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住所／五智国分2111
TEL・FAX／025‐543‐9800
開院時間／土・日曜日 9：00～17：00（10/30は閉院）
　　　　　水・金曜日 10：30～15：30
URL／http://myojyoin.s1001.xrea.com

本尊大日如来坐像、明治39年国宝指定、現在国の重要文化財。
奴奈川姫・大国主命の新婚生活の地、御子諏訪大明神生誕の

地。上杉謙信公墓所。隠れたパワースポット。

21 岩殿山 明静院

住所／中郷区板橋552

10月9日鉄道まつり開催
文化財報告会、音楽コン

サートや人の乗れるミニ新
幹線を運行します。

10/9㈯10：00～　15：00 限定配
布

23 二本木駅 （国指定有形文化財）

住所／板倉区米増27番地4
TEL／0255‐81‐4541　FAX／0255‐78‐5020
営業時間／10：00～16：00（予約に限り21：00まで）
定休日／火曜日（祝日の場合は翌日）、12/29～翌年1/3
URL／http://eshin.org/manabu/eshin/

ゑしんの里記念館は、親鸞やその妻恵信尼の生涯を知る上で
貴重な『恵信尼文書』をはじめ様々な歴史的史料を展示している
他、観光情報コーナー、特産品販売コーナー、和室、ホール、カ
フェを備えています。

25 ゑしんの里記念館

住所／浦川原区虫川1429

虫川大杉は、樹齢1200
年以上といわれる高さ約30
メートルの御神木です。
生命のエネルギーを感じ

て下さい。

10/30㈯10：00～　15：00 限定配
布

27 虫川の大杉（国指定天然記念物）

住所／柿崎区芋島2727
TEL／025‐536‐5205　FAX／025‐536‐5215
開館時間／9：00～16：00
定休日／全日可能（不在時もあるため、電話で確認をお勧めします）
URL／https://joetsukankonavi.jp/spot/detail.php?id=160

開基は柿崎和泉守景家公。国
登録有形文化財の本堂は1712
年再建。同じく山門は柿崎城搦
手門を移築。

29 曹洞宗 大佛山楞厳寺

住所／名立区西蒲生田155番地
TEL・FAX／025‐538‐2635
営業時間／9：00～19：00（5月～10月の金・土・日は21：00まで）
定休日／月曜日（1月～2月は月・火曜日）

豊かな自然に囲まれた、花立
温泉ろばた館。
静かな佇まいの景観と、懐か

しい「ろばた」がお迎えします。

22 ろばた館

住所／頸城区鵜ノ木148
TEL／025‐530‐3100　FAX／025‐539‐2161
営業時間／10：00～16：00
定休日／月曜日、祝祭日の翌日

日本酒に関する展示施設。
近代の酒造りに貢献した微生

物学者・農学博士「発酵食品の
父」坂口謹一郎の業績紹介。

24 坂口記念館

住所／大島区板山1040
TEL／問025‐594‐3101
　　  （大島区総合事務所）

歴史と自然が織りなす、
神聖で静寂な空間。
高さ2メートルの半月形

水成洞窟の中に石仏と不動
尊が祀られている。

10/30㈯10：00～　14：30 限定配
布

26 板山不動尊

住所／安塚区樽田140
TEL／025‐595‐1010　FAX／025‐595‐1026
営業時間／9：00～18：00
定休日／月曜日（祝日の場合翌日）
URL／https://www.461888.jp

自家製ジェラートともちもち
おやきが人気です。
10月9・10日は秋まつり開催！ 

HPを見てね。

28 雪だるま物産館

住所／下正善寺1027-2　TEL・FAX／025‐523‐0621
営業時間／9：00～17：00
定休日／日・木曜日（祝日の場合翌日）
URL／http://j-shoku.com

正善寺工房は上越産の農産
物を加工・製造・販売しており、
郷土料理等の体験教室も開催
しております。

30 NPO法人食の工房ネットワーク（正善寺工房）

上越を知りながら、観光・お食事・買い物をしてモリあげましょう！

お問い合わせ ： 正善寺工房　Tel.025-523-0621   http://j-shoku.com

景品交換
11/7日～13土
正善寺工房にて先着順

観光
シールを
貼る

お酒
シールを
貼る

飲食
シールを
貼る

～4マス目以降はどの応募シールでもOK!～

20歳以上

2,000名様
限定

上越まる
ごと

本パンフレットを持って各参加店や観光地等で配られる、
お米に付いている応募シールを集めよう!

シール3枚（異なる3色）で各参加店舗商品券1,000円分、
5枚で1,500円分相当のお酒、

7枚全て集めると各参加店舗商品券1,000円分と
1,500円相当のお酒両方

プレゼント!!

配布日限定の箇所がありますので、
ご注意ください。 ＳＩＡＡマークはISO22196法により評価さ

れた結果に基づき、抗菌製品技術協議会
ガイドラインで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

✂ キリトリ線 ✂ ✂ キリトリ線 ✂

✂ 
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応募シールはココに貼り、切り離してご応募ください。

※感染症等予防対策のため、必ずお名前・電話番号をご記入ください。

お 名 前 電話番号

応募用紙

参加各店舗商品券1,000円分

…300本
1,500円相当のお酒

…100本
※景品にお酒が含まれるため、参加者は20歳
以上の方に限らせていただきます。

景 品

行った数だ
け、

上越産新米
（２合入）

プレゼント!
!

11/
7日

★イベント…
10：00～15：00

★花火打上…19：00～

お米は各店舗・開催地150袋まで
の配布となります。配布が終了し
た所の情報は、正善寺工房入口と
ホームページ上でお知らせします。



住所／大道福田639
営業時間／11：00～14：00
開催時間／営業時間内対応

金曜日と土曜日は手打ちそば
を提供しています。
ランチはお手軽価格で食べる

ことができます。
写真は二八そば770円（税込）

❶ おかげさま（あるるん畑内）

住所／名立区名立大町92
TEL・FAX／025‐537‐2146
営業時間／8：00～18：00
定休日他／不定休

自店の一押しオールシーズン
のきぬた。
バターケーキ・冬季限定ブラ

ンデーケーキもおすすめ。

❷ 岡金菓子店

住所／大潟区土底浜1055-1大潟SC内　TEL／025‐534‐5530
営業時間／9：00～18：30
定休日／月曜・第1火曜日、不定休あり
URL／https://www.facebook.com/bakeryharenohi/

新潟県産小麦ゆきちからを石
臼で自家製粉し、主に北海道産
小麦粉にブレンドしたパンを
作っています。

❸ ベーカリー ハレノヒ

住所／西本町1-16-17 2F　TEL／025‐546‐7508
営業時間／ランチ 11：00～14：00、バー 20：00～26：00
定休日他／ランチ営業日 金・土・日曜日
　　　　　バー定休日 月曜日、第1・3日曜日
インスタ／Instagram  @__seleccion

Heinekenの生ビールが味
わえる居心地の良い雰囲気の
バー。金・土・日はランチ営業も
やっています♪

❹ selección

住所／春日山町1-7-8
TEL／025-512-4530　FAX／025-512-7242
営業時間／11：00～17：00
定休日／水曜日
インスタ／ Instagram　aisusogna

当店のジェラートは新潟県内でも唯一、搾乳から生産・販売ま
で一貫して行っている三和牛乳を使用しております。
濃厚なミルクの風味と地元や季節の食材を生かしたジェラー

トです。

❺ ソンニャーレ

住所／大貫２-17-40　TEL／025‐523‐0681　FAX／025‐521‐5393
営業時間／11：00～22：00（但しランチLO１４：00・ディナーLO２１：00）
定休日／火曜日
HP…https://jodel-kanaya.com　FB…https://www.facebook.com/JodelKanaya/
インスタ…https://www.instagram.com/jodelkanaya/

日本スキー発祥の地「金谷
山」の麓にあるレストランで地元
食材を使った洋食やフレンチを
提供しています。

HP

Facebook Instagram

❻ レストラン・ヨーデル金谷

住所／牧区池舟2番地　TEL・FAX／025‐533‐5017
営業時間／11：00～14：30
定休日／火・水曜日

牧区産そば粉「とよむすめ」と
自然薯を使ったこだわりの手打
ちそば。
手打ちそば道場も受け付け

ています。

❼ そば処 木草庵

住所／清里区青柳3548
TEL／025‐528‐4100　FAX／025‐528‐3394
営業時間／土・日・祝のみ10：00～15：00（11/7以降は11：00～14：00）
定休日／平日は営業しません
公式LINE　ID：@179yehxr

坊ヶ池湖畔、日本海・佐渡を臨
む絶景カフェです。
地元産のお米や野菜を使った

軽食でおもてなし！

❽ ビュー京ヶ岳

住所／三和区北代1056-1　TEL・FAX／025‐520‐7345
営業時間／11：00～17：00（16：30ラストオーダー）
定休日／月・火曜日
URL／https://manmaruterrace.com/

あまやファームで収穫したぶ
どうや地元でとれた安心できる
物をひとつひとつ思いをこめて
手作りしています。

❾ manmaru terrace マンマル テラス

住所／柿崎区柿崎686-4
TEL／025‐536‐6177　FAX／025‐536‐3884
営業時間／9：00～18：30
定休日／火・水曜日

地元・柿崎の自然や四季のう
つり変わりを感じさせる和菓子
を多数ご用意してお待ちしてお
ります。

10 御菓子処 みやけ

住所／西城町4-7-46
TEL／025‐523‐2169　FAX／025‐524‐3041
営業時間／平日10：00～15：00
定休日／土・日・祝祭日

米 ・ 酒 ・ 人
武蔵野酒造は地域の恵みで

酒を醸しています。

11 ㈱武蔵野酒造

住所／柿崎区柿崎5765
TEL／025‐536‐2329　FAX／025‐536‐3756
営業時間／8：30～17：00
定休日／土・日・祝日
URL／https://www.kubiki-shuzo.co.jp/

柿崎の水、米、技を大切にした
柿崎地酒にこだわり、感動の食
中酒を目指し酒造りに励んでい
ます。

12 頚城酒造㈱

住所／長浜129-1
TEL／025‐546‐2311　TEL／025‐546‐2433
営業時間／8：00～17：00
定休日／日・祝祭日
URL／www.noutaka.jp

創業1643年（寛永20年）
徳川の時代より守り続ける酒

造り。越後杜氏の技が生み出す
銘酒「能鷹」。

13 田中酒造㈱

住所／浦川原区横川660
TEL／025‐599‐2236　FAX／025‐599‐2237
営業時間／9：00～17：00
定休日／土・日・祝日
URL／http://hakucho-sake.com

「安らぎと喜びと感動を伝え
る酒造り」という理念の元、お客
様がご満足いただけるお酒を
造っております。

15 新潟第一酒造㈱

住所／西城町2-2-17
TEL／025‐524‐3837　FAX／025‐524‐7099
営業時間／8：30～19：30
定休日／日曜日
URL／https://hoteiyasaketen.com

みなさまの大切な日々に、美
味しいお酒で彩りを添える。そ
のお手伝いができる酒屋を目指
しています。

17 ほていや酒店

住所／吉川区杜氏の郷1番地
TEL／025‐548‐2331　FAX／025‐548‐2322
営業時間／10：00～18：00（11月～3月…10：00～17：00）
定休日／月曜日（月曜日が祝祭日の場合は翌日）
URL／https://www.yoshikawa-touji.co.jp

米・水・技に特化したお酒をお
届けするよしかわ杜氏の郷。お
気に入りの銘柄をお土産にして
ください。

19 ㈱よしかわ杜氏の郷

住所／東城町3-9-3
TEL／025-523-4369　FAX／025-526-0522
営業時間／9：00～19：30　定休日／日・祝日

新潟の地酒専門店。
日本酒は全て蔵元から

直接仕入れ！安心・直接
仕入れは蔵元との信頼関
係の証です。

HP

Facebook

14 ㈲三上酒店

住所／春日新田1-13-16
TEL／025‐543‐6727　FAX／025‐543‐6987
営業時間／9：00～19：00
定休日／不定休
URL／www.maidoyasaketen.com

代表的な新潟清酒から他では
入手しにくい限定酒、オリジナ
ル商品を多数販売。生産者直送
の新米も入荷。

16 新潟の酒と米 まいどや

住所／栄町3-2
TEL／025‐523‐2716　FAX／025‐520‐7735
営業時間／月～土曜日：8：00～20：00、 日・祭日：9：00～19：00
定休日／不定休
URL／https://shop.tachiharasaketen.com/

販売が限られた日本酒や焼
酎・ウイスキーとイタリアワイン
を扱っています。
店主一押しは佐渡金鶴です！

18 立原酒店

住所／三和区下中1502
TEL／025‐532‐2023　FAX／025‐532‐2755
営業時間／8：30～18：30
定休日／月曜日
URL／https://kajiyanet.com/

地元の雪中梅、日本酒のソム
リエがブレンドした当店オリジ
ナル酒「スノーブルー」も好評発
売中です。

20 地酒の店 かじや


