
〒958-0857 村上市飯野1-4-31

〒958-0833 村上市堀片4-8

№
種
別

①商品の試飲
②旧仕込み蔵の見学

 会員証の発行とその活用について
①　年会費を納入した会員の方に『会員証』を発行します。
②　現地で、協力店を利用するときは、『会員証』を提示してください。

取扱商品/その他店　　名　　等
℡等注文・
予約の可否

特典内容等
住　　　　　　所

℡ / FAX / E-mail / URL 等

③　電話で予約・注文するときは、『東京村上市郷友会会員』であることと、『会員番号』・『氏名』を伝えてください。
　　　　　　※　各協賛店等には、『会員番号』・『氏名』を伝えてあります。
④　有効期限(１０月１日から翌年９月３０日までの１年間）の切れた『会員証』は使用できません。

東京村上市郷友会事務局

平成２７年度　東京村上市郷友会会員特典協賛店一覧⑵ 平成２７年９月２５日現在

可

①全商品５％割引(送料、加工料等は除く)
②左記住所の直販店舗、ｲｵﾝ村上東店併設の商業施設、
村上ﾌﾟﾗｻﾞ内の店舗、通信販売(ﾈｯﾄ,臨時の特設販売は除
外)
③他の割引ｻｰﾋﾞｽと併せての利用は不可

〒958-0876 村上市塩町4-5

永徳　鮭乃蔵7

○塩引鮭(4～7㎏：800～1,500円/㎏)
○醤油はらこ(200g～1㎏：2,000～10,000円)
○鮭の焼漬(4切：700円)・鮭の酒びたし(50g：800円)・
燻製塩引鮭(50g：800円)
　　　　　　　　　　　　１０％割引〔全て送料を除く〕

〒958-0269 村上市古渡路606-1

郷  福  堂5

℡：０２５４-５２-６１４１　FAX：０２５４-５２-７０９７
nagatoku@nagatoku.jp
http://www.nagatoku.jp/

鮭加工品：塩引鮭、鮭の酒びたし、鮭
の焼漬、鮭の味噌漬等）

℡/FAX：０２５４-７５-８０７７
kyofukudo@skyblue.ocn.ne.jp
http://kyofukudo.cart.fc2.com/

村上市内の郷土品、お菓子、酒、鮭加
工品、海産物加工品等、村上物産会
に加入している商店の物全てを紹介。
各商店の商品の組み合わせも可能。

可

8 米可○米１０㎏　５，５００円（送料込）
〒958-0213 村上市早稲田344

富樫敏栄

㈲御菓子司

　酒　田　や
℡：０２５４-５３-２５２７　FAX：０２５４-５２-１０８８
sakataya@plum.plala.or.jp

和菓子：カステラ、羊羹、山葡萄羹、ら
くがん、もなか、　他

可 (FAXのみ)
○全商品５％割引(送料は含まず)
        (尚、弊社製造品のみ)

〒958-0846 村上市安良町3-8

可
①きき酒体験
②店主自筆の色紙・ポストカード
③観光案内

℡：０２５４-５３-２６９４　FAX：０２５４-５２-１７１８
info@sakekudo.com 　www.sakekudo.com

益甚(ますじん)酒店

〒958-0842 村上市大町1-19 ○地酒、村上物産品を５％割引

店裏にバス駐車場あり、庭を通り抜け街や通りに出ら
れる。

可

㈲酒道楽

　工　　　藤

1

4

地酒：大洋盛,村上限定販売「紫雲 大
洋盛」
村上物産品：岩船麩,味噌,日本海の
塩,健康わかめ　他

℡：０２５４-５３-２４３２　FAX：０２５４-５３-２６５２
murakami.masujin@aj.wakwak.com

2 大洋酒造

3

℡：０２５４-５３-３１４５　FAX：０２５４-５３-３１４８
info@taiyo-sake.co.jp
http://www.taiyo-sake.co.jp

地酒：〆張鶴、大洋盛
県内酒：越の寒梅、雪中梅、八海山、
久保田 etc

純米大吟醸 大洋盛
大吟醸 越後流
特別本醸造 大洋盛
特別純米 大洋盛　他

可

菓

子

・

酒

・

鮭

・

食

品

・

茶

等

〒958-0842 村上市大町4-3
○全商品１０％割引（送料は含まず）

可(℡,FAX,E-
mail,ｲﾝﾀｰﾈｯ

ﾄ,郵便)

鮭加工品：塩引鮭、鮭の酒びたし、鮭
の焼漬、鮭の味噌漬等）
その他：

℡：０９０-１８８５-１３００　　FAX：０２５４-７３-１３５０

6
越後村上

　う  お  や
℡：０２５４-５２-３０５６　FAX：０２５４-５３-６５００
info@uoya.co.jp    www.uoya.co.jp



菓
子
・
酒
・
鮭
・
茶
・
食
品
等

工

芸

可

18 尾崎漆工
〒958-0872 村上市片町4-6

○商品１０％割引 可

〒958-0842 村上市大町1－10
○商品１０％割引 可池田屋

〒958-0863 村上市鍛冶町3-6

藤井漆工㈱ ℡：０２５４-５３-１６６６　FAX：０２５４-５３-３０５３
info@tsuisyu-fujii.co.jp

○商品１０％割引 可

℡：０２５４-６６-５５２６　FAX：０２５４-６６-５６４３
kyu2echigo@cokky.ne.jp
http://kyu2echigomiso.web.fc2.com/

13 奈良橋醸造

〒959-3441 村上市塩谷1310

○各商品１０％割引（魚醤油を除く）

№
種
別

店　　名　　等

○商品１０％割引℡：０２５４-５３-１７４５　FAX：０２５４-５３-３０５３
tsuishukumiai@aq.wakwak.com

住　　　　　　所
特典内容等

℡等注文・
予約の可否

可

9

℡：０２５４-５２-６５７０　FAX：

℡：０２５４-５２-３４２３　FAX：０２５４－５３－４４８０

22 池野漆工芸
〒958-0844 村上市長井町4-17

○商品１０％割引 可 会館への出店なし

10 小　坂　園

14
村上木彫堆朱会館(組
合)

鈴木漆器店
〒958-0864 村上市肴町4-10

○商品１０％割引 可℡：０２５４-５２-４４４３　FAX：０２５４-６２-７９９７
http://suzukishikki.jimdo.com/

〒958-0032 村上市松原町3-1-17

小杉漆器店
〒958-0844 村上市長井町1-9

○商品１０％割引 可℡/FAX：０２５４-５２-２０３７
shimeroku@iwafune.ne.jp

℡：０２５４-５２-２８０１　FAX：

19 川村庚堂漆器店
〒958-0872 村上市片町　５－７

○商品１０％割引

℡：０２５４-５０-７６７６　FAX：０２５４－５０－７６７５
ikeda_1818@yahoo.co.jp

味噌：越後米みそ,こだわり原料産地み
そ,無添加みそ
醤油：甘口醤油,魚醤油
味噌漬類

可

北限の茶処　創業明治元年

　冨士美園
①来店購入時；全商品10%割引
②℡注文時：緑茶のみ10%割引

℡：０２５４-５２-２７１６  FAX：０２５４-６２-７７２７
info@fujimien.jp

〒958-0844 村上市長井町4-19

〒958-0873 村上市上片町2-24
○全商品１０％割引(商品券等一部除外あり） 可 村上茶℡：０２５４-５２-２５５３  FAX：０２５４-５３-４９４８

kosaka-en@aioros.ocn.ne.jp

取扱商品/その他
℡ / FAX / E-mail / URL 等

15

16

17

20

21 三野原漆工房
〒958-0864 村上市肴町10-31

○商品１０％割引 可 平成２６年春瑞寶單光章受賞
℡：０２５４-５２-３９５３　FAX：

12 松　本　園
〒958-0848 村上市小国町2-9

○商品１０％割引（一部除外品あり） 可 緑茶全般℡/FAX：０２５４-５２-２４９７
http://matsumotoen.jimdo.com/

録茶、紅茶、茶道具、村上茶入りソフト
クリーム、緑茶・紅茶ペットボトル

可

11 九　重　園
〒958-0848 村上市小国町3-16

○九重園本店（小国町）に限り１０％割引 可
本店にて取扱うお茶、茶器を１０％割
引。但し、現金による支払い。

℡：０２５４-５２-２０３６  FAX：０２５４-５２-６９４１
info@kokonoen.co  http://kokonoen.com



食

事

処

工

芸

24 齋藤漆器店
〒959-3942 村上市勝木271

○商品１０％割引

可

31 塗師屋小田和生

川上彫工
〒958-0848 村上市小国町2-14

○商品１０％割引 可

30 小田工芸
〒958-0831 村上市杉原5-26

○商品１０％割引 可

可

℡ / FAX / E-mail / URL 等

店舗なし（会館へ出店）
℡：０２５４-５２-５４７４　FAX：

29 貝沼工房
〒958-0232 村上市新屋2590

○商品１０％割引 可 店舗なし（会館へ出店）
℡：０２５４-７２-６３２３　FAX：

27 渡辺彫工 可 店舗なし（会館へ出店）

店舗なし（会館へ出店）
℡：０２５４-５３-２５０９　FAX：

日本料理
　昼：昼膳,村上牛コース 他
　夜：桃・梅・村上牛コース 他
　鮭料理

℡：０２５４-５３-２１０７　FAX：０２５４-５３-０３２２
sintaku@poem.ocn.ne.jp
www2.ocn.ne.jp/~sintaku

33 ○一品サービス 可
日本料理（要予約）
　塩引、鮭の味噌漬、はらこなどの料理
　受注販売

℡：０２５４-５３-３８１３　FAX：０２５４-５２-４１９８
http://kzennzou.wix.com/zenzo

23 益子漆器店
〒958-0857 村上市飯野2-2-25

○商品１０％割引 可 会館への出店なし
℡：０２５４-５２-３０８８　FAX：

可

割烹　善　蔵(ぜんぞう)

〒958-0873 村上市上片町1-3

可32 割烹　新多久(しんたく)

〒958-0841 村上市小町3-38

○料理料金１０％割引
　　　　（但し、一人４名分まで）

37 割烹　松浦家

〒958-0849 村上市寺町1-3

○一品サービス

℡：０２５４-５２-６１６６　FAX：０２５４-５３-５３３２
notoshin@cello.ocn.ne.jp

34 たにがわや
〒958-0849 村上市寺町1-7

○定食　和食コース　３，０００円以上　一品サービス

可
日本料理
　季節料理、鮭料理、村上牛など

℡：０２５４-５３-２０１５　FAX：０２５４-５３-２０５５
info@matsuuraya.net
www.matsuuraya.net

可
会席料理、三面川の鮭料理
フルコース各５，０００円より(席料,税別)
村上牛炭火焼コース

℡：０２５４-５２-２１５５　FAX：０２５４-５２-２１５７
info@yoshigen.com

36 割烹　吉　源(よしげん)

〒958-0849 村上市寺町4-18
○一人　地酒１合またはソフトドリンク１杯サービス

可
和食（鮭料理、村上牛など）
　昼：たにがわ御膳,鮭御膳,漁師丼 他
　夜：おまかせコース,村上牛コース 他

℡：０２５４-５２-２３１５　FAX：０２５４-５３-６０４９
etigo-tanigawaya@up.wakwak.com

35 料亭　能登新(のとしん)

〒958-0857 村上市飯野2-1-9

○一品サービス

村上牛、鮭料理
　昼：村上牛茶ぶちゃぶｺｰｽ,村上牛ﾊ
ﾝﾊﾞｰｸﾞｺｰｽ 他
　夜：会席料理,鮭料理,ふぐ料理 他

特典内容等
℡等注文・
予約の可否

取扱商品/その他

店舗なし（会館へ出店）
℡：０２５４-５３-０３３８　FAX：

25 石田漆器店
〒958-0862 村上市若葉町14-30-124

○商品１０％割引 可 店舗なし（会館へ出店）
℡：０２５４-５２-３７８４　FAX：

℡：０２５４-５２-４０７５　FAX：

28 富樫彫工
〒958-0856 村上市飯野桜ヶ丘3-20

○商品１０％割引

〒958-0864 村上市肴町1５－1７
○商品１０％割引

店舗なし
℡：０２５４-７７-２６４６　FAX：

26

〒958-0864 村上市肴町20-5
○商品１０％割引 可 店舗なし（会館へ出店）

℡：０２５４-５２-５１０７　FAX：

№
種
別

店　　名　　等
住　　　　　　所



38
椿の宿
　　　吉田や

〒958-0037 村上市瀬波温泉2-5-36 ①平日のみ
②２名以上利用(税別）
③１０，０００～２５，０００円

要予約℡：０２５４-５３-２１４５　FAX：０２５４-５３-２１４６
yoshidaya@senami.or.jp
www.senami.or.jp/yoshidaya

宿

泊

要予約
○シーズナリティー料金で受付してい
るので、割引料金の設定が難しい
　　　　　　　　　　　   〔担当：渡辺正樹〕

℡：０２５４-５３-４２８　FAX：０２５４-５２-５２８５
www.shiomiso.co.jp/

45
夕映えの宿
　　　　汐美荘

〒958-0037 村上市瀬波温泉2-9-36
○会員申告により「村上牛にぎり」をｻｰﾋﾞｽ

44
ニューハートピア
　　　新潟瀬波温泉

〒958-0037 村上市瀬波温泉1-2-30 ①平日のみ(土曜日,休日前,お盆,年末年始を除く)
②２名以上利用(税別）
③１０，０００～１３，０００円

要予約
○設定料金より１０％割引

　　　　　　　　　　　　 〔担当：宮本幸夫〕
℡：０２５４-５３-２５３１　FAX：０２５４-５３-４１０６
www.heatpia-senami.com.jp/

要予約
○土曜日,休日前は５，０００円アップ

　　　　　　　　　　　　 〔担当：尾崎克博〕
℡：０２５４-５３-２１３１　FAX：０２５４-５３-２７６８
www.taikanso.senaminoyu.co.jp/

42

〔担当：本間国芳〕

℡：０２５４-５２-１７６６　FAX：０２５４-５２-７７２８
www.seiunsou.com/

41

特典内容等
℡等注文・予

約の可否
取扱商品/その他

要予約
○設定料金より１０％割引

　　　　　　　　　　　　〔担当：前澤範子〕

℡：０２５４-５３-２１７５　FAX：０２５４-５２-６５２７
yamato-ya@iwafune.ne.jp
www.mu-cci.or.jp/co/yamatoya/

40
ゆうなみの宿
　瀬波ビューホテル

〒958-0037 村上市瀬波温泉3-5-38 ①GW,年末年始,夏期を除く
②２名以上利用(税別）
③９，０００～１０，８００円

要予約℡：０２５４-５３-３２１１　FAX：０２５４-５３-０７４６
info-senami@starhotel.co.jp
www.senamiview.com/

39

43 ホテル　瀬波観光
〒958-0037 村上市瀬波温泉1-2-66

①会員本人とその家族(２名以上利用(税別）)
②９，６００円～１４，６００円

要予約
〔佐藤淳也〕

℡：０２５４-５２-７０００　FAX：０２５４-５３-４８４２
www.hotelsenamkankoh.co.jp/

住　　　　　　所
℡ / FAX / E-mail / URL 等

№
種
別

店　　名　　等

大観荘 せなみの湯
〒958-0037 村上市瀬波温泉2-10-24 ①旧盆,年末年始等を除く(4/29～5/5,8/1～

8/29,12/27～1/3)
②２名以上利用(税別）
③１０，０００円

開湯の宿
　　　大和屋旅館

〒958-0037 村上市瀬波温泉2-5-28 ①平日のみ(土曜日,休前,日お盆,年末年始を除く)
②２名以上利用(税別）
③１０，０００～１３，０００円

〔担当：吉田雅博〕

くつろぎの宿
　　　　静雲荘

〒958-0037 村上市瀬波温泉1-2-85 ①土曜日,休前日,GW,夏季,年末年始を除く
②２名以上利用(税別）
③１０，０００円

要予約
〔担当：土谷孔秀〕

46 そ

の

他

おしゃぎり会館
〒958-0837 村上市三之町7-9

①大人：500円を400円、小中高生：250円を200円に
②会員証１名提示で５名まで対象

村上市郷土資料館(村上大祭で曳き回
す「おしゃぎり」、村上歴代城主の関連
資料などを展示)

℡：０２５４-５２-１３４７

47 イヨボヤ会館
〒958-0876 村上市塩町13-34

①大人：600円を500円、小中高生：300円を250円に
②会員証１名提示で５名まで対象

三面川河畔にあり、鮭公園(ｻｰﾓﾝﾊﾟｰ
ｸ)中心施設。季節により鮭の産卵から
孵化するまでの様子を観察できる。

℡：０２５４-５２-７１１７


