
■月岡温泉観光協会様｜月岡温泉MAP｜A3 （W420×H297mm）二つ折り｜裏面

新鮮で安い、旬の野菜・果物が満載。

■TEL：0254-32-2506
■営業時間 6：30～19：00　■定休日：火曜

岩野商店

お酒と地元食材を、おみやげに。

■TEL：0254-32-2404
■営業時間 8：00～18：30　■定休日：水曜定休

リカー＆フーズ みやこや

旅先での「ちょっと困った」のときに。

■TEL：0254-32-2206
■営業時間 9：00～18：30　■定休日：日曜・祭日

おがわでんき

大きな駐車場・大型バス・トラック駐車可能。新潟の地酒、
おみやげもあります。

■TEL：0254-32-1203
■営業時間：24時間営業　■定休日：年中無休

セブンイレブン 新発田月岡温泉店

越乃寒梅、雪中梅など新潟を代表する銘柄や新潟県内
限定の商品も取り揃えています。月替わりの試飲も好評。

■TEL：0254-32-2101
■営業時間 9：00～18：00　■定休日：火曜

新喜久屋酒店

新潟地ビール店内で飲めます。

■TEL：0254-32-2109
■営業時間 9：00～20：00　■定休日：水曜・元日

スーパー ナガオカヤ

エメラルド・グリーンの温泉での～んびり…体を芯から温め「美
肌の湯」であるところから「美人になれる温泉」と称されます。

■TEL：0254-32-1365　■営業時間 10：00～21：30
■定休日：火曜定休（祝日・年末年始・お盆変更あり）

元湯 美人の泉（温泉共同浴場）

月岡カリオンパーク内のガラス館。食器・アクセサリー・特産
のお土産・和小物を販売。ガラス体験も人気！！

■TEL：0254-32-2707
■営業時間 9：00～17：00　■定休日：水曜・元日

手造りガラス びいどろ

郷土が生んだ重要無形文化財保持者、刀匠 天田昭次氏作の銘刀
をはじめ数多くの展示品があります。また、鍛造の工程も鑑賞できます。

■TEL：0254-32-1121
■営業時間 9：00～17：00　■定休日：火曜

刀剣伝承館 天田昭次記念館

店内はご主人と女将さんの和気あいあいの雰囲気。ネタが
なくなったら閉めるので、早めの入店を。

■TEL：0254-32-2526　■営業時間 11：30～13：30／
17：00～21：00　■定休日：月・木曜　■予算：2,500円～

一朗鮨

米は山間地コシヒカリ100％ネタは日本海の魚が中心。
一品料理や定食もあり。

■TEL：0254-32-2317　■営業時間 11：30～14：00／17：30～22：30　
■定休日：水・木曜　■予算：2,500円～

寿し駒

日本海のネタと良心的なサービスは地元客・宿泊客に
評判。光ものなど、手の込んだ握りが得意。

■TEL：0254-32-2052　■営業時間 17：30～21：00
■定休日：月曜　■予算：2,500円～

二葉寿し

月岡温泉街入口にあるおしゃれな美容院です。

■TEL：0254-32-2346　■営業時間 8：30～18：00
■定休日：月曜／第1月・火曜／第3日・月曜

リリー美容院

お気軽にお越し下さい。

■TEL：0254-32-2208　■営業時間 8：30～18：30
■定休日：月曜／第1月・火曜／第3月・火曜

カットハウス千代

芸者さんの素敵な髪をつくっている。うららの魔術師。

■TEL：0254-32-2680　■営業時間 8：30～17：00
■定休日：火曜／第1月・火曜／第3日・火曜

ワタナベ美容室

リラックスフェイシャルエステ30分位で気軽にお肌すべ
すべ、つるつるに。1,500円（税込）

■TEL：0254-32-2505　■営業時間 8：00～19：00
■定休日：月曜／第1月・火曜／第3日・月曜

ヘアーサロン上田

美容室
Hair  salon

キレイになって街めぐり

お店
Shop

地元の暮らしにふれよう

ラーメン
Ramen

こだわりの1杯をどうぞ！

おでかけ
Strol l

月岡温泉街の散策スポット

若い主人が一生懸命作る、柔らかチャーシューとまろやか
スープ。オマケの替え玉が蒲原名物。

■TEL：0254-32-3350　■定休日：木曜
■営業時間 10：30～14：00 ※スープがなくなり次第終了

蒲原ラーメン きぶんー 

豚骨でも牛乳でもないのに白いスープは後をひく。紀州の
梅干し入り「湯上り美人ラーメン」も人気。

■TEL：0254-32-3474
■営業時間 21：30～　■定休日：不定休

元祖月岡ラーメン 一休

寿司
Sushi

新鮮な日本海のネタ

T S U K I O KA  O N S E N  I N F O R M A T I O N

新商品の登場する毎週火曜日が面白い。

■TEL：0254-32-1670
■営業時間：24時間営業　■定休日：年中無休

ローソン 月岡温泉店

■ホテル 清風苑
TEL：0254-32-2000

■ホテル ひさご荘
TEL：0254-32-3111

■摩周
TEL：0254-32-2131

■華鳳別邸 越の里
TEL：0254-32-3030

■ホテル 太洋
TEL：0254-32-2411

■湯あそび宿 曙
TEL：0254-32-2111

■広瀬館 ひてんの音
TEL：0254-32-2421

■村上館 湯伝
TEL：0254-32-2231

■したしみの宿 東栄館
TEL：0254-32-2711

■割烹の宿いま井 五十嵐邸 結
TEL：0254-32-3000

■ハミングの宿
TEL：0254-28-7220

■湯宿 あかまつ
TEL：0254-20-8201

■白玉の湯 泉慶
TEL：0254-32-1111

■白玉の湯 華鳳
TEL：0254-32-1515

ドリンク類も地酒からカクテルまで幅広く。たらふく食べても
2,000円程度で満足度満点。

■TEL：0254-32-1174　■営業時間 17：00～
■定休日：木曜　■予算：2,000円前後

笑家

越の三梅（寒梅、白梅、雪中梅）飲みくらべセットを初め、季
節の限定の普段飲めないお酒が飲める店。

■TEL：090-3645-3537　■営業時間 10：00～15：00／
18：00～22：00　■定休日：不定休

安堵

タピオカ♡チーズドッグ他、テイクアウトから店内飲食もあり
ます。お気軽にお越し下さい。

■TEL：0254-28-8822　■営業時間 10：00～
■定休日：不定休

キッチンはぁ～と

ママは演歌歌手、カラオケにはこだわって曲数もいっぱい。
金曜は昼カラオケ営業中！（１２：00～１６：30）

■TEL：0254-32-1984　■営業時間 19：00～0：00
■定休日：月・火曜　■予算：2,000円～

カラオケパブ Keiko

愛情たっぷりのお通しと、新鮮な果実お好みのドリンクで～
カラオケOK飲み放題もあり。

■TEL：0254-32-1017　■営業時間 19：30～1：00
■定休日：不定休（正月・盆も営業）　■予算：3,000円～

スナック ゆう

飲んで歌って月岡の夜を満喫して下さい。二次会、飲み放
題プラン、その他お気軽にご相談下さい。

■TEL：0254-32-2920　■営業時間 20：00～1：00
■定休日：不定休　■予算：3,000円～（時間要相談）

スナック 琴

光物の刺身、国産牛のもつ煮こみ、他多数あります。仲睦
まじい夫婦のお店。

■TEL：0254-32-2529　■営業時間 17：00～22：30
■定休日：水曜　■予算：1,500円～

だぼはぜ
ママの手づくり料理が自慢の店。

■TEL：0254-32-3476　■営業時間 17：30～1：00
■定休日：日曜　■予算：2,500円～

スナック 知

女性スタッフがお待ちしております。飲み放題3,000円～

■TEL：０２５４-３２-２８８２　■営業時間 19：00～1：00
■定休日：不定休

Heartの Ａ－ス

明るいスタッフが笑顔でお待ちしています！！

■TEL：０２５４-20-7688　■営業時間 20：00～1：00
■定休日：火曜　■予算：3,000円～

Snack ミク

天ぷらの盛合せがなんと700円！旬の酒肴、丼物、お茶漬け
と、豊富なメニューがうれしい。

■TEL：0254-32-2238
■営業時間 19：00～0：00　■定休日：月曜

ふくさ

スナックといえども本格的な料理を楽しめる。明るいスタッフ
と月岡の夜を盛り上がろう。

■TEL：0254-32-2543　■営業時間 20：00～
■定休日：月曜　■予算：飲み放題60分 2,500円

フードスナック TAKI

気取らないママのもてなしに集まる、常連ファンが多く、
仕事を終えた芸妓さんも遊びにくる。

■TEL：0254-32-3273　■営業時間 20：00～1：00
■定休日：月曜　■予算：3,000円

スナック 姉妹

お食事
Meal

味に頑固なお店がいっぱい！

ナイトスポット
Night  spot

月岡の夜を楽しむ

この地域唯一のアメコミバー。ウィスキー、カクテルの種類
が豊富。

■TEL：0254-28-7727　■営業時間 19：00～3：00
■定休日：水曜　■予算：2,000円～

BAR ASSEMBLE

月岡温泉のお宿
H o t e l  i n  Ts u k i o k a

素材にこだわり和洋菓子も作りつづけています。かりんとう
饅頭は大人気和菓子です。

本店
■TEL：0254-32-2602
■営業時間 7：00～18：30

中央通店
■TEL：0254-32-１１６７
■営業時間 8：00～18：30

■定休日
元旦のみ

結城堂 本店・中央通店

定番饅頭にこだわり続け、昔ながらの風味をいまに伝える
店。パイ饅頭も美味しい。

■TEL：0254-32-2610
■営業時間 6：30～18：30　■定休日：不定休

月岡屋

薄皮で、甘さひかえ目の餡のまんじゅうの他、クリームのまん
じゅうも製造。自家製のサブレー、チーズケーキなどもあり。

■TEL：0254-32-2417
■営業時間 8：00～19：00　■定休日：無休

まるまた

魚沼産コシヒカリを使用した、出来立てのだんごを各種ご
提供しています。醤油だんごは絶品。散策タイムにピッタリ。

■TEL：0254-32-２６０２　■定休日：火・水曜
■営業時間 9：30～17：00 ※売り切れ次第終了

結城堂だんご店

お電話いただければ、洗車、オイル交換等出張お預かり
致します。

■TEL：0254-32-2702　■定休日：年末年始
■営業時間 7：00～19：00（日祭日18：00まで）

月岡スタンド

月岡温泉をご利用の方に限り、簡単コーティングを4,000
円（税込）でサービス。

■TEL：0254-32-2437
■営業時間 8：00～17：00　■定休日：第2土曜・日曜・祭日

東和自動車

自動車
Car

観光の強い味方！

まんじゅう
Bean jam bun

月岡名物！お土産人気No.1

①洗濯乾燥機 ②空き情報連絡 ③終了時間連絡 ④プリ
ペードカード有

■TEL：0254-２３-０６６７（新潟グリーテック）／空き状況確認用 ０２５４-３２-１７７７
■営業時間 24時間　■定休日：無休

コインランドリー ドルフィン 月岡店

あんど


