
〇 城下町の菓子 成田屋
　片町店／岩船港鮮魚センター店

　新潟県和菓子一級技能、第一号の
名店。和菓子博覧会にて名誉大賞を
受賞した『ぶどう羹』は、和菓子の
第一人者である店主もおすすめの逸
品です。爽やかな酸味に濃厚な甘
み、しっかりとした歯ごたえでお茶
うけにぴったり！
※岩船港鮮魚センター内売店も対象
となます。

住所：新潟県村上市片町6-12
電話：0254-52-2275
営業時間：8:30～17:00
定休日：不定休
Ｐ：有

★お得情報
　一つ648円のぶどう羹を2つで1,000
円で販売。

〇 食菜 和ごころ

　栄養価の高い青森県十三湖産の大
粒ヤマトシジミを使った同店不動の
人気『しじみ塩ラーメン』。塩味の
あっさりスープが旨味を引き立てま
す。ＴＶや雑誌でも取材される名物
ラーメンで、遠方から食べにくる
ファンも多い一杯。
　
住所：村上市山居町2-6-21
電話：0254-53-5221
営業時間：10:30～14:00
　　　　　17:00～20:30（日19:30）
定休日：月曜日（祝日は営業）
Ｐ：有
hＨＰ：syokusai-wagokoro.com

★お得情報
　お食事、お弁当を注文された方、現
金 100円引き。（お弁当3ヶ以上注文の
場合は電話予約が必要です）

〇 かみはやしハム

 この道一筋35年の職人の手から生み
出されるハムやソーセージ、燻製
ベーコンは。県内外からファンの多
い逸品です。安心安全で美味しい村
上市産の「岩船豚」を使用し、素材
の味を活かしたやさしい味付けも
◎。贈り物にぴったりのギフトセッ
トもあります。

住所：村上市宿田202-1
電話：0254-66-7593
ＦＡＸ：0254-66-8007
営業時間：9:00～17:00
定休日：不定休
Ｐ：有
ＨＰ：www.kamihayashi-ham.co.jp

★お得情報
　次回お使いいただける割引券（5％
off）進呈

〇 穂菜味亭

 〈道の駅神林 穂波の里〉に来た人
を、地物を中心としたメニューでも
てなす食堂。地場産「越乃黄金豚」
の『とんかつ定食』（1,580円）な
ど、ボリューム満点の定食やどんぶ
りには、岩船産コシヒカリを使用し
ています。

住所：村上市九日市809
電話：0254-66-8103
営業時間：火～日曜日 10:00～16:30
　　　　　月曜日　　 10:00～15:00
定休日：不定休
Ｐ：有

★お得情報
　食後ドリンクサービス
  （ホットコーヒー、アイスコーヒー）

〇 十輪寺茶や 岩船家

　＜十輪寺＞参道沿いの町屋を再生
した茶店は昔懐かしい雰囲気。村上
茶や味噌。醤油など地元食材を贅沢
に使用したあんやタレがたっぷりの
名物『十輪寺串だんご』など、さま
ざまな甘味を楽しめます。村上茶の
無料サービスもあります。

住所：村上市大町3-24
電話：0254-75-5563
営業時間：9:00～17:00
定休日：水曜日
Ｐ：有
ＨＰ：www.echigo-iwafuneya.com

★お得情報
　「瀬波パションサイダー」通常600円
  （税込）を特別価格500円（税込）で
  販売
　「山ぶどうサイダー」通常600円
  （税込）を特別価格500円（税込）で
  販売

〇 割烹 千渡里

　「お客様とのご縁と、居心地のよ
い空間作りを大切にしております」
と語る店主の言葉通り、地産食材を
使った温かみの感じられる料理と空
間を楽しめる同店。感染症対策も万
全で、家庭利用から接待まで幅広く
利用できます。

住所：村上市細工町2-14
電話：0256-53-6666
営業時間：
【昼の部】11:00～13:30（LO 13:00）
【夜の部】17:00～22:00（LO 21:30）
定休日：毎週日曜日と毎週火・水・木
曜日のランチタイム
※その他詳しくはＨＰのお知らせをご
参照ください
ＨＰ：www.chi-do-ri.jp

★お得情報
　おまかせの小鉢一品サービス

〇 村恭 神林店

 発売から40年以上。村上市内外から
人気を誇る”村恭の四角いクレー
プ”。定番の他、季節限定を含めて
約10種類のフレーバーから選べま
す。冷凍での地方発送もＯＫ。ク
レープだけでなく、こだわりの焼き
菓子やジェラードも人気です。

住所：村上市牧目砂山1262
電話：0254-60-1122
営業時間：10:00～18:00（短縮営業）
定休日：第2・4水曜日（変更あり）
Ｐ：有
ＨＰ：www.murakyo.jp

★お得情報
　1,000円以上お買い上げでクッキー
を1つプレゼント
（写真と違うクッキーになる場合もあり
ます）

〇 いろむすび山菜屋

 村上市の体験型ゲストハウス＜いろ
むすびの宿＞が運営する山菜・加工
品の専門店。村上産の山菜をはじ
め、漬物やお惣菜、おにぎりなども
販売。地元のかかさ（お母さん）が
心を込めて作る日替わり弁当は旬の
山菜と野菜がたっぷり。

住所：村上市坂町2486-2
電話：0254-62-7147
営業時間：11:00～14:00(水・木・
金)
定休日：火曜日、土曜日、日曜日
Ｐ：有
ＨＰ：iromusubi.base.ec/

★お得情報
　1つ538円の商品を2つで1,000円で
販売

〇 大洋酒造株式会社

　村上の酒造りの歴史を伝える常設
展示場＜和水蔵＞。昔の酒造りの様
子がわかる古い道具や、珍しい酒器
などの展示をしています。入口脇に
には酒造りに使用する仕込み水を味
わえるコーナーもあり。ここでしか
手に入らない『蔵出し原酒』もお薦
めです。
※和水蔵が閉まっている場合は、同
敷地内の事務所で販売いたします。

住所：村上市飯野1-4-31
電話：0254-53-3145
営業時間：9:00～12:00、13:00～16:00
定休日：日曜日・祝日
Ｐ：有
ＨＰ：www.taiyo-sake.co.jp

★お得情報
　税別1,000円以上お買い上げ頂いた
お客様に「大洋盛 入浴剤」1個プレゼン
ト。

〇 又上 本店

 創業170余年の老舗。選び抜いた原
料の美味しさを最大限に引き出すた
め、絶えず研究し、こだわりのもの
を厳選し製造、販売しています。鮭
どころ村上の風土が生んだ塩引鮭や
人気の味噌漬けは常連も納得の味。
地方発送も対応。
※村上プラザ店では商品券は使用で
きません

住所：村上市岩船上町6-24
電話：0254-56-7055
営業時間：9:00～18:00
定休日：1/1（本店）
Ｐ：有
ＨＰ：www.iwafune.ne.jp/~matajoe/

★お得情報
　2,000円以上お買い上げ頂いたお客
様に塩引鮭の切り落としをプレゼント

〇 奈良橋醸造

 築110年以上の天然発酵蔵で、昔な
がらの”ざいご味噌”を醸造する同
社。『こだわりの味噌』は厳選原料
で地元産にこだわり、笹川流れの
塩、岩船産コシヒカリ、エンレイ豆
を使用。甘味のある味噌で人気で
す。

住所：村上市塩谷1310
電話：0254-66-5526
営業時間：9:00～17:00
定休日：土曜日、日曜日、祝日、
　　　　12/30、31
Ｐ：有
ＨＰ：kyu2echigomiso.web.fc2.com

★お得情報
　甘口醤油（1ℓ）3本で、1,110円のとこ
ろ1,000円、だし入醤油すっきり3本で
1,950円のところ1,800円で販売

〇 小林醤油店

 創業から85年。人工的な温度調整を
せず自然な温度で1年熟成させた味
噌・醤油は、長年地域で愛される昔
ながらの味。『みそ漬け』や手作り
の『甘酒』のほか、珍しい”鮭だ
し”を使用した『めんつゆ』『だし
しょうゆ』なども人気です。

住所：村上市大津543-1
電話：0254-62-2088
営業時間：9:00～17:00
定休日：1/1、日曜不定休
Ｐ：有
ＨＰ：www.kobayashi-shoyu.co.jp

★お得情報
　1,000円以上お買い上げで粗品プレ
ゼント　（どちらかお選び頂けます）

〇 てんや味噌醤油店

　創業300年の老舗醤油蔵元。昔から
の伝統的な製法を守り、木桶で2年間
天然熟成させて造られる醤油は、ま
ろやかな甘口で塩分も約13.9%とかな
り控えめ。醤油造りはもちろんのこ
と、ビンのラベル貼りまで手作業で
行っています。
　
住所：村上市小国町4-19
電話：0254-52-2571
営業時間：8:00～18:00
定休日：第3日曜日、1/1～4
Ｐ：有

★お得情報
　商品券でお買上頂いたお客様に粗品
プレゼント。（粗品は当日のお楽しみ！）

〇 本間のり屋麸店

 新潟で一番北にあるお麩専門店。村
上名産の『岩船麩』をはじめ『車
麩』『つぶし麩』『細工麩』など、
さまざまな焼麩を家族で製造・販
売。インスタグラムやホームページ
では、麩を使った料理やスイーツな
ど、多彩なレシピを紹介中！

住所：村上市岩船上大町3-25
電話：0254-56-7004
営業時間：10:00～17:00
定休日：日曜日、1/1
Ｐ：なし
ＨＰ：honmanoriyafuten.com

★お得情報
　388円～415円（岩船麩10入、つぶし
麩カット徳用、車麩9入、車麩カット、車
麩はしっこ、あげ麩）よりどり3袋1,000
円で販売

〇 野澤食品工業

 創業180年。代々受け継がれてきた
木桶で仕込む味噌と醤油には、〈野
澤食品工業〉でしか生み出せない味
と香りがあります。丸大豆や自家焙
煎の小麦など、素材へのこだわりも
充分。国の登録有形文化財に指定さ
れた建物は、予約制で見学ＯＫ。

住所：村上市塩谷1227
電話：0254-66-5507
営業時間：8:00～19:00
定休日：不定休
Ｐ：有
ＨＰ：www.nozawa-shokuhin.co.jp

★お得情報
　お買い上げいただいた商品から5％
OFF

〇 女川ハム工房

 県北産の新鮮な豚肉のみを使い、真
面目にねぇぞう作り上げた絶品ハム
やベーコンが人気。添加物を限りな
く少なくし、じっくりと熟成された
品々、希少部位で100kgの豚より200g
～300g位しか取れないホホ・コメカ
ミ・サガリ肉の燻製、又、行者ニン
ニク入りの味付けもつが大好評で
す。売れ切れ必須なので足を運とき
は事前問い合わせが◎！

住所：関川村上野新55-8
電話：0254-64-0296
営業時間：8:00～17:00
定休日：不定休
Ｐ：有
ＨＰ：r.goope.jp/sr-15-155811s0006

★お得情報
　1パック500円の商品、寄りどり3パッ
クで1,300円、又4パックで1,700円でお
買得、そして有効期限無しのポイント
カード付、全部貯まると3Pプレゼント

焼


