
NIIGATA
GUIDE MAP

W I N T E R

レルヒさんⓇレルヒさんⓇ

詳しくは
こちら

1往復限り
有効です
日帰りでの

ご利用もできます

利用時間6ー22時

利用時間6ー22時

利用時間6ー22時

新日本
海フェ

リー（
敦賀─

新潟）

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分1地勢図を使用した。（承認番号　平30情使、第223号） 不許複製

路線番号

※営業期間は降雪状況により変更になる場合があります。
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☎0255-87-2125
赤倉温泉スキー場❶
P2021/12/11～2022/4/3

☎0255-87-2503
赤倉観光リゾートスキー場❷
P2021/12/18～2022/5/5

☎0255-86-2370
池の平温泉スキー場❸
P2021/12/18～2022/3/27

☎0255-86-6211
妙高杉ノ原スキー場❹
P2021/12/25～2022/3/27

☎0255-82-2316
関温泉スキー場❺
P2021/12/23～2022/5/5

☎0255-75-1100
ロッテアライリゾート❻
P2021/12/11～2022/5/15

☎025-593-2041
キューピットバレイ❼
P2021/12/18～2022/3/13

☎025-568-2244
シャルマン火打スキー場❽
P2021/12/17～2022/5/5

☎0255-82-4189
妙高スキーパーク❾
P今シーズン休業

☎0255-82-3168
休暇村妙高ルンルンスキー場10
P2021/12/18～2022/3/31

☎0269-64-3214
班尾高原スキー場11
P2021/12/18～2022/4/3

☎025-558-2244
糸魚川シーサイドバレースキー場12
P2021/12/17～2022/3/21

☎025-525-4295
金谷山スキー場13
P2021/1月中旬～2022/3月上旬

上越エリア

☎0254-28-1717
胎内スキー場49
P2021/12/25～2022/3月中旬

☎0254-29-3315
ニノックススノーパーク50
P2021/12/18～2022/3/27

☎0254-73-0126
村上市ぶどうスキー場51
P2021/12/25～2022/3/6

☎0254-99-3738
三川・温泉スキー場52
P2021/12/25～2022/3/6

下越エリア

☎0259-63-4050
佐渡市平スキー場53
P2021/12/25～2022/3/21

佐渡エリア

☎025-789-4117
苗場スキー場14
P2021/12/18～2022/4/10

☎025-788-9221
かぐらスキー場15
P2021/11/20～2022/5/22

☎025-788-0111
神立スノーリゾート16
P2021/12/18～2022/4/17

☎025-787-3211
岩原スキー場17
P2021/12/25～2022/3/27

GALA湯沢スキー場18
詳細はウェブサイトをご確認ください
P2021/12/11～2022/5/5

☎025-782-1028
上越国際スキー場19
P2021/12/4～2022/4/3

☎025-783-2222
石打丸山スキー場20
P2021/12/17～2022/4/3

☎025-783-4100
舞子スノーリゾート21
P2021/12/17～2022/4/3

☎025-787-3301
湯沢中里スノーリゾート22
P2021/12/18～2022/3/27

☎025-787-3511
中里スノーウッドスキー場23
P2021/12/18～2022/4/3

☎025-780-6888
NASPAスキーガーデン24
P2021/12/24～2022/3/27

中越エリア

☎025-787-4111
湯沢パークスキー場25
P2021/12/24～2022/3/27

☎025-784-4440
湯沢一本杉スキー場26
P2021/12/25～2022/4/3

☎025-784-3326
湯沢高原スキー場27
P2021/12/18～2022/3/27

石打花岡スキー場28
Pコロナウイルスの影響により今シーズン休業

☎025-783-2633
Mt. グランビュースキー場29
P2021/12/25～2022/3/27

☎025-782-1191
シャトー塩沢スキー場30
P2021/12/30（全面オープン）～2022/3/30

☎025-773-3311
ムイカスノーリゾート31
P2021/12/24～2022/3/27

五日町スキー場32
Pコロナウイルスの影響により今シーズン休業

☎025-775-3311
六日町八海山スキー場33
P2021/12/25～2022/3/21

☎025-779-3103
八海山麓スキー場34
P2021/12/25～2022/3/21

☎025-795-2750

奥只見丸山スキー場35
P2021/11月下旬～2022/5/8
　※2022/1/4～3/18休業

☎025-765-4611
ニュー・グリーンピア津南36
P2021/12/24～2022/4/3

☎025-597-3330
まつだいファミリースキー場37
P2021/12/18～2022/3/27

☎025-596-3133
松之山温泉スキー場38
P2021/12/18～2022/3/31

☎025-758-3291
上越国際当間スキー場39
P2021/12/18～2022/3/21

☎025-763-2778
なかさと清津スキー場40
P2021/12/25～2022/3/21

☎025-792-5320
小出スキー場41
P2021/12/24～2022/3/6

☎025-792-5554
薬師スキー場42
P2021/12/25～2022/3/13（木・金・土・日・祝のみ）

☎025-797-2059
須原スキー場43
P2021/12/18～2022/3/21

☎0258-53-2390
とちおファミリースキー場44
P2021/12/25～2022/3/6

☎0258-59-3500
古志高原スキー場45
P2021/12/24～2022/3/21

☎0258-34-2225
長岡市営スキー場46
P2021/12/25～2022/3/6

中越エリア

☎0257-41-2158
高柳ガルルのスキー場47
P2021/12月下旬～2022/3月上旬

☎0256-53-6020
加茂市冬鳥越スキーガーデン48
P2021/12月中旬・下旬～2022/3月上旬

新潟県スノーファンクラブ

!

大雪予報発令時は危険がたくさん!
車でのお出かけはお控えください!

どうしても外出が必要なときは?
迂回ルートの事前チェックや
運行計画の見直しをお願いします。

スタックや事故は除雪作業の妨げや
渋滞の原因にもなります。

備えよう 冬道運転
控えよう 大雪運転



28
畑野温泉松泉閣は、国仲平野から遠く金北山を望
み、小佐渡の山々を背にした、穏やかな田園風景
に囲まれた源泉かけ流し温泉施設です。

畑野温泉 松泉閣

☎0259-66-4175
●お問い合わせ

●アクセス／ 両津港より車で約25分
●住所／佐渡市栗野江1810-2
●営業時間／ 11:00～20:00

木曜日のみ13:00～20:00
●料金／ 大人500円、子ども250円
●休館日／ 不定休

27
小木の港を一望できる絶景。PH9.54（加水なし）の
高水準アルカリ性温泉。とろりとした肌触りは、多
くの人に愛されています。

佐渡温泉「美肌の湯」

☎0259-86-1555
●お問い合わせ

●アクセス／ 小木港から車で約5分
●住所／佐渡市小木町1494-6
●営業時間／ 15:00～21:00
●料金／ 大人（中学生以上）500円、子ども250円、

未就学児無料
貸切風呂（定員4名様）1時間2,000円
毎月26日 風呂の日（入浴料金半額）

●休館日／ 水曜日（祝日の場合は翌日）
※夏季や年末年始は休館日の変更があることもございます

27

26

28

昭和初期から佐渡金銀山の増産拠
点となった施設で、掘り出した鉱石
を金銀とそれ以外に選別しており、
当時は、東洋一の規模を誇った。
2016年からライトアップスタート、
天空の城ラピュタを彷彿させる姿が
ライトアップされるとより幻想的に。
冬期は寒いので、長時間の滞在は
辛いが、雪景色のライトアップは一
見の価値あり!

北沢浮遊選鉱場ライトアップ
PICK UP イベント

●開催期間／ 
~2022/2/28
●住所／
佐渡市相川北沢町3-1
●時間／
17:00～22:00
●料金／無料

26

S A D O佐渡エリア

大潟スマート

上越

上越高田

新井スマート

中郷

妙高高原

信濃町
至長野↓

名立谷浜

能生

糸魚川

親不知

←至富山

柿崎

上信越自動車道
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1

頚城七谷桑取谷 桑取温泉!! 山里の大自然の中
で、思い切り深呼吸してみてください。きっと、心
と体を満たしてくれるはずです。

くわどり湯ったり村

☎025-541-2611
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 北陸道 名立谷浜ICから
車で約25分

●住所／上越市皆口601
●営業時間／ 10:00～21:00（20:00受付終了）
●料金／ 大人600円、小学生350円、

幼児100円
●休館日／ 木曜日（7月・8月・12月は無休）

2

2020年にリニューアルオープン。源泉かけ流
しの温泉は塩分濃度が高く体が温まると好評
です。

ゆきだるま温泉 日帰りの湯「久比岐野」

☎025-593-2041
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 北陸道 上越・柿崎ICから車で約40分
●住所／上越市安塚区須川4820
●営業時間／ 12:00～18:00（最終受付17:30）

土祝12:00～19:00（最終受付18:30）
●料金／ 大人（中学生以上）600円、小学生300円、

未就学児100円
●休館日／ 月曜日（祝日の場合は翌日）

6
棚田に囲まれた原風景広がる里山にある2種類
の泉質が楽しめる温泉宿。

ゑしんの里 やすらぎ荘

☎0255-78-4833
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 上信越道 新井スマートICから約20分、
北陸道 上越ICから約30分

●住所／上越市板倉区久々野1624-1
●営業時間／ 10:00～19:30
●料金／ 大人（中学生以上）550円、小学生350円、

幼児（未就学児）100円、
シニアパスポート（上越市内在住70歳以上）320円

●休館日／ 火曜日（盆、年末年始は除く）

7
大自然に囲まれた山間の宿 源泉掛け流しの温泉
で湯上り後は保温効果が持続します。四季折々
の風景が楽しめる露天風呂も魅力の一つです。

柵口温泉 権現荘

☎025-568-2201
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 北陸道 能生ICから車で約15分
●住所／糸魚川市大字田麦平26-1
●営業時間／ 9:00～19:00（最終受付18:30）
●料金／ 大人（中学生以上）600円、子ども（小学生）310円

未就学児（3歳以上）200円
●休館日／ 5月2週と11月末から12月1週で

各5日間の設備点検休館あり

5
妙高杉ノ原スキー場からすぐ近くにあり、ス
キー・スノボ帰りにおすすめ。無色透明でクセの
ないお湯が特徴。

杉野沢温泉「苗名の湯」

☎0255-86-6565
●お問い合わせ

●最寄りIC／上信越道 妙高高原ICから車で約10分
●住所／妙高市杉野沢2030
●営業時間／ 10:00～20:00

（季節によって営業時間が異なる。
スキーシーズンは水曜のみ15:00～20:00）

●料金／ 大人500円中学生以上、子ども300円、
未就学児無料

●休館日／ 水曜日（スキーシーズン無休）

4

越後焼山の麓よりこんこんと湧き出る湯は効能
豊かで美肌効果抜群の美人の湯として親しまれ
ています。

笹倉温泉 龍雲荘

☎025-559-2211
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 北陸道 糸魚川ICから車で約35分
●住所／糸魚川市大平5804
●営業時間／ 9:00～18:00（最終受付18:00）

※GW・お盆・年末年始は9:00～15:00
（最終受付14:00）

●料金／ 平日大人750円、幼児（3歳以上）～小学生以下500円
土日祝大人850円、幼児（3歳以上）～小学生以下500円

●休館日／ 不定休（事前にご確認下さい）

3
鵜の浜温泉街にあるプール付き日帰り温泉施設
で、露天風呂と日替わりのサウナや薬草湯が楽
しめる。また海の幸豊富な食事処も併設。

鵜の浜人魚館

☎025-534-6211
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 北陸道 大潟スマートICから
車で約3分、柿崎ICから車で約10分

●住所／上越市大潟区九戸浜241-8
●営業時間／ 10:00～20:00（最終受付19:30）
●料金／ 大人（中学生以上）600円、

小学生350円、未就学児100円、
シニアパスポート（上越市内在住70歳以上）350円、
障害者（障害者手帳ご提示）350円

●休館日／ 火曜日（祝日の場合は翌日）、12/31、1/1

1

上越エリア J O E T S U

↑至山形

朝日
まほろば

朝日三面
村上山辺里

村上瀬波温泉
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日本海東北自動車道

磐越自動車道
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北陸自動車道

朝日まほろばICに近く、国道7号線沿いに位置
する道の駅内にある入浴施設です。湯冷めしに
くく肌にまとわりつくような感触の湯が特徴で、
遠方から温泉目当てに訪れる方もいるほど好評
をいただいております。

朝日みどりの里 まほろば温泉

☎0254-72-6627
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 日東道 朝日まほろばICから車で約2分
●住所／村上市猿沢1215
●営業時間／ 10:00～19:00（最終入館18:30）
●料金／ 大人（中学生以上）500円、

子ども（小学生）250円、小学生未満無料
●休館日／ 臨時休業あり

（HPの営業日カレンダーをご確認ください）

19
R113沿い、道の駅関川に併設された日帰り温
泉施設です。Fitness Studioコラッシェも併設
されており、温泉とセットで健康な身体づくりを!

桂の関温泉ゆ～む

☎0254-64-1726
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 日東道 荒川胎内ICから車で約15分
●住所／岩船郡関川村大字下関1307-11
●営業時間／ 9:00～21:30
●料金／ 大人500円（中学生以上）、子ども300円、

4才未満無料
●休館日／ 第3水曜日（休日の場合は翌日）

20 咲花温泉「翠玉の湯 佐取館」21
阿賀野川の河畔に位置する咲花温泉の宿。特徴
のエメラルドグリーンの硫黄泉は弱アルカリ性
で保温と保湿力の高い美肌の湯。展望大浴場
からの眺めも格別。

☎0250-47-2211
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 磐越道 安田ＩＣから国道49号線経由
車で約12分

●住所／五泉市佐取3008
●営業時間／ 11:00～15:00（最終受付14:00）
●料金／ 大人1,000円（中学生以上）、

子ども500円
●休館日／ 無休

新胎内温泉「美肌の湯」22
胎内スキー場からすぐ近くにあり、スキー・スノ
ボ帰りにおすすめ。無色透明で硫黄臭のしない
餡かけのようなお湯が特徴です。

☎0254-48-2211
●お問い合わせ

●最寄りIC／日本海東北道 中条ICから車で約20分
●住所／胎内市夏井1191-3
●営業時間／ 11:00～ ※最終受付時間はシーズンにより

変わります。（毎週月曜日は清掃日の為、営業
時間が変わりますのでお問合せ下さい。）

●料金／ 大人800円、小学生400円
未就学児無料

●休館日／ 12/6・7、12/13・14
※詳しくはウェブサイトにてご確認ください

エメラルドグリーンが特徴的な硫黄含有量全国
2位の濃厚硫黄泉。弱アルカリ性の滑らかな泉
質は古い角質を除去してくれる美肌の湯。

月岡温泉ホテルひさご荘

☎0254-32-3111
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 日東道 豊栄新潟東港ICから車で約15分
●住所／新発田市月岡温泉552-16
●営業時間／ 11:00～14:00（最終入館13:00）
●料金／ 大人900円、小学生以下450円
●休館日／ 不定休

23
雄大な眺望が開ける大露天風呂、大人から子供
まで手軽に楽しめる足湯など多種多様な温泉浴
を心ゆくまでご満喫いただけます。

弥彦桜井郷温泉 さくらの湯

☎0256-94-1126
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 北陸道 三条燕ICから車で約35分
●住所／西蒲原郡弥彦村麓1970番地
●営業時間／ 10:00～21:00
●料金／ 大人1,000円、子ども570円
●休館日／ 点検の為、年間5日間程度お休み

させていただきます。

24 大観荘 せなみの湯25
日本海に面した瀬波温泉は夕陽の美しさで知ら
れ、その夕陽が湯面に溶け込む渚の露天風呂が大
好評。季節の情緒を大切にしたリゾート和風館。

☎0254-53-2131
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 日本海東北道
神林岩船港ICから車で約10分

●住所／村上市瀬波温泉2-10-24
●営業時間／ 平日限定 12:00～16:00

（最終受付15:00）
●料金／ 大人1,000円

子ども 大人と同料金（3才未満は無料）
●休館日／ 不定休

下越エリアK A E T S U

五十沢温泉ゆもとかん8
雄大な山々に囲まれながら、ゆったりと時間の流
れを忘れ心身ともにリラックス。源泉かけ流し、硫
黄の香り漂うアルカリ性単純泉が特徴。

☎025-774-2876
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 関越道 六日町ICから車で約10分
●住所／南魚沼市宮17-4
●営業時間／ 10:00～20:00

※新型コロナウイルスの三密対策の為、宿
泊人数によってお入れできないことがあり
ます。お問合せの上ご来館下さい。

●料金／ 大人700円、子ども（中学生未満）500円
●休館日／ 不定休

自家源泉かけ流し温泉は茶褐色のにごり湯で肌
にやさしく、ぬるま湯ですがあたたまります。

越後浦佐温泉 旅館てじまや

☎025-777-2214
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 関越道 大和スマートICから車で7分、
六日町ICから車で15分

●住所／南魚沼市浦佐218-1
●営業時間／ 14:00～21:00（最終受付20:00）
●料金／ 大人600円、子ども（3歳～小学生）300円、

幼児無料
●休館日／ なし

9 貝掛温泉10
山と川に囲まれた越後湯沢の老舗温泉宿。湯沢
ICから約15分とアクセスもよく、眼病に効く秘
湯（目の温泉）は、豪快な源泉掛け流し。

☎025-788-9911
●お問い合わせ

●最寄りIC／関越道 湯沢ICから車で約15分
●住所／南魚沼郡湯沢町三俣686
●営業時間／11:00～15:00（最終受付14:00）
●料金／ 平日1,000円、土日休前日1,200円

子ども（小学生）は半額
●休館日／なし

日本三百名山粟ヶ岳が最も美しく望める日帰り
温泉。夜は加茂和紙のあかり灯り、お食事は七
谷の新鮮な食材を使った料理が楽しめます!

加茂七谷温泉 美人の湯

☎0256-41-4122
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 関越道 燕三条ICから車で約50分
●住所／加茂市宮寄上（みやよりかみ）13-1
●営業時間／ 10:00～21:00（最終受付20:30）
●料金／ 10:00～17:00 大人800円（中学生以上）、

子ども（小学生）300円、未就学児無料
17:00～ 大人600円、子ども200円
※バスタオル、フェイスタオル入浴料金込み

●休館日／ 第2、第4水曜日、12月31日

11
全身浴や部分浴、寝湯、気泡浴などの多種のお
風呂と温泉プールが利用できる水着着用のバー
デソーンと男女別の内湯からなる温泉を利用し
た健康増進施設。

クアハウス津南

☎025-765-3711
●お問い合わせ
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●最寄りIC／ 関越道 塩沢石内ICから車で約40分
●住所／津南町大字芦ヶ崎乙203
●営業時間／ 14:00～20:30（最終受付20:00）
※2022/1/9より日曜日のみ10:00～20:30
●料金／ プール+内湯 大人1,000円、小人500円

内湯 大人500円、小人300円
●休館日／ 水曜日、元日、臨時休館あり

13
源泉かけ流しの温泉は、肌がツルツル、ぽかぽか
と温まる。貸切の家族風呂や足湯もあり施設も
充実。（※足湯は冬季休業）

千手温泉 千年の湯

☎025-768-2988
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 関越道 六日町ICまたは
越後川口ICから車で約30分

●住所／十日町市水口沢121-7
●営業時間／ 10:00～22:00（最終受付21:30）
※2022/1/1～2/28は10:00～21:00（最終受付20:30）
●料金／ 大人600円、小学生300円、幼児無料
●休館日／ メンテナンスのため春と秋に

2日ずつ臨時休館あり

石打丸山スキー場ハツカ石ゲレンデまで徒歩8分! 
魚沼を一望できる天然温泉露天風呂で疲れを癒
し、リラックスしたひとときをお過ごし下さい。

ハツカ石温泉 石打ユングパルナス

☎025-783-7888
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 関越道 湯沢ICから車で約10分
●住所／南魚沼市石打土堂946
●営業時間／ 5:30～23:00

（8時～10時は清掃の為利用不可）
●料金／ 大人900円、小学生300円、幼児無料
●休館日／ メンテナンスの為、春と秋に5日程度

休館日あり

14
小出インターから車で5分。スキー場と隣接して
おり遊び疲れた身体もすぐに癒せます。ゲレン
デでとれた地粉の十割そばがおすすめ。

日帰り温泉 ゆ～パーク薬師

☎025-792-5554
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 関越道 小出ICから車で約5分
●住所／魚沼市七日市新田643-1
●営業時間／ 10:00～20:30（最終受付19:30）
●料金／ 大人650円、子ども（3歳～11歳）400円
●休館日／ 水曜日（祝日の場合は翌日）

15
にいがた景勝100選にも選ばれた、八木ヶ鼻を
眺めながらの入浴は癒し効果抜群です。当館自
慢の絶景露天風呂をお試しあれ!

八木ヶ鼻温泉 いい湯らてい

☎0256-41-3011
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 北陸道 三条燕ICから車で約40分
●住所／三条市南五百川16番地1
●営業時間／ 10:00～22:00（最終受付21:15）
※2022/1/4～3/31は21:00閉館（最終受付20:15）を予定しています。
●料金／ 大人（中学生以上）900円、

子ども（小学生）600円、未就学児無料
※17:00以降は、大人・子どもともに200円引きです。
※上記料金には、タオルセット（バスタオル・フェイス
　タオル）が含まれています。
●休館日／ 原則として第3水曜日と大晦日
12/15㈬、12/16㈭、12/31㈮、1/19㈬、2/16㈬ ※3月は無休
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長岡の奥座敷として150年以上親しまれてきま
した。とろとろの「美肌の湯」が自慢の宿です。

よもぎひら温泉 和泉屋

☎0258-23-2231
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 関越道 長岡南越路スマートICから
車で約19分

●住所／長岡市蓬平町甲1508番地2
●営業時間／ 受付時間14:00～18:00
●料金／ 大人1,100円、子ども600円、

2歳以下無料（ハンドタオル付）
●休館日／ 不定休
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日本名水百選「竜ヶ窪」のそばに湧く天然温泉
と、名水の水風呂を堪能できます。自家製唐揚
げが話題のレストランや農産物産直所も。

竜ヶ窪温泉 竜神の館

☎025-765-5888
●お問い合わせ

●最寄りIC／ 関越道 湯沢ICから約40分
名水「竜ヶ窪」から約2分

●住所／中魚沼郡津南町谷内7031
●営業時間／ 10:00～21:00（最終入館20:30）

※季節によって変更することがあります
●料金／ 大人（中学生以上）650円、小学生350円、

未就学児200円 ※2歳以下のお子様無料
●休館日／ 火曜日 ※祝日や繁忙期の場合には営業、

振替休業あり（季節によって変更もあり）
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塩沢石打

大和スマート

上り 下り

北陸道

黒
埼
Ｐ
Ａ 黒海苔ラーメン

920円（税込）
黄金桃パウンドケーキ
864円（税込）

生姜醤油ラーメン
800円（税込）

こわれまめてん各種（150g）
453円（税込）

北陸道

栄
Ｐ
Ａ

背脂ラーメン
880円（税込）

六角凧サブレー
972円（税込）

新潟タレカツ丼
830円（税込）

クリュリング
各230円（税込）

関越道

山
谷
Ｐ
Ａ 山谷ラーメン

660円（税込）
ひげにんにくパウダー
600円（税込）

えび天そば
480円（税込）

黄金フィナンシェ
977円（税込）

関越道

谷
川
岳
Ｐ
Ａ もつ煮そばセット

980円（税込）
太助饅頭（8個入）
860円（税込）

もつ煮定食
780円（税込）

栗最中（5個入）
1,600円（税込）

関越道

越
後
川
口
Ｓ
Ａ

栃尾の油揚げ
700円（税込）

あねさわっぱ飯
1,200円（税込）

南蛮エビ煎餅
かき揚げ仕立て（15枚入）
864円（税込）

へぎ蕎麦
1人前850円（税込）

2人前1,700円（税込）

北陸道

名
立
谷
浜
Ｓ
Ａ

タレカツ丼
うめぇっちゃ佐渡

ルレクチェと佐渡バター
800円（税込） 702円（税込）

タレカツ丼
かけそばセット

うめぇっちゃ佐渡
佐渡もずくとうにのり

1,150円（税込） 864円（税込）

佐
渡

佐
渡

磐越道

阿
賀
野
川
Ｓ
Ａ

越乃黄金豚カツ丼(味噌汁)
安田牛乳

塩キャラメルケーキ
1,000円（税込） 999円（税込）

喜多方らーめん（あっさり）
730円（税込）

小町レモン
230円（税込）

関越道

塩
沢
石
打
Ｓ
Ａ

雪国まいたけ天そば・うどん
石打まんじゅう
（10個入）

680円（税込） 864円（税込）
越後のあわ雪
864円（税込）

松月 薄荷糖
324円（税込）

北陸道

蓮
台
寺
Ｐ
Ａ 味噌らーめん

メープルコーン
ソフトクリーム

780円（税込） 270円（税込）
とん太味噌NEO 大糸チーズ

195円（税込）980円（税込）

北陸道

越
中
境
Ｐ
Ａ 富山ブラックラーメン

きときと白えび
せんべい（16袋入）

700円（税込） 972円（税込）
白えびかき揚げそば ほたるいかの沖漬け

648円（税込）620円（税込）

北陸道

米
山
Ｓ
Ａ 朱鷺の巣ごもり（大）

1,404円（税込）
鯛めし鯛茶御膳
1,520円（税込）

うめぇっちゃ佐渡
ルレクチェのジャム
648円（税込）

佐
渡

佐
渡

背脂ラーメン
920円（税込）

上信越道

妙
高
Ｓ
Ａ

妻有ポークの
バジル塩糀丼 バジル塩糀

864円（税込）1,000円（税込）
黒醤油磯のりラーメン
850円（税込）

もふもふにゃんじゅう
（8個入）
768円（税込）

RecommendedMenu

※2021年12月1日現在のものです。予告なく掲載メニューの販売中止、価格などの変更となる場合がございます。
※一部商品は、テイクアウトと店内飲食で価格が変わる可能性があります。

地元のメニュ
ー・おみやげをお楽しみいただけます
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