リトル北海道

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

Little Hokkaido

寿司 SUSHI
和食・割烹 Japanese Cuisine

北海道や、佐渡、柏崎の近海より直送された鮮魚と地酒を楽しめる寿司居酒屋です。
A sushi izakaya with local sakes, and fresh seafood sent from Hokkaido and the seas
around Sado Island and Kashiwazaki.

Suggested Menu & photo

Sashimi Selection (3-4 people)

リトル北海道盛

to URASA ↑

￥2,560

（刺盛）3 ～ 4 人

Grilled King Crab

焼タラバガニ

ホタテのしょうゆバター焼 Scallops in butter and soy sauce ￥750
魚沼ワイン和牛の石焼

Stone-grilled Wagyu Beef and Uonuma wine

NT T
六日 町駅
Muikamachi
sta.

南魚沼市役所
CITY HALL

17

新潟県南魚沼市六日町 117－1
117－1 Muikamachi, Minami Uonuma

・F M ゆ きぐに

TEL

025-778-0228

リトル北海道

営業時間
HOURS

11:30 - 14:00
17:00 - 22:00

休 Closed on

なし

↓to SHIOZAWA

291

CREDIT CARD

￥1,200

Ohotsuk (10 pieces of special nigiri sushi)

オホーツク

（特上にぎり寿司 10 カン）

大海老・かに天丼

Large Prawn & Crab Tempura Rice Bowl

￥2,300

￥1,000

￥1,680

住所
ADDRESS

LITTLE HOKKAIDO

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税抜価格 Tax exc.〉

お店情報を
スマホで
チェック！

Open Everyday

VISA, MASTERCARD, UC, AMEX

http://muikamachi-grm.com

寿司割烹

八千代

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

Yachiyo

寿司 SUSHI

お寿司の他に揚物・焼物等、お酒のつまみメニューも用意しております。
地元の人には八千代巻が人気です！
As well as sushi, we also have a full range of fried dishes, grilled dishes, and snacks.

Suggested Menu & photo

Yachiyo Roll (Our original thick roll)
to URASA ↑

八千代巻

（やちよまき・オリジナル太巻き）

￥1,700

Evening Drinking Course

晩酌コース

はまぐり酒むし Clams Steamed in Sake
馬刺

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税込価格 Tax inc.〉

￥2,200

揚げだし豆腐

Seafood on Rice

上ちらし

￥2,200

Deep Fried Tofu

Horse Meat Sashimi

NT T

八千代

六日 町駅
Muikamachi
sta.

YACHIYO

F M ゆ きぐに・ ・六 日 町 商 工 会
南魚沼市役所
CITY HALL

17
↓to SHIOZAWA

291

住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市六日町 2038-8
2038-8 Muikamachi, Minami Uonuma

TEL

025-772-2251

営業時間
HOURS

17:00 ～ 21:30

休 Closed on

日曜日

CREDIT CARD

Sundays

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

うまいもん屋 山口屋 Yamaguchi-ya

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

鉄板焼 Grill

もんじゃ焼き、お好み焼きのほかにも季節のおすすめメニューも充実しています。ご来店の際は是
非オススメメニューもご覧ください。
We specialize in monjya-yaki, okonomi-yaki and seasonal specials. When you come to our
restaurant please be sure to check out the Specials Menu.

Suggested Menu & photo

to URASA ↑
Monjya-yaki
with Spicy Roe, Mochi, & Cheese

イパ

ス

六日町駅
Muikamachi
sta.

￥1,280

Butaten Okonomi-yaki

豚天（お好み焼き）

～ Butaten = Pork & Tempura bits ～

六日

町バ

まいたけバター
Maitake Mushrooms in Butter
F M ゆ きぐに
南魚沼市役所

山口屋
・コメリ

明太子・もち・チーズ
（もんじゃ焼き）

YAMAGUCHIYA

・原 信

17

・市 民 会 館

↓to SHIOZAWA

焼きそば

￥680
￥680

Stir Fried Noodles

住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市六日町 596-1
596-1 Muikamachi, Minami Uonuma

TEL

025-773-6026

営業時間
HOURS

17:00 - 23:00（L.O. 22:30）

休 Closed on

水曜日

兼 続 通り商 店 街
ミニミュー ジ アム

CREDIT CARD

Wednesdays

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税込価格 Tax inc.〉

お店情報を
スマホで
チェック！

￥950

牛すじ煮込み

Roast Pork with Salt and Scallions

ネギ塩チャーシュー
Beef Tripe Stew

￥750

￥530

http://muikamachi-grm.com

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

塩ホルモン とん福

Tonpuku

焼肉 Meet,Grill

南魚沼の生産農家が育てたもち豚の新鮮な内臓を七輪にて炭火焼にします。名物は、塩ホルモンを
はじめ、とん福クッパ、もつ鍋などなど 。 広い畳で実に開放的！七輪で焼く焼肉とビールの組み
合わせは無敵。ぷるんぷるんのホルモンはスッキリさわやかハイボールで流し込もう。
A spacious feel on the wide tatami! The combination of yakiniku on charcoal with beer
cannot be beaten. Juicy tripe washed down with a refreshing highball...

Suggested Menu & photo

Top Grade Tripe from Japanese Black Beef Cattle
to URASA ↑

黒毛和牛極上牛ホルモン ￥742

Tonpuku Kuppa spicy soup

とん福 クッパ

MEGA ポテトフライ Mega Fried Potatoes

カクテル風ハイボール各種 Diﬀerent kinds of Cocktail-style Highballs
六日 町駅
Muikamachi
sta.

・ショッピングセンター
RARA

塩 ホルモン とん福
TONPUKU

・FMゆきぐに
南魚沼市役所
CITY HALL

17
↓to SHIOZAWA

291

住所
ADDRESS

南魚沼市六日町 105－7
105-7 Muikamachi, Minami Uonuma

TEL

025-781-5565

営業時間
HOURS

17:00 ～ AM0:00

休 Closed on

不定休

CREDIT CARD

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税抜価格 Tax exc.〉

￥880

Extra Fizzy Highball

超強炭酸 角ハイボール ￥280

炭火七輪ホルモン焼

Charcoal Grilled Tripe

お店情報を
スマホで
チェック！

No set day

VISA, MASTERCARD, UC, AMEX など

http://muikamachi-grm.com

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

焼鳥 ひじり YAKITORI HIJIRI

焼鳥 Yakitori

丸鶏から仕入れ、お店でさばき串打ちする。新鮮でおいしい焼鳥をモダンで落ち着いた店内でゆっ
くり楽しんでください。
We start with the whole chicken and prepare each skewer in-house. Please enjoy our fresh,
tasty yakitori in our modern, relaxing restaurant.

Suggested Menu & photo

Selection of 6 Yakitori Skewers
to URASA ↑
六日町駅
Muikamachi
sta.

焼鳥おまかせ 6 本コース￥1,200

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税抜価格 Tax exc.〉

Home-made Liver Pate

自家製レバーのパテ

￥700

Belgian Beers

ベルギービール各種

￥750 ～

17
F M ゆ きぐに

南魚沼市役所
CITY HALL

焼 鳥ひじり

YAKITORI HIJIRI

市民会 館
↓to SHIOZAWA

〒

兼 続 通り商 店 街
ミニミュー ジ アム

住所
ADDRESS

南魚沼市六日町 2117 旅川ビル 1F

TEL

025-788-0673

営業時間
HOURS

17:00 - 23:00

休 Closed on

日曜日

CREDIT CARD

Tabikawa Building 1F, 2117 Muikamachi, Minami Uonuma

Sundays

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

あかりや

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

居酒屋 Izakaya
ラーメン Ramen

Akariya

夜の街を流れ流れて、最後の〆はこの店でラーメン！酒飲みのオアシスです。
午前3時までやっている「ラーメン・居酒屋」のお店。ラーメン・餃子以外にも様々な種類の
居酒屋メニュー・ドリンクも取り揃えています。
On your crawl through the nighttime streets, you want to ﬁnish your night here
for ramen! It is an oasis for those out drinking.

Suggested Menu & photo

to URASA ↑
to URASA ↑

六日町駅
Muikamachi
sta.

Sashimi Selection

刺身盛合せ

￥980

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税込価格 Tax inc.〉

Acqua pazza

アクアパッツァ

17

￥890

Ramen 、Dumpling Meal

ラーメン
餃子

￥650
￥460

F M ゆ きぐに
南魚沼市役所
CITY HALL

〒

あかりや

AKARIYA
↓to SHIOZAWA

291

市民会 館
Municipal hall
兼 続 通り商 店 街
ミニミュー ジ アム

住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市六日町 1402-2
1402-2 Muikamachi, Minami Uonuma, Niigata

TEL

025-772-4547

営業時間
HOURS

19:00 ～ AM3:00

休 Closed on

不定休 No set day

CREDIT CARD

ー

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

城山食堂 一本杉店

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

Shiroyama Shokudo Ipponsugi

中国料理 Chinese
ラーメン Ramen

全ての料理が減塩になっております。化学調味料なしです。お客様に愛されて続けて 48 年目となります。
開業以来より変わらぬ調理につとめて参りました。炭火焼チャーシューが自慢です！

知る人ぞ知る日本文化の最高峰浮世絵蒐集（展示）の店です。新潟県に関係する作品を多く集めています。（前もって連絡頂かないと見れない
事もあります） 料理は勿論、30 年こつこつと趣味で集めた浮世絵が店内のあちらこちらに展示されております。特に新潟県に関係する資料な
ど貴重な絵も多数あり、現在整理中です。また、浮世絵を見る為、遠くからお越しになるお客様もいらっしゃいます。

All our dishes have reduced salt, and have no artiﬁcial seasonings. Those that know us know that we have a collection of Japanese
woodblock prints on display. We have collected many that have a connection to Niigata Prefecture. (If you don't tell us you are coming in
advance, you may not be able to see them.) We have been pleasing our customers for the last 48 years, and are still preparing our dishes
in the same way. As well as producing delicious food, our hobby has been collecting woodblock prints over the last 30 years and displaying
them around our restaurant. We have a large collection of woodblock prints and pictures related to Niigata Prefecture and are in the
process of organizing them. There are customers that travel great distances to see our collection of prints.

Suggested Menu & photo

Fried Chicken Meal with Ramen
↑
六日町駅
Muikamachi
sta.

唐揚げ定食 ラーメン付き ￥900

to URASA ↑

エビチリ定食 ラーメン付き

291
・セブンイレブン

17
291
ことう・
↓to SHIOZAWA

中華丼定食 ラーメン付き ￥930

Chilli Prawn Meal with Ramen

住所
ADDRESS

南魚沼市六日町 988-4

TEL

025-772-3616

営業時間
HOURS

10:00 ～ 14:00
16:00 ～ 20:00

休 Closed on

水曜日

CREDIT CARD

988－4

Cultural property speciﬁcally exhibit
浮世絵や文化的資料などの展示も
ご覧いただけます。

Fried Rice & Dumpling Meal with Ramen

日替わりランチ（平日のみ） Lunch of the Day (Weekdays only)

SHIROYAMASYOKUDOU

セーブオン・

Chinese Bowl Meal with Ramen

チャーハン・ギョーザ定食 ラーメン付き

城 山 食堂一本杉店

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税込価格 Tax inc.〉

特製しゅうまい

￥900
￥900
Special Steamed Dumplings

Muikamachi, Minami Uonuma

Wednesdays

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

茶屋 千両

居酒屋 Izakaya
ラーメン Ramen

Senryo

うなぎ・すっぽんその他の料理もご相談ください。12 月～ 3 月はふぐ料理をやっています。自家製
みそを使ったラーメンも人気です。チャーシューはイベリコ豚を使用しています。
From December to March we serve puﬀer ﬁsh. We also serve eel and soft-shell turtle please enquire for further details.

Suggested Menu & photo

Ramen with our own brand miso

17

自家ブレンドのみそラーメン ￥750
自家ブレンドのみそ辛ラーメン ￥800

to URASA ↑

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税込価格 Tax inc.〉

Spicy Tofu with Noodles

マーボーメン

￥750

Fried Rice with Roasted Iberico Pork

￥700
イベリコ豚
チャーシュー使用チャーハン

※写真はみそ辛チャーシューメン

291

・セブ ンイレブ ン
・二日 町 郵 便 局

六日町駅
Muikamachi
sta.

291

五十 沢 温 泉・

茶屋千両
↓to SHIOZAWA

SENRYO

・A コープ

タンメン

Vegetable Ramen

正油ラーメン

住所
ADDRESS

南魚沼市南魚沼市宮 289-1

TEL

025-774-2842

営業時間
HOURS

11:00 - 13:00
17:30 - 22:00（L.O.21:00）

休 Closed on

木曜日

CREDIT CARD

Soy Sauce Ramen

289-1 Miya, Minami Uonuma

Thursdays

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

ぶら坊（地魚・炭火焼・グラタンの店）

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

BRAVO

居酒屋 Izakaya

新潟魚沼六日町を一度で味わうなら「ぶら坊」へお越しください。
夜でも定食メニューがありますので、おつまみというよりもしっかり食べたい方、夕食代わりの方に喜ん
でいただいております。
If you want to experience the true ﬂavor of Muikamachi in Uonuma, Niigata, then you have to come to
Bravo!The variety of food and drinks on oﬀer here is fantastic. This place is also easy on the wallet, so
another reason to be happy!

Suggested Menu & photo

Course of the Day
Selection of 5 types of sashimi

刺身５点盛り合わせ

￥1,480

to URASA ↑

名物エビグラタン

六日 町駅
Muikamachi
sta.

・ショッピングセンター
RARA

ぶ ら坊

BRAVO
・FMゆきぐに
南魚沼市役所
CITY HALL

17
↓to SHIOZAWA

291

Course of the Day
Selection of 5 grilled skewers

串焼き盛り合わせ
（５本）

Our Famous Shrimp Gratin

￥580

ぶら坊定食

￥980

Red Sea Bream Hot Pot

酒類を飲む方にお通し ￥ 300
300 yen cover charge on ﬁrst alcoholic drink

住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市六日町 140
140 Muikamachi, Minami Uonuma

TEL

025-772-3551

営業時間
HOURS

11:30 ～ 14:00
17:00 ～ 23:00

休 Closed on

木曜日 Thursdays
VISA, MASTERCARD など

Course of the Day
Bravo Set Meal

真鯛の土鍋ごはん

つなんポークのホルモンミックス炒め
Stir Fry of mixed Tsunan Pork Giblets

CREDIT CARD

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税抜価格 Tax exc.〉

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

四季肴酒家 きなり

KINARI

居酒屋 Izakaya

日本各地の日本酒・地元食材、季節感にこだわっております！落ち着いた雰囲気の店内でごゆっくりお愉
しみください。一軒目でも 2 軒目でもお待ちしております。
We specialize in sakes from all over Japan, local ingredients, and a real sense of each season.

Suggested Menu & photo

Course of the Day

Course of the Day

Local sake, Japanese sake

Local sake, Japanese sake

日本各地の地酒

六日 町駅
Muikamachi
sta.

四季肴酒家
きなり
F M ゆ きぐに・

KINARI

南魚沼市役所
CITY HALL

17
・金 城 酒 販

↓to SHIOZAWA

291

Charges

JIKON

油淋豚（ユーリントン）

￥750

￥600
￥350

住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市六日町 2053 葵ビル 1F
Aoi Building 1F, 2053 Muikamachi, Minami Uonuma

TEL

025-770-0717

営業時間
HOURS

17:30 - 23:30

休 Closed on

日曜・月１回月曜日 Sundays, & Monday once a month

CREDIT CARD

Pork with Special Sauce and Chopped Scallion

￥1,200

而今（日本酒・じこん） Local sake, Japanese sake
チャージ

Course of the Day

くんせいの盛り合わせ

to URASA ↑

NT T

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税込価格 Tax inc.〉

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

居酒屋 カトちゃん

IZAKAYA KATO CHAN

居酒屋 Izakaya

地元食材を使った料理と地酒を含む種類豊富なドリンクをリーズナブルな価格で提供しています。きりざ
い丼発祥の店へぜひ！
Dishes made from local ingredients. A wide range of diﬀerent drinks, including local sakes. All at a
reasonable price. The home of the Kirizai-don.

Suggested Menu & photo

to URASA ↑

F M ゆ きぐに
南魚沼市役所
CITY HALL

Course of the Day

Course of the Day

Course of the Day

Kirizai-don - Rice Bowl with Chopped
Toppings and Hakkai-san Salmon

Vegetables and Shiitake Mushroom
Grilled with Cheese

Suggested Set (Mini Pizza, Omelette,
Fried Cheese Ribbons)

ぜいたくきりざい丼

（八海山サーモン入り）

六日町駅
Muikamachi
sta.

17

居酒屋カトちゃん

IZAKAYA KATO-CHAN

・市 民 会 館
Municipal hall
↓to SHIOZAWA

兼 続 通り商 店 街
ミニミュー ジ アム

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税抜価格 Tax exc.〉

彩り野菜と天恵菇チーズ焼き
￥580

￥580

おすすめセット

￥1,200

（ミニピザ・オムレツ・チーズのリボン揚げ）

焼き鳥
Yakitori
カマ焼き
Kamayaki
季節野菜の天ぷら盛合せ Seasonal Vegetable Tempura Selection
住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市六日町 2169-2
2169－2 Muikamachi, Minami Uonuma

TEL

025-772-7773

営業時間
HOURS

18:30 - 24:00（L.O.23:30）

休 Closed on

日曜日 Sundays

CREDIT CARD

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

橙 ～dai dai～

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

居酒屋 Izakaya

つなんポーク一頭買いだからこその味と値段です。デザートも充実！もちろん肉だけでなくお酒に合うお
つまみが豊富！おなかペコペコさんやのん兵衛さんには天国です。
A special price for Tsunan Pork as we buy the whole hog. Lots of desserts too! When you are in
the mood to eat meat and drink, this is the place for you.

Suggested Menu & photo

Course of the Day

Course of the Day

Sirloin Steak

￥1,980

本日のお刺身盛合せ

旬野菜のスティック（サラダバーニャカウダとにんにく味噌で）

六日 町駅
Muikamachi
sta.

・ショッピングセンター
RARA

橙 〜 daidai 〜
Dai Dai

・FMゆきぐに
南魚沼市役所
CITY HALL

17
↓to SHIOZAWA

291

"Eat as much as you like" Shabu
Shabu Plan

￥1,480

しゃぶしゃぶ食べ飲み放題プラン
￥3,500

ティラミスパフェ

酒類を飲む方にお通し ￥300
300 yen cover charge on ﬁrst alcoholic drink

魚介とんこつつけ麺
住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市六日町 105-1 サン プラザ ビル 2F

TEL

025-770-0208

営業時間
HOURS

17:00 ～ 23:00

休 Closed on

不定休 No set day

CREDIT CARD

Course of the Day

Today's Sashimi Selection

アメリカ産サーロインステーキ
to URASA ↑

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税抜価格 Tax exc.〉

Sunplaza building 2F105-1 Muikamachi, Minami Uonuma

VISA, MASTERCARD など

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

浜焼酒場 海ぼうず

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

Umibouzu

居酒屋 Izakaya

新鮮な魚介類が中心に豊富なメニューが魅力。大漁旗はためくアットホームな雰囲気のお店。魚沼の地酒
と合わせてお楽しみいただけます。宴会でもお一人様でも歓迎！
This place feels like you are at an izakaya on the coast. The dashi soup chazuke is fabulous.
When they are not open they display a sign that says "We're out ﬁshing now!"

Suggested Menu & photo

to URASA ↑
六日町駅
Muikamachi
sta.

Grilled Crab Miso served in the shell

Selection of 4 Grilled Skewers

浜焼串４本盛り

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税抜価格 Tax exc.〉

￥1,180

かに味噌甲羅焼き

Sashimi of the Day Selection

￥590

本日のお刺身盛合せ

￥1,080

17

チャージ

F M ゆ きぐに

￥300

charges

南魚沼市役所
CITY HALL

〒
浜焼酒場
海ぼうず

↓to SHIOZAWA

UMIBOUZU

市民会 館
Municipal hall
兼 続 通り商 店 街
ミニミュー ジ アム

住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市六日町 1854
1854 Muikamachi, Minami Uonuma

TEL

025-770-2719

営業時間
HOURS

17:00 - 23:00

休 Closed on

水曜日 Wednesdays

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

萬盛庵本店

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

居酒屋 Izakaya
ラーメン Ramen

MANSEAN honten

季節の地元料理に、そば・うどん・天ぷら・定食・ラーメン・丼ものなどメニュー取り揃えており
ます。焼酎・地酒の種類も豊富です。寒い時期の週末限定もつ煮も人気！
This restaurant boasts a wide range of sakes, snacks, and meals! It is also a great place for
a bowl of ramen to ﬁnish your night. You'll love the relaxing, retro interior! The udon hotpot
here is a favorite with the locals.

Suggested Menu & photo

〈税込価格 Tax inc.〉

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

Local sake, Japanese sake
to URASA ↑

地酒いろいろ

￥600 ～

他では飲めない焼酎いろいろ
季節の地元料理

Selection of shochus that you cannot drink anywhere else

Local, seasonal dishes

￥400 ～
￥500 ～

NT T
六日 町駅
Muikamachi
sta.

萬盛庵本店

MANSEAN honten
F M ゆ きぐに・

南魚沼市役所
CITY HALL

17
・金 城 酒 販

↓to SHIOZAWA

291

住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市六日町 1766
1766 Muikamachi, Minami Uonuma

TEL

025-772-3113

営業時間
HOURS

11:00 ～ 14:00
17:00 ～ 21:00

休 Closed on

火曜日 Tuesdays

CREDIT CARD

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

酒処 いからし

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

Ikarashi

居酒屋

Izakaya

夫婦２人でやっている落ち着いたいろりのあるお店。魚・肉・田舎料理・麺・ご飯物と幅広く美味
しいと云われています。
An izakaya run by a couple, with a relaxing Japanese hearth. Meat, Fish, Countryside
Cuisine, Noodles, Rice, and everything well known for its great ﬂavor.

Suggested Menu & photo

Japanese Sakes, Junmai Sakes from this
prefecture and others
to URASA ↑

五日 町 スキ ー 場
ITSUKAMACHI
SKI-AREA

￥650 ～

Simmered Pork Cutlet

カツ煮

やきとり盛合せ Yakitori Selection Meat

IKARASHI

・五日 町 小 学 校
・セブ ンイレブ ン
〒

五日町駅
Itsukamachi
sta.

チャージ

住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市寺尾 1346-9
1346-9 Terao, Minami Uonuma

TEL

025-776-2083

営業時間
HOURS

通常
Usually
祝祭日曜日 Holidays

休 Closed on

火曜日 Tuesdays

CREDIT CARD

￥750

厚焼玉子

肉やさい炒め Vegetable Stir

17

酒 処 い か らし

↓to MUIKAMACHI

日本酒・県内県外純米酒

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税込価格 Tax inc.〉

17:00 ～ 22:00
16:30 ～ 21:30

Curry Udon

カレーうどん

￥700

Fry Thick Omelette

charges

￥300

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

食ing Bar くぅ

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

eating bar CU-U

居酒屋 Izakaya

自家製の野菜をたっぷりと使ったメニューが人気です。パスタやピザ・お肉料理メニューも充実。古材を
用いた落ち着いた店内で、個室も多くございます。
The menu full of homegrown vegetables is popular. Diners of all ages enjoy coming to this
establishment. Lots of delicious dishes! Deciding what to order is always tricky! And with plenty
of diﬀerent types of sake to enjoy, this place is sure to satisfy!

Suggested Menu & photo

Course of the Day

Tomato Cream Pasta with Prawns
and Scallops

to URASA ↑

海老とほたての
トマトクリームパスタ ￥1,250

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税抜価格 Tax exc.〉

Course of the Day

チキンチリピザ

牛ステーキ 300ｇ

Course of the Day

Chilli Chicken Pizza

300ｇ Beef Steak

パリパリじゃことオクラのサラダ

￥1,473
￥3,500

生たこのカルパッチョ

フレンチトースト＆キャラメルクリーム
六日町駅
Muikamachi
sta.

・ショッピングセンター
RARA

食 ing Bar くぅ
eating bar CU-U

・FMゆきぐに
南魚沼市役所
CITY HALL

17
↓to SHIOZAWA

291

住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市六日町 105
105 Muikamachi, Minami Uonuma

TEL

025-781-5675

営業時間
HOURS

11:30 ～ 14:30（L.O. 14:00）
17:30 ～ 23:00（L.O. 22:00）

休 Closed on

月曜日 Mondays

CREDIT CARD

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

魚沼イタリアンバル匠

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

ITALIAN BAR TAKUMI

居酒屋

Izakaya

ナポリピッツァと生パスタなどがメインのカジュアルイタリアンのお店。熟成肉のサーロインス
テーキなどボリュームのあるお料理も人気です。
Meat! Wine! Fresh pasta! This is the Italian Barrel!

Suggested Menu & photo

Napoli Pizza ” Margherita"

to URASA ↑

「ナポリピッツァ」マルゲリータ
￥850

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税抜価格 Tax exc.〉

Peperoncino with whitebait and
sakura shrimp on fresh rice ﬂour pasta

「米粉入り生パスタ」しらす
と桜えびのペペロンチーノ ￥850
チャージ

Aged Sirloin Steak

「熟成肉」
熟成サーロインステーキ
charges

￥1,780
￥300

NT T
六日 町駅
Muikamachi
sta.

イタリアンバル匠
F M ゆ きぐに・

ITALIAN BAR TAKUMI

南魚沼市役所
CITY HALL

17
↓to SHIOZAWA

291

住所
ADDRESS

新潟県 南魚沼市六日町 106-8
106-8 Muikamachi, Minami Uonuma

TEL

025-775-7507

営業時間
HOURS

11:30 ～ 14:00
17:00 ～ 23:00

休 Closed on

水曜日 Wednesdays

CREDIT CARD

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

魚沼釜蔵総本店

Uonuma Kamakura

居酒屋

Izakaya

地元魚沼の米・野菜など、こだわり抜いた食材でどこにも負けない料理を提供します！秋田より直
送の比内地鶏と地元ブランド豚のもちぶた料理が絶品です。地酒も取り揃えております。
Delicious dishes made from Hinai Chicken from Akita Prefecture, and local Mochibuta
Pork.

Suggested Menu & photo

Selection of 6 Grilled Skewers

to URASA ↑

おまかせ串焼き 6 本盛り合せ
￥1,890

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税抜価格 Tax exc.〉

Rice Bowl with Mochibuta Pork a
nd Fresh Wasabi

Charcoal-grilled Yairo Shiitake
Mushrooms

八色しいたけ炭火焼

￥500

和豚もちぶた生わさび丼

お通し（小鉢２品） charges

六日 町駅
Muikamachi
sta.

・ショッピングセンター
RARA

魚沼釜蔵総本店

UONUMA KAMAKURA
・FMゆきぐに
南魚沼市役所
CITY HALL

17
↓to SHIOZAWA

291

住所
ADDRESS

新潟県 南魚沼市六日町 105－1 サンプラザ ビル

TEL

025-781-5660

営業時間
HOURS

11:30 ～ 14:00
17:00 ～ 22:00

休 Closed on

なし

CREDIT CARD

￥1,200
￥500

Sunplaza building, 105-1 Muikamachi, Minami Uonuma

Open Everyday

お店情報を
スマホで
チェック！

VISA, MASTERCARD, UC, AMEX,JCB

http://muikamachi-grm.com

あか松

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

Akamatsu

和食・割烹 Japanese Cuisine

天ぷら中心の小料理屋。35年、変わらず旬のお料理でお待ちしております。
目の前で作ってくれる、揚げたての天ぷらが味わえるのはこのお店！他にも旬の食材を
使った料理が美味！！
35 years of serving up seasonal cuisine. We look forward to welcoming you!If you are looking to
try tempura prepared and fried right before your eyes, then this is the place! All the other dishes
made with seasonal ingredients are also fantastic!

Suggested Menu & photo

Sashimi Selection
↑
六日町駅
Muikamachi
sta.

刺身盛合せ

to URASA ↑

￥1,000

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税抜価格 Tax exc.〉

Tempura Selection

天ぷら盛合せ

￥1,000

Tempura Bowl

天丼

￥1,000

市民会 館
Municipal hall

291

17

西泉田
NISHI
IZUMIDA
ことう・

セーブオン・
↓to SHIOZAWA

あか松

AKAMATSU

291

住所
ADDRESS

南魚沼市六日町 1067-1
1067-1 Muikamachi, Minami Uonuma, Niigata

TEL

025-772-7560

営業時間
HOURS

11:30 ～ 13:30
17:00 ～ 22:00

休 Closed on

月曜日 Mondays

CREDIT CARD

ー

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

なにわ茶屋

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

Naniwa Chaya

和食・割烹 Japanese Cuisine

大人の隠れ家「なにわ茶屋」。雰囲気の良い日本庭園が迎えてくれます。ユネスコ無形文化遺産になっ
た和食を雰囲気と共に感じることができます。地元酒蔵 八海山の全種類を取り揃えています。
This new, spacious, Japanese style place is very elegant, and the garden is also very
pleasing to the eye. Treat yourself and enjoy delicious food paired with local sakes! Bliss...

Suggested Menu & photo

店内

Course of the Day
to URASA ↑

おまかせコース

店内

￥3,000 ～

八海山浩和蔵仕込（60cc） Hakkai-san Kowa Gura Sake
鶴齢生酒

NT T
六日 町駅
Muikamachi
sta.

な にわ茶屋

NANIWA-CHAYA

F M ゆ きぐに
南魚沼市役所
CITY HALL

17
↓to SHIOZAWA

291

Kakurei Namazake

(Sake)

住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市六日町 92－6
92－6 Muikamachi, Minami Uonuma, Niigata

TEL

025-772-3787

営業時間
HOURS

17:00 ～ 23:00 (L.O.22:30)

休 Closed on

不定休 No set day

CREDIT CARD

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税抜価格 Tax exc.〉

￥1,000
￥900

お店情報を
スマホで
チェック！

VISA, MasterCard, AmericanExpress

http://muikamachi-grm.com

割烹 肴処 かねせ

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

Kanese

和食・割烹 Japanese Cuisine

日本料理・会席料理のお店です。和食だけでなく、洋・中のお料理もご相談ください。広い宴会場がござ
いますので、大勢の集まりにもご利用いただけます。
雪深い地域ですが、ご来店していただけるお客様への感謝の気持ちを常日頃からもち、満足のいくお料理、
お酒をご提供します。
Even in this region of deep snow, every time you visit this shop you can feel the gratitude of the
owners for having come, and they always provide a satisfying food and drink experience.

Suggested Menu & photo

Course of the Day
5000 yen multi course meal (with
drink included)

17

5,000 円コース料理
（飲み物込み）

to URASA ↑

291

六日町駅
Muikamachi
sta.

・セブ ンイレブ ン
・二日 町 郵 便 局

かねせ

KANESE

291

↓to SHIOZAWA

・五十 沢 温 泉

生ビール

Draft Beer

席料（お一人様）

￥5,000

charges

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税抜価格 Tax exc.〉

Course of the Day

Sashimi Selection

刺身盛合せ
（5 人前）
￥500
￥500

Course of the Day

￥3,000 ～

TEL

025-774-2029

営業時間
HOURS

11:00 ～ 22:00

休 Closed on

不定休 No set day
ー

￥500

・There is a 500 yen cover charge per person.
・Advanced booking required・We can do group bookings
from 3 people.

新潟県南魚沼市宮村下新田 197
197 Miyamurashimoshinden, Minami Uonuma, Niigata

CREDIT CARD

日本酒 八海山

※事前予約が必要です。ご宴会は 3 名様～。

住所
ADDRESS

お店情報を
スマホで
チェック！

Hakkai-san Sake

http://muikamachi-grm.com

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

味の店

京

ajinomise kyo

和食・割烹 Japanese Cuisine

美味しい料理を真心こめて！仕出し・各種宴会・お祝事・法事等の会、お申込みください。南魚沼
の郷土料理「きりざい丼」も人気です！
We put our heart and soul into our delicious dishes! We are happy to host all kinds of
diﬀerent parties and celebrations so please contact us for more details.

Suggested Menu & photo

to URASA ↑
六日町駅
Muikamachi
sta.

Course of the Day

Course of the Day

Course of the Day

Sashimi Selection

2 hour "Drink as much as you like" Course

Makunouchi Bento Box (M)

刺身盛合せ

￥1,350

飲み放題コース２時間

合戦串盛焼 skewers
南魚沼きりざい丼
17

味の店

京

AJINOMISE-KYO

市民会 館
↓to SHIOZAWA

兼 続 通り商 店 街
ミニミュー ジ アム

Minami Uonuma Natto Kirizai Bowl

住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市六日町 2252
2252 Muikamachi, Minami Uonuma

TEL

025-773-6606

営業時間
HOURS

11:30 - 14:00
17:00 - 23:00

休 Closed on

不定休 No set day

CREDIT CARD

ー

￥4,500

幕内弁当（竹）

￥1,500

盛込（4 ～５人前）variety dish sampler(4-5 people)5,000 円～

F M ゆ きぐに
南魚沼市役所
CITY HALL

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税抜価格 Tax exc.〉

お店情報を
スマホで
チェック！

そのほか、ご予算に応じた各種ご宴会
We can cater a party to your budget

http://muikamachi-grm.com

まつえんどん

農家レストラン

2017/6 現在 店舗情報は変更する場合がございます

Rustic Restaurant

matsu en don

和食・割烹
Japanese Cuisine

南魚沼産コシヒカリ農家で若手夫婦が二人とも料理人のお店。お料理はすべて化学調味料無添加で
安心。ランチはバイキング形式もあり、夜は農家バル。旬の地元食材を使用したお酒にも合うお料
理をお愉しみください！ 30 席の個室もございます！
A restaurant catered by a young couple who also grow Minami Uonuma koshihikari rice. All the food is free from artiﬁcial additives and
preservatives. You can experience buﬀet style meals as well as the Farmers' Bar in the evenings. Please come and enjoy the dishes
that are prepared with seasonal ingredients and that go well with sake. There is also a 30 seat private room.

Suggested Menu & photo

・H o n d a C a r s
to URASA ↑

2800 yen Tasting Menu that goes well
with sake

Weekdays only! Evening 1500 yen Set
Meal

お酒に合わせた 2800 円呑コース

平日限定！夜定食 1500 円

※お酒は別料金です。

〒

お通し 300 円

300 yen cover charge

17

Jo

s
et

u

Li

ne

農家レストラン
まつえ んどん
MATUENDON

・ハ ロ ー ワー ク 南 魚 沼

291

充実しております！
新潟県南魚沼市美佐島 972
972 Misashima, Minami Uonuma

TEL

025-775-7401

営業時間
HOURS

11:00 ～ 14:00
17:00 ～ 22:00 (L.O.21:30)

CREDIT CARD

A s we et p ot at o s h o c h u t h at i s o n l y
served at our establishment, as well as
local sakes

他では飲めない芋焼酎、ほか地酒
無添加のノンアルコールワイン等

他、一品料理も

住所
ADDRESS

休 Closed on
↓to MUIKAMACHI

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税込価格 Tax inc.〉

お店情報を
スマホで
チェック！

Sundays（Unless Sunday is a national holiday in
日曜日
which case we will open and take the following
（日曜日が祝日の場合営業、翌月曜休み） Monday oﬀ.)

http://muikamachi-grm.com

クラブロイヤルジョイ CLUB ROYAL JOY

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

スナック＆バー
Snack & Bar

大人の社交場。みんなで楽しく飲むも良し、ひとりでゆっくり飲む良し。どんな時も
楽しめるお店です！ ※深夜時間帯からは「パブおだまり」へ営業が切り替わります。
A great watering hole! Good to go to with others, equally so if you are on your
own. This is a place you can enjoy no matter what the occasion!
※We operate into the early hours but keep it more subdued late at night.

Suggested Menu & photo

六日町駅
Muikamachi
sta.

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税込価格 Tax inc.〉

60 minute "drink as much as you like" set, including a drink for your
companion

to URASA ↑

１セット（60 分）飲み放題、キャストドリンク込み

F M ゆ きぐに

￥6,690

291

17

・市 民 会 館
Municipal hall

↓to SHIOZAWA

Mt.Sakado
→

ク ラ ブロイヤルジョイ
CLUB ROYAL JOY

・ガソリンスタンド
Ｇas Ｓtation

住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市坂戸 6-10
6-10 Sakado, Minami Uonuma, Niigata

TEL

025-773-3321

営業時間
HOURS

20:00 ～ 24:00

休 Closed on

日曜日 Sundays

CREDIT CARD

お店情報を
スマホで
チェック！

VISA, MASTERCARD, AMEX など

http://muikamachi-grm.com

スナックぷらすワン

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

snack plus one

スナック＆バー
Snack & Bar

地域の温泉を楽しんだ後のひとときに…。幅広い世代で楽しめるお店です！ママの手
作り料理も人気です。カラオケの音質も最高です！
After you have enjoyed a local onsen, drop in here for a bit...
This place has been a hit for a very long time! The owner's home-made dishes
are really popular. The karaoke system is of a high quality.

Suggested Menu & photo

17

Set of 2 hours "drink as much as you
like" with 2 healthy dishes

to URASA ↑

セット料金（2 時間飲み放題）
ヘルシー料理 2 品

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税込価格 Tax inc.〉

Sweet pickled yam

山芋の甘漬け

￥300

Cocktail Snow Angel
(a vodka-based cocktail)

スノーエンジェル

（ウォッカベースカクテル） ￥700

￥2,500

291

・セブ ンイレブ ン
・二日 町 郵 便 局

六日町駅
Muikamachi
sta.

291

五十 沢 温 泉・

↓to SHIOZAWA

・A コープ

スナック
ぷらすワン
PLUSONE

住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市宮 308-1
308-1 Miya, Minami Uonuma, Niigata

TEL

025-774-3330

営業時間
HOURS

19:00 ～ 24:00

休 Closed on

木曜日 Thursdays

CREDIT CARD

ー

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

居心家

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

スナック＆バー

IGOKOCHI

Snack & Bar
居酒屋 Izakaya

居酒屋感覚で楽しむも良し！スナック的にお酒を楽しむも良し！楽しみ方はあなた次第！
家庭的な雰囲気かつ明るいスタッフが盛り上げます。カラオケできます！！
The homely atmostphere and friendly staﬀ get everybody in the mood! This is great if you are
looking for an izakaya. It is also good if you are looking for a place to drink like a bar. How you
enjoy it is up to you!

Suggested Menu & photo

Course of the Day
2 hour "sing as much as you like"
(for 3 people or more) & highball /
shochu sour cocktails "drink as much
as you like deal"
to URASA ↑
六日町駅
Muikamachi
sta.
F M ゆ きぐに
南魚沼市役所
南魚沼市役所
CITY HALL

17

居心家

IGOKOCHI

市民会 館
↓to SHIOZAWA

兼 続 通り商 店 街
ミニミュー ジ アム

２ 時 間 歌 い 放 題！ハ イ ボ ー
ル・サワー各種 ２時間飲み
放題（３名様以上）１人￥3,000

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税抜価格 Tax exc.〉

Course of the Day

Course of the Day

Seafood Gratin
シーフードグラタン

Cheese board
チーズ盛合せ

￥800

￥1,000

チャージ 1,000 円（飲み放題コースはチャージ無し） 1,000 cover charge（No charge if doing a "drink as much as you like" deal）
住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市六日町 2153-2
2153-2 Muikamachi, Minami Uonuma

TEL

025-770-2555

営業時間
HOURS

19:30 ～ 25:00

休 Closed on

月曜日 Mondays

CREDIT CARD

VISA, MASTERCARD, UC など

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

芙美子

2017/4 現在 店舗情報は変更する場合がございます

スナック＆バー
Snack & Bar

fumiko

80 名様まで入れてゆったりできるお店です。着物でお待ちしております。
It is a relaxing bar which can accommodate up to 80 people. We are waiting for you
in kimono.

Suggested Menu & photo

Our suggested sakes, Scotch whiskies,
bourbons, and cocktails

六日町駅
Muikamachi
sta.

おすすめの日本酒、スコッ
チ ウ ィ ス キ ー、バ ー ボ ン、
カクテル
￥800 ～

to URASA ↑
F M ゆ きぐに

自家製の漬物

※メニュー・価格は変更する可能性もございます。
Menus and prices may change.

〈税込価格 Tax inc.〉

Special coﬀee beans, and raisins
on the vine

特 別 な コ ー ヒ ー ビ ー ン ズ、
枝付干ぶどう
￥1,000

Home-made Pickles

￥1,000

291

17

・市 民 会 館
Municipal hall

↓to SHIOZAWA

Mt.Sakado
→

芙美子

FUMIKO

・ガソリンスタンド
Ｇas Ｓtation

住所
ADDRESS

新潟県南魚沼市坂戸 38-7
38-7 Sakado, Minami Uonuma, Niigata

TEL

025-772-7574

営業時間
HOURS

19:00 ～ 25:00

休 Closed on

日曜日 Sundays

CREDIT CARD

お店情報を
スマホで
チェック！

http://muikamachi-grm.com

