いんでっくす
＝食べる

＝買う

＝見る

＝体験
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石田屋

石田さん

いしだや

食

はらこ丼・海鮮料理が美味しいお宿

と

︵まち巡り 店舗紹介︶

細やかなおもてなしが評判の石田屋さん。駅の目の前とあって、多
くの 方 に 利 用 さ れて い ま す。村上 の 郷 土 料 理 や 魚 介を 使った メ

技

みおもて定食 1,900円（税込）

ニューが楽しめるお食事処としても人気！中でも村上の鮭を堪能で
きるみおもて定食は、はらこ丼、酒びたし、塩引き鮭と鮭三昧！味の
しみた昆布巻きにも鮭が♪ぜひ味わってみて！

平成23年新築オープン！
（夕食は雰囲気の良いカウンターで美味しい郷土料理を！）
【宿泊】1泊朝食付き6,800円〜。
みおもて定食1,900円、はらこ丼1,500円、刺身定食1,300円 （すべて税込）

☎0254ｰ53ｰ2016

きっと出逢える素敵なところ ！

おもてなしの宿

むらかみ の

2

村上は食べ物が美味しいところ！鮭料
理をぜひ召し上がってみてください。

HP

住所▶村上市田端町10ｰ24
時間▶
【平日】
11：00〜14：00／17：30〜20：30
【休日】
11：00〜15：30
定休日▶不定休 駐車場▶10台 席数▶食堂20席・座敷40席

3

夜中にコーヒー1杯でも、
お気軽にどうぞ！

1

お酒とコーヒーと音楽の店

楽

がくや

屋

青山さん

ジャズなどのレコードをたえず回しています

自慢の麻婆豆腐を食べに来て
ください。
お待ちしています！

中華食堂

リ ン

斉藤さん

りん

気軽に気楽に、本格中華！

ギネスビール（樽生）1パイント 900円（税込）
村上駅前で夜な夜なジャズなどのレコードを回す楽屋さん！コアな
雰囲気が漂っていますが、席料なしの明朗会計のお店です。定期的

麺類やご飯物、一品料理まで種類豊富な中華食堂！気さくな雰囲気
の入りやすいお店ですが、お味は本格的。本格四川料理のコースメ

にライブも開催され、間近でプロの演奏や歌を聴けるとあって、音
楽 好 きが集います♪また、数 え切れない 程 の曲が並ぶリクエスト
ノートからお好みの曲をオーダーすることも！

ニューもあり♪中でも人 気なのが、10種 類以 上の香辛料が入った
とろとろ食感が魅力の麻婆豆腐を使ったメニュー！辛さの中に広が
る旨みに、リピーターになること間違いなし！

コーヒー400円、サッポロラガー（中瓶）600円、、ブラックニッカ500円、
カクテル全種600円、お茶漬けパスタ600円 （すべて税込）

本格麻婆担々麺960円、本格麻婆豆腐810円、エビチリ850円、五目タンメン
760円、豚肉飯790円、唐揚げ650円、春巻き（1本）170円、週替わりランチ、
今月のオススメ料理など （すべて税込）

☎0254ｰ53ｰ1078

☎0254ｰ53ｰ5321

HP

住所▶村上市田端町10ｰ22 瀬波タクシービル2階
時間▶18：00〜0：00
定休日▶毎週火曜日・第1水曜日
駐車場▶無し 席数▶22席

13

HP

住所▶村上市田端町10ｰ28
時間▶11：00〜14：00／17：00〜21：00（金・土は〜22：00）
定休日▶水曜日、月1回不定休有り
駐車場▶4台 席数▶34席

6

看板犬の4代目ハナコも
コメント
お待ちしています♡

4

WINE BUTIQUE Hirama

平間酒店

trattoria

360°

平間さん

ひらまさけてん

気軽にピザやワインを
楽しみに来てください！

オーナーシェフ 佐藤さん

さぶろく

村上の地酒に年代物のワインも豊富♪

村上で気軽にイタリアン♪

看板犬のハナコ

おまかせ前菜盛り合わせ

マルゲリータピザ

村上駅前で、地酒『〆張鶴』や『大洋盛』をはじめ、種類豊富な年代
物のワインなどを販売しています！本場フランスのワインも多く、

村上駅から徒歩1分！イタリアンのお店ながら、地元の食 材をふん
だんに使ったお店です。入口からすぐに見える石窯で焼くピザを始

生まれた年のワインをお探しの方は、こちらで出会えるかも！？ま
た、4代目となる看板犬、マルチーズのハナコもお出迎え♪ワンちゃ
ん好きの方はぜひお立ち寄りください！

め、パスタ、前菜、お肉、お魚、デザートなどの料理も皆様に楽しん
で頂けるよう用意をしているそう。料理に合わせたお手頃なワイン
も数多くあるので、お好みの料理と合わせて味わって！

ワイン、地酒、洋酒、ビール、その他
※各種ギフト承ります

マルゲリータピザ1,250円、アマトリチャーナススパゲティ1,000円、おまかせ前
菜盛りあわせ1,000円、村上牛のステーキ3,800円、プレミアムモルツ（生）550
円、グラスワイン（白、赤）500円 （すべて税込）

☎0254ｰ52ｰ2548

☎0254ｰ62ｰ7369

住所▶村上市田端町9ｰ41
時間▶9：00〜20：00
定休日▶日曜日（不定休）
駐車場▶1台

住所▶村上市田端町9ｰ40
時間▶【ランチ】12：00〜14：00（LO）
【ディナー】17：30〜22：00（LO）
定休日▶火曜日 駐車場▶2台 席数▶25席

館内のパブ、
『トーク』も
ぜひご利用ください！

7

米弥旅館

5

はらこ丼は大変脂が乗って
います。是非ご賞味ください。

大衆割烹

味

齋藤さん

よねやりょかん

あじさく

アットホームでゆっくりできるお宿です

HP

作

女将 萩原さん

村上駅から徒歩１分！ 新鮮な海の幸ございます！

パブ『トーク』

はらこ丼

岩のりおにぎり

素泊まり専門の、家庭的なお宿！大通りからは少し奥まったところ
にあり、静かな場所でゆっくりと寛ぐことができます。お部屋は8人

ハラコ丼は、1粒、1粒が大粒のハラコで脂がたくさん乗っており市
内外を問わずリピーターが多数いるとのこと！また、村上産天然岩

程が泊まれる大部屋もあるので、大人数もOK！村上駅から徒歩1分
という立地の良さと、リーズナブルなお値段で、旅行やお仕事など
幅広く利用しやすいのも魅力です！

のりと大きなたらこを贅沢に使った「岩のりおにぎり」もおすすめ！
お昼はランチ、夜は割烹に変わり、村上の郷土料理から、定 食、丼
物、うどん、そばもあるので食べたいものに困ることなし！

素泊まりのみ 1泊お1人様3,500円
（すべて税込）

幼児（幼稚園まで）2,000円

はらこ丼1,600円、おまかせ定食（上）
1,600円（並）
1,100円、岩のりおにぎり
680円 （すべて税込）

☎0254ｰ53ｰ2344

☎0254ｰ52ｰ6230

住所▶村上市田端町10ｰ16
時間▶16：00〜23：00
定休日▶不定休
駐車場▶6台 定員▶15名

住所▶村上市田端町9ｰ23
時間▶11：00〜13：30／17：00〜22：00（LO）
定休日▶不定休
駐車場▶7台 席数▶1階30席 2階50席（予約のみ）

＝食べる

＝買う

＝見る

＝体験

＝飲む

＝泊まる

14

10

村上のお酒・鮭・ご紹介します！
お気軽にお立ち寄りください♪

酒のきっかわ

8

瀬波の夕日を駅前で♪村上の酒・鮭そろってます
①

扇屋カフェ

吉川さん

さけのきっかわ

常時7種ほどの手作りアイスを
ご用意しています！

おうぎやかふぇ

スタッフの山口さん

モダンなリノベート旅館でティータイム♪

②

③
村上の美味しい地酒『〆張鶴』
『大洋盛』をメインに、県産ワインや
村上産天然甘酒等豊富な品揃え！合わせてお土産にしたい村上 味匠
㐂っ川の鮭加工品も各種有り。また、店主が撮影した瀬波海岸に沈
む夕日の写真も数多く展示されており、天気や時間の都合で夕日を
見ることができなかった方にも喜ばれています！

ナブルな価格帯で人気！スイーツはアイスまで全て手作りで、甘すぎ
ず上品な味わい。心落ち着く時間を過ごせます♪

①〆張鶴各種②人気の天然麹甘酒。天然の甘みで、すっきりした飲みやすい美
味しさ！健康にも◎♪③地域限定酒の大洋盛 紫雲（特約店） 新潟県産ワイン、
鮭製品、大洋盛のおつまみなど

ランチ900円、アメリカーノ380円、村上雪国紅茶350円、ティラミス450円、
デザート3種盛り合わせ650円、手作りアイス各種350円、他
（すべて税込）

☎0254ｰ53ｰ3576

☎0254ｰ53ｰ2167

住所▶村上市田端町10ｰ6
時間▶9：30〜18：30
定休日▶水曜日、他不定休有り
駐車場▶お問い合わせ下さい

住所▶村上市田端町10ｰ15
時間▶11：00〜16：00／18：00〜22：00
定休日▶月曜日・日曜日の夜
駐車場▶20台 席数▶30名

11

15時〜はアイスなどのテイクアウト
専門メニューもあります！

Titto bakka
ちっと ばっか

オーナーの中西さん

ご飯もお酒も♪バル感覚で利用できるカフェ

本日のランチ 900円（税込）

15

リノベートさ れ た 築 8 0 年 の 老 舗 旅 館 の 一 角で 営 ま れて い るカ
フェ。どこか懐かしい雰囲気と洗練された空間で、グッドデザイン
賞も受賞！お料理はどれも美味しく、本格的でありながらもリーズ

9

お求めやすい価格で
本格中華をご提供します

中華料理

福来軒
ふくらいけん

店主 佐藤さん

創業60年！村上で愛される中華と言ったらここ！

自家製焼き餃子

担々麺

大きな窓に、各所に飾られた観葉植物やテントが開放感を演出！お
洒落な雰囲気はもちろん、地元野菜たっぷりの日替わりランチやパ
フェ、テイクアウトなど、メニューも充実でおいしいものばかり♪ま
た、夜は豊富なアルコールとタパスでバルとしても利用でき、1日を
通し様々な楽しみ方ができるお店です！

中華料理の定番料理をメインにしたメニューがズラリ！麺類は種類
が豊富で特に担々麺と五目ラーメンが人気です。もちろん、ご飯モノ

パスタ、ドリア、カレー、ピザ、グラタン、トースト、ハニートースト、パフェ、ワッ
フル、ドリンク各種

担々麺680円、五目ラーメン730円、自家製焼き餃子450円（5コ）
、270円（3
、麻婆豆腐650円、五目あんかけ焼きそば880円、生ビール（中）600円、日
コ）
替りランチ（平日のみ）650円 （すべて税込）

☎0254ｰ53ｰ5150

☎0254ｰ53ｰ2272

住所▶村上市田端町1ｰ25 田端ビル１F
時間▶11：30〜14：00／15：00〜18：00／18：00〜0：00
定休日▶不定休
駐車場▶3台 席数▶29席

住所▶村上市田端町10ｰ8
時間▶11：00〜15：00／17：00〜20：00
定休日▶第2、第4、第5木曜日
駐車場▶無し 席数▶32席

や平日はお得なランチもあり。店自慢の自家製餃子は皮も具も手作
りでジューシー＆ビッグ！また、麻婆豆腐は山椒がピリリと効いて食
欲をそそる一品です。生ビールなどアルコールとの相性も抜群です。

落ち着いた雰囲気で、女性
1人でもゆっくりできます！

14

12

らーめんみそ膳 村上店
らーめんみそぜん

中国料理

揚子江

小池さん

むらかみてん

種類豊富なチャーハン、
ぜひ食べてみてください！

石田さん

ようすこう

村上でみそら〜めんならココ！

麺・ご飯から一品料理、宴会料理まで♪

五目チャーハン 850円（税込）
日本全国の様々なみそラーメンを、8種類も取りそろえている、み
そ好きにはたまらないお店！それに加え、地元笹川流れの塩を使っ

創業65年の中華料理のお店！メニューが豊富で、一品料理から宴
会料理まで幅広く提供しています。中でも揚子江さんの代名詞的一

た塩ラーメンや、昔ながらのあっさり中華そば、期間限定の季節メ
ニューも！小上がりもあり、家族連れにもオススメ♪平日大盛り無
料などのサービスも嬉しいところです！

品は、種類豊富なチャーハン！人 気の五目チャーハンは、具とご飯
が混ぜてあるのではなく、上にかかっているのが特徴的。若者から
ご年配の方まで多くの方に愛されるお店です♪

当店のオススメ№1！札幌みそラーメン740円
野菜たっぷり！野菜みそラーメン880円
ハイみそラーメン・西京味噌ラーメン各740円 （すべて税込）

チャーハン・半ラーメンセット900円（平日のみ）
、小籠包350円、
フカヒレチャーハン1,200円、その他、スープ、ラーメン、一品物など
（すべて税込）

☎0254ｰ53ｰ4044

☎0254ｰ52ｰ2657

住所▶村上市飯野西4ｰ12
時間▶11：00〜14：00（LO13：30）／17：00〜0：00（LO23：00）
【日曜･祝日】11：00〜22：00（LO21：30）
定休日▶毎週火曜日 駐車場▶9台 席数▶26席

住所▶村上市田端町1ｰ36
時間▶11：00〜14：00／17：00〜20：30
定休日▶第1・第3月曜日（変動有り）
駐車場▶4台 席数▶25席

ジャズが流れるアートな店！
ぜひお気軽に寄ってください！

15

肴町主食

やおきん

深田さん

さかなまちしゅしょく

期間限定で他県の伊勢丹・
三越にも出店しています！

13

鈴木さん

やおきん

五つ星お米マイスターが選んだコシヒカリ！

ウワサの村上厳選素材バーガーを食べに行こう！

地元こだわりのお米を、全国に向けて販売しています。地元岩船産
をはじめ、魚沼産などのとっておきのお米が続々入荷中！全国一口
5 キロ 以 上で、送 料 520 円と手 軽な お値 段 で 発 送してくれます！

村上牛を使ったコロッケやメンチカツ、焼味噌などを手作りしてい
ます！味付けにも地元の調味料が使われているのが魅力♪特に人気

（沖縄を除く）店先では、リアルな手作りのカカシもお客様をお出
迎え！カメラの準備を忘れずに♪

なのが、村上牛のメンチカツを使ったハンバーガー！ジューシーで濃
厚な村上牛のメンチカツに、味噌ベースのソースがベストマッチ！老
若男女問わず大人気！ぜひ食べてみて！

お米、雑穀、お餅、漬物、麺類、あごだし、白いダイヤ（塩）、米サラダ油、塩麹
各種、元祖ふりかけ多数

村上牛コロッケ、村上牛メンチカツ、村上・牛ぎゅっとバーガー、村上牛焼味噌

☎0254ｰ52ｰ3080

☎0254ｰ52ｰ2420

住所▶村上市肴町5ｰ1
時間▶9：00〜19：00
定休日▶日曜日
駐車場▶10台

住所▶村上市田端町4ｰ5
時間▶9：00〜19：00
定休日▶不定休
駐車場▶無し

＝食べる

＝買う

＝見る

＝体験

＝飲む

＝泊まる

HP

16

笑顔になれる美味しい
コメント
お酒あります♪

18

酒のかどや

16

ほんませともの

燗晩娘 岩田さん

さけのかどや

大毎の名水で淹れるコーヒー・
抹茶で一服していってください！

こだわりの新潟清酒と本格焼酎が楽しめるお店！

本間さん

ほんませともの

せとものの良さを皆様にお伝えします！

13代人間国宝 今右衛門
村上の２大地酒、
『〆張鶴』と『大洋盛』をはじめ、店主が厳選した
新潟清酒と、九州の本格焼酎、和リキュール等が整然と並ぶ専門店
です。また、様々な色柄の風呂敷も揃っており、風呂敷を使ったラッ
ピングは贈り物にぴったり！笑顔のあふれる優しい女性スタッフが
迎えてくれますよ♪

茶碗や湯飲みなどの生活用品から、清水焼や有田焼の名品まで幅
広く揃えたお店です。特に、ご主人自ら京都へ赴き仕入れをすると
いう清水焼の品揃えは、村上でもNo.１！また、希望者には大毎地区
の名水を使って淹れるコーヒーや抹 茶を名器で飲ませてもらえる
サービスも！実際に使って違いを実感してみて♪

村上の地酒、こだわりの新潟清酒、本格焼酎、和リキュール、風呂敷各種

清水焼、有田焼等の名品、茶碗、湯飲み、ティーカップ、急須、皿、ガラス器、花
瓶、鍋、やかん、他

☎0254ｰ53ｰ4002

☎0254ｰ52ｰ2607

HP

住所▶村上市大欠3ｰ1
時間▶8：30〜19：00
定休日▶無し
駐車場▶30台

住所▶村上市肴町14ｰ13
時間▶9：00〜18：00
定休日▶不定休
駐車場▶6台

駅から近いので、電車の待ち時間
コメント
などに気軽においでください！

19

鈴木漆器店

安心は美味しさ！
ぜひいらしてください！

17

松籟庵

角

鈴木さん

すずきしっきてん

創業昭和39年！駅から一番近い堆朱店です

銀

せいあん

製餡から心を込めて

楽がん 1箱10個入り1,512円（税込）

鮭サブレ 5枚入り648円（税込）

村上市の伝統的工芸品・村上木彫堆朱のお店。本来分業である『彫
り』と『塗り』の工程を一貫して行っているのが特徴です！オリジナ

ひとつひとつ丁寧に作られ、主役級の存在感を放つお菓子たち！特
にこだわっているのが、自家製の餡子。お店一番人気の抹茶風味の

ル商品なども多数 有り、伝統の中にも新しさが光るぐい飲みや手
鏡、アクセサリーなど、幅広い年代に人気♪商品のオーダーも受け
てくれます！ご贈答にいかがですか？

落雁にも、自家製のこし餡がたっぷり♪本物の鮭が入ったサブレや、

卓上器、茶器、花器、お盆、箱物、アクセサリー、小物、オリジナル商品など

楽がん（落雁）
、鮭サブレ、地酒羊羹、あん玉、しあわせ最中、プラリネ等

☎0254ｰ52ｰ4443

☎0254ｰ52ｰ3811

住所▶村上市肴町8ｰ10
時間▶9：00〜17：00
定休日▶不定休
駐車場▶1台

17

川村さん

かどぎん

HP

村上の地酒を使った羊羹は、お土産に喜ばれること間違いなし！プ
ラリネ等の洋菓子も美味しいお店です！

住所▶村上市肴町6ｰ23
時間▶9：00〜18：00
定休日▶毎週月曜日
駐車場▶2台

HP

登録有形文化財の町屋
コメント
造りも見学できます！

22

濃厚なおいしさの村上茶アイス。
ぜひ食べてみてください！

20

山上染物店

お茶の常盤園

山上さん

やまがみそめものてん

矢部さん

おちゃのときわえん

「北限の茶処」はふるさとの色

こだわりの緑茶・紅茶に、村上茶アイスも

村上茶アイス 250円
手間ひまを惜しまず伝統的な染め方を守る染物屋さん。法被や手
ぬぐい等に加え、神社の大のぼりなども手染めしています。人気の

茶畑を育てるところから仕上げまで、心を込めて行っている常盤園
さん。そのお茶は、渋みと甘みのバランスが良く、豊かな香りと味に

手ぬぐいは伝統的な柄の他、色鮮やかに染められた鳥や猫など、モ
ダンなオリジナルの絵柄も多数！また、村上茶を使った全国でも珍

癒やされます。自園で作った村上茶を使ったカップアイスも新しく
登場！村上 茶 の風 味 が 楽しめる、口当たり滑らかで 濃 厚 なおいし
さ！お土産にも喜ばれること間違いなし♪

しい茶染めも行っており、体験もできます♪

【染め物体験】
村上茶染めコースター600円、ハンカチの絞り染め（5名様以上）
1,600円
※要予約、幼児〜ご年配の方まで気軽に参加してもらえます！

☎0254ｰ52ｰ3570

煎茶常盤園（100g）
1,080円、煎茶花乃園ティーバッグ（3g 20P）648円、ほ
うじ茶（200g）432円、村上紅茶（50g）540円 （すべて税込）

☎0254ｰ52ｰ2024

HP

住所▶村上市肴町2ｰ17
時間▶9：00〜12：00／14：00〜17：00
定休日▶不定休
駐車場▶1台 定員▶約20名

住所▶村上市肴町3ｰ30
時間▶9：00〜18：00
定休日▶9月〜4月の第2日曜日
駐車場▶5台

飲みたいお酒、いっしょに
選びましょう！

23

PAS☆TiME
パスタイム

HP

21

店の見学だけでも
お気軽にどうぞ！

木工・竹製品

ゑびす屋

石田さん

えびすや

石栗さん

世界のビールや様々なお酒が飲める店！

様々な木工品、ご注文に応じてお作りします！

世界のビールを60種以上揃え、カクテルやウイスキーなどドリンク
が充実！営業時間も長く、１次会、２次会、３次会といつでも使えま
す。リーズナブルな価格帯で、席料もなし！女性１人でも気軽に立ち
寄れる楽しい雰囲気で、
『ビアフェス』などのイベント等も随時開
催♪仲間を誘って遊びに行ってみて！

民芸品から生活用品まで、木の温もりを感じる様々な木工品が展示
されています。店の見学は無料で、気に入った物は購入・オーダーも
できます！特に人気なのが、繊細な職人技が光る竹とんぼ！まるで

世界のビール60種以上 550円〜
カクテル・ウイスキー 500円〜
フード 300円〜 （すべて税込）

竹とんぼ、茶卓、まな板、しゃもじ、靴べら、臼・杵、せいろ、升、花瓶など木工品
全般

☎0254ｰ62ｰ7837

☎0254ｰ53ｰ3385

HP

住所▶村上市飯野3ｰ10ｰ5
時間▶18：30〜1：00
定休日▶不定休
駐車場▶5台 席数▶50席

＝食べる

＝買う

＝見る

本物のとんぼのような作りと鮮やかな色に惚れ込む人続出！一見の
価値ありなので、ぜひ遊びに行ってみて♪

住所▶村上市肴町1ｰ8
時間▶8：00〜18：00
定休日▶無休
駐車場▶15台

＝体験

＝飲む

＝泊まる

18

26

天ざるそばが
オススメです！

24

そば処

桧木屋
村上でそばを食べるなら桧木屋へ！

南鳥

さうすばーど

大槻さん

ひのきや

屋久島特産クセの無い芋焼酎「三岳」、モルト原酒とグレーン原酒を
ブレンドし、熟成させた「フロム・ザ・バレル」がおすすめです！

井上さん

さうすばーど

本格的な焼き鳥を村上で楽しめる！

へぎそば
この道一筋43年のおそば屋さん！様々なメディアに取り上げられ、
県内外から多くの方が訪れます。最高のそば粉を使って作る、十割

大ぶりで食べ応え抜群の、本格的な焼き鳥店サウスバード。その名
の通り、南線通りの焼き鳥屋。「やわらかいハツ」「脂がのっている

に近い絶妙な美味しさのそばにはファン多数！人気の天ざるの天ぷ
らは注文が入ってから揚げるので、揚げたてサクサク♪新潟伝統の
へぎそばもオススメですよ！

ハラミ」「ボリュームたっぷりの砂肝」「女性に超人気のトマト巻き」
「クセのないレバー」が自慢。焼き鳥の他に、
「もつ煮込み」「おで
ん」はお店の人気商品。是非一度食べにおでかけください！！

天ざるそば・うどん1,000円、へぎそば（3〜6人分）1,800円〜3,410円、コロッ
ケそば730円、カルビそば730円、カツカレー950円、カツ丼800円
（すべて税込）

焼き鳥1本100円（税別）〜、店長オススメ！大きなレバー、トマト焼き、自家製四
川麻婆豆腐、特製卵焼き、ホッピーなど

☎0254ｰ53ｰ5547

☎090ｰ5556ｰ1476

住所▶村上市鍛冶町2ｰ12
時間▶11：00〜14：30／17：00〜22：30
定休日▶元日
駐車場▶6台 席数▶47席

住所▶村上市飯野2ｰ8ｰ20
時間▶17：30〜22：30
定休日▶日曜・祝日
駐車場▶3台 席数▶24席

27

当工房で作られた品々を見に、
ぜひお立ち寄りください！

堆朱のふじい

店主の小林さんご夫婦

ついしゅのふじい

村上木彫堆朱の専門店！

25

HP

専門店ならではの村上牛の
お食事も提供しています！

美食や

やま信

社長の遠山さん

やましん

村上牛専門、正規販売店！

村上牛べこ串 750円（税別）
創業90年になる村上木彫堆朱の専門店！箸から家具類まで全て職
人の手作業で作られています。「同じ色柄の器を10個作っても、手
に取ってくれる人には、たった１つの物。１つずつ丁寧に、相手に贈る
気持ちで作っています」と、店主の小林さん。丹念に作られた堆朱
の数々をぜひ間近でご覧ください♪

村上の豊かな自然の中で育てられた村上牛は、全国肉用牛枝肉共
励会で全国一に輝いたこともある、押しも押されぬ人気のブランド
牛です！やま信さんではその貴重な村上牛をさらに厳選し、グレー

箸、家具、アクセサリー、茶器、花器、実用品など。手頃なお値段の商品もあり
ますよ！

村上牛ステーキハンバーグ定食1,200円、村上牛ジューシーメンチカツ380円、
村上牛お弁当各種、他
（すべて税別）

☎0254ｰ53ｰ1666

☎0254ｰ52ｰ2651

HP

住所▶村上市鍛冶町3ｰ6
時間▶9：00〜18：00（土・日曜日は17：00まで）
定休日▶不定休
駐車場▶3台

19

ドの高いお肉とそれを使ったお料理を提供しています！出荷頭数が
極めて少ないため、売り切れの際はご容赦を！

住所▶村上市飯野3ｰ2ｰ1
時間▶9：00〜18：00
定休日▶毎週水曜日
駐車場▶10台 席数▶26席

HP

当店でそばの実ををひいて作った
自慢の蕎麦も味わってみてください！

30

悠流里

28

越後鮭商

サーモンハウス

料理長 寺澤さん

ゆるり

皆様のご来店をお待ちしております

スタッフ 富樫さん

さーもんはうす

村上に来たら食べたいもの、揃ってます！

鮭と県北のお土産を買うなら、ここでキマリ

塩引き鮭にはらこ・村上牛と、村上に来たら食べたいものがリーズナ
ブルに楽しめるお食事処！お蕎麦は店内の石臼でそばの実を挽いて

村上市の観光ランドマーク「イヨボヤ会館」脇にあるサーモンハウ
スさん。店内には村上伝統商品の塩引き鮭や酒びたし、醤油はらこ
などの鮭製品がズラリ♪なかでも村上産天然秋鮭を使った“鮭一口

作る自家 製です♪セットものが 豊富で、あれこれ食べたい方にも
ピッタリ！また、村上ではここにしかない、ラングドシャコーンのクレ
ミアソフトクリームも大人気です！

【一番人気！】村上牛炙り丼・鮭親子丼セット1,850円、鮭親子丼セット1,580円、
はらこ丼セット1,580円 （すべて税別）

☎0254ｰ53ｰ6288

29

喜びラーメン

店主の加藤さん

こたきや

HP

住所▶村上市塩町13ｰ34
時間▶9：00〜17：00
定休日▶大晦日
駐車場▶80台

こだわりをもって作ったラーメンを
ぜひ食べにきてください。

小太喜屋

塩引き鮭、酒びたし、鮭一口煮びたし、鮭とば、鮭の焼漬、味噌漬、大吟醸粕
漬、氷頭なます、めふんなど

☎0254ｰ52ｰ1990

HP

住所▶村上市塩町4ｰ5
時間▶11：00〜14：30（LO）
／17：30〜20：30（LO）
※夜のみ季節により変更あり
定休日▶水曜日（祝日の場合は営業） 駐車場▶35台 席数▶100席

31

煮びたし”は各メディアで紹介され、ヒット商品に！２F食堂では鮭料
理も食べられますよ♪

素材すべてにこだわりをもったラーメン店

鮭料理と村上牛焼肉、
両方楽しめます

和食処

村上牛焼肉

はらこぢゃや

しーら

はらこ茶屋 新 羅

板長 高橋さん

鮭料理・村上牛焼肉を食べるならここ！

人気№1 はらこ丼
村上屈指の人気店！2種類の小麦粉をブレンドし、赤たまごをたっぷり練り
込んだ自家製の麺は豚のゲンコツと豚足をベースに大量の煮干を加え、化学
調味料を一切使わずに作っているスープと相性バッチリ♪大盛り無料もうれ
しいサービス。喜び飯もオススメの逸品です。店主こだわりのラーメンをぜ
ひ食べにきてください。系列店「にぼしまじん」のラーメンもぜひどうぞ！

韓国本場の味 石焼ビビンバ

昼は和食処「はらこ茶屋」、夜は和食処プラス村上牛焼肉「新羅」と
しても営業中！和食処の鮭料理はもちろん、日本一にも輝いた村上
牛の焼肉も逸品です。昼は鮭料理、夜は村上牛焼肉なーんて贅沢は
どうでしょう！新羅では韓国家庭料理も食べられます。

ラーメン650円、喜びラーメン800円、チャーシューメン900円、塩ラーメン
700円、喜び塩850円、塩チャーシューメン950円、喜び飯280円、ミニ喜び飯
200円 （すべて税込）

はらこ茶屋…はらこ丼、海鮮丼、鮭定食、鮭せいろなど
新羅…村上牛焼肉、石焼ビビンバ、冷麺、チヂミなど

☎0254ｰ52ｰ2542

☎0254ｰ52ｰ1717

住所▶村上市塩町6ｰ28
時間▶11：00〜14：30（LO）
定休日▶水曜・日曜・祝日
駐車場▶11台 席数▶カウンター13席

住所▶村上市塩町13ｰ34
時間▶【昼】11：30〜15：00／【夜】17：00〜21：00
定休日▶大晦日
駐車場▶80台

＝食べる

＝買う

＝見る

＝体験

＝飲む

＝泊まる

HP

20

34

長く使える質の良い品を取り
そろえてお待ちしています！

32

靴＆洋傘

だるまや

店主の髙橋さんご夫婦

だるまや

てんや味噌醤油店
てんやみそしょうゆてん

加藤さん

動きやすい靴から、和装に合う下駄・草履まで！

昔からの伝統と製法を守る老舗醤油蔵元！

普段使いできる物からよそ行き用まで幅広い商品が並ぶだるまや
さん。鹿革に本漆で絵付けした印傳の商品や、繊細で華やかな絵柄

創業約300年を誇る老舗醤油蔵元のてんや味噌醤油店さん。木桶
で2年間、天然熟成されて造ったお醤油は塩分控えめの甘口です♪

が美しい高級ほぐし傘など、村上でもここにしかないような品がた
くさん！また、靴の修理や、草履や下駄の花尾の立て替えも行ってい
ます！お気に入りの履き物が蘇りますよ♪

お醤油造りはもちろん、ビンのラベル貼りまでのすべての工程を手
作業で行っています。醤油蔵の見学も自由にできるのでぜひ、お立
ち寄りください。

印傳製品、高級ほぐし傘、女性靴（22.0〜）
、サンダル（S〜）
、高級インテル
スリッパ（S〜LL）
、バッグ等

醤油1.8ℓ（ペット）690円、醤油1ℓ（ペット）440円、醤油500㎖（ペット）260
円 （すべて税込）

☎0254ｰ52ｰ3087

☎0254ｰ52ｰ2571

HP

住所▶村上市小国町1ｰ10
時間▶7：30〜18：00
定休日▶毎週日曜日
駐車場▶2台

35

住所▶村上市小国町4ｰ19
時間▶8：00〜18：00
定休日▶元日
駐車場▶無し

お茶の香りを感じながら、
コメント 町屋
造りの茶の間を見学してください！

松本園

33
松本さん

まつもとえん

九重園の抹茶アイスモナカもござい
ます。お気軽にお立ち寄りください！

九重園

瀧波さん

ここのえん

歴史を体感する町屋の茶の間

江戸時代の文化薫る町屋で一服を♪

文政9年創業の190年続くお茶屋さん！手間を惜しまずつくられて
いるお茶の数々は、遠方から注文が来るほど。特に人気なのが、先

村上藩主内藤侯の命を受け、お茶づくりを始めて270年。今も変わ
らぬお茶づくりで、人々の暮らしにほっとできるひとときを与えてく

代がこだわりぬいてつくっていたほうじ茶！原料はもちろん、焙じ方
にも工夫が。芳ばしく甘い、心の安らぐ優しい香りです。ぜひ1度飲

れています。店内ではお茶の販売はもちろん、店内の町屋造りのお
座敷で抹茶や煎茶を頂くこともできます！まち歩きに疲れたら、ぜ
ひ立ち寄ってお茶の味と心遣いに癒やされて♪

んでみて！町屋造りの茶の間も見学できます！

上のくきほうじ茶100g540円、玉露 雁ヶ音100g1,080円、
村上番茶200g650円など （すべて税込）

喫茶『九兵衛庵』で頂くお抹茶セット・煎茶セット（和菓子付き）各540円（税込）
※美味しいお茶の入れ方講習会随時受付（一週間前までに要予約）参加費お一
人様600円

☎0254ｰ52ｰ2497

☎0254ｰ52ｰ2036

HP

住所▶村上市小国町2ｰ9
時間▶10：00〜16：30（12時〜13時半までは休憩時間と
なります。仕事の都合で見学できない日があります）
定休日▶不定休 駐車場▶無し

21

醤油蔵の見学もできます。
ぜひお気軽に寄ってください！

住所▶村上市小国町3ｰ16
時間▶8：00〜17：30
定休日▶元日のみ
駐車場▶10台 席数▶15席

HP

お話好きな私たちとおしゃ
べりしに寄ってください！

38

肉の川村

36

町屋のお休み処

えんや

店主の川村さんご夫婦

にくのかわむら

町屋見学やご休憩だけでもお気
軽に！一緒にお話ししましょう♪

板垣さん

えんや

おじちゃん、おばちゃんが待ってるお店♪

手作りスイーツで一服！町屋のお休み処♪

気さくで話し好きなおじちゃんとおばちゃんの出迎えてくれる、アッ
トホームな老舗の肉屋さん！お肉はもちろん、肉屋さんならではの

訪れる人との様々なご縁を大切にするえんやさん。観光の案内所で
もあり、手作りのスイーツが頂けるカフェでもあるんです♪安心安全

様々なお総菜も魅力です♪中でも大 人 気の昔ながらの美味しいコ
ロッケは、1個60円とリーズナブル！まち歩きのお供にも最適。村
上のソウルフードを召し上がれ♪

な村上や県産の食材を使った心のこもったスイーツは、どれも美味
しくてどこか家庭的♡アイスやジャムまで全て手作り！ホッとする我

食肉全般、昔ながらのコロッケ、メンチカツ、ハムカツ、肉団子など

お抹茶400円、ホットコーヒー300円、村上の紅茶300円、白玉ぜんざい400
円、手作りケーキ各種200円など （すべて税込）
・町屋の見学もできますよ♪

☎0254ｰ52ｰ2705

☎090ｰ1051ｰ7524

住所▶村上市安良町3ｰ1
時間▶10：00〜19：00
定休日▶日曜日
駐車場▶2台

住所▶村上市小国町2ｰ12
時間▶10：00〜16：00
定休日▶月・火曜日
駐車場▶無し 席数▶16席

菓子作り一筋。御菓子作りの心
を次世代へつないでいきます。

39

37

御菓子司

酒田や

料亭

女将の山貝さん

のとしん

創業1793年！ 旧村上藩内藤家御用菓子司

店舗併設の茶室から覗く中庭と土蔵

村上と言えば村上牛と鮭！その
お料理をぜひご賞味ください！

能登新

日下さん

さかたや

が家のような雰囲気、体験してください♪

伝統を尊び、新しきを築く不易流行の精神で。

深山のしずく

鮭のコース料理

村上で一番古い、歴史あるお菓子屋さん。「村上の素材でお菓子作
りがしたい」という思いから地元の農家と連携し、村上産小豆『とき
あかり』・餅米『黒金餅』の保全に尽力しつつ、それらを使ったお菓

創業270年の江戸時代から続く老舗料亭。村上の郷土料理である

子作りに取り組んでいます！葡萄羹や半熟カステラなど、人気のお

鮭 料理や、日本一に輝いた村上牛を使 用したコースが 揃っていま
す！特に、茶所である村上の村上茶と村上牛を一緒に楽しめる『村
上牛茶ぶ茶ぶコース』がオススメ！他ではなかなか味わえない村上

菓子も多数あり！お土産にぜひ♪

牛の新しい楽しみ方なので、ぜひ食べてみて♪

村上牛入りおらんだカステラ1本820円、五萬石最中1個134円、深山のしずく
1個114円、老松1個145円、御紋落雁1個167円、他 （すべて税別）

昼のお料理1,600円〜、夜のコース料理5,000円〜ご用意しています。
（昼税込、夜税別、席料別）

☎0254ｰ53ｰ2527

☎0254ｰ52ｰ6166

HP

住所▶村上市飯野2ｰ1ｰ9
時間▶11：30〜14：00／17：00〜23：00
定休日▶不定休
駐車場▶20台 席数▶100席

住所▶村上市安良町3 8
時間▶8：30〜18：00
定休日▶不定休
駐車場▶5台 席数▶6席

＝食べる

＝買う

＝見る

HP

＝体験

＝飲む

＝泊まる
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42

私達が毎日手作りで惣菜と
コメント
弁当を作っていますよ！

40

したまちのミニスーパー

丸彦商店
まるひこしょうてん

やすらぎ処

石

店主と奥様

手作り惣菜と8種類の日替わり弁当を販売！

お子様連れ大歓迎なので、
気軽においでください！

亀

いしがめ

八藤後さん

昼は食堂、夜は家庭料理居酒屋♪

日替わりランチ 820円（税別）
278円、380円とリーズナブルな日替わり手作り弁当をはじめ鮭
の焼 漬、身欠にしんの甘露煮など種類 豊富な手作り惣 菜も揃って

地物の野菜や海産物、特産の村上牛等を使った地産地消の美味し
い料理が人気。メインを肉と魚から選べるランチは、数量限定なが

いる丸彦商店さん。特注弁当や折詰め、オードブルもご予算に応じ
て作ってもらえるとのことです。生鮮食品や飲料なども毎日特価で
販売しています。

ら大人気！家庭的な味で品数も多く、ボリューム満点♪江戸中期の
建物をリフォームしていて、落ち着いた雰囲気も素敵！夜は季節毎
の旬ものをつまみに、お酒も楽しめますよ♪

日替わり弁当 人気№１カツ丼278円、のり弁278円、鮭の焼漬4切580円、身
欠にしん甘露煮100g248円、若鶏のからあげ（もも肉）100g148円、他
（すべて税別）

☎0254ｰ52ｰ2240

☎0254ｰ52ｰ2186

住所▶村上市庄内町3ｰ10
時間▶8：00〜19：00
定休日▶日曜日
駐車場▶2台

住所▶村上市安良町3ｰ9
時間▶11：30〜1：30／17：00〜22：30
定休日▶毎週月曜日・第3日曜日
駐車場▶5台 席数▶30名（ランチタイム禁煙席あり）

お近くにお越しの際は
お立ち寄りください！

43
青

通

せいつう

23

日替わりランチ【限定10食】820円
塩引き定食1,200円
恵御膳1,500円 その他旬の地元食材など （すべて税別）

時計や眼鏡のお悩み、
相談に乗ります！

41
目黒さん

木屋時計店
きやとけいてん

佐藤さん

ほっかほかの焼きイモあります！

下町の小さな店で創業80年！

『良いものを安く！』をモットーに、旬の野菜や果物を提供してい
る青通さん。県産・地場産にこだわった新鮮で美味しいものが揃い
ます！特に人気なのが、甘くてほっくほくのあったか焼きイモ♪秋〜
冬は特に美味しい時期なので、ぜひ食べてみて！肌寒い時期は、ま
ち歩きのお供にもぴったりです！

使い勝手の良い腕時計から、大きな掛け時計まで揃う町の時計屋さ
ん。時計に負けないくらい眼鏡の品揃えも豊富です！また、それら
の修理も手がけており、腕時計のバンド交換や電池交換、眼鏡のフ
レーム、レンズの交換などもしてもらえます！時計や眼鏡のことで
お困りの方、ぜひ1度相談してみてください♪

野菜、果物、焼きイモ（昼過ぎが狙い目！事前予約が確実です！）

時計、眼鏡、修理など

☎0254ｰ53ｰ3223

☎0254ｰ52ｰ3339

住所▶村上市塩町7ｰ9
時間▶8：00〜15：00（水曜日は12：00まで）
定休日▶日曜・祝日
駐車場▶2台

住所▶村上市庄内町2ｰ10
時間▶8：00〜19：00
定休日▶月1回不定休
駐車場▶1台

村上の分からない事、知り
たい事、色々聞いてください♪

46

ゆーこねーの店

町屋造りのお店の奥を見学でき
コメント
ます！お気軽にお越しください♪

44
富樫さん

益田甚兵衛酒店

世界に1つ！自分だけのがまぐちをオーダー！

創業250年！町屋造りの酒屋

県内外からオーダーが入る、がまぐち専門オーダーメイド工房！サイ
ズはもちろん500種類以上ある布地も、様々な形の口金まで自分

村上の地酒『〆張鶴』
『大洋盛』を中心に、厳選した新潟県産酒・焼
酎・ワインなど豊富な品揃え。地方発送も行っているので、贈り物
やお土産にも◎！店の奥には村上の伝統的な町屋造りの茶の間が

ゆーこねーのみせ

ますだじんべえさけてん

で選ぶ事ができ、デザインの自由さや完成度の高い仕上がりが人気
の理由♪肩掛けストラップなどを付けてバッグにしてもらうのも◎！
お出かけが楽しくなること間違いなしです♡

あり、誰でも無料で見学できます。村上の旅の記念に、ぜひ見て行っ
てくださいね！

がまぐち、がまぐちバッグオーダー1,500円〜20,000円（税別）程度

地酒、ビール、ワイン、焼酎、ジュース、おつまみなど
※全国発送・市内配達OK

☎090ｰ4064ｰ0976

☎0254ｰ52ｰ3014

HP

住所▶村上市塩町1ｰ20
時間▶10：00〜17：00
定休日▶不定休
駐車場▶2台

HP

住所▶村上市塩町7ｰ11
時間▶8：00〜18：30
定休日▶元日
駐車場▶有り

昔ながらのナポリタンを
ぜひ食べてみてください！

47

スタッフ斉藤さん

純喫茶

カトレア

店長の小田さん

かとれあ

郷土史のことなら
お任せください！

45

お客様に支えられ45年！

益田書店
ますだしょてん

益田さん

明治創業！100有余年続く老舗書店

ナポリタン680円（税込）
昭和46年から続く、レトロな雰囲気がたまらない純喫茶。べっ甲色
の灯りに満ちたお店の雰囲気は、老若男女問わず惹き込まれます♪
イチ押しは、昔ながらのナポリタン！じっくり炒められた麺に、トマ
トソースと野菜の甘みが濃厚で、コクたっぷりの美味しさ！1度食べ
たらまた食べたくなる名物的存在です！

ミートソースパスタ680円、たらこパスタ680円、サンドイッチ600円、カレー
680円、ピラフ680円、ミルクセーキ480円、レモンセーキ500円、他
（すべて税込）

『村上藩』、
『本庄氏と色部氏』など、村上ならではの郷土史も豊富
な地域密着の本屋さん！お店にない本も、最短3日で取り寄せてく
れます。学校の教科書の取り扱いもあり！書籍をお買い上げの方に
は、益田書店オリジナルの「村上 大 祭 特製しおり」もプレゼント♪
とっても素敵なのでぜひゲットして！

雑誌、書籍、参考書、文具

☎0254ｰ52ｰ6306

☎0254ｰ53ｰ3050

住所▶村上市小町3ｰ14
時間▶10：00〜18：00
定休日▶不定休
駐車場▶3台 席数▶34席

住所▶村上市小町4ｰ12
【平日】9：00〜19：00／【日・祝日】10：00〜18：00
時間▶
定休日▶元日のみ
駐車場▶2台

＝食べる

＝買う

＝見る

＝体験

＝飲む

＝泊まる

24

50

まち歩きの休憩に
ピッタリの場所です♪

48

町屋カフェ

そらて小町

トラヤ

舩山さん

そらてこまち

お食事や休憩、鑑賞もできる町屋カフェ♪

県外の方にも好評です！

髙山さん

とらや

からだに優しい商品をつくっています♪

村上ワッフル 800円（税込）

プラリネ 2,200円（税込）

苺のロールケーキ 600円（税込）

落ち着いた雰囲気とゆったりした空間が、休憩にぴったりな町屋カ
フェ。軽食の他、お店のオリジナルブレンドコーヒーや村上茶のス

無添加にこだわったパンを作り続けて110年。昔ながらのパンか
ら、季節の新商品まで並びます。お店イチ押しはプラリネケーキ！新

イーツもあり♪また、店内のひと区画を使ったギャラリースペース
で、月ごとに様々な作品の展示も行っています！美味しいコーヒー

潟発祥のお菓子なんです♪カリカリのキャラメルアーモンドが乗っ
たスポンジケーキを、チョコでコーティング！県外からわざわざ買い
に来る方も。1度は食べて欲しい逸品です！

を飲みながらの芸術鑑賞、いかがですか？

そらてオリジナルコーヒー400円、村上紅茶380円、村上ワッフル（ドリンク付
き）800円、ケーキセット（ドリンク付き）650円、肉うどん500円、パスタセッ
ト780円（自家製パン・サラダ・スープ付き）、他 （すべて税込）

プラリネ2,200円、生クリームロール1,200円〜1,500円、手作りパン、お菓子
各種 （すべて税込）

☎0254ｰ52ｰ6035

☎0254ｰ53ｰ2179

HP

住所▶村上市大町4ｰ1
時間▶9：00〜17：00
定休日▶木曜日
駐車場▶10台 席数▶20席

51

住所▶村上市小町3ｰ24
時間▶9：00〜17：00
定休日▶不定休
駐車場▶3台

美味しい物がたく
さんあるので、
コメント
ぜひお立ち寄りください！

越後村上

うお や

本間さん

うおや

お料理を通して、
村上をもっと好き
になって頂けたら嬉しいです！

49

塩引き鮭や岩牡蠣、桜鱒！村上の旬勢揃い

割烹

新多久

山貝さん

しんたく

おもてなしの心をお料理に託して

鮭の飯寿司

醤油はらこ

塩引き鮭

創業200年の老舗魚屋さん！日本海の荒波で揉まれた魚介は身が
締まり、鮮度も抜群♪素材を生かしたオリジナルの手作り製品も品
数豊富に揃っています。秋や冬には最高の秋鮭を使用した塩引き鮭
やはらこ、飯寿司に味噌漬けなど沢山の鮭製品が！全国配送もして
いるので、自宅でも村上の味を食べられます！

海・山・川が揃った村上は、食 材の宝庫。四季折々の自然の恵みを
使い、伝統を生かしつつ新しい物を取り入れ、常に「より美味しく」
を心がけ料理を提供しています。和を感じる店内の雰囲気も素晴ら
しい創業明治元年の老舗割烹で、美しく美味しい村上の味を堪能
し、楽しい時間を過ごしてください！

春は桜鱒やイイダコ、夏は岩牡蠣やあわび、秋にはハラコ、秋鮭、冬は塩引き
鮭、飯寿司、真鱈など旬の美味を提供します。

・ランチ 昼膳1,620円〜
・ディナー 季節の料理3,240円〜
（すべて税込）

☎0254ｰ52ｰ3056

☎0254ｰ53ｰ2107

住所▶村上市大町4ｰ3
時間▶9：00〜17：00
定休日▶不定休
駐車場▶3台

25

写真は一例です

HP

HP

住所▶村上市小町3ｰ38
【ディナー】17：00〜20：00（LO）
時間▶【ランチ】11：30〜13：30（LO）
定休日▶水曜日、他不定休あり
駐車場▶20台 席数▶69席

54

まち歩きの合間にゆっくり
していってください！

52

村上牛専門料理店

江戸庄

大町文庫

海鮮一鰭

室橋さん

えどしょう

うおや塩引き御膳も
オススメです！

渡辺さん

かいせんいちびれ

村上町屋の雰囲気の中で村上牛をどうぞ！

鮮魚店うおや直営！魚介の美味しいお店♪

白御膳

はらこ海鮮丼

数々の賞に輝いている、安全で美味しい高品質の村上牛を、木のぬ
くもりと漆喰壁の趣ある店内でゆったり頂ける江戸庄さん。ステー

大町文庫一階にある、鮮魚店『うおや』直営の書物に囲まれたお食
事処！鮮魚店直営とあって、提供される魚介メニューは味も鮮度も

キはレアで頂くのがオススメ！村上牛ならではの濃厚な旨みが楽し
めます。すき焼きやしゃぶしゃぶも鮮度にこだわり、とろける食感♪
村上に来たらぜひ寄ってみてください♪

抜群。カフェメニューもあり、コーヒー1杯からでもOK！宝石のよう
な輝きを放つ大人気のはらこ海鮮丼は、とろける美味しさ。季節毎
に登場する単品メニューも楽しみ！

村上牛ステーキ丼2,500円、村上牛サーロインステーキ丼5,000円、村上牛すき
焼き6,750円〜、村上牛しゃぶしゃぶ9,000円〜、その他
（すべて税別）

黒御膳、白御膳、はらこ海鮮丼、塩引鮭定食、うおや御膳、海鮮カレー、うな重、
その他季節の単品メニュー

☎0254ｰ50ｰ1181

☎0254ｰ75ｰ5610

HP

住所▶村上市大町2ｰ17
時間▶11：00〜14：00
定休日▶不定休（木曜日中心）
駐車場▶9台 席数▶40席

住所▶村上市大町4ｰ5
時間▶10：30〜15：00
定休日▶不定休
駐車場▶3台 席数▶32席

地元の美味しいお魚を
お寿司で召し上がってください！

55

HP

川むら寿し 分店
かわむらずし ぶんてん

志ばたや

川村さん

髙橋さん

しばたや

開店して半世紀！旬の鮮魚をお寿司でどうぞ

極み 3,000円（税込）

村上にきたら、
ぜひ科布
コメント
をご覧ください！

53

とても大きな科布の幕が目印！

太巻き 1,000円（税込）

村上の海は、美味しくて新鮮な魚が沢山います。その地魚の美味し
さを楽しむなら、やっぱりお寿司が一番♡目にも鮮やかで、舌の肥

着物の品揃えが豊富で趣を感じる老舗呉服店！呉服以外にも熱狂
的なファンの多い日本産の山ブドウを使ったオリジナルデザインの

えた地元民をもうならせるお寿司が揃っています♪極み寿司は、厳
選された10貫がセットになった一番人気。地酒と一緒に楽しんで、
村上の旬を満喫してください！

カゴも人気。また、木の皮を使って全て手作業で織り上げる幻の布
“科布”などの工芸品もたくさんあります♪割烹新多久さん向かいに
はギャラリー糸ぐるまも。ぜひ足をお運びください！

生鮨（上）
1,700円、にぎり（並）
1,000円、
（上）
1,700円、
（特上）2,600円、海
鮮寿司1,500円など （すべて税込）

特選呉服、オリジナル日本産山ブドウカゴ、下駄、伝統的工芸品の科布製品など

☎0254ｰ52ｰ2211

☎0254ｰ53ｰ1881

HP

住所▶村上市大町2ｰ16
時間▶11：00〜14：00／17：00〜21：00
定休日▶水曜日（祝日の場合は翌日）
駐車場▶1台 席数▶カウンター10席

＝食べる

＝買う

＝見る

＝体験

HP

住所▶村上市寺町2ｰ5
時間▶9：00〜17：30
定休日▶毎週水曜日
駐車場▶10台

＝飲む

＝泊まる

26

58

ランプの灯りにほっこり
癒やされに来てください！

56

ランプのカフェ

るりはり

早撰堂

上田さん

るりはり

レトロなランプの灯りに心安らぐ町屋カフェ

早川さん

そうせんどう

国の登録有形文化財指定！町屋造りの和菓子処

タコご飯 880円（税込）

鮭の切り身落雁 260円(税込)

暖かなランプの灯りが店内を照らす、癒やしのカフェ、るりはりさ
ん。ジャンルを問わないボリューム満点のランチセットや、カフェメ

明治26年創業の老舗和菓子屋さん。国登録有形文化財に指定され
る町屋づくりで、店先のレトロな雰囲気が魅力的！売りは、材料を

ニューも充実♪地元の手作り作家さんの雑貨の販売もしています。
特に鳥好きなオーナーオススメのインコグッズがイチ押し♡看板鳥
のヨウムのフクちゃんも待ってますよ♪

吟味し手作りしている数々の和菓子。特に『鮭の切り身落雁』は、本
物そっくりなのに実はお菓子というインパクトある一品！味も抜群
なので、お土産にして相手を驚かせてみて♪

季節限定ランチ880円、パフェ各種530円〜、人気の花茶480円
鳥さんのおしめを作る会オリジナルグッズの販売 卵のランプ （すべて税込）

季節の上生菓子、葡萄羹 600 円、臥牛の松風 700 円、最中 125 円、中皮 100 円、他
（すべて税込）

☎080ｰ5497ｰ6250

☎0254ｰ52ｰ2528

住所▶村上市寺町1ｰ6
時間▶11：00〜16：00
定休日▶木曜日（月2回連休有り）
駐車場▶2台 席数▶16席

住所▶村上市大町3ｰ5
時間▶8：30〜18：00
定休日▶日曜日（イベント開催期間中は無休）
駐車場▶無し

59

料理屋といっても気軽にお食事でき
ますので、ぜひおいでください！

松浦さん

まつうらや

観光の方には村上の鮭料理、地
元の方には創作会席が人気です！

57

割烹

松浦家

創業から150年！村上の伝統料理を味わう

半月弁当 2,100円（税込）

たにがわや

長谷川さん

たにがわや

村上の味覚ランチとお座敷での創作会席！

鮭親子丼

村上は城下町の静かな佇まい。遠く朝日の山脈が三方に迫り、三面
川の流れも清く、日本海の荒波も遠くに聞こえ、山紫水明、自然に
恵まれた土地です。そのため、四季の自然の食材も豊富。その食材
の数々を使い、季節感を大切に、県下でも数少ない伝統料理のお店
として好評です。ぜひ足をお運びください！

鮭に村上牛など村上の地物を使ったお料理が頂けるお店！少人数は
もちろん、予約をすれば団体でも大広間でお食事できます！村上な
らではの鮭を堪能できる鮭町御膳や、ボリューム満点の漁師丼な
ど、お腹も心も満たしてくれるメニューが揃っていますよ！夜も予約
で営業しています♪

はらこ丼1,600円、天ぷら定食1,600円、鮭ミニコース3,150円、村上牛網焼き
定食3,780円、他 （すべて税込）

鮭町御膳、鮭親子丼、村上牛牛丼、漁師丼、おまかせコース4,000円〜、村上牛付
きコース6,000円〜、村上牛特上ステーキコース10,000円〜
（コースは、税・サービス料別）

☎0254ｰ53ｰ2015

☎0254ｰ52ｰ2315

住所▶村上市寺町1ｰ3
時間▶11：00〜21：00
定休日▶不定休
駐車場▶10台 席数▶100席

27

丹念に作る和菓子を
コメント
ぜひ食べてみてください♪

HP

HP

住所▶村上市寺町1ｰ7
／17：00〜（要予約）
時間▶11：30〜15：00（LO14：00）
定休日▶不定休
駐車場▶8台 席数▶150席

女性のグループやカップルも
多く利用して下さっています！

62

60

焼肉

金

剛

本間精肉店

髙橋さん

こんごう

美味しい村上牛をどうぞ
食べてみてください！

本間さん

ほんませいにくてん

昭和29年創業、村上の元祖焼き肉屋！

美味しいコロッケ、村上牛など揃ってます！

村上牛
良い物を仕入れて調理し、自分が食べるように気を配り、清潔感の
ある店内で食べてもらうことがモットー！お店厳選のその日のオス
スメ部位が頂けるお得なセットメニューが充実。他に、村上牛サー
ロインの焼き肉などもあり！焼き肉機は煙のでないものを使用。服
や髪に臭いが付かないと女性にも好評です！

新鮮なお肉が揃う本間精肉店さん。村上の特産として名高い、上質
な村上牛のお肉も販売しています！その他、食肉全般の他、手作り
のお総菜なども販売しています！自宅でのお料理用、バーベキュー
用、様々なシーンに必要なお肉！お肉のことなら何でも相談してみ
てください♪

金剛人気セット2,070円、牛Ａセット3,370円、牛Ｂセット3,190円、スペシャル
豚のどセット1,30 0円、鳥セット1, 210円、豚Ａセット1,8 4 0円、豚Ｂセット
1,210円など （すべて税込）

村上牛、食肉全般

☎0254ｰ52ｰ3220

☎0254ｰ52ｰ2693

住所▶村上市大工町2ｰ2
時間▶17：00〜21：00（ＬＯ22：00）
定休日▶不定休（原則として日曜日） 駐車場▶4台
席数▶テーブル・小上がり4席、カウンター5席

住所▶村上市寺町4ｰ20
時間▶9：00〜19：00
定休日▶日曜日
駐車場▶2台

63

オンリーワンのガラス彫刻、グラスから
ミラー彫刻まで大変喜んで頂いております

61

ガラスエッチング工房

K&Ｋ

割 烹

吉

川村さん

けーあんどけー

美味しい村上牛や季節の
料理をお召し上がりください！

よしげん

源

吉田さん

名入れ、文字、イラストのガラス彫刻商品のことなら当店へ

古い町並み、歴史を感じるお座敷で老舗の味を

オリジナルデザイン・名入れ彫刻を専門とするサンドブラストガラス
彫刻工房のＫ&Ｋさん。店内には各種グラスや陶器カップ・コップ・

創業から200年にもなり、建物は国の登録有形文化財で築90年に
もなる老舗割烹！村上の四季を彩る旬のものを使い、ストレートに

花瓶などに彫刻を施したオリジナル商品がズラリ！旅の思い出に販
売商品へ名前・日にちを彫刻することも可能です♪仕上りに最低3
時間程度（要相談）かかります。

食材の良さを感じてもらえるよう心がけています。上品でありなが
ら、品数も多くボリューム満点なのも嬉しいところ♪まるで美術館
のような館内でゆっくり食事が楽しめます♪

ペアフクロウグラス、松竹梅グラス、市松模様のネコグラス、ご長寿お祝いグラ
ス、家紋彫刻グラスなど

季節の会席料理5,000円〜、三面川の鮭料理5,000円〜、村上牛炭火焼き、他
（すべて税、席料別）

☎0254ｰ52ｰ2234

☎0254ｰ52ｰ2155

HP

住所▶村上市寺町4ｰ18
時間▶11：30〜21：00（完全予約制）
定休日▶不定休
駐車場▶20台 席数▶100席

住所▶村上市大工町1ｰ6
時間▶10：00〜17：00
定休日▶水曜日、他不定休あり
駐車場▶2台

＝食べる

＝買う

＝見る

HP

＝体験

＝飲む

＝泊まる
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66

町屋の懐かしい雰囲気の中で、
美味しいお団子を食べませんか？

十輪寺茶や 越後岩船家
じゅうりんじちゃや えちごいわふねや

64

十輪寺串だんご

社長 吉川さん

きっかわ

鮭珍味のお店です。鮭と町屋がご見学頂けます。

笹すけ

新潟県産のコシヒカリで作った、町屋の雰囲気にぴったりなお団子
が名物♪タレも、村上の醤油や味噌にこだわって作られています。

2016年で創業390年を迎えたきっかわさん。村上伝統の鮭料理
を初めて製品化したお店とあって、種類豊富な鮭製品が揃っていま

他にも、地酒から作った新しい食材『さかすけ』を使った笹団子や、
季節の新商品なども定期的に登場。セルフサービスで村上茶も飲め

す。現在も住まいとなっているお店は伝統的な町屋造りで、土間で
は天 井一面に吊された村上ならではの光景を年中見学することが

るので、散策の休憩にぜひ立ち寄って♪

できます！団体の見学もOK♪

十輪寺串だんご（あん・村上茶あん、味噌、みたらし）
、季節限定商品、田舎大福
（栃・草・豆・茶）、笹すけなど

鮭の塩引き1,134円〜、鮭の酒びたし1,188円、鮭の生ハム864円、
天然麹甘酒367円等 （すべて税込）

☎0254ｰ52ｰ2073

☎0254ｰ53ｰ2213

住所▶村上市大町3ｰ24
時間▶9：00〜17：00
定休日▶毎週水曜日
駐車場▶十輪寺前 2台 席数▶10席

住所▶村上市大町1ｰ20
時間▶9：00〜18：00
定休日▶元日
駐車場▶6台

67

自分用はもちろん、
センスの
コメント
光る贈り物としても！

鈴木さん

じえむ

HP

国の登録有形文化財になっ
コメント て
いる町屋をぜひご覧ください！

65

漆工房

じえむ

益

ますじん

甚

益田さん

オリジナル商品も相談にのります！

国の登録有形文化財に指定される、元造り酒屋

「キラキラした物、美しい物を選ぶ時、漆も選択肢の一つにしても
らいたい」伝統に新たな感性を加え、若者にも好まれるような堆朱
を作っているじえむさん。中でも堆朱のアクセサリーが人気で、オリ
ジナルの柄などを彫り込むオーダーメイドも可能♪ぜひ相談してみ

国の登録有形文化財になっている、町屋造りの酒屋さん！駐車場か
らの道は美しい山野草の庭になっており、四季折々の草花が出迎え

て下さい！色漆の箸置きもキュート♡

てくれる、見所の多さも魅力です。地酒が豊富で、村上でしか売って
いないお酒『紫雲 大洋盛』も販売しています！お土産・贈り物に喜
ばれること間違いなしですよ♪

箸・箸置き・スプーンなどの生活雑貨、ピアス・イヤリング・ブレスレットなどのア
クセサリー、他

限定販売 紫雲大洋盛、辛口本醸造越乃松露、十年古酒梅酒、ワイン青砥
大毎メープルシロップ、岩船麩、〆張鶴

☎090ｰ4714ｰ4680

☎0254ｰ53ｰ2432

住所▶村上市大町3ｰ24
時間▶9：00〜16：00
定休日▶毎週水曜日、他不定休有り
駐車場▶無し

29

千年鮭

きっかわ

店長の平山さん

1度食べたらやみつきな、町屋散策のお供♪

お土産、贈り物にぴったり
コメント
な鮭製品揃ってます！

HP

住所▶村上市大町1ｰ19
時間▶9：30〜12：00／13：00〜17：00
定休日▶毎週水曜日
駐車場▶7台 バス駐車場2台

生中華麺・茹で中華麺の
販売もしています！

70

68

麺工房

なべ な か

池田屋

滝波さん

なべなか

江戸末期、大正などの作品
も気軽にご覧頂けます！

いけだや

自家製麺を使った種類豊富なメニューが魅力！

社長の池田さん

旅の思い出に堆朱の箸をどうぞ！

堆朱の箸

焼きそば 500円(税込)
ラーメン、そば、うどん、焼きそばと、和・洋・中の様々な麺メニュー
が豊富なお店。麺は全て自家製で、手間暇かけて作られています！

堆朱の小物から大きな物まで揃うお店。特に人気なのが、お土産に
も記念にもなる堆朱のお箸！伝統的な柄を作る店が多い中、蝶や小

看板メニューの焼きそばは、ソースと酢を自分でかけ、好みの味付
けにする昔ながらのスタイル♪あんみつなどの甘味もあるので、歩
き疲れた時のお休み処にも◎です！

花柄等、可愛らしく華やかなデザインが多く、手頃な値段で若い人
にも人 気です♪堆朱の修理・クリーニングも行っています！見るだ
けでも歓迎なので、遊びに行ってみて♪

焼きそば500、辛味噌鍋ラーメン750円
クリームあんみつ450円 （すべて税込）

堆朱製品、民芸品、一般漆器、地元の塩など

☎0254ｰ52ｰ3045

☎0254ｰ50ｰ7676

住所▶村上市安良町1ｰ5
時間▶11：00〜14：00
定休日▶毎週木曜日
駐車場▶5台 席数▶25〜30席

住所▶村上市大町1ｰ10
時間▶9：00〜16：00
定休日▶年中無休
駐車場▶無し

71

69

お気軽にお立ち寄りください

美しいきものと帯

角

長

お菓子の昭月堂

稲垣さん

かどちょう

毎日お店で焼いてます
！
コメント

おかしのしょうげつどう

店頭には手ぬぐい、和の小物が盛りだくさん

店主 風間さん

窯出しシューが名物！町屋のお菓子屋さん

窯出しシュークリーム
村上で創業100 年余 の角長さんは天 然 素 材の木 綿の 着 物をはじ
め、村上オリジナル手ぬぐいや和風でおしゃれな小物・お香などを

昭月堂さんの名物は、何と言っても『窯出しシュークリーム』
！注文
を受けてからクリームを詰めてくれるので、作りたての食感を楽しめ

揃えている老舗呉服店です。手ぬぐいの名入れやオーダーメイド製
作も可能です♪お気軽に立ち寄ってご主人の稲垣さんとお茶を飲み

ます♪老若男女問わず好まれ、まち歩きのお供としても人気！他に
も、葡萄羹や、銘菓鶴の子など、村上らしいお菓子がそろっていま

ながら、村上の話でもしてみてはいかがですか！

す！

オリジナル手ぬぐい1,000円〜、和の小物500円〜、和風タオル500円〜、お香
600円〜。
（すべて税別）

鶴の子、葡萄羹、にいがた輪菓子（焼きドーナツ）
、町屋のプリン

☎0254ｰ53ｰ3805

☎0254ｰ52ｰ2606

HP

住所▶村上市上町1ｰ37
時間▶9：00〜18：00
定休日▶元日
駐車場▶1台

＝食べる

＝買う

住所▶村上市安良町1ｰ1
時間▶9：00〜19：00
定休日▶毎週火曜日
駐車場▶5台

＝見る

＝体験

＝飲む

＝泊まる

30

74

予約で特注弁当もお作りします
！
コメント
ぜひ食べてみてください！

肉のとおやま

72

東まんじゅう

遠山さん

にくのとおやま

まち歩きの途中に、
気軽にお立ち寄りください！

東さん

あずままんじゅう

安くて、美味しくて、ボリュームも満点！

昔ながらのお菓子、揃ってます！

村上が誇る特産の村上牛の販売店！お肉はもちろん、村上牛のお弁
当も販売しており、土曜日が狙い目♪月曜のお昼11時半〜12時半

種類豊富なまんじゅうが揃うお店。シンプルながら飽きのこない人
気の黒糖まんじゅうから、チーズやパイを使ったものなどもあり、若

まで の１時 間 の み 販 売される激レアのラーメンや、火 曜日限 定の
100円弁当など、美味しくてリーズナブルな商品も多数！予約で特
注のお弁当なども作ってくれますよ♪

者にも人気！伝統的なお菓子・中皮には、爽やかな味わいのレモン
味も♪また、11月〜3月までは店頭で焼きたての大判焼きの販売も
行っています。まち歩きのお供にぜひ♡

村上牛、お弁当、肉類、その他食品

黒糖まんじゅう、チーズまんじゅう、パイまんじゅう、中皮、大判焼き（冬限定）
等

☎0254ｰ52ｰ2207

☎0254ｰ52ｰ3607

住所▶村上市上町2ｰ18
時間▶7：00〜19：00
定休日▶元日
駐車場▶10台

住所▶村上市三之町9ｰ29
時間▶9：00〜18：00
定休日▶不定休
駐車場▶無し

75

お気軽に
お声がけください！

割烹

千渡里

店主の中倉さんご夫婦

ちどり

家族・友達とはもちろん、1人でも居心地◎

73

お土産には村上の地酒をどうぞ！

田村酒店

加藤さん

たむらさけてん

越後の地酒が揃う店！

だぁ〜また丼 1,800円

清酒 村上のおしゃぎり 720ml 2160円（税込）

アットホームな雰囲気で、親切な接客に心が温まる千渡里さん。地
元でとれる季節の食材を使った料理や、郷土料理も揃っています。

清流三面川の伏流水が育んだ銘酒『〆張鶴』
、
『大洋盛』をはじめ、
新潟の美味しい地酒が揃っています。お店イチ押しは、
『清酒 村上

中でも名物のだぁ〜また丼は、様々な旬の魚介や自家製の卵焼き
などが乗った豪華な海鮮丼！一口食べる毎に違ったおいしさが楽し

のおしゃぎり』！村上大祭のおしゃぎりがデザインされた、お土産に
も旅の記念にもぴったりのお酒です♪

めます。村上が誇る地酒もぜひ楽しんで！

だぁ〜また丼1,800円、塩引定食1,500円、ハラコ定食1,700円、
おまかせ定食1,500円、村上牛サイコロステーキランチ3,700円、
その他一品料理・地酒など （すべて税別）

日本酒、焼酎、ビール、酒器・日本酒雑貨（前掛け、おちょこ、マスなど）、他

☎0254ｰ53ｰ6666

☎0254ｰ53ｰ3048

HP

住所▶村上市細工町2ｰ14
時間▶11：00〜13：00（LO）／17：00〜21：30（LO）
定休日▶日曜日・水曜日ランチタイム・その他不定休
駐車場▶20台（大型観光バス対応） 席数▶1F30名／2F60名

31

住所▶村上市上町1ｰ31
時間▶9：00〜19：00
定休日▶元日、他不定休あり
駐車場▶4台

HP

まち歩きのお供に、
村上茶の
コメント
ソフトクリームもオススメです！

78

オリジナルアクセサリーや
コメント
オーダーメイドも承ります♪

76

北限の茶処

冨士美園

小杉漆器店

飯島さん

ふじみえん

小杉さん

こすぎしっきてん

町屋の囲炉裏でゆっくりお茶を飲む

国の伝統工芸品・村上木彫堆朱の老舗です

明治元年からお茶の製造販売を行っている冨士美園さん。村上茶
はもちろん、その茶葉を使って作る雪国紅茶は県内外の方にとても
人気です。また、自園のお茶を様々なお菓子等に用い、若い方にも

お手頃で人気なお箸・アクセサリーなどから、名工の茶道具まで揃
う村上木彫堆 朱の老舗。細やかで繊 細なデザインのものもたくさ

親しまれています。町屋造りの居間の見学や、お好みのお茶の試飲
も可能♪トイレも貸してもらえますよ。

ん！時間があれば、堆朱のテーブルでお茶を頂けます。全体に様々
な文様が施された名工の茶箪笥や、国宝級の本堆朱の硯箱など、ま
るで美術館のような品々を間近で見られますよ♡

煎茶 冨士美園1,080円、村上生まれ、村上育ちの雪国紅茶 筒1,080円、
煎茶 缶（ティーパック6Ｐ）540円、雪国紅茶 缶（ティーパック６Ｐ）、
村上茶入り抹茶ソフト・雪国紅茶ソフト300円など （すべて税込）

箸、アクセサリー、茶道具、ぐい飲み、手鏡、タイピン、カフス、他

☎0254ｰ52ｰ2716

☎0254ｰ52ｰ2037

HP

住所▶村上市長井町4ｰ19
時間▶8：00〜19：00
定休日▶元日
駐車場▶6台 席数▶20席

住所▶村上市長井町1ｰ9
時間▶9：00〜18：30
定休日▶不定休
駐車場▶3台

使う程にツヤが出て綺麗な色に
なります。ぜひ使ってみてください。

79

HP

池野漆工芸
いけのしっこうげい

77

鮭のことならおまかせください！

総合食品さいとう

池野さん

そうごうしょくひんさいとう

女性らしい感性で作る、可愛い漆アイテム♪

齋藤さん

塩引き鮭・鮭加工品のことならおまかせ！

工房の様子
親子３代の女性たちが作る、可愛い漆工芸品が魅力！リボンに直接
漆を塗って作るというイヤリングや、バッグホルダー、バングルなど
の珍しいものが揃います。色柄も伝統のものだけでなく、苺や幾何
学模様、グラデーションなど、若者に好まれるデザインもたくさん！
事前予約で工房の見学もできますよ♪

一見普通の商店ですが、実は塩引き鮭を製造して60年にもなる鮭
のエキスパート♪こちらの塩引き鮭は、村上市民にも好評です！他に
も、村上伝統の珍味である酒びたしや、昔ながらの味付けで作られ
る焼き漬けなど、美味しいものが沢山♡ネットでの販売も行ってい
るので、贈り物にも◎です！

革紐ペンダント3,240円〜、イヤリング4,320円〜、バングル10,800円〜、マド
ラー1本1,080円〜、コースター1枚3,240円〜
※工房の見学は、一週間前までに予約をするのが確実です。

塩引き鮭、酒びたし、鮭の焼き漬け、塩引き鮭の皮せんべい、はらこ、他

☎0254ｰ52ｰ2801

☎0254ｰ53ｰ0156

住所▶村上市長井町4ｰ17
時間▶9：30〜17：00
定休日▶不定休
駐車場▶3台

住所▶村上市飯野1ｰ2ｰ38
時間▶9：30〜18：30
定休日▶日曜日
駐車場▶5台

＝食べる

＝買う

＝見る

＝体験

＝飲む

＝泊まる

HP

32

82

『体に優しい』をキー
ワードにしています！

つきさら名人市場
つきさらめいじんいちば

80

大洋酒造

和水蔵

高野さん

農産物の直売と自家製手作りケーキのお店

和水蔵限定蔵出し原酒！あなたも
リピーターになる事間違いなし♡

米野さん

なごみぐら

1度は行ってみたい和水蔵！

純米大吟醸 大洋盛
市内の小規模 農家さんたちが作った野菜を販 売しています。中に
は、無農薬・無化学肥料の野菜もあり、安心安全な野菜が揃う直売

村上の誇る造り酒屋・大洋酒造さんの『大洋盛』を試飲できる、観
光客に人気の施設です！ほのかな香りと柔らかい口当たりが特徴の

所としてとても人気♪ケーキは、店内で作るシフォンケーキ・プリン
を中心に、無添加でてんさい糖を使った優しい甘さにこだわってい
ます。種類豊富な手作りのジャムも大好評！

清酒で、女性に大人気の梅酒やいちご酒なども有り。また、目の前

シフォンケーキ（ホール）220円（ハーフ）110円、カスタードプリン200円、チョ
コケーキ110円、チーズケーキ110円、シュークリーム（2個入り）110円
（すべて税込）

純米大吟醸 大洋盛720ml 5,000円（税別）
大洋盛各種お酒の試飲、旧仕込み蔵の見学ができます！（団体の方は要予約）
お酒の仕込み水も自由に飲めますよ！

☎0254ｰ53ｰ3232

☎0254ｰ53ｰ3145

住所▶村上市久保多町3ｰ14
時間▶9：00〜18：00
定休日▶不定休
駐車場▶3台 席数▶休憩スペース5席

住所▶村上市飯野1ｰ4ｰ31
時間▶9：00〜12：00／13：00〜16：00
定休日▶12月31〜1月3日、他不定休有り
駐車場▶6台 席数▶30席

83

これから楽しむ食に合わせるワインや
おみやげの地酒 喜ばれるお手伝いいたします。

加藤八十助酒店

81
加藤さん

かとうやそすけさけてん

で瓶に詰めてもらえる和水蔵限定の『純米大吟醸大洋盛』は、お土
産や旅の記念にもピッタリです♪

季節の食に合わせた厳選地酒やワインはいかが？

HP

天然醸造の本格みそをはじめ、
コメント
色々な発酵食品がありますよ！

鈴木惣四郎麹店
すずきそうしろうこうじてん

鈴木さん

村上の風土が醸し出す、味わい深い天然醸造みそ

村上牛に合うワインお探ししますョ〜

温度管理された良いコンディションの村上の地酒をはじめ、県内の酒
蔵から選び抜いたお酒が揃ったお店です！また、ワインの品揃えも豊富

鈴木麹店さんの山居みそは、昔ながらの製法を生かした天然醸 造
のみそです。他に、地元の野菜の味噌漬けや、麦・大豆・米が原料で

なのに加え、店主の加藤さんはフランス語で「助言をする人」の意味を
持つ、「コンセイエ」という資格を持ったワイン選びのプロ！村上の豊か

素材の自然の味を楽しむ事ができる「おなめ」も人 気です！また、
麹を使った塩麹や、甘酒の作り方も教えてもらうことができます♪

な季節の食材等に合うお酒を、プロと一緒に選んでみませんか？

33

特撰地酒、厳選ワイン、本格焼酎
てんや醤油、常盤園村上茶アイス、しんらい村山ぶどうジュース・ジャム
富樫精肉店特製ホルモン、岩船又上さかびたし、その他

越後山居みそ、味噌漬け、おなめ（ひしお）、麹、醤油、甘酒（冬季のみ）

☎0254ｰ52ｰ2989

☎0254ｰ52ｰ2498

住所▶村上市久保多町１ｰ８
時間▶6：30〜20：00（日曜・祝日は19：30まで）
定休日▶月2回火曜日
駐車場▶3台

住所▶村上市羽黒町8ｰ14
時間▶8：00〜18：00
定休日▶毎週日曜日
駐車場▶2台

老若男女問わず、お気軽にどう
ぞ！見学だけでも大歓迎です♪

86

84

美術・骨董

加

かが

賀

越後酒商

酒道楽 工藤

スタッフ片野さん

ものに心あり！古き良き品に２度目の人生を

プチ観光案内もいたします。
お気軽にお立ち寄りください！

店主の工藤さん

さけどうらく くどう

地酒のことなら当店におまかせ！

オリジナル商品

帯を使って作る額
時を経て古くなれど、美しさを失わない良き品のために、ひのき舞
台を用意する。それが加賀美術店さんです！着物や布地、器に民具
など、多種多様な品揃え。また、様々な体験ができ、100着以上か

村上市の観光案内人第１号で知られる工藤さん。お店は〆張鶴・大
洋盛などの地酒をはじめ、県内外の銘酒等豊富な品揃え。また、各

ら選べる着付け体験や、帯で作る額の教室なども。自分の思い出の
帯を持参してもOK！ぜひお立ち寄りください♪

蔵元と共同開発したオリジナル商品も魅力の１つです。村上の人情
を感じさせる工藤さんが描く似顔絵やポストカードも訪れた方に大
好評です。お店のアイドルペコちゃん人形も待ってます。

【美術・骨董品】せともの、ガラス、着物、民具、生活雑貨、ロシアの蜂蜜など。
【体験】着物着付け1,500円〜、額（3時間程度）2,500円〜、額絵（30分程度）
1,600円〜（体験は要予約。当日でも対応できる場合あり。
）（すべて税込）

大吟醸越後流 道（あゆみ）1.8ℓ 6,286円、720㎖ 3,143円、吟醸 道（あゆみ）
720㎖ 1,836円、七曲り 特別本醸造 1.8ℓ 2,160円、720㎖ 1,080円、他 〆張
鶴・大洋盛など地酒やオリジナル商品 （すべて税込）

☎0254ｰ52ｰ3222

☎0254ｰ53ｰ2694

HP

住所▶村上市片町3ｰ9
時間▶10：00〜17：00
定休日▶水曜日
駐車場▶4台

住所▶村上市堀片4ｰ8
時間▶9：00〜19：00
定休日▶水曜日
駐車場▶7台

ぜひうちのぶどう羹を
コメント
試食してみてください！

87

成田屋菓子店
なりたやかしてん

85

ぶどう羹810円（税込）山ぶどうじゃむ650円（税込）

うるし･麗し 日コメント
々の暮らしに
漆器を使ってみませんか？

村上木彫堆朱

尾崎漆工

成田さん

おざきしっこう

山ぶどうを使った県北の銘菓、大人気！

全て和菓子で作られた人形

を使って作る深山の精シリーズが人気。村上の代表的なお菓子であ
るぶどう羹は、瑞々しく美味で宝石のような輝き。山ぶどうじゃむ
はヨーグルトやパンケーキとも相性抜群♪

村上木彫堆朱各種・漆塗りアクセサリーの制作販売をしている尾崎
漆工さん。伝統的な茶器、花器など華やかで大きなものから、大ぶ
りや 華 奢なデザインの 様 々なアクセサリーまで作っています！ま
た、漆塗り製品の修理や洗濯もしてくれるそう。欠けたり、汚れたり
して諦めていた漆器も蘇らせてくれますよ♪

見学や和菓子作り体験もしています。
※一週間前までにご予約ください。その日の製造内容によってはお断りすること
もあります。

アクセサリー、茶器、花器等

☎0254ｰ52ｰ2275

☎0254ｰ52ｰ6570

住所▶村上市片町6ｰ12
時間▶9：00〜17：00
定休日▶毎月19日
駐車場▶5台

住所▶村上市片町4ｰ6
時間▶9：00〜17：00
定休日▶不定休
駐車場▶1台

＝買う

＝見る

尾崎さん

代々受け継いだ「手の技・手の誇り」

『人形様めぐり』
、
『屏風まつり』の時期に、自ら制作する和菓子人形
や和菓子屏風を飾る名物店！地元朝日地区や山北地区の山ぶどう

＝食べる

HP

＝体験

＝飲む

＝泊まる

34

漆は使って初めて良さが
コメント
わかるもの。ぜひ暮らしの中に
取り入れてください。

90

URUSHI OHTAKI

88

肴料理

梅

大滝さん

うるし おおたき

小豆のお茶、
『あかね茶』を
ぜひ飲みに来てください！

うめこう

幸

堆朱をベースにしたモダン漆器と漆体験

気取らず、かまえず、普段着で楽しむ村上の旬！

堆朱の伝統技術をベースにして、現代の暮らしに溶け込んだモダン
なデザインの漆器を製作・販売しています！赤・黒だけでなく、色と

自家製の採れたて野菜と、旬の地物で作るお料理が人気！水・木曜
限定でランチ営業もしています。全室個室で、お子様連れも大歓迎♪

りどりの漆を使ったアイテムが揃い、若い人にも人気。2階のギャラ
リーでは作品の鑑賞の他、
『絵付け』『箸塗り』などの体験もでき、

事前に予約をすれば、お子様用の料理も出してくれます！珍しい小
豆のお茶『あかね茶』も置いており、焼酎で割っても美味でむくみ
解消にも効果的！女性はぜひ飲んでみて♪

旅の思い出になること間違いなし♪

絵付け体験 大人：2,500円 小･中学生：2,000円
箸塗り体験 大人：1,200円 小･中学生：1,000円 （すべて税込）
※小学校高学年以上が対象になります。3日前までに要予約

☎0254ｰ52ｰ6988

91

HP

住所▶村上市片町6ｰ3
時間▶昼11：00〜14：00（LO13：30） 夜17：30〜22：30（LO22：00）
定休日▶不定休
駐車場▶8台 席数▶40席

自慢の鮭料理をぜひ
召し上がってみてください！

割烹

善

【昼】平日水・木曜日限定ランチ1,200円（税込）
（水・木曜日以外は予約のみ）
【夜】梅コース1,500円（税別）
、幸コース2,000円（税別）
、その他単品料理多数
（仕入れによりメニューが変わります）

☎0254ｰ52ｰ7605

HP

住所▶村上市上片町2ｰ32
時間▶9：00〜18：00
定休日▶毎月第2日曜日
駐車場▶2台

蔵

ご主人の齋藤さん

ぜんぞう

味を楽しめる空間で、至福のひとときを

素材にこだわった村上らしい
お菓子を作っています！

89

菓子竹
かしたけ

素材の良さを引き立て、上品で味わい深い料理を提供している善蔵
さん。お昼のお任せランチは品数豊富でとっても豪華♪村上の食文
化を代表する鮭を伝統の調理法で様々な料理にして提 供する、期
間限定の鮭のフルコースも人気！ぜひ食べてみて！全部屋個室なの
で、ゆっくりとお食事が楽しめますよ♪

料理長お任せランチ1,500円（税別）〜、鮭ミニ懐石3,000円（税別）〜、※要
予約、当日予約も可能です。
伝統の鮭料理フルコース6,000円（税別）〜【10月〜12月限定・完全予約制】

☎0254ｰ53ｰ3813
住所▶村上市上片町1ｰ3
時間▶10：00〜22：00【要予約】
定休日▶不定休
駐車場▶12台 席数▶100席

HP

佐藤さん

自然の味を大切にしたお菓子がずらり！

もちもちおやき 145円（税込）

35

鈴木さん

わらび餅入り抹茶ロール 220円（税込）

素材の自然な美味しさを生かしたお菓子が揃う菓子竹さん。中でも
人 気なのが、冷めてももちもちのおやき！中身のバリエーションも
豊富で、きんぴらから、カレー、切り干し大根まで！他にも、村上茶
を使用し、クリームにわらび餅が入ったロールケーキも他にはない
美味しさ！ぜひ食べてみて♪

【人気商品】茶の子餅 1個72円 創業当時からあるロングセラー商品
村上茶の自然な風味が楽しめます♪他にも、和・洋菓子が揃っています。
（すべて税込）

☎0254ｰ53ｰ3807
住所▶村上市片町5ｰ30
時間▶8：00〜18：00
定休日▶年中無休
駐車場▶3台

御贈答、お土産に地酒と鮭製品の
セットはいかがですか！

94

永徳酒販

92

小坂園

店主の永田さん

ながとくしゅはん

まち歩きの休憩に
お立ち寄りください！

村上土産にオリジナル清酒はいかが？

小坂さん

こさかえん

美味しいお茶と様々な茶道具、揃ってます！

特別純米『三面川』、特別本醸造『笹川流れ』
地元の2大酒蔵のお酒をはじめ、ウイスキーやワインなども品揃え
豊富な酒屋さん。特にオススメしたいのが、永徳酒販さんオリジナ

こだわりの美味しいお茶が揃う小坂園さん！その品揃えももちろん
ですが、茶道具の品揃えもなかなかのもの！店の２階は茶道具の展

ルの清酒！純米酒『三面川』と本醸 造酒『笹川流れ』。村上の名所
の名を冠する、お土産にもぴったりなお酒です♪村上の酒屋さんで
も、買えるのはここだけ！ぜひゲットして！

示場となっており、茶筅・茶碗・茶釜など、色や形も様々な道具が所
狭しと並んでいます。きっとお気に入りに出会えるはず♪ぜひ足を
運んでみてくださいね！

〆張鶴、大洋盛、特別本醸造『笹川流れ』720ml 1,080円、特別純米『三面川』
720ml 1,598円、他 （すべて税込）

お茶、茶道具一式、囲炉裏の灰（夏用・冬用）など

☎0254ｰ53ｰ4461

☎0254ｰ52ｰ2553

HP

住所▶村上市新町11ｰ13
時間▶8：30〜19：00
定休日▶元日
駐車場▶10台

住所▶村上市上片町2ｰ24
時間▶8：30〜18：00
定休日▶毎週水曜日
駐車場▶1台

自ら作った石窯で焼くナポリピッ
ツァをぜひお召し上がりください！

95

straight ahead
すとれいと あへっど

93

新潟発祥のカレー唐揚げ
をぜひご賞味ください！

お持ち帰り専門店

うまいもんや新町

佐藤さん

うまいもんやしんまち

手作り石窯で焼く、本格ナポリピッツァ！

オーナーの石田さんご夫婦

子どもから大人までみんな大好き！！

村上茶と生ハムのパスタ 1,200円（税込）

女性一人でも入りやすい、お洒落な雰囲気のお店！窯から手作りし
た本格ナポリピッツァやパスタが楽しめます！こちらに来たらぜひ
食べて欲しいのが、村上茶のソースと鮭の生ハムの塩気がたまらな
いペペロンチーノパスタ♪トッピングのマスカルポーネチーズを混
ぜると濃厚な美味しさに！絶品です♪

唐揚げの種類は数あれど、カレー味はここ新潟発祥！こちらには、
カレー味の様々な唐揚げが揃います。中でも、鳥の半身を丸ごと使
う半身唐揚げは、外はカリッ、中はジューシーな人気商品♪ドライブ
や電車のお供には、各種唐揚げやパリパリの皮せんべいがピッタリ
♡美味しさを口いっぱいにほおばって♪

ナポリピッツァ、パスタなど

カレー唐揚げ430円、和風唐揚げ450円、ムネ肉唐揚げ350円、焼き鳥1本100
円〜、半身唐揚げ800円、皮せんべい450円、オードブル2,000円〜等
（すべて税込）

☎0254ｰ56ｰ1331

☎0254ｰ53ｰ8888

住所▶村上市南町2ｰ5ｰ32
時間▶17：00〜0：00
定休日▶月曜日
駐車場▶5台 席数▶28席

住所▶村上市新町1005ｰ2
14：00〜20：00 【土・日・祝】
11：30〜20：00
時間▶【平日】
定休日▶月曜日（月曜祝日の場合、翌火曜日定休）、月に1度連休有り
駐車場▶8台

＝食べる

＝買う

＝見る

＝体験

＝飲む

＝泊まる

36

98

女性1人でも食事ができる店。
食材にもこだわりがあります。

フジ 夢レストラン料理工房
ふじ ゆめれすとらんりょうりこうぼう

96

磯料理

八千 草

藤山さん

女性1人でも気軽に入れるお店！

来てびっくり、戸を開けてびっくり！
皆様のお越しをお待ちしております。

中村さん

やちぐさ

元祖岩のり風おにぎり！おまかせ料理は2,000円〜

海ソーメン

サーモンピラフ 860円（税込）

サーモンリゾット 860円（税込）

ホテル出身のオーナーが腕を振るうお店！看板メニューの石焼きカ
レーはファンの多い一品。他にもイヨボヤ会館特製の鮭の酒びたし

その日に地元で捕れた海の幸が入ったいけすを眺めながら、食事を楽しむこと
ができる磯料理居酒屋です。岩のり風おにぎりはしょうゆがしみてごはんが柔

を使った洋食が人 気です♪予約で、フランス料理ベースのコース料
理も提供しています。料理教室と交流会を兼ねたイベントも定期的
に開催中！詳しくはお問い合わせください！

らかくシンプルな味が◎ぷちぷちの食感がたまらない海草の海ソーメンは、め
んつゆとの相性抜群！初めてで何を注文したらいいのかわからない方はご主人
が満足100％と豪語するおまかせ料理（5品）2,000円〜を頼んでみて！

茄子とカボチャの石焼きカレー980円（税込）
イヨボヤ会館特製の鮭の酒びたしを使った洋食など

おまかせ料理（5品）2,000円〜、海ソーメン600円、岩のり風おにぎり300
円、磯丼1,200円、お造りサラダ800円、焼魚、お造りなど （すべて税別）

☎0254ｰ53ｰ2438

☎0254ｰ52ｰ1213

住所▶村上市山居町1ｰ4ｰ37
時間▶11：30〜14：00／18：00〜21：00
定休日▶毎週木曜日
駐車場▶6台 席数▶26席

住所▶村上市山居町1ｰ1ｰ2
時間▶17：00〜23：00
定休日▶日曜日
駐車場▶7台 席数▶カウンター6席、小上がり2テーブル、座敷1部屋、小部屋1部屋

99

県外の希少な珍しい日本
酒も取り揃えています！

97

小料理

紙風船

ご主人 佐藤さん

かみふうせん

村上の酒と肴を味わって下さい！

ミルフィーユかつ

村上牛の脂の甘みを
感じてください！

和食四川料理

千

経

竹内さん

せんけい

地酒に地魚、村上牛も楽しめるお店！

村上牛特選サーロインステーキ

東京や県内で修行を積んだご主 人の佐藤さんは、村上ほど地元の
食 材がおいしいところはないと豪語します。その地元の肉、野菜、
肴をふんだんに使った料理を振る舞ってくれます。また日本酒好き
と言うこともあり、県内外の希少な日本酒を飲むことができ、日本
酒好きの方々の憩いの場となっています。

村上牛、塩 引き鮭、ハラコと、村上特 有の 地 の 食 材を 使 用したメ
ニューが目白押し。村上の美味しい地酒と一緒に召し上がれ♪一品
料理だけでなく、昼はランチや定食、丼物なども豊富で、お食事処
としても大人気！村上牛のステーキは、他では味わえない芳醇な甘
みととろける美味しさ！ぜひ食べてみて！

ミルフィーユかつ（チーズ入り）1,000円、かにたっぷりクリームコロッケ900
円、村上牛特選サーロインステーキ（240g）6,500円、おまかせコース料理（5
品）3,200円〜、その他1品料理有り （すべて税込）

村上牛サーロインステーキ、村上牛タタキ、うなぎ蒲焼き、のどぐろ塩焼き、ヤナ
ギガレイ塩焼き、刺身盛り、エビチリ、麻婆豆腐、杏仁豆腐、その他ランチや定
食、丼物など

☎0254ｰ53ｰ6131

☎0254ｰ52ｰ2475

住所▶村上市山居町1ｰ4ｰ37
時間▶18：00〜0：00
定休日▶日曜日（変更の場合有）
駐車場▶3台 席数▶25席

37

岩のり風おにぎり

HP

HP

住所▶村上市山居町1ｰ4ｰ31
時間▶11：30〜13：30（ランチ）
／17：00〜22：00
定休日▶月曜日、他不定休あり
駐車場▶16台 席数▶70席

季節によって変わる豊富なバリエー
ションケーキを食べに来てください！

102

アトリエ・ル・クール

100

笑顔ができるようなおいしくてかわいいお菓子

フォンダン・ショコラ（ジェラート付き）

サン・ト・ノーレ・キャラメル

サッポロラーメン

どさん娘

スタッフ東海林さん、真嶋さん

あとりえ・る・くーる

みそをベースとした
ミックスラーメンも人気です。

奥山さん

どさんこ

お得なセットメニューをご用意いたしております！

とんこつ南蛮ラーメン 850円（税別）

餃子 350円（税別）

地元村上の食材を使用したケーキ、焼菓子を取揃えており、店内の
落ち着いた雰囲気の中で、ジェラート、ケーキと一緒にコーヒーな

伝統の味噌ラーメンにこだわり続けているどさん娘さん。その味噌
ラーメンに試行錯誤して作ったオリジナルのとんこつ南蛮ラーメン

どを頂く事が出来ます。店内でしか食べることが出来ないメニュー
も有り！ル・クール自慢の季節によって変わる豊富なバリエーション
ケーキを楽しんでみて！

がこちらのオススメ☆ラーメンと一緒に手作り餃子や焼きシューマ
イはいかが？初めてでメニューに困ったら、中華ラーメン（細麺）の
しょうゆ、みそ、塩もおいしいですよ♪

コーヒー180円、村上茶オレ280円、ジェラート（シングル）300円、シューク
リーム160円〜、ケーキ370円〜、焼菓子160円〜 （すべて税込）

みそラーメン650円、塩ラーメン650円、とんこつ南蛮ラーメン850円、みそカ
レーラーメン700円、餃子350円、焼きシューマイ400円 （すべて税別）

☎0254ｰ52ｰ5529

☎0254ｰ52ｰ6819

HP

住所▶村上市山居町1ｰ3ｰ16
時間▶11：30〜14：00／18：30〜1：30（土日は2：30）
定休日▶月曜日、他休む時があります。
駐車場▶10台 席数▶58席

住所▶村上市山居町1ｰ3ｰ16ｰ1
時間▶10：00〜19：00
定休日▶毎週月曜日 祝祭日の場合は、火曜日
駐車場▶5台 席数▶9席

103

手作り雑貨も販売しています。
時間を気にせずお過ごしください！

101

ティータイムギャラリー

ぺ こり

ふくよか

天然食材100％ケーキと水出しコーヒーならココ！

ランチセット

酒と肴

福寄家

富樫さん

ぺこり

あったかおでんで1杯
いかがですか♪

オーナーの奥山さん親子

美味しいおでんを肴に、村上の地酒で乾杯♪

ケーキセット

添加物は使わず、天然素材で手作りにこだわったランチやケーキが
自慢のお店です！コーヒーも本格的で、6時間かけて一滴一滴抽出
する水出しコーヒーは、口の中で香りと味が一気に広がり、スッと
引いていく後味の良さ♪温かく居心地の良い雰囲気なので、お友達

親子で営む、アットホームな雰囲気のおでん居酒屋！お店に入ってす
ぐ、おでんの良いにおいに心がほぐれます。おでんは1種130円〜と
リーズナブルで、村上の地酒との相性も抜群♪お座敷もありますが、

とはもちろん1人で来ても寛げる空間です♪

お店の方とお話ししやすいカウンター席では、たまにマジックを見
せてもらえることもありますよ♡

ランチ、パスタ、オムライス、ピザ、ケーキセット、手作り雑貨、他

おでん各種130円（税別）〜、モツ煮、あさり酒蒸し、海鮮串揚げ、他

☎0254ｰ52ｰ2424

☎0254ｰ52ｰ5330

住所▶村上市山居町1ｰ3ｰ8 ホッとビル１階
時間▶【火〜土】10：00〜18：00
【月・日・祝】10：00〜17：00
定休日▶年末年始のみ 駐車場▶16台 席数▶33席

住所▶村上市山居町1ｰ3ｰ24
時間▶17：30〜0：00
定休日▶毎週日曜日
駐車場▶2台 席数▶26席

＝食べる

＝買う

＝見る

＝体験

＝飲む

＝泊まる

38
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冬季は鍋料理等の
宴会も承ります！

104

食菜

和ごころ

厳選素材！青森県十三湖産しじみ塩ラーメン

しじみ塩ラーメン 800円（税別）

居酒屋

はせべ

長谷部さん

お酒もお食事も楽しめるお店！

納豆カツ定食 1,300円（税込）

随所に健康への配慮がうかがえる健康志向のラーメン屋さん！アミ
ノ酸やオルニチンなどの栄養素が豊富な青森県十三湖のしじみを

ご家族でのお食事から、会社や友人との飲み会まで幅広く使って頂
けるお店です！とにかくメニューが豊富で、定食や丼物はもちろん、

使ったラーメンが人 気♪しじみエキスたっぷりのスープは優しいな
がらもコクのある旨み！飲んだ後の〆にも◎！他にも平日限定の日
替わり定食や、お弁当の販売もしています♪

バラエティに富んだ一品料理がたくさん♪お品書きを見ているだけ
で楽しくなり、どれにしようか迷ってしまうこと間違いなし！お座敷
席がメインなので、ゆっくり寛げますよ♪

エビ塩ラーメン800円、ゴマ赤ラーメン800円、中華そば540円、エビ塩焼きそ
ば800円、ギョーザ380円 （すべて税別）

はらこ丼1,200円（季節限定）
、天ぷら定食1,300円、刺身盛り合わせ（２〜３人
前）1,580円〜、お好み焼き680円 （すべて税込）

☎0254ｰ53ｰ5221

☎0254ｰ53ｰ6063

住所▶村上市山居町2ｰ6ｰ21
時間▶10：30〜14：00／17：00〜20：30（ＬＯ）
定休日▶月曜日
駐車場▶2台 ▶席数29席

住所▶村上市山居町2ｰ4ｰ11
時間▶11：30〜13：30／17：00〜23：30
定休日▶不定休
駐車場▶5台 席数▶40名
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店内を改装し、個室風お座敷に
なりました！ぜひおいでください！

ひと 憩
ひといき

39

日替わり定食 600円（税別）

お食事処

はせべ

看板娘の大越さん

わごころ

できるだけ地元の食材を使って
います！地酒も揃っていますよ！

105
鈴木さん

季節の美味しいものを
ぜひ食べに来てください！

郷土料理

入

いりふね

船

佐藤さん

一息つくなら、アットホームなひと憩へ♪

旬を食べる、季節を食べる

アットホームで旅の合間にほっとひと憩つける、老若男女問わず人
気のお店！改装でより快適になった個室風のお座敷と、一階の奥座

時期や季節に合わせた旬の食 材を使い、素材の良さを生かした日
本料理・郷土料理を提供しています！決まったメニューはなく、予算

敷と二階には、大人数で利用できる宴会場もあり♪メニューが豊富
で、珍しいラーメンサラダやピザ、地酒まで揃っています！事前に予
約をするのが確実！ぜひお出かけください♪

に応じたお任せ料理がメイン。その日その日で違ったお料理を楽し
めると、お客様に喜ばれています♪また、店先には季節毎に違った

宴会コース（飲み放題２時間、料理5品）4,300円〜5,000円、ひと憩クラッ
カー650円、明太手羽（3ヶ）600円、唐揚げの甘酢あんかけ680円、ラーメン
サラダ700円、牛タンねぎ塩焼き780円、など （すべて税込）

その日のお任せ料理（飲み物込みのコースも承ります）

☎0254ｰ53ｰ3239

☎0254ｰ53ｰ3456

住所▶村上市山居町2ｰ7ｰ3
時間▶17：00〜23：30
定休日▶不定休
駐車場▶5台 席数▶57席

住所▶村上市山居町2ｰ6ｰ14
時間▶17：00〜（昼は予約のみ）
定休日▶ご予約のない火曜日
駐車場▶8台 席数▶20席

花が咲いているので、そちらも必見♪

休
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村上地域コミュニティ空間

土間ん中

夫婦2人で仲良く営むお店
です。気軽においでください！

お食事の店

茉莉花

どまんなか

佐藤さん

まつりか

観光でお越しの方々、地域の方々が気軽に集える憩いの場

種類豊富で美味しいラーメンと餃子のお店！

笹川流れの塩ラーメン 580円(税込)
町屋の「土間」と地域の「ど真ん中」を掛け合わせた、人と人とのつ
ながりをつくる憩いの場。地域住民の休憩や観光客の情報収集等

定食、一品物等様々なメニューが魅力の中華食堂！特にラーメンの
種 類 が 豊富で、レタスとトマトの 塩ラーメンや冬 季 限 定のゆず 塩

に一役かっています。また、まちづくり団体を支援する施設として必
要な空間と情報の提供もいたします。どなたも気軽にのぞいてみて
ください！

ラーメン、激辛ハバネロ担々麺など珍しいものも！イチ押しは、笹川
流れの塩ラーメン！たっぷりのったアオサの旨みが効いたスープと、
とろとろチャーシューが絶品です♪

Pick up!

メニュー

コーヒーなど無料で提供いたします！

☎0254ｰ67ｰ4468

レタスとトマトの塩ラーメン、ハバネロ担々麺、ゆず塩ラーメン（冬季のみ）、
チーズ餃子（12月〜2月）等

☎0254ｰ52ｰ1278

HP

HP

住所▶村上市山居町2ｰ4ｰ25
時間▶11：00〜14：00／17：30〜23：00（LO.22：20）
定休日▶毎週月曜日
駐車場▶5台 席数▶20席

住所▶村上市上町1ｰ36
時間▶10：00〜15：30
定休日▶年末年始

休
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村上市コミュニティデイホーム
むらかみしこみゅにてぃでいほーむ

夜限定の牛タンステーキを
ぜひ食べてみてください！

ら〜めん・海鮮

BISTMO

佐藤さん

びすとも

地域のお茶の間！水・木曜は自主事業もやっています

ラーメンにお寿司、お肉まで！

約100年近くにわたって少しずつ手を加えられながら大切に守られ
てきており、黒く光る梁や柱に時を経たこの家の歴史を感じられま
す。

沖縄の塩を使ったこだわりの塩ラーメン、地元岩船・山北産の魚介
を主に使用した握り、日替わりで味付けが違う牛ステーキ・ポーク

みなさまが交流しながら、集える場所です。お気軽にお立ち寄りく
ださい。

Pick up!

ソテーなど、様々な料理をその日の気分で楽しめます！夜は居酒屋
として営業しており、予約をすればコース料理も作ってくれますよ♪
女性１人でも入りやすいお店です！

メニュー

折り紙などの体験ができます。

塩らーめん580円、塩野菜ラーメン760円、塩チャーシューメン800円、唐揚げ
500円、生ハムシーザーサラダ650円、馬刺し霜降り880円、他
（すべて税込）

☎0254ｰ52ｰ7785

☎0254ｰ53ｰ1427

住所▶村上市鍛冶町２ｰ３
時間▶9：00〜16：30
休館日▶12月〜2月までの月曜・祝日

住所▶村上市山居町2ｰ15ｰ31
時間▶11：00〜14：00／17：30〜23：30
（LO.23：00）
定休日▶水曜日
駐車場▶5台 席数▶28席

＝食べる

＝買う

＝見る

＝体験

＝飲む

＝泊まる

HP

40

