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新潟すし三昧「極み」  
  

新潟のすし職人が生み出した新メニュー、それが「極み」です。新潟の地魚＋ウニ・トロ・イクラ。厳選特上にぎり 10 カ

ン 3,500円(お椀付)。これを食べずして新潟を語れません。 

   

 

所在地・開催
地 

 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

新潟県すし三昧「極み」 
http://www.sushi-kiwami.com/ 
新潟市公式観光情報サイト 旅のしおり 
https://www.nvcb.or.jp/eat  

お問合せ【新潟市観光推進課】 

電話番号: 025-226-2612 lメールアドレス: inbound@city.niigata.lg.jp  

ホームページ: https://www.nvcb.or.jp/ 

   

新潟タレかつ丼  
  

揚げたてのカツをタレにくぐらせ、ご飯にのせた新潟ならではのカツ丼。「醤油」ベースの甘辛いタレが味の決め手。カツ

とご飯以外は、卵も玉ねぎもキャベツ入らないという、とてもシンプルな食べ物で、新潟独特の食文化として市民から愛

されています。 

   

 

所在地・開催
地 

 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
新潟市公式観光情報サイト 旅のしおり 
https://www.nvcb.or.jp/eat 

お問合せ【新潟市観光推進課】 

電話番号: 025-226-2612  l メールアドレス: inbound@city.niigata.lg.jp 

ホームページ: https://www.nvcb.or.jp/  

 

へぎそば  
  

「へぎそば」とは、"へぎ"と呼ばれる木製の器に盛り付けられるそばのことを言います。つなぎに海藻の「ふのり」を使っ

ているのが特徴で、独特の歯ごたえとつるりとした喉ごしが楽しめます。 

   

 

所在地・開催

地 
 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
新潟市公式観光情報サイト 旅のしおり 
https://www.nvcb.or.jp/eat 

お問合せ【新潟市観光推進課】 

電話番号: 025-226-2612  l メールアドレス: inbound@city.niigata.lg.jp  

ホームページ: https://www.nvcb.or.jp/ 
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万代シテイ  
  

「万代シテイ」はファッションからグルメ、ショッピングやエンターテインメントまで、お買い物や遊びを楽しむ施設が

いっぱい。新潟市、万代シテイの街並みがひとつの大きなショッピングモールです。 

   

 

所在地・開催
地 

〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代  

アクセス 港より車で約 10分(約 3km) 

季節 通年 

関連リンク 
万代シテイ 
https://www.bandaicity.com/ 

お問合せ【新潟市観光推進課】 

電話番号: 025-226-2612 l メールアドレス: inbound@city.niigata.lg.jp 

ホームページ: https://www.nvcb.or.jp/ 

 

みなとのマルシェ ピア Bandai  
  

 

日本海側最大級の旬彩市場。新潟の自慢の食材やうんめいもんが大集合。獲れたて鮮魚、新鮮野菜、おいしいお肉、越後

の銘酒まで欲しいものが揃います。 

   

 

所在地・開催
地 

〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島 2  

アクセス 港より車で 6分(約 2Km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10台 

関連リンク 

みなとのマルシェ ピア Bandai 
https://www.bandai-nigiwai.jp/ 
新潟市公式観光情報サイト 旅のしおり 
https://www.nvcb.or.jp/ 

お問合せ【新潟市観光推進課】 

電話番号: 025-226-2612 l メールアドレス: inbound@city.niigata.lg.jp 

ホームページ: https://www.nvcb.or.jp/ 

 

新潟ふるさと村  
  

新潟ふるさと村は、新潟の物産や食品がそろう「バザール館」と新潟の歴史、文化、観光スポットなどを紹介する「アピ

ール館」から成る多目的観光施設です。通年で開催される様々なイベントや 60,000 本のチューリップが咲く花畑も人気で

す。 

   

 

所在地・開催

地 
〒950-1101新潟県新潟市西区山田 2307  

アクセス 港より車で 20分(12km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

14台 

関連リンク 
新潟ふるさと村 
http://furusatomura.pref.niigata.jp/ 

お問合せ【新潟ふるさと村】 

電話番号: バザール館（お食事・お買い物）025-230-3000 

ホームページ: http://furusatomura.pref.niigata.jp/  

https://www.bandaicity.com/
mailto:koiki.k@city.niigata.lg.jp
https://www.nvcb.or.jp/
https://www.bandai-nigiwai.jp/
https://www.nvcb.or.jp/
mailto:inbound@city.niigata.lg.jp
https://www.nvcb.or.jp/
http://furusatomura.pref.niigata.jp/
http://furusatomura.pref.niigata.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@37.9166222,139.0562973,17z
http://www.google.co.jp/maps/@37.9236235,139.0615939,17z
http://www.google.co.jp/maps/@37.8659261,139.0200939,17z


新潟港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

 

- 3 - 

北方文化博物館  
  

北方文化博物館は越後の大地主伊藤文吉氏の旧日本邸で明治 15 年から 22 年まで 8 年の歳月をかけて造られたもので、敷

地 8,800坪(29,100平方メートル)建坪 1,200坪(3,967平方メートル)部屋数 65の純日本式住居です。まさに「豪農の館」と

呼ぶにふさわしい豪壮さを備えています。 

   

 

所在地・開催
地 

〒950-0205新潟県新潟市江南区沢海 2丁目 15-25  

アクセス 港より車で 25分(17km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

20台 

関連リンク 
北方文化博物館 
http://hoppou-bunka.com/ 

お問合せ【新潟市観光推進課】 

電話番号: 025-226-2612 l メールアドレス: inbound@city.niigata.lg.jp 

ホームページ: https://www.nvcb.or.jp/ 

 

彌彦神社  
  

古くから越後一宮として県内外の信仰を集めてきた彌彦神社。御祭神は天照大神の曾孫の天香山命で越後地方の開拓にあ

たられ、農耕や産業の基礎をさずけられたといわれています。 

   

 

所在地・開催
地 

〒959-0323新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦 2887-2  

アクセス 港より車で 60分(40km) 

季節 通年 

関連リンク 
にいがた観光ナビ 
http://www.niigata-kankou.or.jp/spot/7476 

お問合せ【弥彦観光協会】 

電話番号: 0256-94-3154 l メールアドレス: yahiko.spa@nifty.com 

ホームページ: https://www.e-yahiko.com/ 

 

新潟県の酒 
   

酒どころとして有名な新潟県は、全国屈指の生産量を誇ります。今もなお日本酒を造る蔵が多くあり、質の高い酒米と雪

国ならではの清らかな水で作り上げる日本酒は、越後杜氏（えちごとうじ）の技術と厳しい冬がもたらす低温長期醗酵に

より、淡麗なお酒を醸し出します。 

   

 

所在地・開催

地 
 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
新潟県酒造組合 
http://www.niigata-sake.or.jp 

お問合せ【新潟市観光推進課】 

電話番号: 025-226-2612 l メールアドレス: inbound@city.niigata.lg.jp 

ホームページ: https://www.nvcb.or.jp/ 
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新潟古町芸妓  
  

約200年前、日本海側最大の北前船の寄港地として賑わった新潟で、訪れる人々を芸でもてなした新潟古町芸妓。この200

年の伝統を誇る唄や踊り、三味線などの芸、そして美しい所作ともてなしの心で、宴の席に和と華を添えます。 

   

 

所在地・開催
地 

 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
新潟市公式観光情報サイト 旅のしおり 
https://www.nvcb.or.jp/ 

お問合せ【新潟市観光推進課】 

電話番号: 025-226-2612 l メールアドレス: inbound@city.niigata.lg.jp 

ホームページ: https://www.nvcb.or.jp/  

 

岩室温泉  
  

湯けむりに賑わう歴史と人情の里、岩室温泉。江戸時代より三百余年の歴史がある温泉地です。お座敷情緒を演出する越

後芸妓発生の地であり、個性に富んだ旅館やホテルが揃います。泉質は柔らかく、温まると評判です。 

   

 

所在地・開催
地 

〒953-0104 新潟市西蒲区岩室温泉 96-1  

アクセス 港より車で 55分(約 40km) 

季節 通年 

関連リンク 

岩室温泉観光協会 
http://www.iwamurokankou.com/ 
新潟市公式観光情報サイト 旅のしおり 
https://www.nvcb.or.jp/  

お問合せ【新潟市観光推進課】 

電話番号: 025-226-2612 l メールアドレス: : inbound@city.niigata.lg.jp 

ホームページ: https://www.nvcb.or.jp/ 

 

観光農園  
  

新潟市南区には観光農園が数多くあり、その場で収穫したり、食べたりすることができます。ブドウ、ナシ、桃などのほ

か、冬でもいちご狩りが楽しめる農園もあり、年間を通じて様々な果物を楽しむことができます。肥沃な土壌と生産者の

研究心が生み出すおいしい果物を味わってみては。 

   

 

所在地・開催
地 

新潟市南区内  

アクセス 港より車で 50分(25km) 

季節 通年 

関連リンク 
新潟市南区観光協会 

http://www.shironekankou.jp/ 

お問合せ【新潟市観光推進課】 

電話番号: 025-226-2612 l メールアドレス: inbound@city.niigata.lg.jp 

ホームページ: https://www.nvcb.or.jp/ 
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信濃川やすらぎ堤  
  

新潟市の象徴である萬代橋を背景に、桜とチューリップが咲き誇る信濃川やすらぎ堤。夜には「ぼんぼり」が点灯され、

美しい信濃川の夜景とともに楽しめます。また、水上バス「信濃川ウォーターシャトル」からも、川岸に咲く桜をご覧い

ただけます。 

   

 

所在地・開催

地 
新潟市中央区万代   

アクセス 港より車で約 10分(約 3km) 

季節 春 

関連リンク 
新潟市公式観光情報サイト 旅のしおり 
http://www.nvcb.or.jp/ 

お問合せ【新潟市観光推進課】 

電話番号: 025-226-2612 l メールアドレス: inbound@city.niigata.lg.jp 

ホームページ: https://www.nvcb.or.jp/ 

 

白山公園  
  

明治 6 年（1873 年）、日本で最初に指定された都市公園の一つ。池、築山、花木を配したオランダ風回遊式庭園で、みな

とまち新潟の歴史を物語る記念碑も数多く点在しています。春は桜、秋は紅葉がみどころです。 

   

 

所在地・開催
地 

新潟市中央区万代   

アクセス 港より車で約 10分(約 3km) 

季節 春、秋 

関連リンク 
新潟市公式観光情報サイト 旅のしおり 
http://www.nvcb.or.jp/ 

お問合せ【新潟市観光推進課】 

電話番号: 025-226-2612 l メールアドレス: inbound@city.niigata.lg.jp 

ホームページ: https://www.nvcb.or.jp/ 
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