無料駐車券サービス店

くるまでふるまち無料駐車券は、古町界隈の約150 のお店で、お買物金額に応じて配布しています。「
」のロゴマークが目印です。
古町・柾谷小路・本町・東堀・西堀の各店舗および新潟三越・西堀ローサ・イトーヨーカドー丸大新潟店などで配布しています。
※お会計の際に、駐車券（無人駐車場の場合は駐車証明書）をご提示ください。※無料駐車券の適用条件については各店にお問い合わせ下さい。

グルメ

生鮮

ファッション

ファッション

専門店

＜古町５＞
◦はり糸（カステラ・菓子）
◦小川屋（魚介加工品）

＜本町＞
◦村松商店（青果）
◦やおや 原ちゃん（青果）
◦大岩精肉センター
◦山信食肉店
◦小野商店（海産物）
◦金子商店（鮮魚）
◦山上商店（鮮魚）
◦山田鮮魚店
◦渡辺鮮魚店
◦堀川鮮魚
◦鈴木鮮魚
◦古川鮮魚
◦桜田鮮魚

＜古町４＞
◦メンズショップカトウ（ファッション）
◦ローアンドシェアード（ファッション）
◦メトロノーム（ファッション）
◦フラグラン（ファッション）
◦Harriss 新潟店（ファッション）
◦PERMANENT（ファッション）
◦デザートスノー（古着）
◦ワズスタイル（着物）
◦ガンダルフ（アクセサリー・宝飾）
◦Elegant Loup
◦eve NIF

＜柾谷小路＞
◦新潟眼鏡院（メガネ）
◦matto mento（帽子）
◦シューフィッターの店 さの（靴）

＜古町３＞
◦ヒッコリースリートラベラーズ（雑貨）

＜古町６＞
◦そばの山文（そば・定食）
◦パンの冨士屋 古町本店
◦喫茶 マキ（軽食・喫茶）
◦ROYAL（タイ・ベトナム料理）
＜古町７＞
◦米本園 十字路店（お茶）
◦浅川園（お茶・喫茶）
◦大阪屋 古町本店（菓子）
◦海鮮問屋 大助（和食・定食）
◦安兵衛 古町店（定食・居酒屋）
◦北の家族 新潟店（居酒屋）
◦寿司割烹 かね清 古町本店
＜古町８＞
◦やぶそば（そば・丼もの）
◦ラウンジ RIKI（飲食）
◦八百重商店（青果・食料品）
＜古町９＞
◦田舎家（和食）
◦港すし（寿司）
＜柾谷小路＞
◦童心菓匠 丸屋本店（菓子）
◦古町 柳都庵（和食・居酒屋）
＜西堀＞
◦Felion（イタリアンワインショップ）
◦三吉屋（ラーメン）
＜東堀＞
◦LIFE（イタリアン）
◦Trattoria Azzurri（イタリアン）
◦タン専門店 天乃道（牛タン）
＜本町＞
◦新潟・本町 山中園（お茶）
◦田中屋 本町店（菓子）
◦串家ゆめどり（やきとり）
◦須坂屋そば 駅前分店 蔵（そば）
◦千屋（酒屋）

美容
＜古町５＞
◦KOHINATA Le,lian（美容室）
＜古町６＞
◦DEUCE HAIR（美容室）
◦美容プラージュ（美容室）
◦理容プラージュ（理容室）
◦ミルキーリムーバルサロン（美容）
＜古町７＞
◦沢井化粧品店（化粧品・雑貨）
◦DECENTAGE hair make（美容室）
◦ふわろ（タイ古式リラクゼーション）
＜古町８＞
◦さくら井（化粧品）
＜西堀＞
◦メイカー（美容室）
◦kaji koji HAIRSTYLE（美容室）
◦理容タカフヂ（理容室）
◦エステサロン あのサロ（美容）
◦POLA THE BEAUTY 新潟西堀店（美容）
＜東堀＞
◦ゆう美容室 本店（美容室）
◦HAIR & MAKE ﬂocon de neige（美容室）
◦クロロフィル古町美顔教室（美容）
◦Petit pas（美容）
＜本町＞
◦エリザベスヘアー（美容室）
◦ガイア（アロマセラピーサロン）

＜古町５＞
◦SOPH.NIIGATA（ファッション）
◦Se.Douce（ファッション）
◦ADA cuma（ファッション）
◦FREE FORM（ファッション）
◦PAX shoes & bag（ファッション）
◦ブティックロジェ（ファッション）
◦さえら新潟（ファッション）
◦亜駝（ファッション）
◦DIGRAG（古着）
＜古町６＞
◦THREEC NIIGATA（ファッション）
◦BIJOUX THREEC（ファッション）
◦ESSENCE（ファッション）
◦ASSO2（ファッション）
◦Gem Barbir（ジュエリー）
◦坂りん 新潟古町店（着物）
◦イシダ洋装店（衣料品）
◦岩舟屋（宝飾・時計）
＜古町７＞
◦KELLY（ファッション）
◦CATHERINE（ドレス・スーツ）
◦和 gen（着物・和雑貨）
＜古町８＞
◦宝石のダイヤ（宝石・時計・貴金属）

＜本町＞
◦バンナイ（ファッション）
◦たんす屋 新潟店（着物）
◦きものと帯 笹長（着物）
＜西堀＞
◦ガールトーク（ファッション）
◦コーザノストラ（ファッション）
◦BROWN CLOTHING（ファッション）
＜東堀＞
◦KIKI（ファッション）
◦JAMES（ファッション）
◦REGAL SHOES 新潟東堀店（靴）
◦宝石の戸川（宝飾）

医療・薬局
＜古町５＞
◦りゅうと接骨院
＜西堀＞
◦中島医院
◦小林医院
◦松井女性クリニック
◦佐藤神経内科クリニック
◦西堀さとう歯科
◦新潟眼科クリニック
◦中央コンタクトレンズ
◦共栄堂薬局 NEXT店

＜古町４＞
◦考古堂書店（医学書）
◦パストラーレ（生花）
◦キャトル
＜古町５＞
◦文武堂（文房具・雑貨）
◦THE SHOPPING.（家具・雑貨）
◦長谷久商店（贈答品・美術品）
◦マキチエ 新潟営業所（補聴器）
＜古町６＞
◦萬松堂（書籍）
◦香り小町（雑貨）
◦横場精良堂（文房具・雑貨）
◦JTB 新潟古町店（旅行）
◦おたからや新潟古町店（貴金属買取）
＜柾谷小路＞
◦布 -KIRE- 柾谷小路店（生地・布地）
◦ドコモショップ 新潟店（携帯電話）
＜東堀＞
◦アートギャラリー三宮（額縁）
◦コットンハウス 39（生地・布地）
◦ソフトバンク古町（携帯電話）
＜本町＞
◦バロンハヤカワ（制服）
◦サクラコマチ（生花）
◦とみやま洋傘専門店
◦金物の店 タカイ

＜本町＞
◦本町ふるまち耳鼻科
◦ぷらっと本町クリニック
◦本町いとう内科クリニック
◦やまもと形成外科クリニック
◦本町眼科
◦本町みゆき歯科
◦しなの薬局 本町店
◦ココカラファイン本町通店

複合施設・その他
＜古町４＞
◦ステップイン（カラオケ喫茶）

＜古町８＞
◦羊画廊（ギャラリー）

＜西堀＞

＜古町６＞
◦北越銀行 古町支店

＜柾谷小路＞
◦新潟三越
◦アパマン情報館 古町店
◦三井住友信託銀行 新潟支店

◦みずほ銀行 新潟支店

＜古町７＞
◦北陸ガス 古町ガスホール（ショールーム）

◦西堀 ROSA
◦清水フードセンター 西堀店
◦神田公認会計士税理士事務所

＜本町＞
◦イトーヨーカドー丸大 新潟店
◦早川不動産
◦日新ペン字教室
＜上大川前＞
◦キャリアステーション（人材派遣）
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