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Nagaoka Umameshi Grand prix

お問い合わせ

〒940-0062 新潟県長岡市大手通 2-2-6（ながおか市民センター内 2 階）
TEL.0258-32-1187　FAX.0258-31-1777　E-mail  info@nagaoka-navi.or.jp

抽選で100名様に長岡市共通商品券1,000円が当たる！
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メニュー内容については各店舗までお問い合わせください。

スマホの方は
こちらのQRコードから
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投票！
美味しく食べたら
応募用紙で投票！

エリア・ジャンル・

デリバリーの有無

などが検索できる

便利なサイト！
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注文！
店舗に特別

メニューを注文！

St
ep
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食べる！
注文商品と応募用紙を

店舗で受け取り！

Webサイトから

詳しい情報見られます！

他にもたくさんメニューを掲載！

7/27 -8/16月 日
開催
期間

夏の特別キャンペーンメニューを

楽しんで投票しよう！

※特別キャンペーンメニューが対象です。

PEOPLE’S

KITCHEN タカゼン

TEL.0258-89-8819 【電話または店頭にて注文】
長岡市城内町3-5-1レーベン長岡104　営業／11：00〜14：00、17：00〜21：00　定休日／火曜日

地魚と五穀料理の

美味い店 まんまらろ

TEL.0258-28-5215 【3日前までに電話注文】
長岡市古正寺3-31　営業／11：30～14：00 、17：30~21：00　定休日／水曜日

おもてなしオードブル4人前 7,200円 ※3人前盛、5人前盛あり

トマト＆オニオン長岡店

TEL.0258-29-2323 【電話にて注文】
長岡市堺東町89 おいしい広場内　営業／11：00～22：00　定休日／なし

ファミリーセット
1,943円

ハンバーグ＆唐揚げ弁当
863円

たわら家

TEL.0258-29-5533 【電話注文】
長岡市堺東町89 おいしい広場内　営業／11：00～15：00 、17：00～21：00　定休日／なし

土用の丑の日おすすめ！ うなぎ釜めし 1,512円

AallaZ長岡店

TEL.0258-33-6667 【2日前までに電話注文】
長岡市高畑町660 SHS3階　定休日／水曜日・第2火曜日

営業／11：30～14：30、17：30～20：30　土日11：00～14：30、17：30～20：30

5種の前菜盛り合わせ（2人前）　1,814円

和ダイニング朔

TEL.0258-86-6858 【前日までに電話注文】
長岡市東坂之上町2-6-1 近藤ビル1F　営業／17：00～23：00　定休日／日曜日（祝日の場合は翌月曜日）

焼肉（BBQ）セットA　大人気ハラミ入り（3〜4人前）4,320円
焼肉（BBQ）セットB　大人気ハラミ牛タン入り（3〜4人前）4,320円

長岡かまぶろ温泉

タクシーデリバリー
対応可能

デリバリーOK

TEL.0258-22-2036 【電話注文】
長岡市十日町972-2　営業／10：00〜21：00　定休日／月曜日

かまぶろオードブル　10,800円

地元農家さんの揚げ夏野菜カレー 880円

8/1（土）

8/2.3
（日） （月）

長岡まつり関連
情報

10号3発打上げ

10号1発打上げ

慰霊と平和への祈り

平和記念式典
おうちで平和祭

9：00～9：40
※規模縮小の上、開催

※「おうちで平和祭」はNCT・FMなが
おかにて生中継します。

【第1部】18：00～20：00 【第2部】22：25～22：35
黙祷、慰霊の花火「白菊」打上げ生中継中澤卓也ミニライブや、バトントワリ

ング世界チャンピオンによる演技を
テレビ・ラジオによる生中継！

20
20

年

新型コロナウイルス感染症犠牲者の慰霊と
早期終息を祈願する花火

19：30〜

「感謝とエールの光」を夜空にかざそう19：35〜

お家花火で想いをひとつに19：45〜

（「越後長岡」 観光振興委員会 事務局）
一般社団法人 長岡観光コンベンション協会



ベルフィーゴ

TEL.0258-28-4692 【前日までに電話注文】
長岡市大山1-12-7　営業／11：30〜15：00、18：00〜22：00　定休日／月曜日

冷製パスタ夏野菜カポナータと
生ハムプロシュット 1,630円

真実のペストジェノヴェーゼ
パスタ 1,280円

割烹 魚権

TEL.0258-32-1025 【前日までに電話注文】
長岡市宮内8-6-26　営業／11：00〜22：00　定休日／不定休

大海老フライうなぎ入り
オードブル 10,800円

大海老天婦羅弁当
1,080円

いっさく

営業／日〜木曜：11：00～21：30（L.O.21：00）、金・土曜：11：00〜22：30（L.O.22：00） 年中無休

TEL.0258-86-5139
長岡市福山町412-1　長岡七日町店

TEL.0258-86-1390
長岡市琴平1-1-1長岡東店

 【電話または店頭にて注文】和牛サーロインステーキ重 1,944円

まとい鮨

TEL.0258-33-2509 【前日までに電話注文】
長岡市千手3-7-8　営業／11：00〜23：00（店内営業は17：00〜23：00）　定休日／不定休

地産地消弁当
800円

オードブル
2,000円

クッチーナ・ヒコ

TEL.0258-35-6743 【前日までに電話注文】
長岡市坂之上町2-4-8　営業／11：00～14：00、17：00～20：30　定休日／水曜日

オードブル3人前
5,400円

会席弁当
2,700円

ホテル飛鳥レストラン波止場

TEL.0258-41-6111 【前日までに電話注文】
長岡市寺泊野積107　営業／11：00～15：00、17：00～21：00　定休日／なし

彩り花火弁当 864円

料理・仕出し 杉乃栄

TEL.0258-32-2824 【前日までに電話注文】
長岡市新町2-4-16　営業／10：00～19：00　定休日／月曜日

お子様ランチプレート
1,080円

夏の味覚オードブル
5,400円

海風亭寺泊日本海

TEL.0258-75-5555 【3日前までに電話注文】
長岡市上荒町9353-126　営業／11：00～17：00　定休日／不定休

海風亭寺泊日本海のごちそうオードブル 7,560円

割烹 秀浜

TEL.0258-32-7600 【電話または店頭にて注文】
長岡市台町1-9-25　営業／11：30〜14：00 、17：00〜22：00　定休日／日曜日（祝日は不定休）

うなぎ蒲焼（又は白焼） 3,650円
※1日前までに要予約

オードブル1人前 2,700円
※2日前までに要予約

レストランキャロット

TEL.0258-24-7963 【電話注文（受付10：00～14：30）】
長岡市東蔵王2‐4‐2　営業／11：00～15：00（L.O.14：30）　定休日／日曜日（その他不定休）

【長岡名物】 レーメン＆目玉焼肉丼 1,000円

レストランナカタ

TEL.0258-34-3305 【電話注文】
長岡市坂之上2-3-6　営業／11：30～15：00　定休日／木曜日

オードブル
6,000円

ハーフ＆ハーフ
780円

御座敷割烹 七福

TEL.0258-33-0729 【前日までに電話注文】
長岡市城内町3-8-1　営業／11：30～14：00、17：00～21：30　定休日／日曜日・祝日

七福まつり弁当 3,024円

中国四川料理 喜京屋

TEL.0258-32-2417 【前日までに電話注文】
長岡市殿町1-3-9　営業／11：00～21：20（L.O.20：50）　定休日／火曜日

喜京屋の大人気メニュー
よだれ鶏 1,000円

喜京屋名物 口から火を噴く
マーボードーフ 1,000円

壱勢長岡店

TEL.0258-39-1515 【3日前までに電話注文】
長岡市坂之上町1-3-21セントラルビル2F　営業／17：00～24：00　定休日／なし

土用の丑の日におすすめ！　うなぎ弁当 1,620円

福助食堂

TEL.0258-32-2098 【電話または店頭にて注文】
長岡市西神田町2-9-7　営業／11：00～19：00　定休日／火曜日

カレーライス
680円

洋風カツ丼
900円

長岡甲羅本店

TEL.0258-29-5555 【電話注文】
長岡市堺東町89 おいしい広場内　営業／11：30～15：00、17：00～21：30　定休日／なし

かにえび天重 1,598円

※価格は全て税込み（8％）です。

5,000円以上、旧長岡市内
デリバリーOK

一盛りでも可能ですが
距離により要相談

デリバリーOK
寺泊エリアに限ります
デリバリーOK

3,000円以上で
長岡駅より半径約3km以内

デリバリーOK
5,000円以上で

当店より車で約15分圏内

デリバリーOK

2人前から、旧長岡市内
デリバリーOK

5,000円以上で
当館から車で30分圏内

デリバリーOK


