
025-520-4011
上越市中央1-5-19住

参道酒場 鶏居 とりい

見た目も豪快な牛ホルモンに合う
辛みそ味の鍋

無料提供数：22食

国産牛ホルモンのちりとり鍋国産牛ホルモンのちりとり鍋1,500円1,500円

025-530-7330
上越市大道福田621住

あるるんの杜 六花の里 りっかのさと

柔らかコク旨ご飯が進む地元
味噌仕立ての絶品

300円引き110食

上越産根菜の柔らかモツ煮定食上越産根菜の柔らかモツ煮定食800円800円

025-512-0120
上越市仲町3-3-13住住

和の食 樹翠 きすい
地元生産者のおいしいお野菜を体温まるお鍋でどうぞ

1,000円引き33食

上越あるるん旨鍋付きコース
（雲子と上越野菜の白味噌チーズ鍋）
上越あるるん旨鍋付きコース
（雲子と上越野菜の白味噌チーズ鍋）

9,000円9,000円

025-521-2277
上越市仲町4-7-24 富寿しビル１Ｆ

富寿し TOMMY SAY 

黒ニンニクと魚介のイタリアン鍋

無料提供数：20食

黒ニンニクのアクアパッツァ黒ニンニクのアクアパッツァ1,650円1,650円

025-520-9043
上越市中央1-3-5

日曜
住

休

火曜休

月曜、第1・3日曜休 月曜、（不定休）休 日曜、第1・3月曜休 日曜休 水曜休 日曜休

火曜休 火曜休 不定休休 水曜、（不定休）休月曜、第1・3火曜休

無休休 不定休休 火曜休

居酒屋 毘沙門

地元産の醤油でモツの
すっきりした甘みが味わえる鍋

無料提供数：20食

くびき和牛のモツ鍋くびき和牛のモツ鍋 1,600円1,600円

025-520-8099
上越市藤巻8-64住

ロケット食堂 藤巻店

揚げ鶏とかんずりの辛味の風味
が食欲をそそる逸品

無料提供数：6食

新潟名物 半身揚げ鍋新潟名物 半身揚げ鍋 5,500円
（6人前）

5,500円
（6人前）

025-524-2217
上越市仲町3-5-4住

百年料亭 宇喜世 

名物「宇喜世のうなぎ」白焼入り
ポン酢で食す鍋

無料提供数：20食

うなぎ鍋うなぎ鍋 1,650円1,650円

025-523-0681
上越市大字大貫2-17-40住

レストラン・ヨーデル金谷
田舎風の具沢山なスキー汁

無料提供数：17食

金谷山スキー汁風鍋と
サメカツの一人鍋セット
金谷山スキー汁風鍋と
サメカツの一人鍋セット

1,898円
(1日限定10食)
1,898円
(1日限定10食)

025-534-3684
上越市大潟区上小船津浜714住

Bistrot Ca brille ビストロ・サブリーユ
くびき牛をビーツなどの野菜と煮込んだ料理

300円引き110食

くびき牛と地場産
みそのボルシチ
くびき牛と地場産
みそのボルシチ

ランチ
3,000円
ランチ
3,000円

025-545-4331
上越市西本町3-5-8住

Osteria Sakazume
季節のあるるん野菜を使ったポトフ

500円引き66食

あるるん野菜のボリート
（ポトフ）
あるるん野菜のボリート
（ポトフ）

1,320円1,320円

025-545-3991
上越市下門前2292住

トラットリア ラ・ペントラッチャ

ニンニクとアンチョビベースの
オイルフォンデュ鍋

無料提供数：21食

北イタリアのオイルフォンデュ鍋北イタリアのオイルフォンデュ鍋1,540円1,540円

025-544-7244
上越市中央1-1-22住

カラオケ居酒屋 LaDa ラダ

ショウガ風味ですっきり味わう
塩麴鍋

無料提供数：37食

冬野菜のあっさり鶏鍋冬野菜のあっさり鶏鍋 880円880円

025-512-0881
上越市中央1-5-12住

a table called the LiGHTs ざらいつ
醤油ベースのクセになるエスニック風鍋

無料提供数：22食

上越産ハーブと
国産牛モツのスパイス鍋
上越産ハーブと
国産牛モツのスパイス鍋

1,500円1,500円

025-545-1865
上越市中央1-9-5住

居食屋 YAGAIYA 

旬の鱈鍋を、地元野菜を4種類
日替わりの組合せで作ります

300円引き110食

真鱈と上越野菜の石焼鍋真鱈と上越野菜の石焼鍋 1,980円1,980円

025-520-7370
上越市東雲町2-8-6住

Restaurant toujours トゥジュール

自家製発酵キャベツ入り
仏北西部の郷土料理鍋

500円引き66食

鯖のコトリヤード鍋鯖のコトリヤード鍋 　 4,200円
（コース料理全7品）
　 4,200円
（コース料理全7品）

025-512-5522
上越市大貫4-2-20住

ラ・ファミーユ・スユクル

サツマイモを焼き芋にしてからお汁粉に仕立
てました ※コース料理ご注文の方に限る

無料提供数：110食

焼き芋のあま酒お汁粉焼き芋のあま酒お汁粉

地酒（180ml）を1本差し上げます。

地酒（300ml）を1本差し上げます。

1回のお買い物で「あるるんヘルシー鍋」を1回のお買い物で「あるるんヘルシー鍋」を

簡単ヘルシー！そのままレンチン！

2022.

うれしい特典付き! コラボ企画コラボ企画××地元飲食店地元飲食店

第2弾

特典1

特典2

期間中先着で
無料または特別価格にてご提供!
※無料、特別価格の提供数量は各店で異なります。（下記を参照ください。）
※無料での提供は1グループに付き1食分までとさせていただきます。

旨鍋ご注文の方に参加全店で使える
共通割引券（500円券）を配布
※配布数は各店20枚です。

お家で
703ｋcal703ｋcal

880円（税込）880円（税込） 880円（税込）880円（税込）

880円（税込）880円（税込）

いきいき元気鍋
（坦々風鍋）

いきいき元気鍋
（坦々風鍋）

食物繊維がたっぷり! 
発酵食品の味噌や酒
粕、腸内善玉菌のエサに
なるオリゴ糖も入った、
腸内環境を整えるひと
鍋です。

抗酸化作用のある食品やア
スタキサンチン、たんぱく質
で老化予防! 辛味成分カプ
サイシンが唾液の分泌を促
し、口腔内も若々しく。

長生きのための食材といわれ
る「まごはやさしい」をひと鍋
に! さらに、1日に摂りたい食
材30品目中15品目を使用。

長寿の彩り鍋
（塩麴鍋）

長寿の彩り鍋
（塩麴鍋）

ちょうかつ

腸活鍋
（粕汁鍋）

ちょうかつ

腸活鍋
（粕汁鍋）

内容量
１～２人前

ほねかつ

骨活鍋
（クリーム鍋）

ほねかつ

骨活鍋
（クリーム鍋）

冬の旬の上越産野菜を使って、ヘルシーでおいしい鍋を
あるるん村と上越市内の病院が共同開発! 

病院の栄養士チームがアイデアを出し合いました。
目的別に4種類の鍋をお家で手軽に楽しめます。

栄養士チーム

1日に必要とされ
るカルシウムをこの
ひと鍋で! カルシウム
の吸収を助けるビタミン
Dも一緒に摂れます。

土日
限定販売

土日
限定販売

鍋にピッタリ!! 先着500名に
地酒プレゼント！

２つお買上げのお客さまに、

3つ以上お買上げのお客さまに、

1/8・9・15・16・22・23・29・30、2/5・6・12・13

880円（税込）880円（税込）

413ｋcal413ｋcal

354ｋcal354ｋcal
498ｋcal498ｋcal

提供期間

※ ま：豆  ご：胡麻  は（わ）：ワカメ
　 や：野菜  さ：魚  し：椎茸  い：芋

お店で

新登場

※価格はすべて税込です

あったか～い鍋で、雪国の地産地消を楽しみませんか? 
「あるるん旨鍋」とは、上越産の野菜を3種類以上使用、

だし汁に地元発酵食品を使用した鍋。
あるるん村の企画に賛同した上越市内16の飲食店で

それぞれのオリジナル旨鍋が味わえますよ。

あるるんの杜、あるるんの海でお求めください。
期間限定販売です。1日の販売数にも限りがあります。

あるるんの杜
☎025-520-5515
◯住 上越市大道福田621
◯営 9:30～18:00 ◯休 12/31～1/4

鮮魚センター あるるんの海
☎025-520-8018
◯住 上越市大道福田637
◯営 9:30～18:00 ◯休 無休

この冬は
地元野菜の
鍋にしよう!

この冬は
地元野菜の
鍋にしよう!

地元の野菜が上越市内16の飲食店で味わえる地元の野菜が上越市内16の飲食店で味わえる11/27●土～2022/2/13●日

第1弾 ・28、12/4・5・11・12・18・19販売開始!!
販売開始!!

11/27


