
いわむろや

足湯・直売所完備！にしかんのアクセス拠点

住所

いわむろやバス停　すぐ 電話番号

営業時間

休業日

岩室スロウホステル

「ゆっくり旅をする」ホステル(素泊り宿)

住所

電話番号

いわむろやバス停　徒歩5分 営業時間

休業日

Taibow! coffee&gelato soft

美しい景色！ 美味しいコーヒー！！

住所

電話番号

営業時間

上堰潟公園バス停　徒歩３分 休業日

笹祝酒造

にしかんで愛される地酒を醸しています

住所

電話番号

営業時間

上堰潟公園バス停　徒歩15分 休業日

乗 車 特 典 一 覧

1000円以上お買い上げでドリップパック1つプ
レゼント

右回り  10:15    11:36    14:22    15:43

北海道、丸美珈琲（有）から仕入れる
スペシャルティコーヒーと、手作り
ジェラート、週末限定ソフトクリーム
を西蒲の景色とともにお楽しみくださ
い！

新潟市西蒲区松山56-4

0256-77-8619
10：00～17：00
（ジェラート11:00～）

月・第一第三火曜

③バス停発着時刻
左回り　9:57     11:19    13:57    15:19

日本酒の製造現場を現役の蔵人がご案
内します。種類豊富な日本酒（試飲無
料）に加え、酒粕ジェラート（ノンア
ルコール）も販売しています。

新潟市西蒲区松野尾3249

0256-72-3982

9:00～12:00
13:00～17:00

不定休

③バス停発着時刻
左回り　9:57     11:19    13:57    15:19

岩室温泉の玄関口にある観光施設！源
泉流れる足湯や新鮮野菜の直売所、観
光案内所を併設し、週末には各種イベ
ントも。にしかんを旅するアクセス拠
点。

新潟市西蒲区岩室温泉96-1

0256-82-1066

9:00～19:00

第1・3水曜

右回り  10:15    11:36    14:22    15:43

乗車券提示サービス

乗車券提示サービス

乗車券提示サービス

①バス停発着時刻

左回り  　9:33    10:55    13:33    14:55

左回り　10:24    11:46    14:24    15:46

左回り　10:52    12:14    14:52    16:14

右回り     9:20    10:41    13:27    14:48

右回り     9:48    11:09    13:55    15:16

右回り   10:39    12:00    14:46    16:07

1日フリーパス（もしくはバス車内でもらえる乗車証明）を見せて「お得」をゲット！！
どちらかを掲示で、こちらで紹介している店舗でお得な特典が受けられます。

乗車証明書はバス車内で1乗車200円をお支払いの際に運転手に申し出てください。

フェイスタオル・バスタオル・歯ブラシ
無料サービス

「時間を気にせずゆっくり旅をする」
という「スローツーリズム」がコンセ
プトのホステル(素泊り宿)。サービス
や設備を省いている分、リーズナブル
にご宿泊いただけます。

新潟市西蒲区岩室温泉1276

0256-78-8554

8:00～22:00

不定休

笹祝日本酒ラベルノートプレゼント

①バス停発着時刻

左回り  　9:33    10:55    13:33    14:55

左回り　10:24    11:46    14:24    15:46

右回り     9:20    10:41    13:27    14:48

乗車券提示サービス

左回り　10:52    12:14    14:52    16:14

右回り     9:48    11:09    13:55    15:16

ソフトクリームまたはコーヒー1杯50円引き

右回り   10:39    12:00    14:46    16:07



乗 車 特 典 一 覧
カーブドッチワイナリー

新潟ワインコーストの中心的ワイナリー

住所

電話番号

営業時間

カーブドッチワイナリーバス停　すぐ 休業日

ルサンクワイナリー

トラディショナルでエレガントなワインを

住所

電話番号

営業時間

カーブドッチワイナリーバス停　徒歩5分 休業日

燦燦ＣＡＦＥ
からだが喜ぶごはん　こころに優しい時間　角田浜から

住所

電話番号

営業時間

角田浜バス停　すぐ 休業日

福寿温泉　じょんのび館

ココロとカラダのオアシスへ

住所

電話番号

営業時間

じょんのび館バス停　すぐ 休業日

多宝温泉　だいろの湯

100％源泉掛け流し天然温泉

住所

電話番号

営業時間

だいろの湯バス停　すぐ 休業日

ワインの試飲が1杯無料
（対象施設：ワインショップ、およびマルシェ）

左回り　10:03     11:25    14:03    15:25

角田山の麓にあり、ワイナリー見学
（要予約）や試飲ができる他、レスト
ランやカフェ、ベーカリー、温泉、カ
フェなどが揃う。2019年11月には
オーベルジュもオープン。

新潟市西蒲区角田浜1661

0256-77-2288

10：00～17：00

なし

④バス停発着時刻
右回り   10:09     11:30    14:16    15:37

乗車券提示サービス

次回来店時のサービスチケットをプレゼント

右回り   10:04     11:25    14:11    15:32

旬、地産地消、手作り、無添加にとこ
とん拘った体に美味しい料理とスイー
ツを海と山に囲まれた大自然の中でど
うぞ。

新潟市西蒲区角田浜157-4

0256-70-2233

10:00～サンセット

木曜

⑤バス停発着時刻
左回り　10:08     11:30    14:08    15:30

乗車券提示サービス

ワインの試飲一杯無料

「新潟ワインコースト」の5番目とし
て2015年10月にオープン。テロワー
ルや品種の特徴を素直に生かした、香
り高くやさしい味わいのきれいなワイ
ンを追求しています。

新潟市西蒲区角田浜1693

0256-78-8490

10:00 ～ 16:00

水曜日

④バス停発着時刻
左回り　10:03     11:25    14:03    15:25

右回り   10:09     11:30    14:16    15:37

乗車券提示サービス

ミニソフトクリーム1個プレゼント

右回り     9:54     11:15    14:01    15:22

和風情緒の《源氏の湯》、おしゃれな
洋風《平家の湯》が日替わりでご利用
できます。やすらぎとくつろぎの場が
あなたをお待ちしています。心の芯か
らじょんのびしてください。

新潟市西蒲区福井4067

0256-72-4126

10:00～22:00

第1・3水曜　12月・1月は第3水曜
 12月31日～1月1日

⑦バス停発着時刻
左回り　10:18     11:40    14:18    15:40

乗車券提示サービス

平日無料券プレゼント

右回り     9:43     11:04    13:50    15:11

全国的にも珍しい三本の源泉が楽しめ
る日帰り温泉施設。50畳の大庭園露
天風呂をはじめ、すべて源泉掛け流し
となっております。お食事処、無料休
憩所もございます。

新潟市西蒲区石瀬3250

0256-82-1126

10：00～22：00

無し

⑨バス停発着時刻
左回り　10:29     11:51    14:29    15:51

乗車券提示サービス



乗 車 特 典 一 覧
宝山酒造

日本酒本来の魅力をあなたにお伝えします

住所

電話番号

営業時間

宝山酒造バス停　すぐ 休業日

三笠屋製菓

種類豊富な商品を販売

住所

電話番号

営業時間

弥彦駅バス停　徒歩10分 休業日

分水堂菓子舗

弥彦観光の定番！

住所

電話番号

営業時間

弥彦駅バス停　徒歩3分 休業日

菓子処 西山製菓

おもてなし広場の和菓子店

住所

電話番号

営業時間

弥彦駅バス停　徒歩5分 休業日

 sweets shop  ３o’clock

弥彦の新たな人気店！

住所

電話番号

営業時間

弥彦駅バス停　徒歩5分 休業日

季節のフルーツサンド、タピオカドリ
ンクをテイクアウト及びイートインに
て販売しております。

毎週水曜日

⑪バス停発着時刻
左回り　10:38　 12:00　 14:38　 16:00

西蒲原郡弥彦村弥彦1121
（おもてなし広場内）

090-2211-0969

10:00～16:00

寺泊に本店のある「菓子処 西山製
菓」のおもてなし広場店です。各種お
饅頭やいが栗団子、わらび餅など季節
のお菓子と併せて販売中。

不定休

乗車券提示サービス 会計時5％ＯＦＦ！

右回り    9:31　  10:52　 13:38 　14:59

⑪バス停発着時刻
左回り　10:38　 12:00　 14:38　 16:00

西蒲原郡弥彦村弥彦1121
（おもてなし広場内）

0258－75－4735

10:00～16:00

全国おやつグランプリ受賞「パンダ焼
き」のお店。2019年店舗をリニュー
アルしました。弥彦観光定番のひと
つ！

第3水、木曜日

乗車券提示サービス お饅頭5個購入で1個サービス

右回り    9:31　  10:52　 13:38 　14:59

パンダ焼き３個以上のお買上で50円引き

左回り　10:38　 12:00　 14:38　 16:00

西蒲原郡弥彦村弥彦1041－1

0256－94－2282

9:00～16:00

弥彦温泉街の真ん中に位置する。温泉
饅頭やきんぴら団子など、種類豊富な
商品を販売しています。

毎週火曜日

乗車券提示サービス

⑪バス停発着時刻
右回り    9:31　  10:52　 13:38 　14:59

７00円以上のお買上で50円引き！

左回り　10:38　 12:00　 14:38　 16:00

西蒲原郡弥彦村1221

0256－94－2157

8:00～18:00

乗車券提示サービス

⑪バス停発着時刻
右回り    9:31　  10:52　 13:38 　14:59

２,000円以上お買い上げでオリジナル升
プレゼント

右回り     9:41     11:02    13:48    15:09

明治18年創業の酒蔵を名物女将がご
案内。おいしいお酒はもちろん、大人
気の甘酒や化粧水代わりに使う日本
酒、酒米を一切使わないお酒も試飲で
きます。

新潟市西蒲区石瀬2953

0256-82-2003
（酒蔵見学は要予約）
9:00～12:00
13:00～17:00
不定休

⑩バス停発着時刻
左回り　10:31     11:53    14:31    15:53

乗車券提示サービス



乗 車 特 典 一 覧
うさぎ家

こだわりのうどんをぜひ！

住所

電話番号

営業時間

弥彦駅バス停　徒歩5分 休業日

なごみや

海の幸満載！

住所

電話番号

営業時間

弥彦駅バス停　徒歩5分 休業日

社彩庵ひらしお

彌彦神社一の鳥居から一番近いお店

住所

電話番号

営業時間

彌彦神社前バス停　すぐ 休業日

ジェラテリア・レガーロ

自然を大切に、人に優しく。

住所

電話番号

営業時間

レガーロバス停　すぐ 休業日

ラ･ビステッカ

自然を大切に、人に優しく。

住所

電話番号

営業時間

レガーロバス停　徒歩１分 休業日

乗車券提示サービス 1,000円以上のお買上で50円引き！

⑫バス停発着時刻
左回り　10:41　 12:03　 14:41　 16:03

右回り    9:34　  10:55　 13:41 　15:02

彌彦神社の一の鳥居前、和モダンが印
象的な古民家カフェ。１階はお土産の
販売、２階の喫茶店で自慢のパフェを
ご堪能ください。

西蒲原郡弥彦村弥彦1240－1

0256－94－2162

10:00～18:00

毎週木曜日

乗車券提示サービス グランドメニューご注文で自家製小鉢1品サービ
ス

⑪バス停発着時刻
左回り　10:38　 12:00　 14:38　 16:00

右回り    9:31　  10:52　 13:38 　14:59

創業120年、寺泊の人気店「さかた
や」が各種海鮮丼、串焼きを販売して
おります。

西蒲原郡弥彦村弥彦1121
（おもてなし広場内）

10:00～16:00

不定休

乗車券提示サービス うどん類ご注文で温泉卵1個サービス

⑪バス停発着時刻
左回り　10:38　 12:00　 14:38　 16:00

右回り    9:31　  10:52　 13:38 　14:59

粟島浦村の「あごだし」と、香川県琴
平町の「讃岐うどん」のコラボを実現
したおいしいうどんを提供いたしま
す。

西蒲原郡弥彦村弥彦1121
（おもてなし広場内）

0256－94－3154

10:00～16:00

年中無休

シングルをダブルにアップグレード

右回り     9:23    10:44    13:30    14:51

搾りたての牛乳で作るジェラートベー
スと季節の食材のコラボを提案。

新潟市西蒲区橋本240-7

0256-82-0455

10:00～18:00

10月まで無休
11月より火曜定休

⑬バス停発着時刻
左回り　10:49    12:11    14:49    16:11

乗車券提示サービス

お食事の方に、フジタファームの
牧場牛乳を1杯サービス

右回り     9:23    10:44    13:30    14:51

ステーキと野菜のおいしい農家レスト
ラン。自家産 新潟・岩室牛を中心
に、地元の食材を使ったメニューを提
供します。

新潟市西蒲区橋本259

0256-77-8677

ランチ 11：00～14：30
（ラストオーダー14：00）
ディナー 17：30～22：00
（ラストオーダー20：45）

火曜日ディナー、水曜日

⑬バス停発着時刻
左回り　10:49    12:11    14:49    16:11

乗車券提示サービス


