特集

１ほっこりぽかぽか
湯沢駅ナカの
大人気ラーメン♪

JR 越後湯沢駅構内にある人気のお店
「魚沼らーめん 雁舎 ( がんや )」です。
おススメは、湯沢地域の郷土の名物「か
ぐらなんばん」を使用したからいすけ
味噌ラーメン！程よい辛みとうまみが
特徴で、味噌と相まってコクがアップ
します！中華麺・米粉麺どちらでもお
召し上がりいただけます♪

温泉街

東京

関山

今年で創業 50 年を迎えました！当店一番人気
の関山ちゃんぽんはとろーり熱々の塩スープ。
具沢山でボリューミーな仕上がりとなっており
ます。寒い季節にもってこいのラーメンです。
辛いもの好きさんにはタンタン麺などもおスス
メ！お腹の中から温まってください。勿論南魚
沼産コシヒカリの定食もございます。中でも創
業以来のこだわりで、生パン粉を使用した津南
ポークカツが人気です！一品料理やお酒も数々
揃えております。ちょっとしたお集まりの席や
ご家族で関山に遊びにきてください♪

湯沢高原
ロープウェー

長岡

東京

西口

石打駅
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セブン
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長岡

湯沢駅前

☎｜025-784-3758

営｜11:00 〜 19:30（L.O.19:00）

休｜年中無休

東京

セブンイレブン
中越塩沢南店 長岡

R17
石打駅入口

住｜南魚沼郡湯沢町湯沢 2427-1 CoCoLo 湯沢 がんぎどおり 2F

集め
ました。

地元の常連も太鼓判 !
大人気チャンポン

☎｜025-783-2837
住｜南魚沼市関
1246-6

営｜11:30 〜 20:30
（中休憩あり）
休｜ 不定休

絶品!!
ピリ辛醤油
ラーメン

海老入りあんかけ
塩ラーメン

中国家庭料理

スープは透き通った魚貝系とトン
コツのミックス、塩は世界一美味
しいと言われる天然岩塩リアルソ
ルト、贅沢なスープに相性の良い
中太麺。これにプリプリの海老と
たくさんの野菜をあんかけにしま
した。アツアツをフーフー言いな
がら味わっていただき心まで温
まってください！

一番人気はピリ辛醤油らーめん 630 円
（税抜）。自家製の米粉入りの麺と中濃
スープが絡み合い絶妙の美味しさ。見た
目よりも辛みはマイルド、ラー油も自家
製です。中濃スープは数種類の節を使い
こだわりぬいたスープを使用。中盛り
1.5 玉と背油トッピングは無料で出来ま
す。金曜日バイキングもお誘いあわせの
上ご利用ください。

長岡

八幡保育園

海老入りあんかけ塩ラーメン

住｜南魚沼市三郎丸 584

営｜ 11:30 〜 14:00 ／ 18:00 〜 21:00 L.O

F
M

ヒロスイ写真館

☎｜025-772-3108

大湯温泉

R299
R352

六日町大橋

● 日帰り入浴は 10:00 〜 17:00

大人 500 円。事前にお問い合わせください。

☎｜025-772-2012

住｜ 南魚沼市石打 1873

HP｜http://www.mars.jstar.ne.jp/~kojyokan/

土蔵を改修した県内でも珍しい蔵ぼちゃと石
打の名前にもある石をちりばめた石ぼちゃは
男女入れ替え制。泉質はナトリウム - 塩化物
泉（弱アルカリ性低張性低温泉）体の芯から
温まります。スキー帰りの疲れた体にぴった
り！日帰り入浴は１人 700 円。休祝日は
1,000 円。宿泊のお客様優先ですので年末
年始や混雑時は日帰りお断りする場合が有り
ますので事前にご確認をお願いします。宴会
場完備で各種ご宴会もご予約承っておりま
す。名物越後もち豚しゃぶしゃぶ食べ放題付
きの宿泊プランや記
念日にぴったりのプ
R353
長岡
ランなど様々です。
東京
石打駅
ペットとも泊まれる
宿です。詳しくは古 南魚沼市立
城館のＨＰをご覧く 上関小学校
セブンイレブン
中越塩沢南店 長岡
東京
ださい。
R17
石打駅入口

●1 泊 2 食…12,900 円〜 湯治プランもあります。詳しくは自在館 HP をチェック
●日帰りプラン【予約制】…1,720 円〜税込
（土曜日・祝前日・年末年始・混雑時は休止）必ずお電話にてご確認ください。

☎｜025-795-2211 住｜ 魚沼市栃尾又温泉 HP｜http://www.jizaikan.jp/
※チェックイン 13:00 頃／チェックアウト 11:00 頃

住｜ 南魚沼市六日町 1839

築100年の蔵ぼちゃで
タイムスリップしたかのような
湯浴みを…

☎｜025-783-2219

R291

旅人の心に光を灯す、越後魚沼の、湯治
宿栃尾又温泉自在館。古くから湯治場と
して子宝の湯･万能の湯として親しまれて
います。大自然の中 37 度のぬる湯ラジ
ウム泉に浸かって、吸って、飲んで、体
と心のデトックス。お部屋もお風呂もシ
ンプルでリラックスしてお過ごしいただ
けます。ストレス社会で戦うあなたに、
病後の養生に、もっと元気になりたい方
へ、自在館で現代湯治をしませんか。

FMゆきぐに

魚野川

G
S

最良の湯治をあなたに…

創業は江戸時代末期
角さんも愛したお宿

開湯 60 周年の六日町温泉随一の老舗
旅館。六日町仲町「越前屋旅館」、四
季折々のお料理とアットホームなもて
なしでほっとくつろぎのひとときを
…。忘・新年会、各種ご宴会はぜひ越
前屋へ。御予算やお料理などご相談く
ださい。源泉かけ流しの六日町温泉の
湯を堪能できる深めの浴槽がこだわり
です。湯冷めしにくいナトリウム−塩
化物温泉 ph7.6 弱アルカリ性でお肌
に優しい美肌の湯。

六日町
郵便局

R17

住｜南魚沼市八幡 16-1 休｜月曜日・木曜日の夜（月曜日が祝日の場合 火曜日）

休｜ 火曜日

越前屋旅館

営｜ランチ 11:00 〜 14:00／ディナー 17:00 〜 20:30

ゆきぐに

☎｜ 025-782-5222

湯沢

¥1,242（税込み）

歴史ある湯治場で
癒しのひと時を

上野鉱泉

明治時代から小黒川のほとりに点在する、昔な
がらの閑静な湯治場。「療養冷温泉」という、温
泉法から基づき環境省が特に温泉の効能の目的
に供しうるものと許可されたお湯は、神経痛や
関節痛・冷え性改善・疲労回復など、効能は多
岐にわたり、日々の疲れをすっきりと癒してく
れます。かすかな硫黄の香り、湯船には湯花が
ふわふわと泳いでいて、湯上り後は肌がしっと
りします。趣味のグループの集まりでもお気軽
にどうぞ。お風呂の窓から見える巻機山の雪化
粧とともに、ごゆっくりとお寛ぎ下さい。

豚もやしチリソースラーメン 780 円
☎｜025-783-2174
休｜なし

住｜ 南魚沼市上野 345

●日帰り入浴…650 円
●昼食つき…2,500 円
●宿泊料金…6,500 円〜
1 泊 2 食付
（2名1室利用時1名分料金）

※チェックイン 12:00 過ぎ／チェックアウト 14:00

上越新幹線

R353
東京

上越線

南魚沼市立
上関小学校

東京
食堂 関山
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