
新潟県 しんきんナイン
行こてば新潟の旅 Ver.2

新潟県信用金庫協会

行こてば とは、新潟の言葉で「Let’s go」を意味し県内外から観光客の方々にお越し頂きたいと考えて名づけました。
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➊妙高・上越エリア モデルコース

観光のおすすめポイント
◆上越・妙高・新井の産業観光スポット。ワイン工場、酒蔵、

そしてリニューアルオープンの日本海を一望できる大水槽、水族博物館見学。
1日目は上越市に2018年6月リニューアルオープンの水族博物館「うみがたり」や、日本三大夜城
で有名な「高田公園三重櫓」の見学をお楽しみ下さい。日本のワインぶどうの父と呼ばれる川上善
兵衛が創設した「岩の原葡萄園」でワインの試飲や石倉の見学、雪国の知恵を活かした雪室も体
験できます。宿泊は妙高温泉郷（赤倉温泉、燕温泉、池の平温泉、関温泉）、または、鵜の浜
温泉にお泊り下さい。２日目は、日本の滝100選にも選ばれた「苗名の滝」や、修験道の道場とし
て繁栄した「関山神社」、新潟の美味しいお酒の「酒蔵」をご見学いただきます。

旅行のプロが教えます!

③岩の原葡萄園
明治23年創業のワイナリー。
国産赤ワインの主要品種である
「マスカット ベーリーA」をはじめ、
多くの醸造用ぶどうを生み出した
ことで知られています。

④苗名の滝
鮮やかに色づく紅葉の季節、例年
10月中旬が見もの。
「日本の滝100選」 にも選ばれて
いる大迫力の滝。
ダイナミックな風景は、多くの人が
訪れる紅葉スポットです。

⑤関山神社
奈良時代から妙高山を霊山と
仰ぐ修験道の道場として繁栄。
上杉謙信も信仰したといわれ
ます。1,200年もの伝統ある
「火祭り」で披露する「仮山伏
の棒遣い」は県無形民族文化
財です。

１ 各地＝＝＝（上越IC）＝＝＝①高田公園三重櫓 または ②上越市立水族博物館＝＝＝
30分 ＜60分＞ ＜60分＞ 60分

＝＝＝③岩の原葡萄園＝＝＝＝赤倉温泉、燕温泉、池の平温泉、関温泉、鵜の浜温泉 など。
＜40分＞

赤倉温泉
燕温泉

池の平温泉
関温泉

鵜の浜温泉

２ ホテル＝＝＝いもり池・④苗名の滝見学＝＝＝＝⑤関山神社＝＝＝＝妙高市（昼食）＝＝＝
＝

＜120分＞ 30分 ＜30分＞ 20分 ＜50分＞ 20分

＝＝⑥酒蔵見学（千代の光酒造） ＝＝＝＝道の駅あらい（お買物）・ 新井PA＝＝＝各地
＜40分＞ 10分 ＜50分＞

①高田公園三重櫓
春は桜、夏は蓮、秋は紅葉、冬は
雪景色。平成26年度に、一般社団
法人夜景観光コンベンション・ビューロー
が主催する「日本三大夜城」認定事業
において、高田城が大阪城、高知城と
ともに「日本三大夜城」に認定されました。

②上越市立水族博物館
「うみがたり」

平成30年6月リニューアルオープン。
日本海をテーマにした大水槽の中
を通る水中トンネルは足元までアク
リルガラスが広がり360度の世界を
楽しむことができます。

創業は1860年（万延元年）
妙高連峰を源とする清冽な
仕込水と雪に覆われた冷涼な
気候が、仕込みに適した環境
を生み出します。歴史ある酒蔵
をご見学ください。

⑥酒蔵見学
「千代の光酒造」

お問合せ:新井信用金庫 本店営業部 電話:0255-72-3101

お問合せ:上越信用金庫 営業統括部 電話:025-543-0398
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➋柏崎・⾧岡エリア モデルコース

観光のおすすめポイント
◆秋を堪能!紅葉と地酒めぐりの旅。お泊りは⾧岡の奥座敷
「蓬平温泉」、柏崎の日本海の近く 「鯨波松島温泉」 でおいしいお料理をお楽しみ下さい。

新潟のおいしい地酒とおいしいお米、グルメ、紅葉を堪能できるコースです。
1日目は、柏崎名物「鯛茶漬け」で秋の紅葉鯛を堪能、その後紅葉の名所である「松雲山荘」で
庭園散策、銘酒「越の誉」の蔵元「原酒造」で酒蔵見学、試飲、お買い物をお楽しみいただくコー
スです。お泊りは⾧岡の奥座敷「蓬平温泉」または柏崎の「鯨波松島温泉」がお奨め。
2日目は、⾧岡の山本五十六記念館見学と、伝統織物 小千谷縮の布ギャラリー見学です。

旅行のプロが教えます!

１ 各地＝＝＝北陸自動車道 ・ 米山IC＝＝＝ホテルシーポート（昼食）＝＝＝①恋人岬＝＝＝＝
5分 ＜50分＞ 5分 ＜20分＞ 30分

＝＝＝②松雲山荘・木村茶道美術館＝＝＝原酒造 「酒彩館」にて試飲・お買物＝＝＝柏崎IC
＜60分＞ 10分 20分

＝＝＝＝⾧岡南越路IC＝＝＝=蓬平（よもぎひら）温泉 『和泉屋』
40分 20分

蓬平温泉
和泉屋

●柏崎市 鯨波松島温泉にご宿泊の場合

＝＝＝原酒造 「酒彩館」＝＝＝=鯨波松島（くじらなみまつしま）温泉 『メトロポリタン松島』
20分

鯨波松島温泉
メトロポリタン

松島

２
＝＝③山本五十六記念館＝＝＝栃尾の油揚げ・豆撰＝＝

＜30分＞ 30分 ＜60分＞ 30分

＝＝＝⾧岡（昼食）＝＝＝＝④伝統織物 小千谷縮 水田＝＝＝各地
＜50分＞ 60分 ＜40分＞

①恋人岬
米山福浦八景県立自然公園
内の恋人岬は、米山と米山大橋、
青海川駅、福浦海岸など、柏崎
が誇る自然を一望できるだけでな
く恋愛成就の恋愛パワースポット
としても有名です。

②松雲山荘・木村茶道美術館
大正15年から造園された名園で、赤松、
もみじ、つつじなど多数の樹木が美しい
色合いを見せてくれます。
また、同敷地内にある木村茶道美術館
では展示品である国宝級の茶器でお茶
を楽しむことができます。

③山本五十六記念館
第二次世界大戦時、連合艦隊
司令⾧官として、ハワイ真珠湾
攻撃など大戦の指揮をとった
山本五十六。開戦には否定的
な立場ではありましたが、その功
績を後世に伝えるべく建設された
施設です。

④小千谷縮 水田
小千谷駅より徒歩8分。三国街道沿い
に「布ギャラリー」の店舗と、ものづくりの
現場である工房を備えたオフィスを構え、
一貫した体制のものづくりに取り組んで
おります。モダンな黒い外観と、のれんを
目印においでください。
https://ojiya-chijimi.jp/

蓬平温泉＝＝＝＝（30分）＝＝＝＝
鯨波松島温泉 ＝＝（70分）＝＝

お問合せ:柏崎信用金庫 業務推進部 電話:0257-24-3321

お問合せ:⾧岡信用金庫 営業推進部 電話:0258-36-4344
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➌三条・燕・弥彦・加茂エリアコース

観光のおすすめポイント
◆燕三条の産業観光、工場見学・体験と弥彦温泉・寺泊 魚のアメ横。

彌彦神社の門前町にあり旧北国街道の宿場町「弥彦温泉」
または、薬師の湯として親しまれる「湯田上温泉」ご宿泊。

江戸時代初期に和釘づくりから始まった燕三条の金属産業の歴史は、時代の荒波にもまれながら
そのたびごとに工夫を重ね、ヤスリ、鎚起銅器、煙管、矢立など次々と新たな特産品を生み出して
きました。鎚起銅器や利器工匠具のように伝統や歴史ある産業は連綿と伝承されるとともに、金属
洋食器等へと発展し、現代の生活にマッチした魅力ある製品や生活に欠かせない各種の部品・製
品を創り出しています。こうした世界有数の産業集積地で「ものづくり」の街をご覧いただきます。

旅行のプロが教えます!

③越後豪農の館 椿寿荘
1897年、7代目当主が 「不況で
仕事のない小作人を働いてもらう」
ために当時日本三大名人の一人
と言われた富山・井波の宮大工、
松井角平に依頼して建てた離れ
座敷が、椿寿荘です。ヒノキを使
った重厚な寺院様式です。

②弥彦神社
御祭神は天照大神の曾孫の
天香山命で越後地方の開拓
にあたられ、信濃川で治水開拓、
稲作等、農耕の道や産業の
基礎をさずけられ、また越後一宮
として県内外の信仰が厚い。

①カーブドッチ
広大なぶどう畑の中にあるワイ
ナリー。敷地内には自家製ワ
インを販売するショップや新鮮な
野菜や果物を販売するマルシェ、
地元食材にこだわったレストラン
に天然温泉など一日中ゆっくり
と楽しんでいただけます。

④燕三条地場産センター
伝統的な職人技から最先端の
テクノロジーを駆使した製品まで
豊富な品揃えです。約10,000点
の洋食器・刃物他キッチン用品・鍋
などを産地価格で販売しております。
外国人旅行者に対応、平成27年
4月2日より免税店となりました。

１ 各地＝＝＝（燕三条駅）＝＝＝藤次郎(ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｸﾄﾘｰ)＝＝＝寺泊アメ横（昼食）お買物＝＝
15分 20分 ＜90分＞

＝＝＝①カーブドッチ（試飲・お買物）＝＝＝②弥彦神社（参拝）＝＝＝弥彦温泉 『みのや』
20分 20分 ＜60分＞

弥彦温泉

みのや

２ ホテル ＝＝ SUWADA(ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｸﾄﾘｰ) ＝＝ マルナオ(ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｸﾄﾘｰ) ＝＝ タダフサ(ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｸﾄﾘｰ)
10分 10分

＝④燕三条地場産センター＝＝玉川堂(ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｸﾄﾘｰ)＝＝燕市産業史料館＝＝（燕三条駅）
昼食＜90分＞ 10分 10分 10分

１ 各地＝＝（燕三条駅）＝=④燕三条地場産センター ＝=＝山重（昼食）== 加茂山公園 ＝
10分 ＜60分＞ 30分 <60分＞

＝＝③越後豪農の館 椿寿荘＝＝＝湯田上温泉 『ホテル小柳』 または 『越後乃お宿 わか竹』
20分 <60分＞ 10分

湯田上温泉
ホテル小柳

わか竹

２ ホテル＝＝＝ ②弥彦神社 ==寺泊アメ横 魚の市場どおりでお買物、日本海・海の幸の昼食＝＝
60分 ＜60分＞ ＜90分＞

＝＝＝＝＝＝燕市産業史料館 ===（燕三条駅）＝＝＝ 各地
60分 <40分＞ 10分

お問合せ:加茂信用金庫 業務部 電話:0256-53-2211

お問合せ:三条信用金庫 営業推進部 電話:0256-34-3136
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➍新潟・新発田エリアモデルコース

観光のおすすめポイント
◆港町と豪農。歴史めぐり。豪商と豪農に見る新潟市の歴史を

感じる街ツアー。
江戸時代より日本海側最大級の港町となった新潟市。北前船や旅人が行き交う商人の町として
大いに栄え、豪商が誕生し、独特の文化が発達しました。当時の風情を感じることができる観光ス
ポットと、鮮魚グルメ、豪農の館を巡る旅にご案内いたします。
新発田市（しばたし）は新潟県の北部、日本の穀倉地帯といわれる蒲原平野部に位置し、足
軽⾧屋など見所も多く、新潟市から貸切バスで40分（約27km）のところにあります。

旅行のプロが教えます!

①蕗谷虹児記念館
蕗谷虹児（フキヤコウジ）は、
「金襴緞子の帯しめながら……」で
始まる童謡･花嫁人形の詩の作者
でもあります。画家蕗谷虹児の作品
を展示しております。
皆様のご来館をお待ちしております。

②新発田城
新発田城（国指定重要文化財）は、
別名 「あやめ城」 とも呼ばれ、初代
新発田藩主 溝口秀勝(みぞぐちひで
かつ)侯が慶⾧3年(1598年)に築城し、
3代宣直(のぶなお)侯のときに完成しま
した。

③清水園/足軽⾧屋
国指定名勝。旧新発田藩下屋敷
庭園。 新発田藩の下屋敷として
つくられました。京風の回遊式庭園
は幕府の茶道方・縣宗知の作。
足軽⾧屋は、木造茅葺き造りの
八軒⾧屋で当時の足軽の暮らし
が偲ばれます。

④北方文化博物館
越後豪農の中でもひときわ
隆盛を極めた、伊藤家の館
を今に伝える博物館です。
敷地面積は8,800坪、65
もの部屋があります。100畳
敷きの大広間から見る回遊
式庭園の風情は見事です。

１ 各地＝＝新潟駅 新潟空港＝＝＝新潟市歴史博物館＝＝＝新潟市文化財 旧小澤家住宅
＜50分＞ 5分 ＜40分＞

＝＝（昼食）＝＝＝白山神社＝＝月岡温泉 『華鳳（かほう）』 または 『泉慶（せんけい）』
＜60分＞ 60分

月岡温泉

華鳳
泉慶

１ 各地＝＝新潟駅 新潟空港＝＝①蕗谷虹児記念館 ＝＝②新発田城＝白壁兵舎広報史料館
60分 ＜40分＞ 10分 ＜60分＞ 10分 ＜45分＞

＝（昼食）＝③清水園/足軽⾧屋＝＝菊水日本酒文化研究所(菊水酒造)見学＝＝ 月岡温泉

月岡温泉

華鳳
泉慶

２ 月岡温泉＝＝＝④北方文化博物館＝＝酒蔵（今代司酒造）＝＝越後味噌製造元峰村商店
50分 ＜60分＞ 30分 ＜40分＞ 20分 ＜40分＞

＝＝新潟市内（昼食）＝＝＝新潟駅 新潟空港＝＝＝各地
＜50分＞ 10分

１日目 新潟エリア 観光モデルコース

1日目 新発田エリア 観光モデルコース

２日目 観光モデルコース

お問合せ:新発田信用金庫 業務部 電話:0254-24-5100

お問合せ:新潟信用金庫 営業推進部 電話:025-222-3111

＜60分＞ 10分 ＜60分＞ 25分
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➎村上エリア モデルコース

観光のおすすめポイント
◆鮭（さけ）・酒（さけ）・人情（なさけ）のまち、村上。
城下町村上に受け継がれる、重要無形民俗文化財の村上祭りの屋台、町屋散策や日本海
に沈む夕陽を眺めながら温泉入浴が楽しめる瀬波温泉。おいしい鮭料理をお楽しみください。

１日目は、名勝天然記念物「笹川流れ」の雄大さに触れ、いにしえの薫りを残す「町屋」を散策し、
酒蔵を見学いただきます。お泊りは日本の夕陽百選にも選ばれている瀬波温泉でおくつろぎください。
２日目は、城下町村上に伝わる「村上大祭」と鮭をこよなく愛する村上の文化に触れていただいた
あと、新鮮な海の幸のお買い物をお楽しみください。

旅行のプロが教えます!

１ 各地＝＝ JR村上駅または村上瀬波温泉IC ＝＝＝①笹川流れ観光汽船＝＝昼食（悠流里）
40分 乗船40分 40分 <60分＞

＝＝ ②町屋散策（観光ガイド案内付き）＝ 酒蔵見学・試飲販売（大洋酒造）＝ 瀬波温泉
＜60分＞ ＜30分＞ 10分

瀬波温泉

２
瀬波温泉＝＝＝＝＝ ③おしゃぎり会館 ④若林家住宅 ＝＝＝＝＝ イヨボヤ会館 ＝＝＝＝＝

10分 ＜50分＞ 10分 ＜60分＞

＝＝＝＝⑤岩船港鮮魚センター＜90分＞＝＝＝＝神林岩船港IC または JR村上駅＝＝＝各地
（昼食:海鮮処 番屋）海の幸お買物 10分

◆お時間に余裕のある方は、岩船港鮮魚センターの後に◆

＝＝＝道の駅穂波の里＝＝＝重要文化財 渡邉邸（関川村）＝＝＝荒川胎内IC＝＝＝各地
20分 25分 ＜30分＞ 20分

村上観光のアドバイス、観光ガイドの申込みは、村上駅前 「むらかみ旅なび館 (村上駅前観光案内所)」 へどうぞ!

①笹川流れ観光汽船
潮風とカモメにあえる40分の船旅。
新潟県の名勝 「笹川流れ」 の
エメラルドグリーンと白砂のダイナミック
な奇岩が体感できます。
運航期間は 3/30 ～ 11/20
併設する「笹川流れ地魚処天ぴ屋」
の炭焼きコーナーや地魚の秘伝スモ
ーク、天然岩がきも楽しめます。

②町屋散策
村上は、城跡・武家町・町人町・
寺町がセットとして残っている全国
でも数少ない城下町です。
中でも町人町は伝統的な商家が
点在し、春には人形様巡り、秋に
は屏風祭りと、町家散策を目的に
村上を訪れる人が絶えません。
観光ガイドの案内がおすすめ!

④重要文化財 若林家住宅
日本で数少ない武家住宅として国
の重要文化財に指定されています。
形式は東西に棟をもつ曲屋・茅葺・
平屋建ての建物で、旧村上藩では
中級上位の武士の住まいでした。
また、庭園には鶴・亀の松が配され、
茅葺の建物との組み合わせは、心
和む雰囲気を感じさせています。

⑤岩船港鮮魚センター
地元の岩船港で水揚げされた鮮魚
をはじめ、自慢の鮭の味噌漬、粕漬、
手作り干物。新鮮で美味しいお魚を
販売しています。
お食事は 1F ファーストフード、2F
海鮮処番屋で新鮮な海の幸をお楽
しみいただけます。

③おしゃぎり会館（村上市郷土資料館）
おしゃぎりとは、村上では祭りに曳きだされる山車(だし)
のことをいいます。
例年７月７日には、国の重要無形民俗文化財に指定
された１９台のおしゃぎりが町中を巡行します。
おしゃぎり会館には４台のおしゃぎりが展示してあります。
ぜひ村上の匠の技をご覧ください。

お問合せ:村上信用金庫 業務部 電話:0254-53-2181
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➏佐渡島エリア モデルコース

観光のおすすめポイント
◆初めて訪ねる佐渡島。２日間で、見所をすべてご案内いたします。

新潟県を代表する観光地でもある「佐渡」、初めて佐渡を訪ねる方のツアー。
島の面積は約855平方キロメートル、海岸線は約280キロメートルあり、日本では東京23区や
淡路島、海外ではグアム島やプーケット島の約1.5倍の大きさがある、日本海側最大の島です。
１日目は佐渡に流された人の歴史を知ることができる「佐渡歴史伝説館」にて佐渡島のご案内、
「たらい舟」に乗船体験します。他にも砂金とり体験ができる「西三川ゴールドパーク」も立寄ります。
2日目は「史跡 佐渡金山」、景色の美しい佐渡スカイラインを通り、3大観光地の「トキの森公園」
へご案内いたします。佐渡の日本海の海の幸がそろう、「佐渡海鮮市場 かもこ観光センター
（佐渡の味いちば）」 にて、お土産お買物をお楽しみ下さい。

お問合せ:新潟信用金庫 営業推進部 電話:025-222-3111

旅行のプロが教えます!

①佐渡歴史伝説館
佐渡の歴史や伝説を、等身大
ロボット人形がリアルに再現。
お食事処 割烹 夕鶴では、四季
折々に移ろいゆく日本庭園を眺
めながら佐渡の旬の料理を味わ
うことができます。

②西三川ゴールドパーク
佐渡の金銀の歴史は、平安時代
に「西三川砂金山」の発見で始ま
ったといわれており、この砂金を自ら
の手で採取してもらうという体験型
の観光施設です。

③たらい舟
小木地区独特の海域に合わせて
小回りの利く舟として昔から伝わって
います。実際に、わかめやサザエなど
の漁にも使われています。女性船頭
さんが巧みに操る舟は、旅情をかき
立ててくれます。

④史跡 佐渡金山
1601年に発見され、徳川幕府
300年の財政を支えた金銀山跡。
当時の採掘様子が見られる
「宗太夫坑」や明治以降操業停止
になるまで採掘されていた「道遊坑」
の見学もできます。

１ 各地＝＝＝新潟港～～～～～両津港＝＝＝①佐渡歴史伝説館 見学（昼食）＝＝＝＝
ｼﾞｪｯﾄﾌｫｲﾙ65分 30分 ＜90分＞ 20分

＝＝＝②西三川ゴールドパーク＝＝＝＝③たらい舟（力屋観光汽船）＝＝＝佐渡八幡温泉
＜60分＞ 25分 ＜60分＞ 50分

佐渡八幡温泉

⑤八幡館

２ 佐渡八幡温泉＝＝＝＝④史跡 佐渡金山＝＝＝大佐渡スカイライン＝＝＝トキの森公園＝＝＝
20分 ＜60分＞ 50分 <60分＞ 20分

＝＝佐渡海鮮市場 かもこ観光センター（昼食）＝＝＝両津港～～～～～新潟港＝＝＝各地
（佐渡の味いちば） ＜90分＞ 10分 ｼﾞｪｯﾄﾌｫｲﾙ65分

⑤佐渡 八幡温泉 『八幡館』
佐渡の中央部、佐和田地区八幡に位置し、
観光に極めて最適な場所にあります。広大な
赤松林の中に、近代的な施設と、落ち着いた
和風造りの客室が調和した旅館です。
赤松林の庭園を望む、温泉大浴場と、露天
風呂では、憩いと安らぎのひとときをお楽しみ
くださいませ。
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①新井信用金庫 おすすめ施設

赤倉温泉 滝の湯

妙高高原温泉郷 「七五三の湯」
七つの温泉、五つの泉質、三つの湯色を各温泉宿泊施設で楽しむことができます。

①赤倉温泉（透明） ②燕温泉（白） ③池の平温泉（黒） ④関温泉（赤）

道の駅あらい

“道の駅あらい”は・・・
海の幸も山の幸も!
国道からも高速からも!

道の駅あらいは、上信越自動車道新井PA・スマートICに
隣接し、国道18号と高速の双方からアクセスできます。

観光案内所をはじめ、物産館、農産物直売所、鮮魚センター、
ラーメン、そば、回転寿司、ピッツァ、ベーカリーなどの多彩な
お食事処のほかに、ビジネスホテル、コンビニ、コインランドリーも
あります。高速上り線はPAを、下り線はETC出口手前の駐車場
をご利用ください。スマートICは終日利用できます。
新潟のおいしいお米・地酒・鮮魚を是非お土産にどうぞ!

お問合せ:新井信用金庫 本店営業部 電話:0255-72-3101

燕温泉 黄金の湯 池の平温泉
ランドマーク妙高高原

関温泉

神の宮温泉 かわら亭

北陸新幹線
「上越妙高駅」から
一番近い温宿。
美肌の湯と言われ
泉質は絶品です!
日帰り入浴、お食
事のみのご利用も
可能です。
宿泊・法要・宴会
にもご利用いただけ
ます。

そばと海鮮丼を
お楽しみください。
名代ぼて盛り、
ボリューム満点の
ランチもお楽しみ
ください。
各種ご宴会も、
承っております。

そば処 文ざ

住所:妙高市大字神宮寺
電話:0255-72-7307 住所:妙高市栗原2-1-11

電話: 0255-78-7027

観光・見学

ご宿泊

お食事処
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②上越信用金庫 おすすめ施設

鵜の浜温泉

★おすすめ８つの宿泊旅館
①高台の宿 三景
③ロイヤルホテル 小林
⑤わん宿 うの浜館
⑦ビーチホテル 竹清

J-Holdings 「驚きとロマン」 上越７つのおもてなし

百年料亭 「宇喜世」 （うきよ）
新潟県上越市、国登録有形文化財の料亭です。

会席料理 松風園 「藤作」（とうさく）
新潟県上越市、伝統を誇る老舗の味です。

高田公園 三重櫓

上越市仲町3-5-4 電話:025-524-2217
営業時間:11:30～14:00 / 17:30～22:00
定休日:毎月第2月曜日 (不定休)

上越市中央5丁目12-18 電話:025-543-2154
営業時間:11:00～14:00 / 17:00～21:30
定休日:月曜日

マリンホテルハマナス

キューピットバレイゆったりの郷

ゑしんの里 やすらぎ荘

うみてらす名立

ネイチャーリングホテル
米本陣

鵜の浜 人魚館

観光・見学

ご宿泊

お食事処

お問合せ:上越信用金庫 営業統括部 電話:025-543-0398

②汐彩の湯 みかく
④割烹旅館 日本海
⑥潮風薫る宿 みはらし
⑧鵜の浜ニューホテル

上杉謙信の居城
春日山城址 本丸跡

春日山城は上越が誇る名将、上杉謙信
公の居城。複雑な自然の地形を利用した
「山城」であり、今もその名残を見ることが
できます。国の指定史跡であり日本100
名城にも数えられています。

上越市立水族博物館「うみがたり」

高田城三重櫓のある高田公園は、
日本の歴史公園100選に選定さ
れており、春は日本三大夜桜、夏
は東洋一といわれる蓮を楽しむこと
ができます。

飼育数世界一、上越市が誇るマゼランペンギンの
群れを圧倒的な近さで体感できるマゼランペンギン
ミュージアム、水槽と日本海の水面が一体に見える
日本海テラス、日本海をバックに豪快なジャンプが
見られるイルカのパフォーマンスも必見です。
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住所:949-3662 新潟県柏崎市笠島810-1
営業日:金・土・日曜日
営業時間:10時00分～16時00分（喫茶10:00～16:00、ランチ11:30～14:00）
※夜は完全予約制（22時閉店）

13

③柏崎信用金庫 おすすめ施設

鯨波松島温泉 メトロポリタン松島

お湯は平成3年に湧き出した
新しい温泉で地中1,400ｍ
から湧き上がる自家源泉の
ため湯量は豊富です。
新鮮なお刺身に加え、どんぶり
選手権でグランプリを獲得した
名物鯛茶漬けも併せてご賞味
下さい。

原酒造㈱ 「酒彩館」 200年の歴史ある蔵のイメージをモダンなデザインで表現した当ミュージアムは、
日本の伝統、日本酒の素晴らしさ、そして柏崎の誉となるような酒造りを目指し
ます。その想いを、みなさんに知っていただきたい柏崎の新名所です。
四季折々の日本庭園を見ながら、ゆったりとした空間で、「越の誉」 のほぼ
全アイテムやここでしか買えない特別酒が購入できるオフィシャルショップです。
試飲スペースにて、お酒をその場でじっくりとお楽しみいただけます。
酒蔵見学に関しても事前予約にて受け付けております。

海辺のキッチン倶楽部もく JR笠島駅より徒歩1分。築110年の蔵を改装したお店はどこか懐かしく落ち着い
た雰囲気が漂います。笠島の特産品「もぞく」（地元の方言で海藻の「もずく」を
指します）や伝統料理「味付えご」など、
地元海の幸をふんだんに盛り込んだ「笠島
満喫ランチ」（要予約）は、ここでしか味
わえない絶品です。是非、笠島に伝わる
手料理をご賞味ください。
※座席数が8席の小さなお店です。
お越しの際には事前にご連絡ください。

メトロポリタン松島は雄大な日本海が一望出来る自家源泉の
温泉と、新鮮な柏崎の海の幸・山の幸を存分に味わえる、お料理
が自慢の旅館です。

◎所在地 新潟県 柏崎市 新橋 5-12
◎営業時間 午前 9時 ～ 午後 5時30分
◎定休日 １月１日のみ 平日土日も営業しております。
◎駐車場完備（無料）※大型車専用駐車場もございます。
◎蔵見学のご予約・お問い合わせは

TEL 0257-23-3831 FAX 0257-23-3832 http://www.harashuzou.com

観光・見学

ご宿泊

お食事処

お問合せ:柏崎信用金庫 業務推進部 電話:0257-24-3321

http://www17.plala.or.jp/kasasimamoku/index/
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④⾧岡信用金庫 おすすめ施設

蓬平温泉（よもぎひら） 和泉屋 新潟県 蓬平温泉は、越後⾧岡を南東に抜け、豊かな自然と渓流
に抱かれた山あいに湧く静かな温泉地です。
｢⾧岡の奥座敷｣ の呼称で親しまれ、夏は新緑、秋は紅葉、冬は
雪景色とその趣深い風情を漂わせています。

栃尾の油揚げ・豆撰（まめせん）

豆撰は創業以来、有機肥料で作られた新潟産
大豆、栃尾産大豆にこだわり、油揚げを提供して
参りました。当社は栃尾で唯一水につけた大豆を
そのまま搾る昔ながらの生搾り製法を採用し、
安心安全をモット－に油揚げ一枚一枚手揚げにて
お客様に提供しております。店内にはイ－トイン
コ－ナ－を設け、揚げたての油揚げはもちろん、豆腐、
豆乳デザ－トなども召し上がっていただけます。
豆撰は、300年以上に渡り製造されてきた伝統ある
栃尾油揚げの美味しさをこれからも守り続けて参ります。
940-0205 新潟県⾧岡市栄町2-8-36
TEL 0258-53-2014 FAX 0258-53-2177

東京ー(新幹線120分)ー⾧岡駅＝（⾧岡駅東口より無料送迎バス
15名さま以上の団体送迎、予約必要。約30分）＝＝和泉屋

米と酒の国「にいがた」、醸造の街「ながおか」で、創業70余年の
料亭です。素材にこだわり、郷土⾧岡の趣を取り入れ、ブランド野菜
「⾧岡野菜」や日本海の鮮魚を使用し、本格日本料理をご提供
いたしております。
また「おもてなし」のかも川と評され、⾧岡市はもとより、市外、県外
の皆様からもご贔屓にされております。最近は海外のお客様のご接待
でも、ご利用頂いております。

料亭 かも川館

観光・見学

ご宿泊

お食事処

お問合せ:⾧岡信用金庫 営業推進部 電話:0258-36-4344

【料亭 かも川本館】
940-0064 新潟県⾧岡市殿町2-3-5 TEL 0258-33-0638

【料亭 かも川別館】
940-0088 新潟県⾧岡市柏町2-8-25 TEL 0258-35-2341
ＨＰ http://www.kamogawakan.com

ＨＰ http://www.mamesen.jp
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⑤三条信用金庫 おすすめ施設

弥彦温泉 四季の宿 みのや
弥彦神社門前に佇む
300年の歴史を
もつお宿。
お料理が美味しいと
評判で、全国旅館
100選・料理部門で
連続入選しました。
展望露天風呂、大浴
場は天然温泉で美肌
効果も有。
寺泊魚市場へ20分。

オープンファクトリー
世界有数の高度な技術集積地 「ものづくりの
まち燕三条」で、職人たちの類まれなる技と心に
出会ってみませんか?金物や洋食器のものづくり
の現場を公開して、お客様に体験してもらう取り
組みを行っているたくさんの企業が、燕三条地区
にはあります。
普段は見ることのできない現場に触れ、製品の
本物の価値を｢オープンファクトリー｣で体感して
みてはいかがでしょうか。

※工場見学にあたってはいくつかの注意事項が
ありますので各企業へご確認ください。

越後⾧野温泉 嵐渓荘（らんけいそう）
新潟の秘湯、越後
⾧野温泉。山里の
渓流沿いの一軒宿。
豊かな自然と濃厚
な温泉、地の食材を
使った滋味料理が
自慢の宿です。
湯の泉質とともに、
渓谷美と川のせせらぎ
を存分にお楽しみ頂け
ます。

寺泊魚市場
「魚のアメ横」と呼ばれるほど海の幸がずらり
と並び新鮮な魚介類を扱うお店が集中する
エリア。魚介の浜焼きやカニ汁などをその場で
味わいながら散策したり、食堂で海鮮丼をはじめ
様々な獲れたての海の幸のお料理をお召し上がり
いただけます。

燕三条イタリアンBit 燕三条本店
毎日契約農家から
届く朝採り野菜や
新潟の旬の食材を
燕三条の洋食器と
共に味わっていただ
けます。
燕三条の魅力を
元気よく
発信して
います。

←SUWADA

↑タダフサ
←マルナオ

観光・見学

ご宿泊

お食事処

お問合せ:三条信用金庫 営業推進部 電話:0256-34-3136
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⑥加茂信用金庫 おすすめ施設

湯田上温泉（開湯280年）
湯田上温泉の開湯はかなり古く、今だに
その時期は明らかになりませんが、現存
する古文書など探ると元文三年（1738年）
新発田藩から湯治場として許可された等の
記述がみられ、明治十二年（1891年）
発行の「諸国温泉一覧」には全国百余カ所
の温泉地と共にその名を連ねています。
地元では、その効能の高さから「薬師の湯」
として親しまれ、丑湯（土用の丑の日に
浸かると一年間無病息災で過ごせると言わ
れた）の習慣がありました。

加茂山公園
大正時代、日本の五百
町歩（500ヘクタール）
以上の大地主の半数は
新潟にありました。
巨大地主の田巻家は、
1897年、7代目当主
が「不況で仕事のない
小作人を働いてもらう」
ために、当時日本三大名人の一人と言われた富山・井波の
宮大工松井角平に依頼して建てた離れ座敷が、椿寿荘で
す。屋敷は、建坪約140坪、ヒノキを使った重厚な寺院様
式で、クギを一切使わず仕上げています。

創業百七十年。風情ある町並みから「小京都」の名で呼ばれる町、加茂。
青海神社の赤い鳥居を右手に、雰囲気の漂う小道をそぞろ歩いていくと、石段
があります。しだれ桜に誘われるように上がれば、そこは老舗の料亭「山重」です。
屋号「山重」は初代が「山の上の重兵衛」と呼ばれ親しまれたことに由来しており
ます。客室は少人数向けの小座敷から、１３０名様位まで可能な大広間も
あり、全室加茂山の景色を背に四季折々の風情をお楽しみいただけます。
純和風料亭にこだわり、一品一品丁寧にお作りした本格的な会席料理で、
お一人お一人のお客様を心を込めておもてなしいたします。

ホテル小柳（おやなぎ）

加茂駅から徒歩5分、
市街地に隣接する公園
があります。その名のとおり
加茂山に広がる公園で、
すぐ隣の街の雑踏が聞
こえない空間をつくりだし
ています。公園は日本一
の「ユキツバキ」群生地と
して知られるほか、野外彫刻の鑑賞やシマリスを放し
飼いにしている「リス園」、それぞれ趣の異なる4つの
池が連なった「池の端」など四季それぞれに表情を変
える魅力あふれる公園です。

越後豪農の館（旧田巻邸離れ） 「椿寿荘」

越後乃お宿 わか竹

〒959-1351
新潟県加茂市仲町4-15
TEL 0256-52-0104
http://www.yamazyu.com

昼（要予約）
「本店」「仲町通店」6,000円～
「YamaCafe」2,160円 和かご弁当

夜（要予約）
「本店」「仲町通店」8,000円～

観光・見学

ご宿泊

お食事処

お問合せ:加茂信用金庫 業務部 電話:0256-53-4314
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⑦新潟信用金庫 おすすめ施設

ホテル オークラ 新潟 越後平野を潤す信濃川と、
日本海へと注ぐその河口に
架かる重要文化財・萬代橋を
眺めながら開放感あふれるひと
ときを。新潟の四季折々の
恵まれた素材をいかした料理、
シックな趣のメインバーなど、
最上のサービスとともにお楽し
みいただけます。繁華街や
本町市場、新潟駅・新潟
空港へのアクセス、佐渡島への
観光にも便利です。

新潟市中央区川端町6-53
TEL 025-224-6111

マリンピア日本海

新潟市の海岸エリアにある新潟市水族館マリンピア日本海は、
約 約500種 2万点の生き物を飼育展示する日本海側有数の

水族館。市街地からほど近くアクセスも抜群です。
世界で初めて人工孵化・育成に成功した「アカムツ」（写真右上

:通称 ノドグロ）は、常時500匹以上の群れを展示しています。 その他、ペンギン ・ ラッコの給餌タイムや、
ダイナミックなジャンプが人気のイルカショーは毎日開催中。新潟の里山の風景を再現した屋外展示「にいがた
フィールド」 など見どころ満載。レストランでは、「日本海海鮮丼」（1,280円）など海の幸も堪能できます。

観光・見学

ご宿泊

お食事処

お問合せ:新潟信用金庫 営業推進部 電話:025-222-3111

割烹 大善
新潟の旬を取り入れた日本料理や
地酒。心を込めたおもてなしと古町
芸妓の美しい舞や唄を楽しみながら、
完全個室のお部屋でゆったりと新潟を
満喫していただけます。
大善の⾧い歴史の中で集められてきた
様々な骨董品も各部屋展示しており、
情緒あふれる空間で皆様のご来店心
よりお待ち申しております。

〒951-8066
新潟市中央区東堀前通9番町1386
TEL:025-228-1916
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⑧新発田信用金庫 おすすめ施設

月岡温泉 華鳳（かほう）
月岡温泉は全国屈指の
硫黄成分含有量を誇り、
その美しいエメラルドグリーン
の 湯 色 に は 美 肌 効 果 が
期待できる様々な成分が
含まれています。
自家源泉「白玉の湯」とし
ても有名な華鳳・泉慶の、
自慢の大浴場とおいしい
お料理で心癒されるひと時
を心行くまでご堪能下さい。

月岡温泉 泉慶（せんけい）

溝口家の下屋敷として造られ、清水谷御殿
とも呼ばれていたそうです。広い庭園は、広さが15,200平方メートル、幕
府の庭方の県宗智を招き造られ、近江八景をとり入れた純京都風で、中
央に草書体の「水」の字をかたどった大泉池のある回遊式庭園です。
池の水に、季節ごとの樹木の色がはえて、何ともいえぬ風情です。
新発田藩の歴代藩主は、茶道に力を
入れました。
現在も清水園や五十公野御茶屋など
でお茶会が開催されています。

割烹 北辰館
（ほくしんかん）

江戸時代嘉永年間に
創業した『割烹北辰館』
は、近代日本料理の祖、
天皇陛下の調理番も務
めた渋谷利喜太郎氏が
料理人としての第１歩を
記した老舗割烹です。
厳選したこだわりの食材を使った会席料理で120名様
収納の大広間から少人数のお集まりに適したお部屋
まで幅広くご用意しております。
くるみ豆腐を代表とした伝統ある会席料理を、是非
ご賞味下さい。

足軽⾧屋（国重要文化財）
清水園の真ん前にあり、今に残る新発田藩当時のままの姿の足軽が
居住した八軒⾧屋は、歴史的にも貴重な存在です。木造茅葺きの
質素な建物は、当時の足軽たちの暮らしぶりを感じさせてくれます。

ついしん手紙
「カウンター割烹をカジュア
ルに」 をコンセプトにした
『ついしん手紙』 は、季節
の旬の食材を使った和食
会席料理を、気軽に楽し
むことができるお店です。
京都 『枝魯枝魯 (ぎろ
ぎろ)』発祥の“くずし会席”
のエッセンスを織り交ぜた
献立と美味しい地酒で、
皆様をおもてなしいたし
ます。素材に自信がある
からできる上質な逸品を、
ご堪能下さい。

お問合せ:新発田信用金庫 業務部 電話:0254-24-5100

ご宿泊

お食事処

観光・見学

清水園（国指定名勝）
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⑨村上信用金庫 おすすめ施設

大観荘せなみの湯

新潟県の最北端にある瀬波温泉。
明治37年（1904年）に石油掘削
中に熱湯が噴出したもので、豊富な
湯量と温度（95℃前後）の熱さが
自慢です。日本海の夕陽を眺めながら、
ゆったりと温泉につかり、おくつろぎください。

瀬波ビューホテル

イヨボヤ会館 日本初の鮭の資料館。「イヨボヤ」とは
村上地方の方言で「鮭(さけ)」のこと。
館内では鮭の生態や村上の鮭文化
などを知ることができます。秋には遡上
する鮭の様子をガラス越しに観察でき
ます。タイミングしだいでは、産卵の
瞬間をご覧になることも!

割烹 新多久(しんたく)

新多久は、慶応３年創業。食材の宝庫として名高い
村上だからこそ味わえるお料理を心を込めておつくりして
おります。春の桜マス、夏の岩ガキや鮎、秋には鮭料理、
冬のノド黒やずわい蟹。季節季節のお料理、村上牛
などをお楽しみください。

青砥 武平治(あおと ぶへいじ)
鮭が生まれた川へ帰ってくる習性（母性回帰(ぼせいかいき)）に着目し、世界で初めて鮭の
自然ふ化増殖に成功した 「種川(たねかわ)」（江戸時代に造られた人工河川／31年の歳
月をかけて完成）を考案し、村上藩の財政回復に大きく貢献しました。
武平治は、村上の鮭文化の礎を築いた人物です。鮭公園（イヨボヤ会館脇）には、 鮭の遡
上を待つ武平治像が、三面川(みおもてがわ)の河口を見守っています。

悠流里(ゆるり)

石挽き蕎麦、鮭料理の数々と地場の魚介類、
村上牛を、お手軽にお楽しみいただける和風
レストランが 「悠流里(ゆるり)」 です。 店内の
石臼で 自家製粉した本格的なそばメニューも
多数ご用意いたしております。

村上市瀬波温泉2-10-24
TEL 0254-53-2131

村上市瀬波温泉3-5-38
TEL 0254-53-3211

村上市小町3-38
TEL
0254-53-2107

村上市塩町4-5
TEL
0254-53-6288

瀬波温泉

村上市塩町13-34
TEL 0254-52-7117

お問合せ:村上信用金庫 業務部 電話:0254-53-2181

観光・見学

ご宿泊

お食事処
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おすすめ 新潟のお酒

これを飲めばハズレなし!
新潟県の信金が、皆様に飲んでいただきたい新潟のお酒TOP９

福顔酒造㈱
「越後五十嵐川」
（三条信金）

とちお農園㈱
栃尾ワイン 「T100K」

（⾧岡信金）

㈱マスカガミ
「萬寿鏡 F60」
（加茂信金）

菊水酒造㈱
「ふなぐち菊水一番しぼり」

（新発田信金）

宮尾酒造㈱
「〆張鶴」

大洋酒造㈱
「大洋盛」

（村上信金）

沼垂ビール㈱
「ル・レクチェ ビール」 「天の川ペールエール」

「荒波IPA」 「文旦ウィートエール」
（新潟信金）

鮎正宗酒造 君の井酒造 千代の光酒造
「鮎正宗」 「君の井」 「KENICHIRO」

（新井信金）

竹田酒造店
「かたふね」

（上越信金）

原酒造㈱
「銀の翼 純米大吟醸 雫酒」

（数量限定 4月発売）
（柏崎信金）
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割烹いなほ
鯛めし茶漬け
（柏崎信金）

たちばな
とん汁

（新井信金）

カレーラーメン
（三条信金）

へぎそば
（⾧岡信金）

するてん メギス
（上越信金）

加茂特産品センター
いなか汁
のっぺい汁

かも汁
たから汁

（加茂信金）

とんかつ太郎
たれかつどん

（新潟信金）

宮村製麩所（お麩）
（新発田信金）

はらこ丼（いくら丼）
（村上信金）

これを食べればハズレなし!
新潟県の信金が、皆様に味わっていただきたい名物料理TOP９

するてん
（塩するめ
の天ぷら)

地場産
メギスの
フライ

おでん（麩入り）

豚キムチ（麩入り）

おすすめ 新潟の名物料理
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(有)綾子舞本舗タカハシ
綾子舞ものがたり扇箱(柏崎銘菓)

（柏崎信金）
かんずり

（新井信金）

爪切り
（三条信金）

⾧命堂飴舗
飴もなか

（⾧岡信金）

（上越信金）

西村農園
ル・レクチェ

（加茂信金）

㈱港製菓
こしひかり笹だんご
（新潟信金） （新発田信金）

珍味鮭の酒びたし、
焼漬、塩引鮭など鮭加工品

（村上信金）

これを買えばハズレなし!
新潟県の信金が、皆様にお土産でお持ち帰りいただきたいTOP９

まるかじり
甘海老

幻の魚
ゲンギョ

新柳本店
清水園まんじゅう

和菓子

金子屋老舗
いちじくもち
和菓子

おすすめ 新潟のお土産


