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日本でここだけ？新潟県内すべて

の酒蔵のプレミアムラインの日本

酒が試飲できて、お土産としても

購入することができるお店。また

ここだけのお土産品も取り揃え

ております。おちょこ3杯600円で

試飲ができま丸（フリーWi－Fi利用可）
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営業時間／’9：30－18：00

（休憩時間／12：00－13：00）

定休日／毎週火曜日

；6・一1一…一一・

A・

　　　　　　　UMAMI
新潟県の旨味成分を集めたお

土産屋です。オリジナルの干物

や海産物、さらには味噌やダシ、

漬物、糀ドリンクなどがいっぱ

い！！しかも無料であつあつご飯

片手に試食を楽しみながらお買

いものが楽しめます。
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●共同浴場美人の泉自
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営業時間／9：30－18：00

（休憩時間／12：00－13：00）

定休日／毎週水曜日

二1駅口
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　　　　　　　　　MINORI

　　新潟を中心とした国産フルーツ

　　や野菜を気軽に味わえるスムー

　　ジー＆ジェラートの専門店。新潟

　　らしい麹甘酒や飲むヨーグルトを

　　ベースにしたスムージーや旬の1
　　フルーツや野菜を使用したハス

　　キージェラートが愉しめます。

営業時間／9：30－18：00
（休憩時間／13：00－14：00）

定休日／毎週水曜日
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◎　　　　　弗穀店

子供から大人まで楽しめる懐か

もある昔懐かしい雰囲気満載の

お店です。お土産用の地元のコ

シヒカリも販売しています。

TEL：0254－32－2307
営業時間／8：30－］8：00

定休日／元日

・・礫子供玩R・じ引・ r看蓄叫

輪認隠
新潟のチョコレートを集めたセレク

トショッズチョコレートのテリーヌや

ショコラ羊糞などたくさんの種類の

チョコレートが試食ができて、お買

い物が楽しめるショップでポショコ

ラドリンクも販売するので街歩き

にぴったりな甘～いお店です！！

営業時間／9：30－18：00
（休憩時間／12：00－13：0旬

定休日／毎週火曜日

　　　晩樗ぬ取ρnmい∵川＿ク　　　　　TEL：0254－32・0909
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月岡温泉にある地産地消と食
育のテーマパーク。地元の新鮮

な農産物の直売所、農家レスト

ランやイタリアン、蕎麦屋などの

飲食店。お菓子処やアスレチッ

クなどもある。

1 △

　新潟自慢の米菓をテーマとした

　お店。せんべいの手焼きや絵付

　けができて世界に1つだけのオ

　リジナルせんべいを焼けます。ま

　た工場直送の割れせんべいや1
　新潟限定の米菓も大特価にて

1販売中！！

ご・桓
　　　　　　　NAGOMI
カワイイ和菓子がテーマの新店

舗。新潟をはじめ、全国の新潟

県初上陸のカワイイ和菓子の
セレクトショップ。イートインス

ペースもあり、わらび餅ドリンク

や自分で点てる抹茶も体験でき
ます。

営業時間／9：30－18：00
（休憩時間／13：00－14：00）

定休日／毎週木曜日
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　pml”mCN“at’晶’　　定湘／毎週火・木曜日
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をお客様の目の前で一杯ずつハンドド

　レのフレーバーは12種類もありお好み1
　に合わせて選べま魂オリジナルブレン

1ドコーヒーの豆販売も販売しています，

魂綴匙
演舞場を囲むように配置された

回廊型の足湯です。また、回廊

中央には「手湯」もあり、美人の

湯を手足で楽しむことも出来ま
す。（フリーWi－Fi利用可）
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已關泉酬の地で美肌と縁
｝結びを願うパワースポット。気軽

　に源泉の魅力を感じられる手湯1
　や願掛け像、さらには全国的に
｝も珍しい硫黄泉の飲泉も楽しめ

i　ます。（フリーWi－Fi利用可〉

㌧一

三1職叶短 ご利用時間／8100－22：00

ご利用料金／無料
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　　　　　KAORI
新潟特産の香り豊かな飲物を

たくさん取り揃えたお店。新潟の

ワインや、新潟北限の村上特産

の雪国紅茶や緑茶、雪室で熟成

されたコーヒーや棒茶など、試飲

しながらお買い物を楽しめます。

営業時間／9：30－18：00
（休憩時間．’13：00－14：00）

定休日／毎週月・木曜日

一▲≧ζ羅蒜
ゆったり時間の流れる紅茶やさ

ん。珈i非、ケーキ、軽食、雑貨あ

り。羽根をやすめにお立ち寄りく

ださい。

回廊に沿って連なる行灯は、

様々な風物の和柄がデザインさ

れ、夕刻からは幻想的に浮かび上

がります。写真に撮れば、SNSに

も映える1枚に。昼は色とりどりの

円柱オブジェが楽しめ、奥には憩

いのスペースも。（フリーWi－Fi利用可）

ご利用時間／8：00－22：00

点灯時間／17：00－22：00

ご利用料金／無料
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　新潟粉物　ゆ捉
　　　pmhmn　pc）VVDER　　　　　　　　　　ぜロの
　　　　　　　EE■
新潟のお米の新しい魅力を感じられる

米粉を使ったアイテムがたくさん。自分

で茄でて好きなようにトッピングして食

べれる米粉うどん体験や、米粉を使っ

た新名物スイーツ「うさぎ焼き」など、新

潟中から米粉商品を集めたセレクト

ショッleイートインスペースもこさいま寸も

営業時間／9：30－18：00
（休憩時間／12：00－13：00）

定休日／毎週月・水・金曜日
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　　　　　BREWERY
　　　　　Tastecemmuni【et「on．

月岡温泉のエメラルドグリーンの湯の

ような「月岡エメラルドエール”］や湯上が

りにぴったりな「湯上リペールエール」な

どの特徴的なビールが飲める。併設す

るビアキッチンでは月岡バーガーやソー

セージなどのおつまみを味わうことがで

き、テイクアウトも可。〔フリーWi・Fi・充電利用剛
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お問い合わせ

TEL：0254－28－9161
営業時間／10：00－17：00

定休日／毎週木曜日
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月岡温泉旅館協同組合

TEL：0254－32－2975
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