
★メニュー★
（HOT）
コーヒー260円
紅茶 260円
（COLD）
コーヒー 300円
紅茶 300円
わらびもちドリンク、タピオカドリンク

定休⽇：第２・第４⽕曜⽇
住 所：⿂沼市堀之内326

☎ 025-794-2031
お菓子

カフェコーナードリンク
100円割引

 ⽶粉で作った

   伝統の味

 雪の様なメレンゲ

9:00〜19:00 

車で
５分

定休⽇：なし
住 所：⿂沼市堀之内4246-1

☎ 025-794-2133
酒匠地酒の

日本酒1,500円以上
お買い上げの方

利き猪口１個プレゼント
「酒に⼼あり」
蔵元とお客様の架け橋として、
お役に⽴ちたく、⽇本酒の啓蒙
に努めています。⽇本酒の美味
しさに触れ、そして出逢いによ
って季節感をご体感ください。
各種電⼦マネー利⽤可。

8:00〜19:00

車で
５分

定休⽇：不定休
    ※寺⾏事により変更あり
住 所：⿂沼市根⼩屋1765

☎　025-794-2266

永林寺
拝観者限定

オリジナルうちわ
1枚プレゼント

⽯川雲蝶の作品いっぱいの寺。
芝桜公園からも徒歩圏内です。
⼼静かにお参りした後には雲蝶
の世界と⼈⽣を裕かにする⼼を
⿂沼の地で養いませんか。
拝観料：（中学⽣以上）500円
    （⼩学⽣）100円

9:00〜16:30
※受付は16:00まで 

車で
３分

5/15（⽇）〜6/29(⽔）の
毎週⽇曜⽇と⽔曜⽇に営業
住 所：⿂沼市⻯光地内

☎ 090-2881-0835

小田わらびの里
来園者限定

特製コースター
１枚プレゼント

⾼台に位置するため眺望よく時
間内は取り放題。声をかけてい
ただければ⼭菜について説明さ
せていただきます。わらび、タ
ケノコ、ウド、⼭ぶきなども。
（時期による）

8時〜12時
（受付7時30分〜） 

車で
13分

定休⽇：なし
住 所：⿂沼市⼤栃⼭356-2

☎ 025-796-2500

道の駅いりひろせ

ソフトアイス
50円割引

地場産の⼭野菜や⽶など、美味
しい旬のものが並び、オリジナ
ル商品や⼿⼯芸品も販売してい
ます。湖上レストランでは、⼿
打ちそばやおにぎりが⼈気。四
季で表情を変える鏡ケ池の周り
の散策もおすすめ。

9:00~17:00 

車で
33分

定休⽇：⽔曜⽇
住 所：⿂沼市七⽇市643-1

☎ 025-792-5554

ゆ～パーク薬師

入館料100円割引
※１枚で５名様まで利用可

会場より⾞で約２０分のところにあ
る⽇帰り温泉⼊浴施設。館内の「お
⾷事処ふきのとう」のおすすめは浴
室より⾒えるスキー場ゲレンデで栽
培した「地粉⼗割そば」。ぜひこち
らもご賞味ください。

10:00〜20:30
（19:30受付終了） 

車で
20分

定休⽇：⽕曜⽇
住 所：⿂沼市⼤湯温泉182-1

☎ 025-795-2003
大湯温泉交流センター

ユピオ

入浴料金100円割引
開湯1300年の歴史ある温泉地⼤湯
温泉の⼀⾓をしめるピラミッド型
の複合施設。⽇本百名⼭の越後駒
ケ岳から流れる清流「佐梨川」を
挟み、⾃然豊かな、四季の景⾊を
楽しみながら⼊浴出来ます。

10:00〜18:00
（17:30受付終了） 

車で
30分

定休⽇：毎⽉第２⽊曜⽇
住 所：⿂沼市清本583

☎ 025-799-3350

神湯とふれあいの里

①入浴料割引
日中100円割引･ﾅｲﾀｰ50円割引

②お得な宿泊プラン
　平日宿泊洋室2名様以上
　平日宿泊和室３名様以上

各お一人様1泊２食8150円
③キャンプサイト500円割引
※7月31日まで有効
※１枚で何名様でも利用可

詳細は別紙チラシ参照

10:00~22:00
（21:00受付終了） 

車で
20分

定休⽇：なし
住 所：⿂沼市折⽴245

☎ 025-795-2206

ホテルゆのたに荘

入浴付き昼食プラン
お一人様1,500円

お子様900円

※要事前予約
〜選べるランチ〜
 ♪ゆのたに荘オリジナル
       味付豚⾁定⾷
 ♪⼭菜天ざる(限定⾷)

・貸し部屋１時間別途1,000円。
・ドリンクバー別途200円。
・タオルはご持参ください

要相談・事前予約 

車で
26分

【⽇帰り⼊浴】

かねしん

【特典の受け⽅ 】
【注意点】等
裏⾯の記載事項をご確認の
うえ、ご利⽤ください。

魚沼芝桜まつり

2022 参加店

芝桜と一緒に楽しもう♪

応援

土産・温泉・体験編
～裏面は飲食など編～

ポストカード提示で
ポストカード提示で

ポストカード提示でポストカード提示でポストカード提示で

ポストカード提示で

ポストカード提示で
ポストカード提示で ポストカード提示で

キャンペーン

定休⽇：なし
住 所：⿂沼市堀之内322

☎ 025-794-2129

大吾菓子舗
お会計時

ふきのとうみそまんじゅう
１個プレゼント

地域の皆様に⽀えられて７０年
余、商標登録ぜんまい⽺羹やわら
び餅、⼤好評のプラリネや季節限
定の和菓⼦を取り揃えいつも元気
な笑顔で☺お待ちしております。

8:30~19:00 

車で
５分

ポストカード提示で

定休⽇：なし
住 所：⿂沼市佐梨788-3

☎ 025-793-3008

文具館タキザワ
魚沼店

 
TAKIZAWA

ポイントカード２倍
通常500円以上（現⾦のみ）の
お買い物で   １ポイントの所を
２倍に！⽂具をはじめオシャレ
でかわいい雑貨も多数。撮影し
た写真をアルバムに⼊れて⾃分
らしくアレンジ！

平⽇/⼟ 9:00〜19:00
⽇/祝 9:30〜18:30 

車で
15分

ポストカード提示で

吉田屋

雪花サブレ
笹団⼦
⿂沼ネージュ

お⼟産にお勧め



お食事をご注文の方
デザートサービス

池田記念美術館

橋本照嵩写真展

越後の瞽女
入館料100円割引

お会計５％割引
※飲料は除く

定休⽇：⽔曜⽇
住 所：⿂沼市堀之内525

☎　025-794-3298

レストランとき

テーブル席の他にお座敷もありお
⼦様連れでも、お⼀⼈様でもゆっ
たりと過ごせます。プリプリ海⽼
の天ぷらを⾃家製ダレで仕上げた
天重や、とろとろ〜⽟⼦のオムラ
イスもオススメの⼀品！

11：00〜22：00
※都合により変更あり 

車で
7分

定休⽇：⽔曜⽇
住 所：⿂沼市下島70-1

☎ 025-794-3012

味乃家 魚野川

お会計5％割引
※パン･宴会･テイクアウトは除く

ラーメン、宴会、⼗割⼿打ちそ
ば、⽯窯焼ピザ、豊富なおいし
い料理が⾃慢です。焼きたてパ
ンや総菜、テイクアウトも⼈気
です。

11:00〜19:00
※18:30ラストオーダー

車で
10分

定休⽇：⽊曜⽇
住 所：⿂沼市佐梨646-1

☎ 025-792-1052
レストラン

モンブラン
お食事をご注文の方

季節のソフトクリーム
1つプレゼント

※飲み物のみの注文は対象外

四季の⾷材をふんだんに⽤いてヘ
ルシーからがっつりまで美味しい
⼿づくりを⼼がけています。ご家
族、ご友⼈とおくつろぎいただけ
る離れをご⽤意しております。

11:00〜22:00  

車で
14分

定休⽇：⽕曜⽇
住 所：⿂沼市須原1517-11

☎ 025-797-2521

そば処 よしみや

そば、丼ぶり、定⾷まで豊富なメ
ニューの⾷事処。ツルっとのど越
し抜群のこだわりのへぎそばは、
春の⾹りを感じる旬の⼭菜天ぷら
と共に召し上がれ♪

11：00〜21：00 

車で
25分

定休⽇：⽉曜⽇
住 所：⿂沼市⼩出島124-69

☎ 025-792-6901

旬 食 や  香 秀
2,000円以上のコース料理

ご注文の方

だし巻き玉子サービス
南本町商店街にある和⾷のお店
です。旬の⾷材を使った単品の
料理もありますが、春は⼭菜を
使った季節のコース料理もオス
スメです。

17：00〜23：00 

車で
15分

定休⽇：⽇曜⽇
住 所：⿂沼市⼩出島503-1

☎ 025-792-0313

お会計５％割引

お刺⾝・揚げ物・定⾷や鍋物な
ど100種類ほどのメニューがあ
り、地元の⼈も多く通うお店。
あたたかな雰囲気の中で豊富に
そろう地酒も楽しめます。

17：00〜22：30 

車で
15分

須藤魚屋

定休⽇：⽔曜⽇
住 所：⿂沼市中原167-1

☎ 025-795-6030

Toi_tmh

ドリンク50円割引
暮らしの中のcofeeが楽しくなるよ
うなお店です。コーヒー⾖、コーヒ
ーに纏わるものも取扱っています。
地域の寄り合い所として、いつでも
気軽にお⽴ち寄りください。

9:30~17:00

車で
16分

定休⽇：毎週⽔曜⽇
  （祝⽇等の場合は翌⽇）
住 所：南⿂沼市浦佐5493-3
   （⼋⾊の森公園内）

☎ 025-780-4080

9:00~17:00
※⼊館は閉館の30分前まで

車で
25分

定休⽇：⽔曜⽇
  （⽕曜⽇はランチタイムのみ営業）
住 所：南⿂沼市浦佐
    （⼋⾊の森公園内）

☎ 025-777-5888

ワインレストラン　
葡萄の花

お会計５％割引
※ 飲 料 は 除 く

⼤きな窓から雄⼤な越後三⼭と
隣接のぶどう園を望むことがで
きます。おいしいワインと地元
で採れた新鮮な⾷材を使ったメ
ニューで⼼躍る⾄福のひととき
をご満悦ください。

11:00〜20:00

車で
25分

【特典の受け⽅ 】
  ⼊場協⼒⾦（200円以上）にご協⼒いただいた⽅へ
  お渡しするポストカードを、各店にて提⽰して
  いただくと記載の特典が受けられます。
  ・ポストカード特典は６⽉３０⽇（⽊）まで有効。
【注意点】
  ・１名様につきポストカード１枚ご提⽰にて、
    記載の特典が受けられます。
  ・割引特典は他の割引とは併⽤できません。

魚沼芝桜まつり

2022参加店

芝桜と一緒に楽しもう♪

応援キャンペーン
詳細は

ココからも

飲食店など編
～裏面に土産・温泉・体験編～

ポストカード提示で ポストカード提示で

ポストカード提示で
ポストカード提示で ポストカード提示で

ポストカード提示で

ポストカード提示で ポストカード提示で ポストカード提示で

開催期間：

2022.5.21（⼟）〜7.10（⽇）

⼊館料：

⼤⼈500円／⾼校⽣以下無料

定休⽇：⽊曜⽇
住 所：⿂沼市吉⽥1148

☎ 025-792-7300

2,000円以上お買い上げの方
オリジナルトートバック

プレゼント
５⽉１⽇オープン！⿂沼市産コシ
ヒカリを使った「ごちそうおにぎ
り」やお⽶の販売、ご飯のおと
も、雑貨をそろえた⿂沼産コシヒ
カリ魅⼒発信拠点です！

9：00〜16：00 

車で
15分すとあ 

はち-じゅう-はち
ポストカード提示で

道の駅ゆのたに

敷地内 ／

＼


