
stblanc0906

TEL.070-3870-6954上越市本町4丁目3-14
11:30～14:00、
18:00～22:00（金・土・祝前日は～24：00）

営

月曜日休

TEL.025-523-2212上越市本町4丁目1-9
9:30～19:00営 月曜日休
yoneqsandaime

大黒屋

割烹　大善

TEL.025-523-8686上越市本町5丁目3-24
10:00～18:00営 年中無休休

上越地区で唯一のお茶の製造元

本町4丁目商店街振興組合 025-523-2517TEL.【お問い合わせ】【主催】本町3・4・5商店街振興組合連合会

高田本町商店街プレミアム商品券ご利用OK!

TEL.025-522-4020上越市大町3丁目1-11
11:30～14:00（L.O.13:30）・17:30～21:00（L.O.20:00）営
日曜日・祝日・第3月曜日休

yukinohanamiso

TEL.025-525-2512上越市本町4丁目3-16

「杉田味噌」で検索! 

▲

9:30～18:00営 水曜日休

TEL.025-525-1230上越市本町4丁目2-22
9:30～18:30営 水曜日休

５個以上ご注文で配達も承ります（旧上越市内）

海鮮丼

肉オードブル
（税込）5,000円
（税込）6,000円
（税込）10,000円

要予約

ロコモコ
（ハンバーグ丼）

※写真は海鮮丼（上）です。

（税込）1,760円上

（税込）1,100円並

手作りさんしょじゃこ

（税込）1,500円10ヶ巻

（税込）850円5ヶ巻

たまごやき

夏の
水出し煎茶

10%
OFF全品

8月

日1日

7月

日16金

高 田 本 町 商 店 街

お中元、ご進物に。
贈るまごころに風味をそえて、
越後高田ふるさとの味と香り。

TEL.025-523-5428
上越市仲町4丁目5-2 高田ターミナルホテル 1F

7:00～22:00営 年中無休休
daikokuya.shungyo takada.daikokuya

TEL.025-512-6288上越市本町5丁目1-1
11:00～21:00営 月曜日休

ワイン＆デリ 
ラミ デュ ヴァン

鳳凰卵の
プレミアム
キッシュ

おいしい
焼肉セット
承ります!

おいしい
焼肉セット
承ります!

※一部店舗は除く場所／本町3・4・5丁目商店街
TAKADAHONCHO SUMMER SALE 2021TAKADAHONCHO SUMMER SALE 2021

要予約

～承ります（税込）1,000円
お弁当

セール期間

名物！

※当日予約OK!
　時間は予約の際ご確認ください。

（税込）1,000円80g

あたたかくても、冷めても旨い!あたたかくても、冷めても旨い!

混ぜて、おにぎり！ 最高！！混ぜて、おにぎり！ 最高！！

※2日前までにご予約ください。

ソフト
クッキー
通常価格 600円（税込）▼

（税込）500円3枚組

（税込）900円
※前日までにご予約ください。
※写真は1,500円（税込）の一例です。

（税込）429円　　  ～
1カット

TEL.025-526-3950上越市本町4丁目1-8
11:00～14:00（ランチタイム L.O.13:30）
17:00～22:30（L.O.22:00）

営

不定休休
gunchan.18

blanccafe0730

TEL.090-9383-2776上越市本町3丁目2-21
11:00～21:00（金・土・祝前日は～23:00）営
月曜日休

お家でおいしく楽しく本町グルメを満喫！
本町おすすめテイクアウト

takadahonchostreettakadahoncho
ホンチョウウェブ！

▲最新情報はこちらから！
http://honcho.jp/



jrich7572jrjoetsu7572

TEL.025-530-7572　上越市本町5丁目3-25
9:30～18:00営 不定休休

ohshimagarou

TEL.025-524-2231上越市本町3丁目1-11
10:00～18:00営 水曜日休

TEL.025-522-1827上越市本町3丁目4-4
9:30～18:30営 水曜日休

joetsu.konta

TEL.0120-345-265上越市本町5丁目3-21
10:00～19:00営 水曜日休

joetsu_konta_official

詳しくは
こちらから

▲

TEL.025-523-4024上越市本町4丁目3-20
8:45～18:45営 日曜日休

TEL.025-523-5391上越市本町5丁目5-7
9:00～18:00営 水曜日休
eikido557

TEL.025-524-4303上越市本町3丁目2-24
8:30～18:30営 日曜日・祝日休

飯塚文具
TEL.025-523-3982上越市本町4丁目1-14

9:00～18:30（電話対応20:00まで）営
元日のみ休

TEL.025-523-2203上越市本町4丁目1-8
10:00～18:00営 水曜日休

TEL.025-524-1247上越市本町4丁目2-24
9：30～17：30　最終受付16：30　予約制営
月曜日、第1・第3日曜日休

理容室

●完全予約制
●個室サロン×２
　（ペアOK）

（税込）

背中 or 足裏面 or デコルテ

3,333円

クール
リンパボディ

2050～ %
OFF

夏の
決算大セール

夏の
決算大セール

WATER
MAN
WATER
MAN

水あそび
（税込）162円１個

水ようかん
（税込）173円１個

ソフトクリーム
（税込）300円１個

かき氷
（税込）250円１個

海・山・お風呂！！
濡れてもOKな
ウクレレ

海・山・お風呂！！
濡れてもOKな
ウクレレ

極黒
サマー
スラックス

暑い夏を快適に！暑い夏を快適に！

onmadashioosugi oosugiya3

TEL.025-525-2501上越市本町3丁目3-7
10:00～18:00営 水曜日休

2倍!ポイント

本町
ゆめカード 3倍!ポイント

本町
ゆめカード

夏物  寝具・パジャマ

1030～ %
OFF

SALE

（税込）5,390円　　　～

エステシェービング
通常価格 4,300円（税込）▼

（税込）3,800円

（税込）6,600円

エステシェービング
スペシャル
通常価格 8,800円（税込）▼

スクールウェア
SAITOH

TEL.025-523-3209上越市本町5丁目5-10
9:30～19:00営 水曜日休

丸洗い
OK

ストレッチ
機能

（Ｗ67～92）

上越産の青梅使用。
爽やかな梅の香りと
優しい甘さを
お楽しみください。

4割引!!4割引!!最大

置き時計
壁掛け時計

2割引!2割引!休みは元日のみ!
年中無休!!年中無休!!

今年も旬を
お届けします

（税込）864円１個

甘夏羹

TEL.025-524-3641上越市本町5丁目5-13
9:00～18:00営 水曜日休

（税込）540円（税込）540円10粒入

夏季限定 
青梅の雫

生グレープフルーツ
ゼリー

（税込）518円１個

shinminoya

TEL.025-522-4081上越市本町5丁目3-29
10:00～18:00営 火曜日休

遠近両用メガネ　　　　　

和雑貨
夏の大セール

（税込）19,800円HOYA薄型
レンズ付き

TEL.025-523-5655上越市本町5丁目3-27
10:00～18:30営 水曜日休

夏物
セール

20％～30％
OFF

TEL.025-523-2851上越市本町4丁目1-13
10:00～19:00営 第1・第2水曜日休

TEL.025-525-2500上越市本町5丁目3-31
9:00～18:00営 木曜日休
ohsugiya5

（一部商品は除きます）

TEL.025-523-3763上越市本町4丁目3-20
9:00～18:30営 月曜日休


