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6.18 Sat 12:00-24:00
高田・直江津・上越妙高 ６３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】無し
上越市本町6-1-18　TEL. 025-524-2547

心地良い音楽が流れる広い店内。お食事、お茶、スイーツ
等のメニューがあり、おしゃべり、お仕事、お待ち合わせに
ご利用いただけます。また、Wi-Fiもお使いになれます。

【P】3種のブルスケッタ

酒 あとノン
アル 5 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。
【P】アイスクレープマンゴーソスがけ
　　or 唐揚げ or ソーセージとポテトの盛り合わせ

7 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。

【P】する天

13 天ぷら割烹 初音 酒 あとノン
アル

12:00～14:00/17:00～21:00【通常営業】11:00-14:00 / 17:00-21:00　【定休日】水曜日
上越市本町5-3-31　TEL. 025-525-5105

天ぷら・ふぐ料理が自慢です。素材も店主自ら毎朝魚市場
で仕入れてくるので新鮮。ご家族のお食事、ご宴会、ご法
要にご利用ください。

【P】ふぐ吸物

15 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。

【P】豚なんこつ柔らか煮

28 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】毎月第3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）

【P】ケーキセット

29 讃岐うどん房 鶴越 酒 あとノン
アル

12:00～14:15/18:00～20:45 【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。
【P】自家製チーズドレッシングのチキンサラダ

30 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
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。
【P】オリジナルホットドック

24 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。
【P】初夏のおつまみ五点盛

120食限定

18 浜焼太郎 上越高田店 酒 あとノン
アル

14:00 ～ 24:00 【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。
【P】活アワビの踊り焼き＆生マグロの刺し身

300食限定

19 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。
【P】季節野菜のパスタor豚モツのトマト煮込みorポルケッタ

各30食限定

21 居酒屋かざぐるま 酒 ノン
アル

17:30～23:00(L.O.22:30)【通常営業】17:30-23:00　【定休日】日曜日
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。

【P】とりもも肉の和風煮込み
　　or チーズ豆腐＆エビとアボガドのタルタル クラッカー添え

各70食限定

26 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。

【P】串 or 刺身

36 かくれ屋おと 仲町店 酒 ノン
アル

17:30～23:00(L.O.22:00)【通常営業】17:30-22:00（金・土は23:00まで）　【定休日】第１・第３月曜
上越市仲町2-2-3　TEL. 025-526-8760

創業120余年の老舗料亭がプロデュースする大人の
ための居酒屋。

【P】国産牛の朴葉味噌焼き

25 割烹 大善 酒 ノン
アル

17:00～21:30(L.O.21:00)【通常営業】11:30-14:00 / 17:30-21:30　【定休日】日曜・第3月曜
上越市大町3-1-11　TEL. 025-522-4020

魚・野菜・きのこ・酒など地産地消を心掛け、素材の持ち味
を活かした全て手作りの料理をお出ししています。金目
鯛の煮付けは開店当時からの人気メニューです。

【P】さんしょじゃこおにぎりとたまご焼き

34 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。
【P】HACHI特製ピンチョス

各20食限定

37 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。
【P】する天 or 玉子てん

32 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。

【P】寿司（にぎり寿司3コ+巻物）

あと

38 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・他不定休有
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。

【P】ぎょうざ or おつまみセット

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。

【P】自家製チャーシューと彩りサラダの香味ソースがけ

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。

【P】豚肉とレバーのテリーヌ or 塩漬け豚肉の網焼き
　  or キッシュ or ガトーショコラ

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。

【P】チョコバナナのワッフル

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。

【P】ブルスケッター or 鶏もも肉のコンフィー

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。

【P】モツ煮込み

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。

【P】やきとん・カレー煮込み（モツ）

8 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。

【P】鯛のカルパッチョ or 豚の角煮

10 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。

【P】野菜と豚バラのポトフ

15 韓国居酒屋ふるさと 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
上越市中央1-9-5　TEL. 025-543-4577

韓国のお母さんの味をお楽しみいただけます。

【P】チャプチェ

11 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。

【P】酒香るマドレーヌとパスタサラダ

12 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。

【P】お寿司４貫セット

20 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。

【P】海の幸・山の幸三点盛り

18 かくれ屋おと 御幸町店 酒 ノン
アル

12:00～１7:00(L.O.16:00)【通常営業】17:30-23:00　【定休日】無し
上越市西本町4-8-18　TEL. 025-546-7500

町屋をイメージした大人の雰囲気漂う居酒屋。新鮮なお
刺身、自慢の炭火焼料理を豊富に取り揃えております。

【P】国産牛のほう葉味噌焼き

21 割烹 髙はし

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。

【P】茶碗蒸しの青のりあんかけと先附

酒 あとノン
アル

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。
【P】3つから選べる鳥まんのおすすめ

あと

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

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
頸城ハイヤー

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

協力：　上越市ハイヤー協会

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（6/19 - 25日）対応店舗

初参加 じょうえつバル街初参加のお店です！！

1 ７つのおもてなし（７つ屋） 酒 あと

16:30～20:40(L.O.20:00)【通常営業】8:00-20:40（L.O.20:00）　【定休日】年中無休
上越市大和5-192-5 上越妙高駅2F　TEL. 025-520-7520

ラーメンの汁まで飲んで得意顔の小学生、うまくて安い
と雪室コーヒーを楽しむ奥様たち、利き酒セットで寛ぐ出
張マン。そんなお客様のお店です。

【P】幻魚の唐揚げとする天

初参加

17 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！！
【P】ベニズワイガニまるごと１杯

16 居食屋YAGAIYA 酒 ノン
アル

13:00～17:00(L.O.16:30)【通常営業】17:00-24:00　【定休日】不定休
上越市中央1-9-5　TEL. 025-545-1865

直江津駅前でもうすぐ20年。現在は栄養士がプロデュー
スする大人の「食」空間を目指して一日一日を営業してい
ます。

【P】とりのアヒージョ

13 焼きとん むろちゃん 直江津店 酒 ノン
アル

17:00～24:00(L.O.23:30)【通常営業】17:00-27:00　【定休日】日曜日
上越市中央1-5-19　TEL. 025-544-5550

新潟県初のビームハイ酒場。こだわりの串焼きと活きの
良い海鮮メニューがオススメです。

【P】串焼き2本 or お刺身2点盛り

あと

19 なおえつ WHITE CATS 酒 ノン
アル

20:00 ～ 24:00 【通常営業】20:00-25:00　【定休日】月曜日
上越市中央1-8-15　TEL. 025-545-4402

好きな洋楽をリクエストできるショットバー。チャージ無し
で飲み放題も出来るロック酒場。「赤い彗星」「謙信」等の
創作カクテルが大好評。Sモルトウイスキーも人気です。

【P】カルーアバナナアイス

あと

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室と３０名収容の２階宴会場がございます。

【P】前菜５点盛

22 CAFE BAR CHIPUKA 酒 ノン
アル

19:00 ～ 24:00 【通常営業】19:00-25:00　【定休日】日曜日
上越市仲町3-1-6 センタービル2F　TEL. 025-530-7531

ホッとひと息つける雰囲気と、温かな手作り料理でおもて
なしいたします。

【P】アボカドディップ or キッシュ

初参加

12 パティスリー・フルール ノン
アル

12:00～18:30(L.O.18:00)【通常営業】9:00-18:30　【定休日】不定休
上越市本町5-4-5 あすとぴあ高田1F　TEL. 090-4710-5404

手作りケーキ喫茶店。コーヒーもドリップしていて、と
ても美味しいです。

【P】ガレット

初参加 17 ENYA 酒 あとノン
アル

18:00 ～ 21:00 【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。
【P】ベビーホタテのオリーブオイル漬けと一口おつまみ

11 北京菜館 酒

17:00～22:00(L.O.21:30)【通常営業】11:00-22:00　【定休日】木曜日
上越市仲町4-7-21　TEL. 025-523-3380

上越仲町に開店して６５年。お客様にご愛顧いただき
ながら中国料理を提供してまいりました。これからも
末永く当店をご利用願いたく、今回じょうえつバル街
に初参加させていただきます。
【P】手羽先の煮込み

ノン
アル初参加

35 スクリーンゴルフ＆スポーツバー Tee up 酒 あとノン
アル

17:00～24:00(L.O.23:00) 【通常営業】火～金 16:00-24:00 / 土・日・祝 10:00-2４:00　【定休日】月曜日
上越市仲町3-7-12　TEL. 025-520-6262

上越地域唯一のシュミレーションゴルフマシーンを配した
ゴルフバー！ ドリンク、料理も豊富に取り揃え、広々としたお
洒落な空間を演出しているので、シーンを選ばず、また、ゴ
ルフをやらない方でも楽しい時間をお過ごしいただけます。
【P】タコマヨ 鶏モモ揚げ

初参加

3 ご当地ソウル 酒 ノン
アル

12:00 ～ 24:00 ＊お店の詳細情報はフルサットWebサイトをチェック
上越市大和5-26-1　《フルサット内に6/17オープン ！！》

日替わりで上越妙高地域の地酒やワインを楽しむこ
とができ、日によっては地域の名産品を作った絶品ご
当地焼きそばなどのグルメを気軽に楽しんで頂くこ
とができます。
【P】地魚の干物炭火焼き盛り合わせ
　　or やきとりの炭火焼き盛り合わせ

あと初参加

27 居酒屋 ガムダム 酒 ノン
アル

18:00 ～ 21:00 【通常営業】18:00-25:00　【定休日】日曜日
上越市仲町3-3-16　TEL. 080-9568-6388

本格的な中華料理と日替わりの刺し身や大皿に盛られた
おばんざいも提供。イチオシはマーボー豆腐。自家製ラ
ー油で辛味を効かせた奥深い味わいでヤミツキに。

【P】ピンチョス4点盛

初参加

4 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.15:30)【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。

【P】ピンチョス盛り合わせ

14 麺ぐるい 高田本町店 酒 あと

17:00 ～ 21:00 【通常営業】17:00-21:00　【定休日】月曜日・他不定休
上越市本町5-3-22　TEL. 025-526-0299

「麺ぐるい」の２号店。鶏パイタン＆豚骨の濃厚Wスープ
を使った「とりとんラーメン」が看板メニュー。あっさり派
には魚介スープの「中華そば」がオススメ。他にも「せあぶ
らラーメン」「まぜそば」などがあります。
【P】ラーメン or おつまみセット

初参加 ノン
アル

20 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。

【P】季節のお造り or 牛肉の柳川風

ノン
アル

8 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。

【P】おつまみセット

9 和食処 よし田 酒 ノン
アル

12:00～13:30(L.O.13:15)【通常営業】11:30-13:30 / 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。

【P】めぎすの天ぷら

10 TOMMY SAY 酒 ノン
アル

17:30 ～ 23:00 【通常営業】17:00-24:00　【定休日】無し
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。

【P】チキン南蛮と砂肝のコンフィ

2 旬鮮直送 越後 尊美

14:00～17:00(L.O.16:30)【通常営業】11:00-14:00 / 17:３0-22:00
上越市大和5-26-1　《フルサット内に6/17オープン ！！》

上越、佐渡の食材を中心とした和食と中華の創作料理居
酒屋です。こだわりの日本酒も豊富にラインナップしてお
ります。

【P】佐渡産丸干し烏賊の炙り 神楽南蛮みそ添え

初参加 あとノン
アル酒

2 雁木BAR ZAIGO 酒 あとノン
アル

15:00～19:00 【通常営業】17:30-25:00　【定休日】不定休（月1回程度）
上越市仲町4-3-3　TEL. 025-522-3688

地元産の旬の食材を使った美味しいお料理とカクテル、
厳選されたウイスキーをお楽しみください。
雁木の下で想い出に残るひと時を。
【P】枝豆の冷製ポタージュと自家製チリビーンズ

30食限定

3 bar moco moco 酒 ノン
アル

17:00～21:00(L.O.20:00)【通常営業】20:00-Last　【定休日】不定休
上越市本町5-1-8　TEL. 090-3218-3643

昭和初期の雰囲気を残した町家にギャラリーとバーが融
合。靴を脱いで上がる純和風空間のバーでのひと時をお
楽しみください。
【P】北海道直送スモーク3点盛

初参加

30食限定

6 季楽 酒

17:00 ～ 23:00 【通常営業】16:00-23:00　【定休日】日曜日（不定休）
上越市大町4-2-3　TEL. 025-523-9223

全国の地酒を30種ほど取り揃えております。
折々の四季の肴と地酒で、
　気軽に気楽がなにより・・・
【P】もつ煮 or 丸干し烏賊

初参加

30食限定

9 かあちゃんの店 しま 酒 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。
【P】竹の子肉巻き・玉子焼き、キャラブキ、もずく

50食限定

16 おばんざい 穂乃香

17:00 ～ 22:00 【通常営業】11:30-13:30 / 17:30-　【定休日】土・日・祝
上越市大町3-2-9　TEL. 025-526-7671

気取りのない家庭料理、おふくろの味です。
心地よい音楽とおしゃべりが気分をゆったりとさせてくれ
ます。のんびりしたい時など、ぜひおいでください。
【P】自家製燻製チーズ＆燻製たまご or おむすび

酒 あとノン
アル初参加

40食限定

23 Dining Lounge Bar FLAT 酒 あとノン
アル

19:00～24:00 【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。
【P】トードマンプラー（タイ風さつま揚げ）

70食限定

31 かな泉 酒 ノン
アル

22:00 ～ 24:00 【通常営業】18:00-24:00（金・土は26:00まで）　【定休日】日・月曜
上越市仲町3-8-24　TEL. 025-525-7173

当店人気ナンバーワンの本格手造りうどん・そばが味わ
えるお店。ジャズが流れるシックな雰囲気と琉球ガラスを
使った癒せる照明の中でまったりとした時間をお過ごしく
ださいませ。
【P】ぶっかけうどん or ぶっかけそば

あと

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

多くの常連様、ならびに近隣会社関係のお客様に支えら
れて１年を迎えることが出来ました。深く感謝申し上げま
す。この夏は、屋外海鮮バーベキューがお薦めです。是非
一度お試しください。
【P】初鰹の和風スモーク 30食限定

振る舞いサービスのご案内
高田・直江津・上越妙高の本部にて岩の原ワイン、上越妙高の地酒の振る舞いを行います。

33 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！
【P】もやしラーメン or 春巻+蒸鶏の辛味あえ

あと


