楽しみ下さい！！

20 割烹 髙はし 酒 ノン
アル

16:00～21:30(L.O.21:00)【通常営業】11:30-14:00（予約のみ）/17:00-21:30　【定休日】不定休
上越市東雲町2-1232　TEL. 025-531-0388

丁寧に作られた会席料理と地酒が味わえる店。落ち着い
た雰囲気の店内は、様々なシーンに利用でき、多くの人
たちに喜ばれています。

21 らーめんヒグマ 上越分店 酒 ノン
アル

12:00～15:00/17:30～20:00【通常営業】11:00-15:00/17:30-21:00　【定休日】火（祝日営業）
上越市東雲町2-4-38　TEL. 025-544-7365

小千谷に本店を構え、ＦＣとして柏崎店・十日町店・六日町
店・塩沢店・新潟店とある中で、唯一のれん分けを許され
た上越分店。こだわりのスープは県内産の厳選されたゲ
ンコツを使用。丁寧に煮込むことで骨髄の旨味エキスを
抽出。コクと旨味がありつつクリアですっきりした味に仕
上がっています。

22 旬菜居酒屋 農民 酒 あとノン
アル

21:00～24:00(L.O.23:00)【通常営業】17:30-23:00　【定休日】日曜日
上越市東雲町2-4-51　TEL. 025-530-7038

直江津駅南口徒歩３分の住宅街の真ん中にオープン
しました。樹齢の長い木々を活かしたエントランスと
バーベキューブースを併設しているところが特徴で
す。全室個室タイプです。

1 caféダイニング CoCo 酒 あとノン
アル

17:00 ～ 21:30 【通常営業】11:00-15:00/17:00-22:00　【定休日】不定休
上越市新光町1-5-5 上越サンプラザホテル1F　TEL. 025-522-3611

上越サンプラザホテル1Fにあります。落ち着いた雰囲気
のお店です。和洋折衷取り揃えております。当店は初参
加ですが、一緒にバル街を楽しみましょう！！

2 イタリア料理 Frutto 酒 あとノン
アル

17:30～22:00(L.O.21:30)【通常営業】11:00-15:00/17:30-23:00　【定休日】火曜日
上越市大豆1-9-15　TEL. 025-523-3060

本格イタリアンをカジュアル価格で提供する上越を代表
する人気店。パスタやピザはもちろん魚介を贅沢に使っ
た前菜も多数あり絶品。

3 レストラン・オーパ 酒 あとノン
アル

17:00～22:00(L.O.21:00)【通常営業】11:00-22:00　【定休日】月曜日
上越市春日山町3-19-8　TEL. 025-523-1324

旬の魚介や地場野菜、くびき牛などが気軽に楽しめるフ
レンチレストラン。「上越市地産地消推進の店」認定店。
ランチコース￥1,400～、 ディナーコース￥2,200～

4 割烹 から松や 酒 あとノン
アル

17:00 ～ 21:00 【通常営業】17:00-21:30　【定休日】不定休
上越市春日山町3-4-13　TEL. 025-522-3043

のどぐろ、幻魚、サメ、どろえび、バイ貝など地魚にこだわ
り、鮮度第一を掲げ毎日市場でその日の分だけ仕入れて
います。

5 旅館食堂 春日や 酒 ノン
アル

17:00 ～ 20:00 【通常営業】11:00-20:00　【定休日】不定休
上越市春日山町3-22-1　TEL. 025-524-6833

昼は食事がメイン（定食等）。夜は食事と飲食の両方
です。旅館の部屋の用意有り（要予約）。

6 てっぱん居酒屋 わが家 酒 あとノン
アル

18:00～23:00(L.O.22:30)【通常営業】11:00-15:00/18:00-24:00　【定休日】火曜日
上越市大学前51　TEL. 025-530-7626

落ち着いた雰囲気の店内は鉄板焼から人気の居酒屋
メニューまで幅広い年代の方から喜ばれております。
皆様のご来店をお待ちしております！

7 中華食房 ミーシャ 酒 あとノン
アル

17:00～20:30 【通常営業】11:00-14:00(L.O.)/17:30-20:30(L.O.)　【定休日】月曜日
上越市大学前53　TEL. 025-526-5835

アジアン風の店内であんかけメインの中華を気軽に楽し
んで下さい。ドリンクとつまみのお得セットやファミリー
セットもご用意しております。

8 銭形 高田店 酒 あとノン
アル

12:00～22:00 【通常営業】11:00-22:00　【定休日】年中無休
上越市土橋798-1　TEL. 025-522-0112

揚げ物専門店として、素材、パン粉、つけダレにこだわり
があります。大エビフライとトンカツが自慢のお店です。
ぜひ、自家製ソースでどうぞ。サブメニューも色々ありま
す。

9 比他棒（ビーターバン） 酒 あとノン
アル

12:00～14:00/17:30～21:30【通常営業】11:15-21:30　【定休日】月曜日
上越市土橋783-4　TEL. 025-520-7519

Ｂｅｅｒが進むおつまみプレートをご用意してお待ちしてい
ます。中華料理の奥の深さを楽しんで下さいませ。

10 カフェ＆ダイニング リラックス あとノン
アル

12:00～18:00(L.O.17:30)【通常営業】11:00-18:00　【定休日】第３水曜日
上越市土橋1914-3 上越市市民プラザ1F　TEL. 025-526-2591

晴れた日にはテラス席もご用意しています。丁寧に作り
上げたお料理やデザートで皆様にリラックスした時間を
ご提供致します。

バルタクシーをご利用ください
じょうえつバル街の半券１枚につき700円引きでタクシーをご利用いただけます。（お釣りは出ません）

高田エリア

直江津エリア

頸城ハイヤー
アイエムタクシー
高田合同自動車

頸城ハイヤー
直江津タクシー

0 2 5 - 5 2 4 - 2 5 2 5
0 2 5 - 5 2 3 - 3 1 8 8
0 2 5 - 5 2 4 - 5 0 5 0
0 2 5 - 5 4 3 - 3 4 8 8
0 2 5 - 5 4 3 - 4 5 4 5

協力：　上越市ハイヤー協会

振る舞いサービスのご案内
高田・直江津の本部にて岩の原ワイン、バル街限定日本酒の振る舞いを行います。

協力：　株式会社岩の原葡萄園・頸城酒造株式会社

じょうえつバル街vol.5にご協賛いただき誠にありがとうございます！

酒

あと

ノン
アル

各種アルコール飲料を提供いたします

ノンアルコール飲料をご用意しております

あとバル（10/18 - 24日）対応店舗

初参加 じょうえつバル街初参加のお店です！！
初参加

初参加

初参加初参加

初参加 初参加 初参加

初参加

初参加

初参加


