
〇 笹川流れ観光汽船

　 地魚処 天ぴ屋 海カフェ

 お土産売り場には、干物やお塩、海
藻や塩辛など、海の美味しいものが
揃っています。また、２Ｆはお食事
処とカフェになっており、こだわり
の天日干し干物を干している風景を
眺めるのも一興です。笹川流れ観光
汽船は、遊覧船に乗ってカモメの餌
付けをお楽しみいただけます。どう
ぞお立ち寄りください。

住所：村上市桑川975-44
電話：0254-79-2154
営業時間：8:00～17:00
定休日：無し
Ｐ：有
ＨＰ：www.sasagawanagare.co.jp

★お得情報
　笹川流れ天然岩もずく１つ550円の
商品を2つで1,000円で販売

〇 大吉亭
 
　刺身や焼肉、ラーメンなど幅広い
メニューを揃える居酒屋さん。テー
ブル席の他にお座敷の個室や、大人
数が入る宴会場があり、家族での食
事から会社の宴会や法事など、使い
勝手抜群です。「選べるランチ」は3
種類あって、どれも価格以上の満足
度！

住所：村上市十川1471
電話：0254-72-1946
営業時間：11:30〜14:00（LO13:30）／
17:00〜22:00（LO21:30）
定休日：火曜日・第2水曜日ほか
Ｐ：有

★お得情報
　食後にデザートをサービスします。
※デザートは変更の場合があります。
また、注文時に商品券を使うことを伝
えてください。

〇 鮭乃蔵 永徳
   本店／村上プラザ店

　村上特産の塩引鮭、鮭の酒びたし
など鮭の加工販売をしている同店。
四季折々の品、数量限定商品のほ
か、日本酒中心に酒類も取り揃え、
「お客様の要望に応えたい」という
想いが形になった、おもてなしを感
じられるお店です。

住所：村上市塩町4-5
電話：0254-53-6299
営業時間：8:30～18:00
定休日：1/1（その他不定休）
Ｐ：有
ＨＰ：www.nagatoku.jp

★お得情報
　店内お買上商品　合計金額1,000円
以上で5％割引。（一部サービス商品を
除く）

〇 美食や やま信

　村上牛専門店の＜美食や やま信
＞。村上牛は信頼の証『個体認識番
号』を付け販売。生肉はもちろん
「村上牛コロッケ」「村上牛メンチ
カツ」「村上牛ジューシー串」など
加工品も多数取り揃え。気軽に本物
の味を楽しめます！
　
住所：村上市飯野3-2-1
電話：0254-52-2651
営業時間：9:00～18:00
（お食事処 10:00～LO.17:00）
定休日：水曜日、
　　　　第2週・第4週の木曜日
Ｐ：有
ＨＰ：www.bishokuya.com

★お得情報
　テイクアウトお弁当100円引き。
　（3ヶまで）

〇越後村上竹炭塩・竹炭工房

　村上産の孟宗竹を使用した竹炭
と、日本海の海水を汲み上げ丁寧に
精製した天然海塩を販売。孟宗竹の
中に天然塩を詰て焼き上げる特別な
『竹炭塩』は、竹炭のミネラル分と
塩が溶け合った旨味たっぷりの味わ
いです。

住所：村上市府屋77-1
電話：0254-77-4661
営業時間：9:00～17:00
定休日：土曜日・日曜日・祝日、
　　　　12/30～1/5
Ｐ：有
ＨＰ：www.take-sumi.org

★お得情報
　全品20％引き

〇 堆朱のふじい

　小物から家具まで豊富な品揃え
で、堆朱の可能性を引き出している
村上木彫堆朱の専門店。目にする人
を惹きつけ、手にする人が満たされ
る堆朱は使うことでより艶が増し、
その美しさを実感できます。
　
住所：村上市鍛冶町3-6
電話：0254-53-1666
営業時間：9:00～18:00
　(土曜日、日曜日、祭日 17:00まで）
Ｐ：有
ＨＰ：tsuisyu-fujii.co.jp/

★お得情報
　・漆塗り お椀１ヶ 5,500円を5,000円
  で販売
　・色漆塗り 箸（袋入） 1膳1,980円を
　 1,500円で販売
　※お椀は内朱と内黒の2種類です
　  箸は5色あります。
   （各1点の価格です）

〇 千年鮭 きっかわ

　鮭専門店として、村上伝統の鮭食
文化を伝えている同店。明治時代に
建てられた趣のある町屋造りの店は
登録有形文化財に指定されていま
す。店舗奥の土間は見学無料で、約
千尾もの鮭が吊るされている見ごた
えのある光景が広がります。
　
住所：村上市大町1-20
電話：0254-53-2213
営業時間：9:00～17:30
定休日：1/1
Ｐ：有
ＨＰ：www.murakamisake.com

★お得情報
　2,000円以上お買い上げ頂いたお客
様に鮭の佃煮をプレゼント。

〇 九重園
　　本店／村上プラザ店

　＜九重園＞の『七彩の詩』は自宅
用にも、贈答用にもぴったり。1パッ
ク40gなので、お手軽、かつ気軽に気
になる煎茶をためすことができま
す。もちろん詰め合せるお茶の種類
は自由に選べます。この機会にお気
に入りのお茶を見つけてみて。

住所：村上市小国町3-16
電話：0254-52-2036
営業時間：8:30～17:30
定休日：1/1
Ｐ：有
ＨＰ：www.kokonoen.com

★お得情報
　1,000円以上お買上げのお客様へ
「ほんの気持ち」プレゼント。

〇 朝日村まゆの花の会

 50色以上のカワフルなまゆ玉から生
み出される、繊細な美しさが魅力の
「シルクフラワー」。朝日地区養蚕
の歴史を伝えようと、平成8年＜道の
駅 朝日＞に併設して工房が設立。ま
ゆ玉の染色からアレンジメントの製
作・販売・体験の受入れまで行って
います。

住所：村上市猿沢1215
電話：0254-72-0387
営業時間：9:00～17:00
Ｐ：月曜日
ＨＰ：info@mayuhana.com

★お得情報
　1,000円以上お買い上げのお客様
に、ラベンダー入りハートのストラップ、
プレゼントします。ハートの色違いを準
備して、好きな色が選べます。又、ご自
分で作りたい方には、講習料無料にて
お気に入りを作りましょう。

〇 渡辺鮮魚／海鮮処 番屋

 岩船港鮮魚センター２Fの＜海鮮処
番屋＞はお食事処。人気の海鮮丼を
はじめ、「番屋定食」「特製番屋定
食」がおすすめ。 鮭のふるさと・村
上ならではのメニューも多数。旬な
らではのメニューもあります。

【海鮮処 番屋】
住所：村上市瀬波温泉3-6-38
　　　岩船港鮮魚センター2F
電話：0254-53-5352
営業時間：10:00～16:00（L.O15:45）
定休日：不定休（年間数回）
Ｐ：有
ＨＰ：kaisen-banya.com/

★お得情報
　一袋4切真空鮭の味噌漬を、
通常1,200円のところ1,000円で販売

〇 ㈱総合食品さいとう

　村上市で最初に塩引鮭を全国に向
け販売した同店。作り置きをせず、
その日のうちに作り上げる製品の
数々に、地元住民はもちろん遠保か
らのファンも多いとのこと。鮭製品
は即日完売するほどの人気なので、
事前の予約がお薦め！

住所：村上市飯野1-2-38
電話：0254-53-0156
営業時間：9:30～18:30
　　　　　（土曜日17:00閉店）
定休日：日曜日、祝日
Ｐ：有
ＨＰ：www.saitofood.jp

★お得情報
　弊店謹製
　・塩引鮭３切　1,180円（税込）
　・鮭の焼漬4切　1,200円（税込）
　・酒びたし50ｇ　1,080円（税込）
　の品を期間中は各1,000円（税込）
  で販売

〇 お茶の常盤園

　栽培、製造、販売まで手掛ける老
舗。お茶の「火入れ（乾燥）」にこ
だわり、その季節にふさわしい香味
に仕上げています。『村上紅茶』
『むらかみ烏龍茶』、お茶を使用し
たアイスなどもお薦め。明治期に建
てられた町家も見学可能。

住所：村上市肴町3-30
電話：0254-52-2024
営業時間：
　平日、土曜日　8:30～18:30
　日曜日、祝日　9:00～17:00
定休日：9月～4月の間は第2日曜日、
　　　　1/1
Ｐ：有
ＨＰ：maruki-tokiwaen.com

★お得情報
　お買い上げいただいたお客様に煎
茶または紅茶の一煎パックをプレゼン
ト。

〇 朝日みどりの里

 買い物、食事、宿泊、温泉が一ヵ所
で楽しめる国道７号線沿いの道の
駅。村上の特産品をはじめ、新潟県
内のお土産品や名物商品などが豊富
にそろいます。食堂では、地元食材
を使用した旬の味がお楽しみいただ
けます。

住所：村上市猿沢1215番地
電話：0254-72-1551
営業時間：物産会館 9:00～18:00
　　　　　（ｿﾌﾄｸﾘｰﾑｺｰﾅｰ9:00～16:00）
　　　　　食堂 11:00～21:30（L.O21:00）
※営業時間は変更、短縮となっている場合
がございますので、ご確認の上ご来店くだ
さい。
定休日：最終月曜日
Ｐ：有
ＨＰ：https://asahimidori.com

★お得情報
　物産会館、食堂のソフトクリーム
 100円引

〇 越後村上うおや

　越後村上うおやは寛政年間よりさ
かなと共に200年余、現在の店主で九
代目を数えます。
 越後村上名産の鮭加工品をはじめ、
冬は真鱈、春サクラマス、夏は天然
岩牡蠣など日本海の旬の魚介類と、
その素材の良さを活かした手作りの
切身加工品や干物、総菜などを数多
く取り揃えています。

住所：村上市大町4-3
電話：0254-52-3056
営業時間：9:00～17:00
定休日：うおや塩引館 　　　 水曜日
　　　　越後村上うおや本店　木曜日
Ｐ：有
ＨＰ：www.uoya.co.jp

★お得情報
　1,000円以上お買い上げ頂いたお客
様に笹川流れの塩をプレゼント。

〇 岩船港鮮魚センター

　村上市で一番大きな魚屋として、
地域の人に愛されている同店。岩船
港に水揚げされた鮮度抜群の地魚を
はじめ、旬の鮮魚を豊富に取り揃
え。こだわりの自家製干物や、人気
の鮭の味噌漬けの他、魚屋の寿司は
大好評です！

住所：村上市瀬波温泉3-6-38
電話：0254-52-1261
営業時間：8:30～17:00
定休日：不定休、1/1
Ｐ：有
ＨＰ：www.iwafune.or.jp

★お得情報
　3,000円以上お買い上げのお客様に
板のり（3枚入）プレゼント。

〇 冨士美園

 お薦めは、煎茶はもちろん、玉露や
くき茶、あら茶仕立てなどのお茶を
40gずつ包んだ『村上茶100％シリー
ズ』。いろいろなお茶を少量ずつ楽
しみたいという人にぴったり。村上
に伝わる在来種の茶葉から作られた
『雪国紅茶』も人気です。

住所：村上市長井町4-19
電話：0254-52-2716
営業時間：8:00～18:00
定休日：1/1
Ｐ：有
ＨＰ：www.fujimien.jp

★お得情報
　1,000円以上お買上で抹茶ソフトク
リーム最中1ヶサービス

焼肉弁当 1,480円（税別）

牛丼 1,100円（税別）


