


越後杜氏の伝統と技 長岡の酒がおいしいワケ

日本酒物語長岡

全国第２位の酒蔵数



長岡に伝わる「十
じゅう

分
ぶん

盃
はい

」 「日本酒で乾杯！」を推進

越後長岡美酒めぐり
　長岡駅周辺の飲食店が、おすすめの
長岡地酒と長岡ならではのおつまみを
晩酌セットとして提供。スタンプラリー
も実施。店を巡って長岡の美酒を堪能
し、オリジナルおちょこをゲットしよう。
　また、「長岡にお泊まりになるお客様」、
「オリジナルおちょこ持参の方」には特
典として、おちょこ1杯の長岡地酒サー
ビスがある（※協力店・施設に限る）。
問合先：（一社）長岡観光コンベンショ
ン協会 0258-32-1187
バラエティに富んだ約30店舗が参加する

ながおかバル街
　参加店マップを片手に街なかを飲み・
食べ歩くイベント。5枚綴りのチケット
（4000円、前売りは3500円）を購入し、
約70店舗ある参加店から好みの店をチ
ョイス。当日のドリンクとピンチョス（お
つまみ）を味わったら次のお店へと、ハ
シゴしながら料理とお酒を楽しもう。
次回は6月4日（土）、10月22日（土）に
開催予定。問合先：ながおかバル街事
務局 0258-36-3240

店内では相席で。出会いや会話も楽しんで

越後長岡酒の陣
春と秋、アオーレ長岡（MAP／

P12C4）に長岡の酒蔵が大集結する「地
酒イベント」を開催。
春は杜氏の技を競う「清酒品評会」

とタイアップ。絶対にお店で飲めない品
評会出品酒が味わえる。また、秋は新
酒の仕込みを前に蔵人が直接来場者
とふれあうイベントを開催。良い酒造り
に向けた意気込みを感じながら美酒を
堪能しよう。問合先：（一社）長岡観光
コンベンション協会 0258-32-1187
長岡の食材を使ったおつまみも味わえる

３大イベント

太刀川喜三氏 所蔵



安政年間（1854～ 60）創業。新潟清新潟清酒
の特徴である淡麗辛口にこだわらず、辛こだわらず、辛
すぎず、ふくよかで、やさしい味わいがで、やさしい味
魅力。煉瓦造りの醸造蔵は国の登録有形の醸造蔵は
文化財。 長岡市地蔵1-8-2

高橋酒造
P12B20258-32-0181

●たかはししゅぞう

新潟出身の歌人・會津八一を想い、
捧げる酒。「ふかくこの生を愛すべし」
（會津八一『学規』より）

明治30年（1897）創業。「治30年（1897）創業。「速速
そく

醸醸
じょう

もと」のもと」の
発祥蔵。淡麗辛口が主流の時代に、あえ発祥蔵。淡麗辛口が主流の時代に、あえ
てうま味ののった豊潤な味を貫く。ろ過て
を最小限に抑えることで蔵癖を出し、個
性ある酒を造る。 長岡市横枕町606

お福酒造
P12B30258-22-0086

●おふくしゅぞうおふくしゅぞ

山古志で契約栽培された「五百万石」
を使用した純米吟醸。清楚な香りと
米本来のうま味とコクが楽しめる。

天保元年（1830）創業。“酒造りは米
づくり”を理念に品質本意の酒造りを
行う。エントランスホールでは定期的に
コンサートを行うなど、文化活動や自然
保護活動にも取り組んでいる。
長岡市朝日880-1

朝日酒造
P12A30258-92-3181

●あさひしゅぞう

天保元年（1830）創業。手作りを基本。手作りを基本と
し、すっきりとして、うま味のある酒を造して、うま味のある酒を造
る蔵として地元で愛される。仕込みの水て地元で愛される
は、自社内の井戸から汲み上げたまろや社内の井戸
かな軟水。軟水 長岡市両高1538

池浦酒造
P12A20258-74-3141

●いけうらしゅぞう

地元で栽培された酒米、越淡麗を高
精白して用いた、芳醇な香りと膨らみ
のある味わいが楽しめる大吟醸。

宝暦元年（1751）創業。新潟の酒造好適
米、五百万石を主な原料に、越後杜氏の
伝統的な技と充実した近代的醸造技術の
調和のもとで淡麗辛口の酒を醸し出す。
長岡市十日町小島1927

柏露酒造
P12B30258-22-2234

●はくろしゅぞう

厳選した米と米麹だけを使用し、低温
で醸造。米本来のうま味を残し、甘み
と酸味のバランスが良い中辛口の酒。

江戸時代から続く酒蔵も多い長岡の日本
酒。それぞれの酒蔵が伝統に技術で生
み出す代表銘柄。16酒蔵の日本酒に加
え、1酒蔵の焼酎をご紹介。

日本酒
セレクション

長岡 17酒蔵の
代表銘柄を総チェック

すっきりとした口当たり
と穏やかな香りで、飽き
のこない飲みやすい味。
「食事と楽しむ吟醸酒」
がコンセプト。

上品な香りとふっ
くらとした味わいが
気品を感じさせる大
吟醸酒。特に軽く
冷やして飲むのが
おすすめ。

こちらもおすすめ



天文17年（1548）創業。
現存する酒蔵としては
全国で５番目に古い。
伝承の技を引き継ぎ、

りを基本に据吟醸造りを
吟醸蔵ともよばれえ、吟醸蔵ともよばれ

る。る 長岡市摂田屋
4-8-12

吉乃川

P12B30258-35-3000
●よしのがわ

さわやかな吟醸香で後味のキ
レが良い辛口吟醸。

明治21年（1888）創業。
自社精米で高精白し
た米と、蔵の裏手に位
置する西山連峰を源置す置する
泉とする地下水（軟水）する地下地下水るる地
で醸造する。 長岡市
脇野町2011

中川酒造
P12A2

0258-42-2707

吟醸規格まで精米。スロー
フードジャパン 2015 年燗酒
コンテスト金賞受賞。

天保13年（1842）創業。
受け継がれた伝統の
技により、ほぼすべて技により、ほぼすべて
の工程を手作業で行
う。小タンクでの仕込う。小タンクでの仕込
みにこだわって酒を醸み
している。しててて 長岡市摂
田屋2-7-28

長谷川酒造

P12B30258-32-02700258
●はせがわしゅぞうせがわしゅぞう

口に含むと広がる上質なうま
味。芳醇にして凛とした香り
が印象的。

明治８年（1875）創業。明治８年
冬の寒い時期に伝統冬の寒い時期に伝統時期に伝統
の手作りを守る。「舞る「舞
鶴  鼓」の原料米は自社
田で栽培する一本〆。田でで田田田で
長岡市六日市町
1330

恩田酒造
P12B3

0258-22-2134
●おんだしゅぞう

米本来の味が生きた酒。ぬ
る燗にするとさらに米の味が
引き立つ。

弘化２年（1845）創業。
豊かな清水と清冽な
空気、良質の米に恵
まれた栃尾で、手造り
を軸に、時流に流さを軸に、

造りをする。れない酒造りを
長岡市栃尾大町
2-8

越銘醸
P12B2

0258-52-3667
●こしめいじょう

山田錦を55％まで磨き、吟
醸酵母を使った吟醸造りの
本醸造。

明和２年（1765）創業。
想天坊は地元「越後
長岡みしま」の伝説
の山の名前で、蔵人
の想いと天の恵みで
醸した酒。 長岡市脇
野町1677

河忠酒造

0258-42-2405

吟醸ならではの雑味の少ない
きれいな味わいで純米のコク
とうま味が楽しめる。

天保４年（1833）創業。
酒と誠実に向き合い、
飲み手に正直である
ことを信条に、丁寧なことを に、丁寧な
少量仕込仕込みを行う。
長岡市小島谷1537 
-2

久須美酒造

P12A20258-74-3101
● すみしゅぞうくすみ

ほのかな吟醸香ときめ細やか
な味わい。燗、冷やともにう
まい。

享保元年（1716）
創業。連綿と受け創業

れた寒造りの継がれ
日々進歩す技と、
代技術によっる現代

て酒造りを行う。て酒
長岡市関原町
1-1029-1

関原酒造

P12A20258-46-2010
●せきはらしゅぞう

穏やかに香る米の風味と、や
や辛口でコクのある味わいが
楽しめる。

明治37年（1904）創業。
独自で酒米を育てる。
仕込みの水は清冽な
湧水で、純水に近い
軟水のため、やわらか
な口当たりの酒が造ら
れる。 長岡市大積町
1-乙274-3

栃倉酒造

P12A30258-46-2205
●とちくらしゅぞう

米のほのかな甘みとうま味が
あり、繊細かつ力強さが感じ
られる。

847）創業。弘化４年（18
仕込みの水は全国で仕込みの
も稀な超軟水。辛口
でありながら辛さを感
じさせない、口当たり
がやわらかい酒を醸
す。 長岡市北荷頃
408

諸橋酒造

P12B22-11512-11510258-52
● ぞうもろはししゅぞうもろはししゅぞ

地元の酒米「高嶺錦」を使っ
た淡麗な喉越しとキレの良い
後味。

宝暦８年（1758）創業。
「汲めども尽きぬ澄ん
だ井戸。水に恵まれ
た自然と住環境」とい
う銘柄名のとおり、環
境に恵まれた場所に
ある。 長岡市吉崎
581-1

住乃井酒造

P12A20258-42-2229
●すみのいしゅぞう

淡麗辛口かつ、なめらかな口
当たりで、風味豊かながらキ
レの良い味わい。

昭和45年（1970）長岡
市に工場を新設。コシ
ヒカリ米を主原料に、
酒造好適米、新潟県
産清酒粕を用いて蒸留
した本格米焼酎を醸
造。 長岡市十日町小
島1919

美峰酒類 新潟支社

P12B30258-22-2136
●みほうしゅるい にいがたししゃ

清酒の吟醸用酵母をもろみ
に用い、深く華やかな香りが
楽しめる。

●なかがわしゅぞう

P12A2●かわちゅうしゅぞう



お
水、
生み
際の
に行
酒蔵酒蔵 数多くの銘酒を生み出す酒蔵のひとつ。酒造りの基盤となる環境づ

くりにも取り組み、「酒蔵のある里」として地域共生を図っている。

朝日酒造
P12A30258-92-3181

●あさひしゅぞう

（平日9 ～17 時）

長岡市朝日880-1 JR信越本線来迎寺駅から徒歩15分 約20台

見
学
デ
ー
タ

製造工程見学コース
予約：3カ月～３日前までに電話
で予約 見学無料 10月～ 4
月下旬の10時30分～、13時30
分～ 4月下旬～ 9月、ほか酒
造りやイベントなどで休止の場
合あり　受付人数： 3～15名

びん詰め見学コース
予約：不要。酒楽の里あさひ山
で受付 見学無料 11時～、
11時30分～、12時～、13時～、
13時30分～、14時～ エント
ランスホールイベント開催時ほか
受付人数： 1名～（10名以上は
事前申し込み）

長岡市横枕町606 JR信越本線
宮内駅から車で約5分 10台

お福酒造 ●おふくしゅぞう
P12B30258-22-0086

（平日９時～17時30分）

見
学
デ
ー
タ

予約前日までに電話またはHPで
予約（当日でも受付可能な場合
あり） 見学無料・試飲あり 9
～12時、13～17時（見学時間
は予約時に確認） 土・日曜、
祝日、夏季 受付人数 1～30名

長岡市十日町小島1927 JR信越
本線前川駅から車で約10分 3台

柏露酒造 ●はくろしゅぞう
P12B30258-22-2234

（平日8時30分～17時15分）

見
学
デ
ー
タ

予約前日までに電話で予約 
見学無料・試飲あり 10 ～15
時（土・日曜、祝日は受け入れ
できない場合あり） 4～10月 
受付人数1名～（30名以上は要
相談）

長岡市地蔵1-8-2 JR長岡駅か
ら車で約10分 5台

高橋酒造 ●たかはししゅぞう
P12B20258-32-0181

（平日9 ～17時）

見
学
デ
ー
タ

予約2週間前までに電話で予約
見学無料 土・日曜、祝日の
13～15時（見学時間は予約時
に確認） 月～金曜（繁忙期は
不定休）受付人数 1～10名

長岡市両高1538 JR越後線妙
法寺駅から徒歩15分 5台

池浦酒造 ●いけうらしゅぞう
P12A20258-74-3141

（平日8～17時）

見
学
デ
ー
タ

予約1週間前までに電話で予約 
見学無料・試飲あり 9 ～
16時（見学時間は予約時に確
認） 日曜、祝日等休業日、繁
忙期 受付人数 20名くらいまで

まだある！見学ができる酒造

へ行ってみよう！

朝日酒造では平均52%ま
で磨き中心部のみを使用す
る

玄米を精米し、タン
パク質や脂質などが
多く含まれる外表部
を除いて、酒造りに
適した状態にする。
酒造りでは“削る”
ではなく“磨く”と
表現する。

精米
●せいまい

磨いた米を洗い、必要
な水分を吸わせるため
に漬ける。米の品種や
精米歩合によって吸水
させる時間を見極め、
限定吸水を行う。

洗米・浸漬
●せんまい・しんせき

たくさん並
ぶタンクに同
量の磨いた米
が漬けられる

漬ける時間
は米の状態米 状態
や気候によっ
ても変わる

酒造りでは米を蒸して、酵
素の作用を受けやすいよう
にやわらかくする。この作
業で大切なのは蒸米の温
度。蒸された米を狙った温
度で次の工程に送る。

蒸米
●むしまい

蒸された米は麹にするものと仕
込みに使われるものに分けられる

酒の味を決める大事なポ
イントとなる麹づくり。蒸
された米に麹菌を振りか
け、湿度と温度が管理さ
れた麹室で、二昼夜かけ
て育てられる。

製麹
●せいぎく

できた麹と蒸した米、
水に酵母をを加えて酒母
（しゅぼ）ををつくる。「酒
のもと」とといわれる酒
母づくりは大切な工
程。じっくくりと酒母を
増やしていいく。

酛仕込み
●もとじこみみ

徐々に泡が
上がってくる。
酒母のことを
酛ともいう

朝日酒造の朝日蔵で
は杉を使用した麹室で
麹がつくられる

菌糸が米の中心
部まで食い込んだ
突き破精麹（つきは
ぜこうじ）という状態

今回
訪ねたのは長岡の酒造りを探って…

　　　　　　　　　　吉乃川（→P5）にある「酒蔵資料館 瓢亭（ひさごてい）」では、昔の酒造用具や資料の見学、現在の酒造りはビデオで見られる。完全予約制。
【DATA】 090-2724-9751（予約専用／月～金曜9 ～17時） 見学無料・試飲あり 10時～、13時30分～、15時～ 不定休 5台　※受付人数1～ 40名 P12B3
こちらもチェック



酒母に蒸米、麹、水を加え
てもろみをつくる。添仕込
み、仲仕込み、留仕込みと
段階を分けて仕込み、約
30日間かけて発酵させる。
増殖した酵母がアルコール
や香りをつくる。

仕込み
●しこみ

タンクが並ぶ仕込み室

泡が上がり酵母が育っている
状態のタンク

仕込み室の下にはタン
クがずらり。１つの容量は
なんと約１万ℓ！

できあがったもろ
みを圧搾機に入れ
て搾り、酒と酒粕
に分ける。酒を搾
った後の酒粕も栄
養価が高く、注目
されているとか。

上槽
●じょうそう

圧搾機。雑味がでないようにふんわり
と優しく搾られる

上槽した酒からまだ残ってい
る細かい粒子を取り除き、透
明な酒に仕上げるのが濾過。
その後、酵素を失活させるた
め、加熱処理（＝火入れ）を
する。

濾過・火入れ
●ろか・ひいれ

火入れ殺菌した清酒
を、最適な管理がされ
たタンクで貯蔵する。
貯蔵することでまろや
かな味になり、色、香
りともバランスがとれ
た日本酒が仕上がる。

貯蔵
●ちょぞう

最適な状態で貯蔵された酒は
瓶詰めされる。朝日酒造では
３基の充填ラインが稼働し、稼働し、
安定的に出荷が行われるる。

充填
●じゅうてん

びん詰めの工程は
通年見学が可能

越後はもともと杜氏の里といわれています。
今は機械化も進んでいますが、蒸米をさわっ
たときやかい入れの感触など、人の技と判断
は酒造りには重要です。機械の力を借りなが
らも、伝統の技を若い人に伝承しています。

朝日酒造の杜氏 山賀基良さん

日本酒造りの人の技
杜氏さんに
聞きました！

朝日酒造には、日本酒の楽しみを提案する、
２つの店舗からなる複合施設が隣接している。
DATA 長岡市朝日584-3 JR信越本線来迎寺駅から徒歩15分

地元指定農園栽培の
そば粉を使用したそば
をメインに、朝日酒造
の酒粕を使った酒肴な
ど、日本酒とともに味
わいたい料理が揃う。

あさひ山 蛍庵
●あさひやま ほたるあん

P12A30258-92-6672

11 ～ 15時LO（4 ～ 7
月の土・日曜、祝日と8
～ 11月 は11時 ～ 19時
30分LO） なし 35台

食べる

見学と合わせて寄ってみよう

テーブル席
と座敷がある
明るい店内

打ち立てそばに天
ぷらを添えた天婦羅
せいろそば1380円

彩り弁当に天ぷら、
そば、茶碗蒸しがつい
た蛍庵そば御膳1590
円

「米・酒・粕・麹」をテーマにしたオリジナル
商品を揃える。DATA→P10

酒楽の里 あさひ山
●さらのさと あさひやま

P12A30258-92-6070
買う

店内では朝
日酒造の日本
酒 飲み比べ
1回300円 ～
もできる



長岡の日本酒を豊富に揃える味自慢の店。
郷土料理や旬の魚介を肴に、すっきりとした淡麗辛口の地酒を楽しもう。

酒蔵をイメージした落ち着
いた雰囲気の店内

「久保田」や「朝日山」で有名な朝日酒造の
直営店。メニューには地元の素材を積極的
に取り入れ、郷土の味や新鮮な刺身など、
日本酒によく合う料理が並ぶ。酒粕を使っ
た創作料理も美味。

越後の蔵 和心づくし あさひ山
●えちごのくら わごころづくし あさひやま

P12C40258-36-1377

長岡市城内町1-611-1 
CoCoLo長岡1F JR長岡 
駅直結 11～22時（21
時LO）  無休 有料468 
台（CoCoLo長岡駐車場
利用）

蔵元直営店で味わう酒と郷土の味
真いわしの越後漬焼き

350円

上品な香りと豊かな
味わい。「朝日山」
のなかでもおすすめ
の銘柄。軽く冷やす
とよりおいしいです。
店長の石塚さん

おすすめの地 酒

石臼挽きそば粉100％に独自製法で炊いた
布海苔だけをつなぎに打ち上げるへぎそば
は、1人前から注文可。鰹節と羅臼昆布との
合わせだしで作る自家製麺つゆは最後にそば
湯を入れて味わって。蕎麦肴も逸品が揃う。

越後長岡小嶋屋
殿町本店
●えちごながおかこじまや とのまちほんてん

P12C40258-39-0543

長岡市殿町2-2-9  JR長岡駅から徒歩６分
11～22時（21時30分LO） 不定休 15台

名物そばと蕎麦肴で粋に楽しむ地酒

ほのかに香る花のよ
うな吟醸香。へぎそ
ばの風味を引き立て
てくれる淡麗辛口で
冷やがおすすめ。

広報の星さん

おすすめの地 酒

ビルが立ち並ぶ市街地
で目を引く趣ある外観

グルメスポット日本酒と
味わいたい

越後名物のっぺ
600円

粕漬けクリームチーズ
酒盗かけ
580円

へぎそば4人前
3154円

ゆ
る
や
か
な
曲
線
を

描
く
店
内
は
和
の
落
ち

着
い
た
空
間



店名が表すとおり、酒と味覚
が自慢の居酒屋。越後の地
酒が豊富に揃い、季節ごとに
登場する期間限定酒も楽し
み。本日仕入れの刺身、郷土
の味から創作料理まで一品料
理も多彩だ。

酒味の郷
囲炉り
●しゅみのさと いろり

P12C3
0258-33-0160

長岡市城内町3-8-1 城内町
大黒ビル3F JR長岡駅から
徒 歩5分 17 ～ 24時（23時
30分LO） 日曜 なし

おいしい刺身と
地酒はおまかせ！

スッキリとした飲み口で、冷
やだけでなくお燗でもおい
しい辛口の吟醸造りの特
別本醸造。人気銘柄です。

スタッフの高橋さん

おすすめの地 酒

堀りごたつの座敷席。
個室もある

鮮魚は出雲崎港からの直送。
長岡と県内産の鮮度と品質に
こだわった食材で作る創作料
理は、和7・洋3のバランスで
構成。料理、お酒ともに月替
わりメニューも要チェック！

和創作
灯
●わそうさく あかり

P12C4
0258-36-3333

長岡市東坂之上1-4-2　 
JR長岡駅から徒歩５分
17時30分 ～ 24時（23
時30分LO） 
月曜 なし

地ものにこだわった
自慢の創作料理

間接照明が空間美を演
出。店内はすべて個室仕様

地元の蔵ながら入手困難
で希少な酒。サラリとした
透明感、湧き上がる華や
かさを感じて。

店長の古田さん

おすすめの地 酒

植物性飼料で育ち、ヘルシー
かつ臭みが少なくジューシー
な新潟ブランド鶏、越の鶏を
メインに使用。自慢のももの
から揚げもぜひ。一人用のSサ
イズメニューも好評だ。

創作居酒屋
繋
●そうさくいざかや つながり

P12C4
0258-35-1212

長岡市台町1-7-38 JR長岡
駅から徒歩1分 17～24時（23
時LO、ドリンク23時30分LO） 
日曜（月曜が祝日の場合は営
業、翌日休） なし

越の鶏を使った
鶏専門の創作料理

木をふんだんに使い、
温かみのある店内

仕込水は名水百選である
「杜々 の森湧水」。キレのよ
いスッキリとしたのど越し
で、飲み飽きないお酒です。

店長の小見さん

おすす
めの

地 酒

鶏角煮
605円

辛口の旨さのバランスを
崩さない日本酒度の頂
点＋10を狙った超辛口
のオリジナル酒です。

店主の板谷さん

おすす
めの

地 酒

刺身を筆頭に煮・焼・揚の各
種魚料理が充実。オリジナル
の特選油揚げ540円も絶品
だ。春には店主が採りに行く
山菜も。大人気の利き酒セッ
トは16種あり、多彩に揃う越
後地酒の魅力を満喫できる。

越後地酒専門店
割烹 魚仙
●えちごじざけせんもんてん かっぽう うおせん

P12C4
0258-34-6126

長岡市殿町1-3-4 JR長岡駅
から徒歩5分 17～23時（22
時30分LO） 日曜 なし

長岡の酒蔵すべての
酒が勢揃い

鮮魚・仕出しから始まり
創業100余年という

おまかせ盛合せ
1人前 1620円

栃尾揚げ
ノーマル
755円

本日仕入の鮮魚
五点サービス盛り

時価

Ａ５ランク村上牛
の炙りステーキ

1814円



浪花屋製菓の
元祖浪花屋の柿の種
1缶（27g×12袋入） 1080円
国産もち米と醤油の風味を生かした少し
辛口の伝統の味。田園風景をデザインし
た缶もおなじみ
A （販売店舗：名産越後）

長岡市城内町1-611-1 JR長岡駅
直結 10 ～20時（土産品街は9時
～、レストラン街は～22時 ※一部
店舗は除く） 無休 有料468台

CoCoLo長岡
●こころながおか

P12C40258-36-7770
長岡駅構内にあり、買物＆グルメ
が楽しめる。本館１階中央にある
土産品街では、菓子・地酒・漬物
など長岡名物が集結。みやげ選
びに便利だ。

長岡市大手通1-4-11 JR長岡駅
から徒歩2分 9時30分～18時30
分（12～2月は～18時） 無休
なし

まちなか観光プラザ
●まちなかかんこうぷらざ

P12C40258-31-5202
長岡の旅の最初に立ち寄りたい
観光案内所。冬期を除きレンタサ
イクルも実施。新潟チップスや漬
物ほか、長岡の特産品や地酒も
販売している。

長岡市朝日584-3 JR信越本線
来迎寺駅から徒歩15分 10～19時
（冬期は～17時30分） 1月1日
35台

酒楽の里 あさひ山
●さらのさと あさひやま

P12A30258-92-6070
朝日酒造の日本酒と、お菓子や
惣菜など郷土の味を扱う物販店。
酒粕や酒米、麹などを使ったオリ
ジナルブランドの甘味や酒肴を幅
広く揃える。

長岡市宮本東方町52-1 JR長岡
駅から車25分 9時～18時30分（季
節で変更あり） 無休 30台

江口だんご本店
●えぐちだんごほんてん

P12A30258-47-4105
明治35年（1902）創業の老舗餅
菓子店。新潟県下の古民家を移築・
再生した、風情満点の本店では、
菓子作り体験長屋、甘味処も併
設。長岡駅近くにも支店あり。

A B C D

伝統の銘菓からお手軽スナック、地元食材を使った漬物、
そして酒を素材にしたお菓子まで、長岡のおいしいみやげをセレクトしてご紹介。

長 岡 グ ル メ み や げ
必買！長岡の酒と味を自宅で楽しむ

お米の薄い生地を高温でからり
と揚げた軽い食感のおせんべ
い。季節限定フレーバーもある

瑞花のうす揚
（えび味・柚子こしょう味）
1袋 389円

炊き立てご飯のおいしさと風味を活かす独自
製法で作った、新食感のご飯チップス

新潟堂の新潟チップス
（うすしお味・えび味・カマンベールチーズ味）
1袋 390円

A （販売店舗：横山）

A （販売店舗

朝日商事の
純米吟醸酒 勝保
720ml 　2128円
保河内の棚田で栽培された酒
・五百万石を使った酒。長岡市
と新潟市内の店舗でのみ販売
A （販売店舗：酒・ちんみ処くぼたや）
C

お福酒造の
山古志 純米吟醸
720ml　1594円
自然豊かな棚田で知られる山古
志地区の契約栽培米・五百万
石を使用。新潟県限定販売
A （販売店舗：横山）

吉乃川の
摂田屋 特別純米酒
720ml 　1512円
県の酒造好適米・五百万石を100％
使用。新潟県限定販売。醸造の街・
摂田屋地区の散策絵図で包装
A （販売店舗：横山） B

長岡地酒飲みくらべ
木箱５本セット
3292円
朝日山」「越乃白雁」「越の鶴」「想天坊」
越乃景虎」５つの酒造銘柄を飲みく
らべできるセット。1本 300ml
A（販売店舗：酒・ちんみ処くぼたや）

浪花屋製菓の
柿チョコ
1袋 270円
柿の種の辛さとチョコの甘
さが絶妙。冬期限定販売。
写真はカフェオレ、いちご、
スイートチョコ
A （販売店舗：名産越後）
B



江口だんごの
長岡赤飯
300g 432円
県産のこがねもち ( 餅
米 )を地酒と地元の
醤油で味付け、せいろ
で蒸かした長岡独自の
赤飯。消費期限1日
D

江口だんごの
五色だんご
756円
こしあん、抹茶、ごま、しょうゆ、海
苔の 5 種。コシヒカリを自家製粉して
作る団子が美味。消費期限1日
D

豆撰の
栃尾の油揚げ
1袋（1枚入） 270円
伝統製法で作られる新潟県
岩船産大豆100％のこだわ
りの油揚げ。長さ約19㎝、
厚さ約 3cmの大きさも特徴
A （販売店舗：やなぎ味噌）

栁醸造の
梨なすからし漬
150g 540円
皮が薄くジューシーな長岡野菜・
梨なす漬。味噌屋の麹で甘み
をつけたこだわりの一品
A （販売店舗：やなぎ味噌）

栁醸造の
サクサクれんこん
150g 540円
之島産の長岡野菜・大口れん
んを生姜の効いただし醤油で
けた。サクサク食感が◎
A （販売店舗：やなぎ味噌）

朝日商事の
かぐら南蛮味噌
120g 650円
伝統の長岡野菜・かぐら南蛮 ( 唐
辛子 )を使った甘辛仕立てのおか
ず味噌。酒肴にもいい
A （販売店舗：酒・ちんみ処くぼたや）

C

朝日商事の
酒粕チーズケーキ
1個 310円

C

朝日商事の
揚げひねりもち・
焼きひねりもち
1袋 390円

A

C

紅屋重正の
酒元 大手饅頭
10個入 1728円

A

FARM8の
ホンノリカスカナ
酒粕クリーム
（クリームチーズ味）
100g 540円

A

SAKEグルメ
酒の素材を使った

B
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