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帰宅

越路ていしゃば
交流施設ここらて

長岡駅

越路 & 小国の「食」を楽しもう
食事処 しょじょじ
地元の方はもちろん県内外からこ

山ゴボウを使ったツルっとし
てコシのある触感は他では味
わえない自慢の手打ちそばで
す。四季の恵みの一品料理や
うどんにメニューが豊富。

越路地域でボリュームのある
昔ながらの中華食堂。
ご家族で営まれている地元市
民から愛されるアットホーム
な雰囲気で家庭的な味をじっ
くりと味わえます。

の味を求めたくさんの方が食べに
来られます。丼にそびえたつ大き
なエビ天がのったツリー天丼は、
味も見た目もインパクト大

●所在地／長岡市飯塚2172-1
●営業時間／ 10：00 〜 14：30

17：00 〜 19：30

●定休日／毎週水曜・第四火曜（不定休あり）

TEL

手打ちそば 天池

松葉食堂

0258-92-5219

●所在地／長岡市来迎寺甲2616-3

●所在地／長岡市浦654-1

●営業時間／ 11：00 〜 14：00

●営業時間／ 11：00 〜 14：00

17：00 〜 21：00

●定休日／木曜

●定休日／毎月 2・11・12・22日

TEL

0258-92-2108

TEL

本條屋菓子店

17：00 〜 19：00

※手打ちそばはなくなり次第終了となります。

0258-92-5330
小国そば ふじ井

３代続く和洋菓子店
ロールケーキ、シュークリーム、
プリン、チーズブッセ等おやつ
菓子を中心に販売、朝仕込みク
リームロール、福栗最中、ミル
フィーユが人気

自慢のへぎそばは、雪深い
小国の自然と風土がはぐく
んだ厳選されたそば粉とふ
のりを丹精込めて打ち上げ
ています。そばもご 飯も食
べたい人必見の小国そばふ
じ井セットはボリューム満点

●所在地／長岡市来迎寺甲2725-4

●所在地／長岡市小国町諏訪井52-4

●営業時間／ 8：00 〜 20：00

●営業時間／ 11：00 〜 19：30

TEL

●定休日／火曜日

0258-92-2222

TEL

山口食堂
手作りにこだわる食堂、オススメ
品は『ぎょうざセット』
。
優しい味付けにライスが進みます。
地元を代表するザ・昭和中華食堂

ポワール

春は桜、夏は新緑、秋は紅葉と
季節ごとにおりなす風景で至福
のひととき。もみじ園を一望で
きる軒下テラスは人気スポッ
ト。景観豊かなもみじ茶屋で飲
むコーヒーやふわふわのパン
ケーキは日々の疲れをいやして
くれること間違いなし。

普段着感覚で楽しめる気
軽なメニューが勢ぞろい。
どこか懐かしい昭和の喫
茶店な雰囲気で味わう洋
食は味もボリュームも満
足の隠れた名店

17：00 〜 20：00

●定休日／木曜日

TEL

0258-95-2155

●所在地／長岡市朝日600もみじ園

●所在地／長岡市小国町法坂727-7
●営業時間／ 11：00 〜 19：00

TEL

●定休日／月曜日

0258-95-4639

発行：
協力：長岡市・（一社）長岡観光コンベンション協会

0258-95-2366

和 café 越路もみじの茶屋

●所在地／長岡市小国町新町264-1
●営業時間／ 11：00 〜 14：00

●定休日／火曜日

●営業時間／ 11：00 〜 17：00 ●定休日／水曜日

TEL
TEL

080-7382-2172（和caféもみじの茶屋）
0258-92-6360 （もみじ園直通）

長岡商工会議所 青年部 ホームページ▶

http://www.seinenbu-nagaoka.com

豊かな自然と
歴史に触れながら
、
家族で楽しく
思い出づくり！

中華ダイニング 多礼

㈱ INPEX 長岡鉱場越路原プラント

手作りにこだわる
中華ダイニング

横浜中華街や東京の高級中華料理店で修業した店主が手作りに
こだわり一人で仕込みから調理までを行う越路で人気の中華料理店。
根強いファンが多いこちらのお店の自慢はこしじポークを厚切りで使った
「厚切りレバニラ炒め」です。その他にも家庭的な中華料理が多く、
立ち寄ってみてはどうでしょうか。小上がりもありますので、
家族みんなで楽しめます。夜だけではなくランチもありますので、
旅の出発前に中華でランチはいかがですか？

最近人気上昇中の工場の夜景ですが、

●所在地／新潟県長岡市来迎寺甲2724-10
●営業時間／ 11：00〜14：30（ランチ）／ 17：00〜21：00（LO.20：30）
●定休日／水曜日（祝日の場合は翌日）
●URL ／ https://chinese-restaurant-2777.business.site

スポットはここぐらいではないでしょうか。

お問い合わせ・ご予約

TEL

INPEX 東日本鉱業所 越路原プラントという鉱場で
近くから見ても遠くから見ても工場夜景としては
素晴らしいです。
長岡市近郊でも、これだけきれいな工場夜景

❶

縄文の時代が起源の宝徳山稲荷大社は、
「越後総鎮守一ノ宮」であり、地域では
「岩塚のお稲荷さん」として親しまれている
宝徳山稲荷大社。
朱色のとてもきれいで大きい建物なので、
それだけでも見る価値があります。

TEL

❶

0258-92-3341

●所在地／新潟県長岡市小国町横沢802

小国そば
ふじ井

おぐに和紙

※各旅行予約サイトからもご予約頂けます

お問い合わせ・ご予約

TEL

0258-94-2417

●入館料／無料

❸

お問い合わせ・ご予約
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山口食堂

❷ 西谷鉱泉中盛館
昔ばなしと
ほたるの館

❹

食事処 しょじょじ
和cafe越路
もみじの茶屋

塚山駅

宝徳山稲荷大社

❶

越後岩塚駅

㈱INPEX長岡鉱場越路原プラント
小千谷IC
291

小千谷市

新潟県立
歴史博物館

小さなあんどんやうちわ作りもできるから、

来迎寺駅

世界で一つの自分だけの物を作ってみよう。

長岡IC

●所在地／新潟県長岡市小国町小栗山145

長岡南越路SIC

●体験可能時間／ 9：30〜12：00
13：30〜16：00

404
8

●体験料金／ 体験内容によって異なります。
詳細はお問い合わせ下さい。

新潟県立
近代美術館

中越自動車学校

上越線
上越新幹線

●URL ／ https://www.oguniwashi.com

長岡 駅

お問い合わせ・ご予約

17

もてなし

昔ばなしとほたるの館

ほたるの里とし
て有名

民話や蛍の生態についてなどを紹介しております。
昔ばなしの語りべがその土地の言葉と独特な口調で
語っている映像や、昔話のアニメーションを楽しく
鑑賞する事ができます。
ホタル展示室では、蛍の生態や発光パターンなどに
ついて学ぶ事ができます。
●営業時間／ 9：00 〜 16：30

❷

●入館料／無料

お問い合わせ・ご予約

TEL

0258-94-2015

TEL

0258-41-9770

おぐに森林公園
自然豊かで広大な里山の中で「キャンプ」
「農村体験」
「温泉」があって楽しみ方いっぱいです。
キャンプサイトはデイキャンプからテント・
バンガローまであっていっぱいあそんでも大丈夫！
農村体験はおぐに十割そば打ち体験や野山の草木を使った
リースやキャンドル作りができるから思い出作りにぴったり！
いっぱい遊んだら、温泉に入ってさっぱりしよう。

●所在地／長岡市塚野山5141

●休館日／ 12月28日〜 1月4日

すき体験

作った和紙は色々な切り紙や草花で飾りつけもできるよ。

❶ 越路ていしゃば交流施設ここらて

351
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おぐに和紙紙

伝統文化のおぐに和紙を作ってみよう。

❶ 中華ダイニング 多礼

本條屋菓子店
手打ちそば 天池

松葉食堂

0258-95-2002

おぐに和紙

国営越後
丘陵公園

信濃川

田舎旅館のお

TEL

404

ポワール

❶

❷

●休館日／毎週月曜日（月曜日が休・祝日の場合、翌火曜日が閉館）
●URL ／ https://Yamaguchi-esf.or.jp

山口育英奨学会
❷ 郷土資料館･庭園

越路の玄
関
憩いの場 口の

0258-86-0208

●所在地／新潟県長岡市西谷480
●URL ／ https://www.chuseikan.co.jp

●開館時間／ 9：00〜16：00（冬期間は閉館）

❷

403

●所在地／新潟県長岡市来迎寺甲2602-2
●定休日／各施設により異なります。
●URL ／ https://cocolate.koshiji-navi.jp

楽天トラベルで高評価を獲得していて、
弱アルカリ性の泉質でアトピー皮膚炎や腰痛などに
効果がありゆったりと入浴ができる中盛館の温泉。
料理も長岡市寺泊で水揚げされた新鮮な魚介類や
長岡のコシヒカリ、地元朝日酒造の地酒を楽しめます。
長岡の奥座敷の温泉で旅の疲れを癒せます。
日帰りプランも充実していて、
宿泊以外でもご利用頂けます。

生家庭園の散策や郷土資料館を見学できます。

291

ステーキハウス八石

中盛館

小国が生んだ偉人
山口権三郎

新潟県の産業発展に貢献した山口権三郎の

252

越路地域の玄関口来迎寺駅前に新しく出来た越路ていしゃば
交流施設ここらて。こしじポークを使ったカレーや
豆乳おからドーナッツが絶品のカフェ、
こしじポークを使ったカツサンド、キャンプ飯が食べられる
バーなど様々なお店があります。
できたてのおせんべいが買える直売所もあり、
旅の最初でも最後でも立ち寄れる施設です。
２階には宿泊施設もあり、越路の町を満足に楽しむ
ために是非お使いください。

西谷鉱泉

❷

0258-95-4677

日本石油（現 ENEOS）、北越鉄道会社（現信越本線）
、

信越本線

越路ていしゃば交流施設ここらて

TEL

ハウス

長岡銀行（現第四北越銀行）などを設立し明治時代の

おぐに森林公園

お問い合わせ・ご予約

TEL

山口育英奨学会郷土資料館

252

●所在地／新潟県長岡市飯塚870
●各種受付時間／ 9：00〜17：00
●休館日／無し
●URL ／ https://www.houtoku.or.jp

お問い合わせ・ご予約

お問い合わせ・ご予約

越路 & 小国見どころマップ

史に参拝

展望ステーキ

●所在地／新潟県長岡市小国町八王子3784
●営業時間／ 11：00〜20：00（LO.19：30）
（4月〜 11月までの営業です）
●定休日／毎週木曜日

●所在地／新潟県長岡市来迎寺原2943

縄文からの歴

ステーキハウス八石
季節ごとに変わる八石山からの景色を見ながら、
地元のおいしい牛肉が食べれます。
小国だから食べられる大人気のサーロインステーキや
ハンバーグ、八石山でとれる山菜の盛り合わせは季節ごとに
地元の自然を楽しむことができるおすすめメニューです。
店内では地元でとれた野菜の直売もありますので、
野菜のお土産なんていかがですか？

越路にも大人気な工場夜景撮影スポットがあります。

0258-86-0208

宝徳山稲荷大社

夜景スポット

❹

●所在地／新潟県長岡市小国町上岩田 208
●利用可能時間／各施設により異なります。ご利用前にWEBにてご確認下さい。
●休館日／毎週水曜日
●URL ／ https://www.ogurin-park.com

お問い合わせ・ご予約

TEL

0258-95-3161

❸

里山自然体験

