上越市地産地消推進の店とは？
上越市では、上越産品の生産及び消費拡大、郷土
における食文化の継承並びに食料自給率の向上を
図るため、上越産品を積極的に取り扱う小売店・飲
食店などを「上越市地産地消推進の店」に認定して
います。

地産地消のすすめ！
① 生産者の顔が見えます
生産者が身近にいるため、その生産者を知ること
ができます。また、生産現場も身近にあるため、生産
方法についても確認することができます。自分でい
ろいろとチェックできるので、安全で安心です。

② 地域が元気になります

のぼりが
目印

地域のものを消費するということは、消費したお
金が地域に残り、地域の産業を活性化することがで
きます。

③ 旬の野菜や魚を鮮度のいいうちに食べる
ことができます

詳しいお店の情報は？

上越市は四季折々の豊かな自然、豊穣な恵みを
もたらす海・山・大地に囲まれており、おいしい食
べ物がいっぱいです。
上越市が認定する上越産品を積極的に取り扱う
「上越市地産地消推進の店」をご紹介します。

近くで収穫されたものは取れたてをすぐに食べる
ことができるため新鮮です。また、移動距離が短いと
フードマイレージも少ないため、環境にも優しい取
組です。

① 上越市ホームページから検索！！
上越市のホームページから
「上越市地産地消推進の店」で検索

https://www.city.joetsu.niigata.jp
地産地消推進の店

上越のおいしい食材を紹介します
上越の農産物

クリック

ＱＲコードからもアド
レスを読み込めます

② 詳しい店舗情報が入手できます
「上越市地産地消推進の店」のページの各店舗名の
横にある『店舗情報』をクリックすると詳しい店舗

春：山菜、アスパラガス
夏：トマト、きゅうり、なす、
枝豆、いちじく
秋：米、そば、カリフラワー
冬：雪下野菜・越冬野菜
オータムポエム など

例：割烹 上越（木田 1-1-3）店舗情報
クリック

春：マダイ、アマエビ
夏：クロバイ、サザエ
秋：メギス、マガレイ、
カマス
冬：ブリ、ノドグロ、
ズワイガニ

◇上越野菜
伝統野菜 11 品目、特産野菜
5 品目を認定しています

上越の畜産物

情報が確認できます。

上越の水産物

・くびき牛
・牛乳
・卵 など

上越の発酵食品
・地酒
・味噌（浮き糀味噌）
・漬物（粕漬、糀漬）

上越市農林水産部 農村振興課
〒943-8601 新潟県上越市木田 1-1-3
TEL：025-526-5111 FAX：025-526-6114
URL：https://www.city.joetsu.niigata.jp

小売店

飲食店等
ジャンル
割烹

寿司

居酒屋

食堂

蕎麦

鳥料理
天ぷら
弁当・惣菜

レストラン

ジャンル
レストラン

店舗名
越後農場 ビスけん
お食事処 多七
男気パスタ。ぱぜすこ
カフェ＆ダイニング リラックス
Café ダイニング CoCo
Ｓｕｃｒé ＋（シュクレプリュス）
旬越料理 妙高
旬魚料理と地酒の店 大黒屋
食と農のテーマパーク あるるんの杜 六花の里

住所
仲町 3-9-19 ST プラザ 4F
中央 1-2-3 ホテルハイマート 2F
春日新田 5-16-20 ハーヴェスト 1F 南
土橋 1914-3 市民プラザ 1F
新光町 1-5-5 上越サンプラザホテル 1F
土橋 1441-17
本町 5-1-11 アートホテル上越 11F
仲町 4-5-2 高田ターミナルホテル 1F
大道福田 621

℡
025-520-6635
025-543-7125
025-520-8789
025-526-2591
025-522-3611
025-520-9904
025-526-7511
025-523-5428
025-530-7330

ジャンル
青果店

ホテルセンチュリーイカヤ レストランセピオーラ
野菜フレンチ サブリーユ

中央 1-2-7
大潟区上小船津浜 714

025-545-3120
025-534-3684

米山水源カントリークラブ レストラン湖月

柿崎区上下浜 2362

025-536-3121

レストラン味彩
レストラン 海のだいどこや
レストラン・ヨーデル金谷
Restorante Los Cuentos del Mar
ワイナリーレストラン 金石の音
ゑしんの里記念館

吉川区長峰 100
名立区名立大町 4280-1 うみてらす名立内
大貫 2-17-40
五智 2-15-15 水族博物館内
北方 1223 岩の原葡萄園内
板倉区米増 27-4

025-548-3911
025-531-6300
025-523-0681
025-545-3910
025-520-9002
0255-81-4541

ごぱん屋カフェ Come＆Co.

頸城区百間町 732

025-520-7890

土橋 1441-17
仲町 4-7-24
中央 1-5-11
仲町 4-3-3
仲町 4-6-12 SK ビル 1Ｆ
仲町 4-6-12 SK ビル 1Ｆ
仲町 3-7-9

025-520-9900
025-521-2277
025-543-0009
025-522-3688
025-521-0210
025-521-0210
025-525-9012

店舗名
割烹 かまた
割烹 から松や
割烹 品和亭
割烹 しゃぶしゃぶ半兵衛
割烹 新柳
割烹 大善
割烹 髙はし
割烹 なみとせ
割烹 明治庵
佐渡見亭・浜人

住所
板倉区長嶺 598-1
春日山町 3-4-13
吉川区原之町 1360
仲町 3-1-5
牧区落田 223
大町 3-1-11
東雲町 2-1232
中央 5-20-40
大潟区雁子浜 323-7
柿崎区上下浜 426

℡
0255-78-2231
025-522-3043
025-548-2008
025-525-0506
025-533-5024
025-522-4020
025-531-0388
025-543-0724
025-534-2156
025-536-3521

松風園 藤作
和ダインニング 藤作
藤作 別館
長養館

中央 5-12-18
本町 4-2-23
本町 3-2-29
寺町 2-1-8

025-543-2154
025-521-0021
025-520-8841
025-523-5481

和ごころ 愉快

五智 3-9-20

025-543-8581

寿し割烹 池田屋
富寿し 春日亭
富寿し 高田駅前店
富寿し 直江津店

上名柄 1018
新光町 1-7-7
仲町 4-7-26
中央 1-10-16

025-520-2234
025-525-8215
025-524-5181
025-543-3795

富寿し 南本町店

南本町 2-8-51

025-524-6136

廻鮮富寿し 極みや上越中央店
廻鮮富寿し 上越みなと店
居酒屋 彦左ヱ門
居食屋 YAGAIYA
海の幸味どころ 軍ちゃん高田店
海の幸味どころ 軍ちゃん直江津店

新光町 1-7
下源入 277-1
仲町 3-7-11
中央 1-9-5
本町 4-1-8
西本町 1-14-2

025-521-7211
025-531-3737
025-512-6094
025-545-1865
025-526-3950
025-545-2728

イタリアン
カフェバー

中華料理

Ｓｕｃｒé（シュクレ）
ＴＯＭＭＹ ＳＡＹ
Ｗａｔｅｒ Ｂａｒ ＬＩＦＥ
雁木ＢＡＲ ＺＡｉＧＯ
ＮＩＫＵ ＢＡＲ 18
ＮＩＣＫ`Ｓ Ｂｅ Ｃａｆé
中国料理 王華飯店

釜飯・すき焼き いちる

下源入 320

025-530-8011

ラーメン

手打ちらーめん まるとく

下門前 2287

喜多郎
郷土料理と地酒の店 雁木亭

北本町 1-3-19
仲町 3-4-9

025-525-9853
025-525-8843

らーめん だいじ

藤巻 6-8

季楽

大町 4-2-3

025-523-9223

旬菜居酒屋 農民
旬菜 かがりび
手作り料理と地酒 おと仲町店

東雲町 2-4-51
東雲町 2-10-19
仲町 2-2-3 やすね 2F

025-530-7038
025-545-5319
025-526-8760

ホテル

手作り料理と地酒 おと御幸町店
鳥まん
お食事処 きすや
お食事処 弘光
おりづる 高田店
おりづる 直江津店
ドライブインふる里
７つのおもてなし
道の駅うみてらす名立（八千代）
いたくら亭
蕎麦処 一郷庵
手打ちそば 喜楽
ふるさと村 そば処 木草庵
雪むろそば家 小さな空
鳥新
天ぷら若杉
田舎料理おばんざい さくら
kitchenstudio いべまり
特定非営利活動法人 よもぎの会
今町湊鮮の実ダイニング ハレカイズ
鵜の浜人魚館 お食事処 海風

西本町 4-8-18
西本町 4-1-5
大字大場 625-10
大豆 2-7-10
本城町 5-6 上越地域振興局 1F
西本町 2-5-6
大島区大平 447
大和 5-192-5 SAKURA プラザ内
名立区名立大町 4280-1
板倉区針 894-3
中郷区岡沢 1360
国府 1-8-2
牧区池舟 2
安塚区樽田 156
仲町 4-3-2
西城町 2-3-33
木田 2-5-30
東城町 1-1-38
牧区原 991
石橋 1-8-32
大潟区九戸浜 241-8

025-546-7500
025-543-1515
025-544-7493
025-520-9080
025-544-0626
025-544-0626
025-594-3753
025-520-7520
025-537-2232
0255-81-4720
0255-74-3832
025-544-3516
025-533-5017
025-592-3877
025-523-5537
025-525-5627
025-520-8396
025-512-1006
025-529-3150
025-520-9964
025-534-6211

民宿
旅館
宿泊施設

デュオ・セレッソ
やすね
ホテル米本陣
ホテルハイマート
マリンホテル ハマナス
あさひの里 大島庄屋の家
岩野屋旅館
お食事の館・旅人の宿 わすけ
温泉の宿 久比岐野
割烹旅館 晴山荘
割烹旅館 日本海
加茂屋
川上笑学館
くわどり湯ったり村
潮風薫る宿 みはらし
宿泊体験交流施設 月影の郷
美味海食 汐彩の湯みかく
牧湯の里 深山荘
吉川スカイトピア遊ランド
旅館 越路荘
ゑしんの里 やすらぎ荘
農家民宿 いろりの里 伊作
農家民宿 うしだ屋
農家民宿 どぶろく荘
農家民宿 ほほえみ荘

西城町 3-5-20
仲町 2-2-3
三和区宮崎新田 124-1
中央 1-2-3
柿崎区上下浜 262
大島区田麦 1096-2
柿崎区柿崎 6187
柿崎区上下浜 1637
安塚区須川 2352
大貫 2-17-22
大潟区九戸浜 239-6
長浜 1369
牧区切光 1438
皆口 601
大潟区九戸浜 238-3
浦川原区横住 410
大潟区九戸浜 239
牧区宇津俣 285
吉川区坪野 1458-2
中央 1-1-4
板倉区久々野 1624-1
大島区板山 1168
大島区田麦 1283
牧区坪山 1055-3
牧区棚広 2555-2

カフェ

冠婚葬祭

農家民宿

食肉

店舗名
五十嵐本店
八百屋の土田
山田商店
いつも新鮮・上越産魚・野菜の店やまや
うみてらす名立 食彩鮮魚市場
バッカス館上越店

住所
中央 2-9-10
東本町 1-3-49
本町 3-4-10
柿崎区三ツ屋浜 486-2
名立区名立大町 4280-1
春日山町 1-8-30

℡
025-543-2112
090-4617-2141
025-523-2782
025-536-2389
025-531-6300
025-525-2129

酒蔵
酒・米

株式会社 よしかわ杜氏の郷
ヤマイ佐藤商店

吉川区杜氏の郷 1 番地
柿崎区上下浜 396

025-548-2331
025-536-2393

土産

鵜の浜人魚館（お土産コーナー）

大潟区九戸浜 241-8

025-534-6211

農産加工

あやめフード直売所
一般社団法人 土の香工房
お惣菜 ゆうちゃん
御母家 本店
御母家 富岡店

頸城区潟川東 1172
丸山新田 183-1
西城町 3-11-9
上真砂 65-1
富岡 645-1

025-539-2725
025-546-7127
025-523-2775
025-520-2406
025-521-6600

株式会社 中島食品 直売所

本城町 4-69

025-525-4488

佐々木食品
三和牛乳
正善寺工房
食と農のテーマパーク あるるんの杜 杜もりモール
髙橋食品
manmaru terrace
山本味噌醸造場 本店
山本味噌醸造場エルマール店
ワークセンター おおすぎのさと

吉川区杜氏の郷 1 番地
三和区大 2042
下正善寺 1027-2
大道福田 621
仲町 6-2-22
三和区北代 1056-1
中央 1-13-4
西本町 3-8-8
浦川原区虫川 818

025-548-2882
025-532-2481
025-523-0621
025-520-5515
025-523-2802
025-520-7345
025-543-2283
025-543-5656
025-599-2881

イオン 上越店

富岡 3457

025-521-2300

イチコ 幸店

幸店 1-1

025-525-1247

025-512-6456

イチコ 高田西店

大字飯 747

025-526-1115

―

イチコ 高田南店

南本町 2-15-1

025-521-1915

イチコ 直江津店
イチコ 直江津西店
Ａコープ 安塚店
しみず屋 板倉店
しみず屋 えびす浜店
ナルス 浦川原店
ナルス 大潟ＳＣ店
ナルス 柿崎店
ナルス 鴨島店
ナルス 北城店
ナルス 国府店
ナルス 上越インター店
ナルス 高田西店
ナルス 直江津東店
ナルス 南高田店
苺の花ことば
浦川原物産館
株式会社農業法人 久比岐の里
四季菜の郷利用組合
旬菜交流館 あるるん畑
むら市場
森の駅 大島青空市場
雪だるま物産館
パティスリー・フルール
パティスリー リ・リ
おいしいパンの店 ソフィー

下源入 277-5
五智 1-14-35
安塚区安塚 2544
板倉区山部 48-1
夷浜 702-2
浦川原区長走 547
大潟区土底浜 1055-1
柿崎区柿崎 711
子安新田 4-55
北城町 3-2-1
国府 4-8-3
三田新田 129-24
大貫 4-4-22
三ツ屋町 1-10
上中田北部土地区画整理事業地内 1 街区
大潟区長崎 1500
浦川原区顕聖寺 619-1
頸城区上柳町 43-1
吉川区杜氏の郷 1 番地
大道福田 639
大潟区内雁子 252-1
大島区岡 403-3
安塚区樽田 140
本 町 5-4-5 あ す とぴ あ高 田 1Ｆ
富岡 3525
南城町 1-13-21

025-531-3915
025-530-7815
025-592-2033
0255-78-2184
025-531-0905
025-599-1001
025-534-6866
025-535-2155
025-523-1311
025-525-8900
025-543-0072
025-544-7515
025-527-5222
025-544-3455
025-523-8004
090-5453-2051
025-599-2387
025-530-2304
025-512-7100
025-525-1183
025-534-5955
025-594-3257
025-595-1010
090-4710-5404
025-522-2300
025-526-6366

0120-26-4000
025-524-7125
025-532-4115
025-543-3151
025-536-6565
025-594-3848
025-536-2328
025-536-2110
025-593-2231
025-523-5230
025-534-2686
025-546-2057
025-533-5079
025-541-2611
025-534-2566
025-599-3302
025-534-2434
025-533-6785
025-547-2221
025-543-2343
0255-78-4833
025-595-5139
050-3699-1516
025-533-5643
025-533-6588

鮮魚

スーパーマーケット

農産物直売所

ケーキ店
パ ン

