
越後長岡16蔵元勢揃いの地酒提供コーナー

長岡自慢の食材を使ったおつまみメニュー

越後長岡地酒販売コーナー

長岡藩ゆかりの「 十分杯」コーナー

利き酒チャレンジコーナー

SAKEステージイベント

【 主催】「 越後長岡」観光振興委員会　【 共催】長岡酒造協議会・長岡小売酒販組合・長岡市
【 お問い合わせ】長岡市観光企画課 TEL.0258-39-2344 長岡観光コンベンション協会 TEL.0258-32-1187 長岡商工会議所 TEL.0258-32-4500

❶前売りチケット（ 11枚綴り）

【 販売場所】

【 販売期間】令和元年9月1日（ 日）～10月4日（ 金）

❷当日チケット（ 10枚綴り）
【 販売場所】会場受付で販売 ※チケット販売は16時30分まで

●長岡商工会議所（ 平日のみ） TEL.0258-32-4500
●長岡小売酒販組合協力店 TEL.0258-34-3246
●岩室温泉観光協会（ 新潟市岩室観光施設「 いわむろや」内） TEL.0256-82-5715
●新潟県東京観光センター（ 表参道・新潟館ネスパス内） TEL.03-5771-7755

チケット販売について

当日チケットより1枚お得！

入場無料月 日［ 土］11:00~17:00
会場：シティホールプラザアオーレ長岡（ JR長岡駅より徒歩3分）

令和
元年

1,000円
つお・酒地 ま み

チ ケ ッ ト
◆チケット10枚・オリジナルおちょこ・和らぎ水付き。

◆チケットと交換で地酒・おつまみが味わえます。（ 種類により必要な枚数が異なります。）

◆チケットは、長岡小売酒販組合協力店で、長岡市内蔵元の酒をご購入の際に

1枚100円の割引券としてご利用できます。

　【 割引券利用可能期間】

10月5日（ 土）～10月20日（ 日）

長岡酒の陣 検 索詳細はこちら

会場：大手通周辺・アオーレ長岡ほか

メイン会場：吉乃川（ 株）特設会場

おっここ摂田屋市同時
開催
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コンビニ販売

●セブンイレブン「 マルチコピー機」　●ファミリーマート「 Fami ポート 」

➡キーワード「 長岡酒の陣」で検索

令和元年9月1日（ 日）～10月3日（ 木）

※酒の陣会場と結ぶシャトルバス運行



越後長岡の16蔵元が大集結！美味しい
アオーレ

に酒
!!

越後長岡美酒めぐり ～長岡ちょい呑みスタンプラリー～

まちなかの飲食店を巡って、酒どころ長岡の地酒と地元の美味しいおつまみ

を堪能できるイベントを開催中。長岡市内46店舗で晩酌セットを楽しめます。

長岡ならではの限定おつまみメニュー

長岡の地酒イベント
通年
開催
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越乃景虎
超辛口 本醸造

かげとら

代表
銘柄 米百俵 純米酒

越後の米焼酎

こしひかり

〒940-1105 長岡市摂田屋2-7-28
TEL.0258-32-0270
http://www.sekkobai.ecnet.jp/

長谷川酒造

口に含むと広がる上質な旨み、芳醇で優

雅な香りがゆったりとした余韻を醸します。

代表
銘柄
越後雪紅梅
純米大吟醸

せっこう ばい

〒940-0241 長岡市北荷頃408
TEL.0258-52-1151
http://www.morohashi-shuzo.co.jp/

諸橋酒造

飲み飽きしないすっきりした味わい。

これぞまさに淡麗辛口。

〒940-2146 長岡市大積町1-乙274-3
TEL.0258-46-2205

栃倉酒造

淡麗さを残しながらも米本来の旨味を出

した淡麗旨口酒です。地元長岡大積産
「 たかね錦」を使用。

〒940-1131 長岡市十日町字小島1919
TEL.0258-22-2136
http://www.mihoshurui.co.jp

美峰酒類

コシヒカリを主原料にした米焼酎「 こし

ひかり」です。すっきりとした華やかさが
特徴的です。

〒940-1105 長岡市摂田屋4-8-12
TEL.0258-35-3000
http://www.yosinogawa.co.jp/

吉乃川

さわやかな香りと透明感のある口当たり、

妥協を許さぬ杜氏の技の傑作。

〒940-0217 長岡市栃尾大町2-8
TEL.0258-52-3667
http://koshimeijo.jp

越銘醸

香りのバランスと味のハーモニーは

まさに越銘醸が誇る逸品。

〒940-2035 長岡市関原町1-1029-1
TEL.0258-46-2010
http://www.sake-sekihara.co.jp

関原酒造

穏やかな吟醸香と原料米の風味薫る

ふくよかな味わいの純米吟醸酒。

〒949-4524 長岡市両高1538
TEL.0258-74-3141
http://www.ikeura-shuzo.com

池浦酒造

やや辛口で旨みのある、飲み飽き

しない地元の晩酌酒。冷やでも熱
燗でもどうぞ。
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吟醸 極上吉乃川 大吟醸 越の鶴
純米吟醸

越後長岡藩 和楽互尊 金印

わ らく ご そん

〒940-0031長岡市地蔵1-8-2
TEL.0258-32-0181

高橋酒造

「 ふかくこの生を愛すべし」新潟出身の
會津八一を偲び捧げる酒。

〒940-1133 長岡市六日市町1330
TEL.0258-22-2134
http://www.maitsuru.com/

恩田酒造

ふんわり甘く、米の味が生きている酒。
ぬる燗で、うまさが引きたちます。

〒940-2306 長岡市脇野町2011
TEL.0258-42-2707

中川酒造

すっきりとした中に旨味を持たせた
やや辛口で、燗でも冷やでもいけます。

〒949-4511 長岡市小島谷1537-2
TEL.0258-74-3101

久須美酒造

うら若き越後美人の肌に似た、
きめ細やかなやわらかな酒質です。

八一 純米吟醸代表
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純米酒 舞鶴鼓
まいつるつづみ

代表
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純米吟醸 清泉
きよいずみ

〒940-1131 長岡市十日町字小島1927
TEL.0258-22-2234
http://hakuroshuzo.co.jp/

柏露酒造

長岡藩主牧野家の興した酒蔵、
家紋の「 三つ柏」を継承する酒蔵。

〒940-1117 長岡市横枕町606
TEL.0258-22-0086
http://www.ofuku-shuzo.jp/

お福酒造

山古志産「 五百万石」米を使用し醸した、
米本来の旨みを感じる味わい。

〒940-2306 長岡市脇野町1677
TEL.0258-42-2405
http://www.soutenbou.jp/

河忠酒造

日本酒度＋10という
大辛口の味わいの中に旨みを追求。

〒949-5494 長岡市朝日880-1
TEL.0258-92-3181
http://www.asahi-shuzo.co.jp/

朝日酒造

ハレの日の乾杯酒に最適な、
ソフトな香りとふくらみの大吟醸。

越後長岡藩藩主牧野家

三つ柏 純米吟醸
代表
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純米吟醸 山古志 代表
銘柄 想天坊 大辛口

そう てんぼう
代表
銘柄 朝日山 萬寿盃

まんじゅはい

【 期間】2020年1月31日（ 金）まで

巾着なすからし漬け
長岡やさい耕房

長岡野菜の巾着なすを
からし漬けにしました。食

感をお楽しみください。

うま煮かぐら
山古志こだわり屋

ピリリとした爽やかな辛
みが特徴。一度食べたら

クセになる美味しさです。

枝豆おぼろ
（ 有）割烹豆腐オオハシ屋

長岡産さかな豆で造っ
た枝豆おぼろ。香りと食

感がお酒のつまみに
ピッタリ!!

生麹熟成牛焼き
遊食居酒屋なじらてい

切り落としサーロインを
生麹熟成したステーキ

をお楽しみく ださい。

酒粕ソーセージ（ かぐら南蛮入り）
バーデン・バーデン

吉乃川の酒粕を使用した
食欲をそそる芳醇な香り

とかぐら南蛮のピリ辛味が
融合したお酒のおつまみ

に最適なソーセージです。

揚げたてあぶらげ
栃尾観光物産会

栃尾名物の分厚いあぶ
らげを揚げたてアツアツ

でご提供します。パリッ、
ふわっの食感と豆の香り

をお楽しみく ださい。

長岡産豚のもつ煮
（ 株）さかたや

長岡産豚のもつをじっく
り煮込みました。しっかり

したもつの歯ごたえとコ
ク深い味わいです。

とちお油あげ入りもつ煮
（ 株）クリタミートパーべイヤーズ

柔らかさが自慢のもつ煮に
栃尾のあぶらげでコクと食

感をプラス。とんこつベース
のスープはコラーゲンたっぷ

りで女性にもオススメです。

越後のジェラート
サンエツフーズ（ 株）

県内産の牛乳と地玉子、
長岡産越後姫を使い美味

しく出来上がったジェラー
ト です。お酒の後には、

もってこいの一品です。

日本海のどぐろ一本唐あげ
来いっちゃ家

一夜干し、甘塩冷
風乾燥の唐あげで

す。お酒にはなん
と言っても一押し

のおつまみです。

寺泊浜焼串
（ 株）寺泊浜焼センター

すべて自社にて加工され
た寺泊名物「 浜焼き」。寺

泊市場通りの味をそのま
まその場で提供します。

長岡野菜のディップ
㈱中越

長岡野菜を日本海の磯の
香りのするかにみそや岩も

ずく ソースでお召し上がり
いただけます。海と陸のコ

ラボをお楽しみく ださい。

クリームチーズ粕漬
かんずり酒盗かけ
酒楽の里 あさひ山

蔵元「 朝日酒造」の酒粕を
使用し、濃厚なクリーム

チーズを漬けこみました。

キッシュ
フランス菓子 ダンファン

長岡産の野菜をフラン
スの伝統料理キッシュに

して焼き上げました。日
本酒とのマリアージュを

お楽しみください。

長岡しょう油おこわ
希望の会 福祉会

長岡の銘産「 しょうゆお
こわ」を4種類の味で炊

きあげています。

牡蠣の酒蒸し長岡ナスと
かぐら南蛮のペースト 添え
エストマゴ

個性豊かな長岡野菜を
洋風に仕立てお酒に合う

よう日本酒で蒸した牡蠣
と合わせました。

割烹もつ煮
（ 有）割烹吉原屋

長岡産食材を中心に、長
岡産の調味料をふんだ

んに使用した割烹のも
つ煮です。

熟成牛とこだわり発酵の
長岡焼きつくね
（ 株）朔（ 和ダイニング朔）

自社工場で部位にこだわっ
て挽いている牛肉を蒸し上

げて、長岡の調味料と共に
香ばしく 焼き、仕上げます。


