
店名 電話番号 住所
 ＫＯＰＩＴＩＡＭ 025-378-3228 新潟市中央区⻄堀通3番町800-1
ビッグエコー新潟駅前店 025-249-3131 新潟市中央区東大通1-2-1　
大衆酒場肴町 025-243-1132 新潟市中央区　幸町７－１９
焼肉坐旺　 025-285-1218 新潟市中央区上近江3-1-32
BISTRANTE　ＧＡＳＳＯ 025-278-8533 新潟市中央区笹口1-19-19　1Ｆ
和さび 025-281-8258 新潟市中央区出来島１－３－５
ぎょうざ家　県庁前店 025-384-0444 新潟市中央区出来島1丁目8-15
赤たぬき　弁天町店 025-244-6988 新潟市中央区弁天1-4-23
ＨＯＲＬＹʼＳ　ＢＵＴＣＨＥＲ 025-250-7700 新潟市中央区⼥池南1-8-16
アトリエキャンティー　(Atelier chianti) 025-288-5302 新潟市中央区花園1-5-9　ベロウ花園１F
ビストロ椿 025-226-7007 新潟市中央区花町１９８１－１
炭火焼酒房　喜酔 025-228-8377 新潟市中央区古町通３番町６４８
ソレロ 025-378-4044 新潟市中央区古町通５番町５９８
にわとりカフェ 025-210-3535 新潟市中央区古町通６番町２５９―２　５階
焼肉牡丹本店 025-222-0278 新潟市中央区古町通６番町９７８
蒲原⻲蔵 025-210-8318 新潟市中央区古町通６番町９８１
ゆめどり古町店 025-229-0305 新潟市中央区古町通７番町１００６橋田ビル１階
居酒屋あぐらや 025-225-2330 新潟市中央区古町通７番町１０１４ツルヤ商店
海⽼の髭 025-210-8507 新潟市中央区古町通８番町１４３３－２
田じ 025-222-0966 新潟市中央区古町通８番町１４４５丸和ビル１階
焼肉牡丹古町⼋番町店 025-228-6689 新潟市中央区古町通８番町１４８９
山田家 025-225-2218 新潟市中央区古町通８番町１５０４江部ビル２Ｆ
ＪＹＯＺＯ 025-201-8241 新潟市中央区古町通９番町１４５８
よってけ亭 025-223-5666 新潟市中央区古町通９番町１４６７
ほのか 025-223-6588 新潟市中央区古町通９番町１４７６本間ビル１Ｆ－Ａ棟
居酒屋　歩呂 025-222-6008 新潟市中央区古町通９番町１４８３－１エクセル古町１階
葱ぼうず 025-240-6363 新潟市中央区笹口　１丁目１０－１
赤たぬき駅南店 025-241-5596 新潟市中央区笹口　１丁目１３－２



店名 電話番号 住所
さえもん餃子 025-290-5080 新潟市中央区笹口　１丁目１３－２５
ＳＭＯＫＥ　ＣＡＦＥ 025-246-0250 新潟市中央区笹口　１丁目１８－４Ｌｏｃｕｓ駅南
旬⿂酒菜五郎けやき通店 025-250-5698 新潟市中央区笹口　１丁目１９－１９
ひゃんで！ 025-250-1882 新潟市中央区笹口　１丁目１９－９アルプスＮビル　１Ｆ
麒麟 025-247-5553 新潟市中央区笹口　２丁目２－２４
備⻑炭焼肉　てんてん　けやき通り店 025-245-0558 新潟市中央区笹口　２丁目２－６
けむり茶屋 025-290-7040 新潟市中央区笹口　２丁目２－６ＨＫビル１階
村さ来　ディッキイ401店 025-285-7786 新潟市中央区上近江4丁目12番20号
Ｎａｐａ 025-246-2243 新潟市中央区新潟市中央区花園　１丁目１５
たそがれヨーコ 025-241-6666 新潟市中央区新潟市中央区花園　１丁目２－２コープシテイガレッソ
駅前漁港炙りや 025-248-9555 新潟市中央区新潟市中央区花園　１丁目５－５鳴海ビル１Ｆ
ヤマノワサビ 025-248-5715 新潟市中央区新潟市中央区花園　１丁目５－７
アクアリウムダイニングデイズ 025-384-4565 新潟市中央区新潟市中央区花園　１丁目６－２９　１Ｆ
Ｒｏｈａｎ 025-244-9000 新潟市中央区新潟市中央区南万代町１－７テラスＡ棟１Ｆ
居酒屋　ぎっちょ 025-383-8470 新潟市中央区新潟市中央区弁天　３丁目２－３０
御米屋古町店 025-225-8800 新潟市中央区⻄堀前通７番町９３３
美食同源　天空の月 025-201-9967 新潟市中央区⻄堀前通８番町１５０９－２
株式会社⿃梅⻄堀店 025-229-0186 新潟市中央区⻄堀前通８番町１５２５
生粋や 025-222-3680 新潟市中央区⻄堀前通９番町１５２８
ぐるめ倶楽部寅まる 025-222-0526 新潟市中央区⻄堀前通９番町１５３３
酒家しゅん咲 025-226-0038 新潟市中央区⻄堀前通９番町１５３３－４
ＰＵＬＰ　ＦＩＣＴＩＯＮ 025-378-0677 新潟市中央区⻄堀通７番町１５４５－２　
ＩＣＨＩＥ 025-255-0112 新潟市中央区天神　２丁目１３７－３７
焼肉たっちゃん 025-245-4941 新潟市中央区東大通　１丁目１１－１２パルコミニオンビル地下３階
カリス 025-243-2110 新潟市中央区東大通　１丁目１－１６堀川ビルＢＦ
アルコイリス 025-290-7994 新潟市中央区東大通　１丁目１－１第５マルカビル１階
ＫＩＲＩＫＯ 025-244-1080 新潟市中央区東大通　１丁目２－１０
ダイニングスポットジョジョ 025-247-2550 新潟市中央区東大通　１丁目３－１帝石ビル別館２Ｆ



店名 電話番号 住所
百織 025-367-3423 新潟市中央区東大通　１丁目５－１３
大衆焼肉Ｖ　本店 025-248-1129 新潟市中央区東大通　１丁目５－１３ニュー旭ビル
てっぱん海鮮家　Ｕｍｉ 025-383-6676 新潟市中央区東大通　１丁目５－１４　大屋ビル１Ｆ
やきとり真っ赤な太陽 025-245-5090 新潟市中央区東大通　１丁目５－２２旭ビル２Ｆ
いかの墨 025-242-0510 新潟市中央区東大通　１丁目５－２４まるよし第８ビル１Ｆ
笑喰処　つまようじ 025-247-3608 新潟市中央区東大通　１丁目６－２
あっちゃん 025-243-5300 新潟市中央区東大通　１丁目６－２
かしわととろろうずらや 025-245-8778 新潟市中央区東大通　１丁目６－２２三友ビル１階
お忍び居酒屋きのした 025-256-8776 新潟市中央区東大通　１丁目６－２７
ぎょうざ家 025-282-7727 新潟市中央区東大通　１丁目６－２９共同ビル１Ｆ
居酒屋生駒 025-248-1136 新潟市中央区東大通　１丁目６－５
漢桜 025-384-0679 新潟市中央区東大通　１丁目６－８
ばいたりや 025-241-7005 新潟市中央区東大通　２丁目１０－４加正ビル１Ｆ
居酒屋Ｋｏｕ 025-240-7000 新潟市中央区東大通　２丁目１－２１ホテルリッチ新潟　Ｂ１
イタリア居酒屋ＣＯＵ 025-240-7001 新潟市中央区東大通　２丁目１－２１ホテルリッチ新潟２階
縁チャイナ 025-383-8080 新潟市中央区東大通　２丁目２－３
村さ来　新潟駅前店 025-245-0818 新潟市中央区東大通1丁目1番10号
まめしぼり 025-247-5570 新潟市中央区東大通１丁目５１３
香町 025-222-2936 新潟市中央区東堀前通６番町１０５９－３
権十楼　古町 025-378-4531 新潟市中央区東堀通８番町１４２９ホテルクラウンヒルズ新潟２Ｆ
ぎょうざ家　古町店 025-223-6008 新潟市中央区東堀通９番町１４０７
天狗商店 025-369-4546 新潟市中央区東万代町６－１３
焼肉ＣＨＡ－ＣＨＡ駅南店 025-240-6933 新潟市中央区南笹口　１丁目１－１ひもろぎビル
隠れ家酒房　やっとこ 025-249-1755 新潟市中央区南笹口　２丁目１－１２駅南２番館２Ｆ
村さ来　新潟本店 025-245-7854 新潟市中央区南笹口1丁目2番19号
ワイン＆タパス　Faveur 025-243-7017 新潟市中央区南万代町2丁目１８
タンティアウグーリ 025-247-5687 新潟市中央区南万代町２－１マーブル万代
味の関所 025-241-7581 新潟市中央区南万代町３－２９メゾンカルム１Ｆ



店名 電話番号 住所
プエンタイレストラン 025-246-2666 新潟市中央区南万代町４－２４ＬｅｓＰａｃｅＫ１Ｆ
バグダッドカフェ 025-384-8629 新潟市中央区米山　１丁目１－１５
グリル　ハンプティ 025-245-1055 新潟市中央区米山　１丁目２－１５
すみじゅう 025-241-8929 新潟市中央区米山　１丁目６－８
鶴ノ羽 025-288-5840 新潟市中央区米山　１丁目７－１９
フィッシャーマンズマーケット 025-282-7791 新潟市中央区米山　１丁目７－８
バル　メッサーナ 025-385-7767 新潟市中央区米山　１丁目７－８
北の家族けやき家 025-243-1770 新潟市中央区米山　１丁目８－１１本成寺ビル１Ｆ
串゛ら 090-1545-9494 新潟市中央区米山　１丁目８－２３
ナポリ新潟駅けやき通り 025-282-5517 新潟市中央区米山　１丁目９－１５ワシザワビル１Ｆ
水の音 025-246-9509 新潟市中央区米山　１丁目９－３鈴⽊ビル１Ｆ
オルモ 025-255-5757 新潟市中央区米山　１丁目９－５
ＧｅｎＳｕｎキッチンバル 025-278-8788 新潟市中央区米山　２丁目１－３
たこでんけやき通り店 025-249-0581 新潟市中央区米山　２丁目２－１２アベニュー駅南１階
地鶏と汁もん汁平 025-247-5701 新潟市中央区米山　２丁目２－５田中ビル１Ｆ
肉バル横丁けやき通店 025-278-7729 新潟市中央区米山　２丁目２－９ＩＮＧビル２　１階
焼肉ホルモンかんいち 025-384-0205 新潟市中央区米山　２丁目２－９駅南アイエヌジービル２Ｆ
やきとり雛 025-243-9538 新潟市中央区米山　２丁目９－１３
ぜんてい新潟駅南店 025-244-8807 新潟市中央区米山　３丁目１－１５ぜんてい駅南店
ＴＲＩＰ　ＴＲＩＢＥ　ｈｏｕｓｅ 025-385-6780 新潟市中央区米山　４丁目１７－１７
大衆酒場　山小屋 025-241-7619 新潟市中央区米山１丁目８－２１
にこみと酒　かもせ屋 025-246-9322 新潟市中央区米山2丁目1-12
うし家 025-244-5116 新潟市中央区弁天　１丁目１－２６オセオ弁天２Ｆ
ジョースター 025-248-1070 新潟市中央区弁天　１丁目１－２６オセオ弁天２Ｆ
肉バル横丁 025-384-8929 新潟市中央区弁天　１丁目２－１１　イングビル２階
備⻑炭焼肉てんてん新潟駅前店 025-240-8880 新潟市中央区弁天　１丁目２－１１ＩＮＧビル弁天
弁天ビストロファゴット 025-288-5066 新潟市中央区弁天　１丁目３－１
春来軒 025-243-4926 新潟市中央区弁天　１丁目３－２４



店名 電話番号 住所
がブリチキン新潟駅前店 025-246-3767 新潟市中央区弁天　１丁目３－２８
駅前漁港 025-244-8555 新潟市中央区弁天　１丁目３－２９
えびす鯛 025-255-5522 新潟市中央区弁天　１丁目３－３
居酒屋ゆた 025-247-1825 新潟市中央区弁天　１丁目３－３０おにぎり処・酒処ゆた
うなぎ家 025-278-7761 新潟市中央区弁天　１丁目３－５
うまい酒と肴網元 025-243-4550 新潟市中央区弁天　１丁目３－５
⿃忠本店 025-241-6093 新潟市中央区弁天　１丁目３－７パルナス１Ｆ
縁 025-247-1671 新潟市中央区弁天　１丁目３番３０号
ＹＵＺＵＲＩＨＡ 025-241-3111 新潟市中央区弁天　１丁目４－２７伊藤駅前ビル２Ｆ
ハワイアサン 025-225-0315 新潟市中央区弁天　１丁目４－２８　伊藤駅前ビル７階
須坂屋そば／駅前店 025-241-7705 新潟市中央区弁天　１丁目４－２９ＩＭＡビル１Ｆ
隠れ家酒房やっとこ　菖蒲店 025-385-7698 新潟市中央区弁天　１丁目４－３まるよし第１１ビル２Ｆ
とん⼋ 025-243-0929 新潟市中央区弁天　１丁目４－４
ぐらんぱぱ 025-243-4342 新潟市中央区弁天　２丁目３－３５コートホテル新潟２Ｆ
万代ソリッソ 025-247-9779 新潟市中央区弁天　２丁目４－１橋本ビル１Ｆ
居酒屋はう巣 025-282-7119 新潟市中央区弁天　３丁目２－２１
デンジャラスチキン 025-245-3533 新潟市中央区弁天　３丁目２－２４
アオザイ 025-247-7537 新潟市中央区弁天　３丁目２－２４
笑美寿亭 025-225-1039 新潟市中央区本町通６番町１１２９-２本町ビル
焼肉　⻁鉄 025-245-6600 新潟市中央区万代　５丁目２－７
スモー燻 025-250-1411 新潟市中央区万代島２　ピア万代内


