
●にいがた安心なお店応援プロジェクト認証施設一覧

営業形態 認証店名称 所在地 ＰＲ

焼肉店 焼肉近藤 農家がやっている焼肉屋

カフェ hannoki cafe

割烹・仕出し 米澤屋 胎内市乙１０２４ 宴会・仕出し・御気軽に御相談ください

食堂 お食事処　誠福亭 たらふくお召し上がりください

飲食店営業 森の中のちょっとおしゃれなレストラン

飲食店営業 鹿ノ俣ロッジ 胎内市下荒沢字胎内山 名物のジンギスカン定食が人気です。

バイキング食堂 誠食堂

宿泊業 そば処　みゆき庵

宿泊業 レストランミサゴ

飲食店 ベーカリー・カフェバウム ホテルメイドの米粉スイーツカフェテリア

飲食業 喫茶・カクテル 寛ぎと美味しいカクテルをご提供

その他 ロイヤル胎内パークホテル

和食 えんや 酵素食の提供、案内等を行っています

ラーメン屋 めんや　麺楽 新潟のトッピングラーメンの元祖

そば屋 そば処　ろくべー

寿司 海転すし誠　中条店

居酒屋 すし誠　別館誠 完全個室で営業しております。

割烹 萩野屋

一般食堂 ドライブイン胎内 橋の側の黄色い屋根が目印です

スナック 愛 コロナ終息を願い･･･お待ちしております

ラーメン屋 白夢

喫茶・カフェ 「昔なつかしい味ナポリタンを提供」

角力軒 旬を握るお寿司と豊富なメニュー

ラーメン屋 煮干らーめんとかき氷の店　にぼにゃん

スナック スナック　トッコ

胎内市羽黒1862-35

胎内市羽黒2157-1

胎内市乙1525

奥胎内野営場宿泊休養施設
奥胎内ヒュッテ

胎内市下荒沢1202-49

胎内市下赤谷387-15
個々盛り提供なので安心してご利用下さ
い

胎内市夏井1191番地1
胎内産そば粉石臼挽き自家製手打ちそ
ば

胎内市夏井1191番地3
おしゃれなモダンクラシカル様式レストラ
ン

胎内市夏井1191番地3

胎内市夏井1191番地3

胎内市夏井1191番地3
地元食材を活かした極上の料理が楽し
めます

胎内市関沢174-5

胎内市久保田347

胎内市近江新103
新潟地元の美味しいおそばを提供しま
す

胎内市江上295-1
新鮮で美味しいお寿司をご提供しており
ます

胎内市江上295-1

胎内市黒川1401-1
皆様に喜ばれる御料理をめざし提供さ
せていただいております

胎内市黒川7

胎内市住吉町1-2

胎内市住吉町2-577-1
シンプルなあっさり塩ラーメンをどうぞ！
！

KITCHEN＆CAFE　NEKO 胎内市新栄町1-2

寿司、ラーメン、そば、
うどん

胎内市新栄町2-40

胎内市新栄町4-15
煮干しらーめんとかき氷を提供していま
す。

胎内市新栄町6-8
胎内ワインと手作りおつまみをお出しし
ます



スナック ラ・フォーレ 胎内市新和町２－２９

洋食 AIKA お肉料理が自慢のビストロ・バルです

日本料理店 新潟和食　竹膳 全個室、地産地消、山、海料理。

Bar

喫茶店 珈琲舎ぐれ 自家焙煎のコーヒー豆でコーヒーを提供

割烹 割烹　稲音 胎内市西栄町３－６

居酒屋 ほまる

寿司屋 魚太寿し

旅館業 ときや旅館 旅先の我家

飲食店 夕月 旬のつまみを美味しく安く！

割烹・仕出し 割烹　魚太 広々した個室で、安心な会食を

スナック スナック喫茶 円

カフェ カフェ工房　まめ 自家製野菜を使ったランチをご提供

ビアダイニング 胎内高原ビール園のクラフトビール店

居酒屋 春夏秋冬　胎内店 焼鳥がおすすめのお店です！

洋食屋 ビストロベース

居酒屋 駅前酒房　ＮＩＣＯ 胎内市西本町１８番５５－３号

株式会社 中条ゴルフ倶楽部

ラーメン店 越後秘蔵麺　無尽蔵　中条家

葬祭業 ベルホール会津屋　胎内斎場 胎内市大川町３１９４

割烹　仕出し 割烹　大直 胎内市築地１７９４－１ 旬の食材でおもてなし致します

割烹仕出し 植木屋 胎内市築地２００９

インド料理 ＩＮＤＩＡＮ　ＮＥＰＡＬＩ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　ＩＳＨＡ 胎内市中条２４７５－１ 各種カレーでおもてなし致します

焼肉屋 大東苑

飲食店経営 製麺屋食堂　胎内店

レストラン Y.O.L.O. CALIFORNIA STYLE KITCHEN

楽しくカラオケをしながらお酒を飲める店
。

胎内市星の宮町17-5

胎内市西栄町1-10

Barパルコ 胎内市西栄町2-20 会話を楽しみつつカラオケもできるBar

胎内市西栄町2-35

旬の食材を大切にした料理でお迎え致
します

胎内市西栄町5-10
旬の食材を使い-2℃のハイボールが飲
める

胎内市西栄町5-28 昭和47年創業の寿司専門店です。

胎内市西栄町6-21

胎内市西栄町7-12

胎内市西栄町7-38

胎内市西条602-90
静かに落ち着いてお酒が楽しめるスナッ
ク

胎内市西本町12-14

ビアダイニング　en 胎内市西本町18-55-2

胎内市西本町18番51-2

胎内市西本町18番55-2号
中条駅西口から徒歩１分にある洋食屋
です。

飲食店営業　(一般食
堂)

胎内市村松浜字上原555番地
新鮮な食材を生かした料理をご堪能くだ
さい

胎内市大川町14番地40号

お葬式を通して地域の皆様の心をより
豊かに

地元に愛される割烹です。ボリューム満
点

胎内市中条2522
こだわりのお肉を取り揃えてお待ちして
おります。

胎内市中条2993-1

胎内市中条3113
アメリカ西海岸お店内で、多国籍料理を
提供



居酒屋 くつろぎ居酒屋　鳥一番

スナック ＫＡＲＥＮ 胎内市東本町１７－４８

居酒屋 朝日屋

割烹 割烹 常の家

焼肉酒場

居酒屋 よれんす

ホテル業 中条グランドホテル

飲食店営業 胎内スキー場　胎内ロッジ

バー・スナック等 QUEEN   BEE アットホームで癒やされるお店です

スナック クレール たまにはコスプレが見れるかも！

居酒屋 かざぐるま

スナック スナック　水芭蕉 胎内市表町４－２１ 心よりお待ちしております

スナック スナック雅

旅館

居酒屋 居酒屋　碧 全国有数のコンテナ居酒屋です

居酒屋 珍しい日本酒が飲めます

スナック スナック　ノービス

鉄板村 どれ味 鉄板焼きを気軽に楽しめます。

食堂　レストラン 農家キッチン　ロッサ・ビエント

スナック スナック　ラン 胎内市並槻１３７６－６１ 明るく楽しいお店

スナック 一松

デリキッチンカフェ 胎内市北本町７－４ 惣菜販売及び飲食可能です

バー・スナック等

レストラン　たんぽぽ

もつ鍋居酒屋 博多もつ鍋処　よかろうもん 胎内市本郷町２－２

飲食店営業 中条セレモニーホール 信頼と安心の感動交響楽団

胎内市東本町17-39
地元野菜や鮮魚、若鶏唐揚げが楽しめ
るお店

100インチの大画面でカラオケが楽しめ
る店

胎内市東本町18-42
全席半個室で、おくつろぎいただけます
。

胎内市東本町21-8
地元のおいしい魚や地酒を提供しており
ます

焼肉酒場　K1。 胎内市東本町22-14
厳選した肉をお腹いっぱい味わえるお店
です

胎内市東本町25-20
赤提灯が目印のアットホームなお店です
。

胎内市東本町25番50号
和食・洋食の美味しい料理を提供してい
ます

胎内市熱田坂字長崎野881-116外
自慢のメニューがズラリ、たいないロッジ
飯

胎内市半山111-21

胎内市半山43番地

胎内市表町2-3
居酒屋でカレー・カクテル等色々有りま
す。

胎内市表町6-100-25
フラワービル1F

オゾン発生器等で感染症対策しておりま
す！

at! inn 中条 村上屋旅館 胎内市表町6-19-6
まごころ込めたお料理でお待ちしており
ます

胎内市表町6-29

ラーメン居酒屋　88 胎内市表町7-10

胎内市表町7-10
気取らず、気軽に楽しく過ごせるお店で
す

鉄板焼き屋
(お好み焼き等)

胎内市表町7-6

胎内市平木田岩山1366-3
はさがけ米でおにぎりを提供しておりま
す。

胎内市北本町4-13
最高のカラオケでみんなで楽しめるお店
です

Ｎｉｎｏ’S　カフェ

Public House イヴ 胎内市北本町7番6号

その他(一般食堂) 胎内市本郷697-2

本場博多の味もつ鍋、焼き鳥、豚骨らー
めん

胎内市本郷町527-1



料亭　南都屋 胎内市で江戸時代から続く料理店です。

食堂 福よせ食堂 胎内市本町５－４ 胎内産コシヒカリ地場産物の料理を提供

旅館 旅館　元肴屋

大衆食堂　 万作 胎内市野中４７１－７ 日替り定食が大好評。

イタリア料理店 Cucina Sorriso

台湾料理 台湾料理　秀麗館 本場の台湾料理です

日本料理店
（料亭）

胎内市本町4-18

胎内市本町6-34
それぞれの季節の家庭料理を提供して
おります

胎内市野中485-1
地元食材を活かした料理を提供していま
す

胎内市野中489


