ごせんスマイル飲食券
お早めにご利用ください !!
使用期限

12 31

令和３年

月

金

日まで

注 意

●使用期限（令和３年 12 月 31 日金曜日）の過ぎたごせんスマイ
ル飲食券は使用できません。
●未使用のごせんスマイル飲食券は払い戻しできません。もう一
度飲食券が残っていないか確認をお願いいたします。
●まだ使用していないごせんスマイル飲食券をお持ちの方は、裏
面に記載の取扱店、五泉商工会議所ホームページ記載の取扱店
または、ごせんスマイル飲食券ののぼり旗のあるお店でお早目
にご使用下さい。

ごせんスマイル飲食券発行事業は、五泉市の支援をうけて実施しています。

事業主体／ごせんスマイル飲食券実行委員会

五泉商工会議所・村松商工会・五泉市観光協会・五泉商業協同組合・村松さくらカード会

「ごせんスマイル飲食券」はこちらの取扱店でご利用下さい。
※10月31日現在の取扱店です。（五十音順）

ガーデンホテルマリエール内

レストランブレス

所

五泉市本町1-1-19
五泉市本町2-1-9
五泉市太田843
五泉市本町2-1-19
五泉市宮町8-4
五泉市本町2-4-10
五泉市駅前1-11-2
五泉市馬場町2-2-5 コーポトミナガ102
五泉市馬場町1-1-16
五泉市本町3-1-4
五泉市本町5-3-36
五泉市三本木3-3-32
五泉市赤海1074-1
五泉市馬場町2-3-5
五泉市本町1-7-8
五泉市馬場町1-3-2
五泉市本町3-2-15
五泉市馬場町1-2-24
五泉市北五泉駅前1-23
五泉市吉沢1-1-35 樋口ビル２Ｆ
五泉市駅前1-2-5
五泉市駅前1-4-23
五泉市駅前1-6-16
五泉市船越90-15
五泉市太田2-8-18
五泉市南本町3-5-30
五泉市太田841-1
五泉市郷屋川2-1-23
五泉市馬場町1-1-16
五泉市南本町3-1-3
五泉市馬場町2-2-5
五泉市木越1998-5
五泉市吉沢2-2-11
五泉市赤海599-1(にいつフード五泉店駐車場内)
五泉市東本町2-8-9
五泉市太田1091-1
五泉市三本木2-3-23
五泉市馬場町1-9-1
五泉市吉沢3-2-4
五泉市吉沢3-2-10
五泉市水島町4-7
五泉市馬場町1-5-2
五泉市宮町6-4
五泉市土堀1164-2
五泉市郷屋川2-164-1

店

名

寿しとよ
スナック Shin
スナック ハッピー
スナック ｐｉｎｏ
スナック 螢
スナック ミカド
スナック 凛
スナック ルナ
スナックＲａｙ
スプリングス
炭屋 五ゑ門
竹ぞう
たこ焼 たこちゃん
ちどり食堂
中国飯店 南龍
どさん娘
栃尾屋
TOM’ｎ ＣＨＩ とむんち
とりかん
とり喜
中田製作所
ニコニコＯＺＺＹ
ＢＡＲ ルーク
ＢＡＢＥＬ ＣＥＲＢＥＲＵＳ
益一
パスタ＆ピッツァ ペペローニ
patisserie PRARI
ハンバーグレストラン ミートドラゴン
日の出食堂
５Star
北京食堂
鳳龍飯店
ぼたん食堂
ホルモン焼 柾屋
松葉寿司
丸福食堂
ミナミ清風園
無尽蔵 ごせん家
やきとり大吉 五泉店
焼肉串ひろ本舗
らーめん ゆず
ラーメン店 恵比寿
らーめん砦 木津城
ラーメン安兵衛
らうんじ 裕

TEL

0250-42-2683
0250-47-7199
0250-43-2780
0250-47-4812
0250-43-5181
0250-42-4434
0250-42-6090
0250-43-5300
090-6624-8713
0250-47-4908
0250-47-4235
0250-47-4680
0250-47-7289
0250-43-3911
0250-42-3210
0250-42-2251
0250-42-2039
0250-47-7088
0250-42-1430
0250-43-8164
0250-47-8926
0250-47-8958
0250-43-8810

住

所

五泉市駅前1-4-22
五泉市馬場町1-4-29
五泉市馬場町2-2-7
五泉市馬場町1-4-28
五泉市馬場町2-2-5
五泉市馬場町1-2-22
五泉市馬場町2-2-7
五泉市馬場町2-3-5 コーポトミナガ201
五泉市吉沢1-1-35
五泉市南本町3-5-28
五泉市吉沢1-64-1
五泉市馬場町1-5-3
五泉市旭町6-60
五泉市太田1094-1 五泉市役所内
五泉市本町4-6-21
五泉市吉沢1-1-1
五泉市駅前1-8-6
五泉市三本木3-5-35
五泉市旭町7-1
五泉市馬場町1-3-20
五泉市三本木字早出3026
五泉市馬場町1-6-1
五泉市本町1-7-12
五泉市馬場町2-3-5

090-6171-9729
0250-43-7009
0250-47-4699
0250-47-8845
0250-42-2331
080-9543-4328
0250-42-2639
0250-43-1786
0250-43-3141
0250-43-8822
0250-42-1541
0250-42-2446
0250-43-4125
0250-43-6663
0250-43-5122
0250-43-8989
0250-42-1904
0250-42-1243
0250-47-7732
0250-43-4898
0250-43-5556

五泉市馬場町1-3-19
五泉市木越1998-1
五泉市五十嵐新田987-1
五泉市太田1115-1
五泉市駅前1-8-4
五泉市馬場町2-2-5
五泉市吉沢1-6-23
五泉市本町3-4-16
五泉市本町4-4-17
五泉市駅前1-9-22
五泉市宮町6-4
五泉市馬場町1-2-6
五泉市寺沢4-4-28
五泉市郷屋川2-3-6
五泉市駅前1-8-8

店

名

利久堂
龍園
鹿鳴館
炉ばた焼 杉
渡六菓子店

TEL

住

所

0250-43-3939
0250-43-3347
0250-42-4040
0250-43-2786
0250-42-2667

五泉市駅前1-8-14

五泉市村松甲6364-13

今井観光栗園
割烹仕出し 伊藤屋
割烹仕出し 松の家
割烹 新瀧
カフェ 木の香
カフェ＆レストラン メリーポピンズ
亀徳泉
喫茶 pearl
ごせん桜アロマ工房
栄寿し
さくらんど温泉
酒肴 城の里
進来軒
寿し 和可奈
スナック八幡
そば処 阿弥陀瀬
玉寿司
チャイナハウス古丹
中華レストラン上海
つばめや
どう夢
トリコロール
バー なる
ふたごや
町の定食屋さん 壽亭
丸石食堂
まんまや村松店
村松黄金の里会館
村松観光開発会館 （ふるさと会館）
葉来軒
竜神
炉端 廣

0250-58-3603
0250-58-4901
0250-58-6231
0250-58-7151
0250-58-7191
0250-58-2022
0250-58-1258
0256-57-2971
0250-58-6430
0250-47-7081
0250-58-6021
0250-58-1611
0250-47-8821
0250-58-6696
0250-58-6491
0250-58-8877
0250-58-7823
0250-58-8899
0250-58-8287
0250-58-6353
0250-58-6572
0250-58-1166
0250-58-6386
0250-58-6096
0250-47-8448
0250-58-6456
0250-58-7128
0250-58-3380
0250-58-1808
0250-58-5130
0250-58-6459
0250-58-8881
0250-58-8746

あんしんタクシー
ねりまだいこん代行
みどりハイヤー㈱

0250-41-0077
0250-25-7171
0120-43-2323

五泉市赤海873-1

居酒屋ダイニング

TAMARIBA

五泉市駅前1-4-19
五泉市宮町7-23
五泉市馬場町1-2-7
五泉市伊勢の川962-2

五泉市刈羽甲43番地
五泉市村松甲2169-6
五泉市村松乙555-1
五泉市村松甲2114
五泉市刈羽丙804-2
五泉市村松乙118-2 さくらんど会館1F
五泉市刈羽乙1360
五泉市村松甲2139番地
五泉市愛宕甲2712-1
五泉市村松甲2326
五泉市上木越甲423-1
五泉市城下２丁目772-1
五泉市村松甲2206-2
五泉市村松乙264
五泉市矢津1903-27
五泉市阿弥陀瀬399-5
五泉市村松甲2288
五泉市宮野下6026
五泉市村松乙256-3
五泉市村松甲2061
五泉市番坂甲3118-10
五泉市村松乙631
五泉市村松乙711-2
五泉市村松甲1785-4
五泉市村松甲3867-5
五泉市村松甲2628-4
五泉市村松甲1623-5
五泉市蛭野878-13
五泉市愛宕甲2929-1
五泉市村松甲2855-13
五泉市村松乙712
五泉市愛宕甲2887-3

五泉市太田2334
五泉市水島町881-4
五泉市石倉甲201-25
五泉市木越1998-5
五泉市赤海3-1-23
五泉市馬場町1-5403-4

タクシー・代行

隠れ家ビストロ GASSO
弁当 ・ 仕出し ・ 御食事処 割烹 神田川
割烹 清水
割烹 そば処 にのみや
割烹 文福
割烹 山福
カフェクラブ ボブハウス
カフェテリア林檎
ＣＡＦＥ ＢＯＸ ＢＡＳＥ
関西割烹 加藤
きなせ亭
ＣＡＲＡＶＡＮ
ギャラリー珈琲館 夢
くいどころ里味 五泉店
串ひろ 五泉店
くるくる
コーヒーハウス オールドペール
ＫｏｉのぼりＣＡＦＥ５
五泉もんじゃ村
佐野魚や
居酒屋 さらい
三代目 枡屋
さんぽう亭 五泉店
ＳＡＮＢＯＮＧＩ ＤＩＮＥＲ
酒菜食堂 獏 ｂｙ 寿司割烹 さくま
食堂 大和苑
食堂たつみ
食堂 三日月
食堂みちくさ
酔泉
寿し加津
鮨と海鮮 すずくら

0250-43-2467
0250-42-1616
0250-48-5066
0250-42-5054
080-6634-0961
0250-43-5628
0250-43-3999
090-6229-5726
0250-42-3546
0250-42-2529
0250-43-5675
0250-43-3186
0250-42-1212
080-7229-5001
0250-43-2194
0250-42-6762
0250-42-2210
0250-42-3128
0250-43-1248
0250-43-5197
0250-42-2353
080-9208-2956
0250-43-3841
0250-43-3971
0250-47-4689
0250-42-0518
0250-47-3915
0250-43-8530
0250-47-7199
0250-43-1661
0250-47-8519
0250-43-6112
0250-47-3887
0250-47-4660
0250-43-5547
0250-43-3346
080-2025-5146
0250-42-4488
0250-42-3307
0250-42-3723
0250-42-0178
0250-42-4466
0250-43-0359
0250-43-5116
0250-41-0111

住

村 松 エリ ア

アラモード ・ キムラ
いざか屋 桂
居酒屋 旬
居酒屋 仁
居酒屋＆スナック来夢
居酒屋 すみえ
居酒屋 当満斗
壱。
一平
一包一心はまや
エスプリ
お食事処 金ふじ

TEL

五泉商工会議所・村松商工会・五泉市観光協会・五泉商業協同組合・村松さくらカード会
五 泉 エリ ア

名

五 泉 エリ ア

五 泉 エリ ア

店

事業主体／ごせんスマイル飲食券実行委員会

五泉市村松乙554-4
五泉市村松甲2248

