2015 春・夏 食の陣情報誌 街んなかご案内帖

配布場所一覧

施設名称

住所

電話番号

東映ホテル

新潟市中央区弁天2-1-6

025-244-7101

新潟東急イン

新潟市中央区弁天1-2-4

025-246-9281

新潟グランドホテル

新潟市中央区下大川前通三ノ町2230

025-228-6220

万代シルバーホテル

新潟市中央区万代1-3-30

025-243-3711

ホテルイタリア軒

新潟市中央区西堀通7番町1574番地

025-224-5112

ホテルオークラ新潟

新潟市中央区川端町6-53

025-224-6002

ANAクラウンプラザホテル新潟

新潟市中央区万代5-11-20

025-245-3333

ホテルディアモント新潟

新潟市中央区本町通六番町1099

025-223-1122

ホテル日航新潟

新潟市中央区万代島5-1

025-241-0808

Befcoばかうけ展望室

新潟市中央区万代島5-1

ホテルサンルート新潟

新潟市中央区東大通1-11-25

025-246-6161

ホテルメッツ新潟

新潟市中央区花園1丁目96番47号

025-246-2100

新潟第一ホテル

新潟市中央区花園1丁目3番12号

ふるさと村観光情報館「時の旅人館」

西区山田2307

025-201-5515

新潟ふるさと村バザール館

西区山田2307

025-230-3000

万代シテイ

中央区万代1-6-1

025-246-6427

古町5商店街振興組合事務局

中央区古町通5番町587-5

025-223-0153

古町6商店街振興組合事務局

中央区古町通6番町965-1

古町ビル 1A

025-222-4864

古町7・8商店街振興組合事務局

中央区古町通八番町1430

新潟シティホテル４Ｆ

025-222-0665

道の駅

北区木崎切尾山3644-乙

025-388-2700

スーパー銭湯女池ゆったり苑

中央区女池6-1-11

025-282-2683

スーパー銭湯ゆったり苑松崎店

東区松崎3-24-13

025-279-2683

デッキィ401

新潟市中央区出来島401

新潟市岩室観光施設 いわむろや

新潟市西蒲区岩室温泉96-1

0256-82-1066

新潟空港ビルディング(株)

新潟市東区松浜町3710

025-275-2611

（株）豊栄わくわく広場

新潟市北区かぶとやま２丁目３−４

025-388-1231

産直とよさかげんき村

新潟市北区木崎778-38

025-384-5008

ピアBandai

新潟市中央区万代島2

025-249-2560

新潟せんべい王国

新潟市北区新崎2661番地

025-259-0161

新潟市青山斎場

新潟市西区青山1436番地1209

025-266-2370

長岡観光案内所

長岡市城内町2-794-4

0258-36-3520

(公社)新潟県観光協会 東京観光センター

東京都渋谷区神宮前4-11-7 表参道新潟館ネスパス

03-5771-7755

新潟県大阪観光センター

大阪府大阪市北区梅田1-3-1-800

06-6348-9720

豊栄

万代島ビル31F

(株)北村開発

025-240-1511

025-281-2111

新潟県外

大阪駅前第一ビル８Ｆ

■道の駅
福光（なんと一福茶屋）

富山県南砺市中ノ江21番地

利賀

富山県南砺市利賀村高沼４３−７

井波

富山県南砺市北川７３０番地

細入

富山県富山市片掛3-5

カモンパーク新湊

富山県射水市鏡宮２９６

道の駅

富山県滑川市中川原410

なめりかわ

天童温泉

山形県天童市大字貫津字鍬ノ町２５５１

とざわ

山形県最上郡戸沢村蔵岡3704-12

庄内みかわ

山形県東田川郡三川町大字横山字堤１７２番−１

たかはた

山形県東置賜郡高畠町大字安久津２０７２−１

河北

山形県西村山郡河北町谷地字真木３３５−１

あつみ

山形県鶴岡市早田字戸ノ浦６０６

月山

山形県鶴岡市越中山字名平３−１

道の駅

いおり

石川県七尾市庵町笹ヶ谷内3番地1

安達

福島県二本松市下川崎字上平３３−１

川俣

福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字東１３−１

南相馬

福島県南相馬市原町区高見町二丁目３０番地の１

喜多の郷

福島県喜多方市松山町鳥見山字三町歩５５９８番地１

羽鳥湖高原

福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1-3552

はなわ

福島県東白川郡塙町大字塙字桜木町388番地1

会津柳津

福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙181番地1

たまかわ

福島県石川郡玉川村大字岩法寺字宮ノ前140-2

つちゆ

福島県福島市松川町水原字南沢４１−２

にしあいづ

福島県耶麻郡西会津町野沢字下條1969-26番地

富弘美術館

群馬県みどり市東町草木

みなかみ町水紀行館

群馬県利根郡みなかみ町湯原１６８１−１

川場田園プラザ

群馬県利根郡川場村大字萩室３８５番地

ぐりーんふらわー牧場・大胡

群馬県前橋市滝窪町813-205

霊山たけやま

群馬県吾妻郡中之条町五反田２２２−１

草津運動茶屋公園

群馬県吾妻郡草津町大字草津２−１

しもにた

群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山3766-11

ふじおか

群馬県藤岡市中字広町１１３１−８

上州おにし

群馬県藤岡市譲原１０８９−２

中条

長野県長野市中条住良木字向川原１７０４番地

北信州やまのうち

長野県下高井郡山ノ内町佐野３９３−２

ほっとぱ~く・浅科

長野県佐久市甲２１７７−１

小谷

長野県北安曇郡小谷村大字北小谷１８６１番地１

奈良井木曽の大橋

長野県塩尻市大門七番町3番3号

花の駅

長野県飯山市大字常盤７４２５番地

千曲川

遠山郷

長野県飯田市南信濃和田548-1

道の駅 八王子滝山

東京都八王子市滝山町1丁目592-2

042-696-1201

道の駅 箱根峠

神奈川県足柄下郡箱根町箱根字畑引山381-22

0460-3-7310

道の駅 山北

神奈川県足柄上郡山北町湯触317番地

0465-77-2882

道の駅 かつら

茨城県東茨城郡城里町大字御前山37番地

029-289-2334

道の駅 みわ

茨城県常陸大宮市鷲子272

道の駅 さとみ

茨城県常陸太田市小菅町694-3

道の駅 さかい(茨城)

茨城県猿島郡境町1341-1

0280-87-5011

道の駅 奥久慈だいご

茨城県久慈郡大子町池田2830-1

02957-2-6111

道の駅 しもつま

茨城県下妻市数須140

0295-58-3939
0294-82-2100

0296-30-5294

道の駅 たまつくり

茨城県行方市玉造甲1962

0299-36-2781

道の駅 いたこ

茨城県潮来市前川1326-1

0299-67-1161

道の駅 ごか

茨城県猿島郡五霞町大字幸主18番地1

0280-84-1000

道の駅 にしなすの

栃木県那須塩原市三島5-1

0287-36-0949

道の駅 みかも

栃木県下都賀郡藤岡町大田和678

0282-62-0990

道の駅 思川

栃木県小山市下国府塚25-1

0285-38-0201

道の駅 湯西川

栃木県日光市西川478-1

0288-78-1222

道の駅 みぶ

栃木県下都賀郡壬生町大字国谷1870-2

0282-82-3591

道の駅 にしかた

栃木県上都賀郡西方町大字元369-1

0282-92-0990

道の駅

しもつけ

栃木県下野市薬師寺41番地

0285-38-6631

道の駅

やいた

栃木県矢板市矢板114番地1

0287-43-1000

道の駅

湧水の郷しおや

塩谷郡塩谷町大字船生字上桜3733番地1

0287-41-6101

道の駅

うつのみや

栃木県宇都宮市新里町丙２５４

028-665-8800

道の駅 あらかわ

埼玉県秩父市荒川日野538-1

0494-54-0022

道の駅 おがわまち

埼玉県比企郡小川町大字小川1220番地

0493-72-1220

道の駅 川口・あんぎょう

埼玉県川口市安行領家844番地2

048-296-4021

道の駅 大滝温泉

埼玉県秩父市大滝4277番地2

0494-55-0126

道の駅 おかべ

埼玉県深谷市岡688-1

048-585-5001

道の駅 龍勢会館

埼玉県秩父市吉田久長32番地

0494-77-0333

道の駅 童謡のふる里・おおとね

埼玉県加須市佐波258番地1

0480-72-2111

道の駅 はなぞの

埼玉県深谷市小前田458-1

0485-84-5225

道の駅 両神温泉薬師の湯

埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2380番地

0494-79-1533

道の駅 かわもと

埼玉県深谷市長在家1279番地2

048-583-6120

道の駅 めぬま

埼玉県熊谷市弥藤吾720番地

048-567-1212

道の駅 ちちぶ

埼玉県秩父市大宮4625番地

0494-21-2266

道の駅 アグリパークゆめすぎと

埼玉県北葛飾郡杉戸町大字才羽823番地2

0480-38-4189

道の駅 いちごの里よしみ

埼玉県比企郡吉見町大字久保田1737番地

0493-53-1530

道の駅 きたかわべ

埼玉県加須市小野袋1737番地

0280-62-5555

道の駅 庄和

埼玉県春日部市上柳995番地

048-718-3011

道の駅 はにゅう

埼玉県羽生市大字上新郷7066

048-560-1010

ろまんちっく村

