
 

 

 

 

 

 ２ ０ ０ ９ 年 １ ０ 月 ６ 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

今が旅ごろ。旬のうまさに出会う新潟へ。 

新潟デスティネーションキャンペーン がスタートしました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

１．特別企画その１～新潟の食を味わう 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

キャッチコピーは「うまさぎっしり新潟」 

※このキャッチコピーは、新潟にはあらゆる土地の隅々まで、

様々なおいしさが詰っていることをあらわします。新潟の「食」の

豊かさや自然、歴史、文化、人が豊かに存在しているという地域

の思いがこめられています。 

ＪＲグループが新潟県及び山形県庄内エリアの地元自治体と共同して開催する、「新

潟デスティネーションキャンペーン」（以下 新潟ＤＣ）がスタートしました。2009年 10月 1

日～12月 31 日までの期間中、地元の皆様がそれぞれの地域の魅力を活かし、工夫を

凝らした「おもてなし」で、お客さまをお待ちしています。 

③いにしえのお館でいただくご馳走  豪農の館でランチ 

各旅行会社及びＪＲ東日本でも、「地元のおもてなし」を存分に味わって頂けるよう、

「往復のＪＲ」と「宿泊」を組み合わせたおトクな旅行商品など、様々な魅力ある商品をご

用意しております。「味覚の秋」は「うまさぎっしり」の新潟へ出かけてみませんか。 

②新潟女将の会プロデュース 

旅館街スイーツめぐり 

  県内の 16温泉地の 110旅館がそれぞれ趣
向をこらしたオリジナルメニューを提供し
ます。多彩なスイーツをお楽しみ下さい。 

①新米コシヒカリと食材が丼で競演 

新潟ライスボウル 

  新潟県産コシヒカリと山菜や鮭などの旬
の食材を組み合せた個性豊かな丼の競演！
県内 18地域の個性が光ります。 

■「新潟ライスボウル」３か条 
１．米はもちろん新潟産コシヒカリ 
２．新潟県産の具材がたっぷり 
３．期間限定！オリジナルメニュー 

 

■新潟女将の会 
 2004年の新潟中越地震からの復興キャン
ペーン活動をきっかけに結成。現在 153 名
の女将が参加し観光 PR 活動等を行う。 

その昔「地主王国」と呼ばれた新潟の歴史と文化を物語る「豪
農の館」。北方文化博物館(伊藤邸)･椿寿荘･目黒邸をはじめ、県内
に点在する館が様々なおもてなしをご用意しました。かつての威
厳を感じさせる佇まいの中で贅沢なひと時はいかがでしょうか。

プラン一例）【椿寿荘(田巻家 離れ屋敷)ランチ】 
■設定日 10 月 1 日～11 月 30 日 
■料 金 2,000 円（入館料込み） 
■場 所 新潟県田上町大字田上丁 

■予 約 2 日前までに要予約 
■問合せ 椿寿荘（0256-57-2040） 
■最寄駅 JR 信越本線田上駅 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．特別企画その２～新潟の文化を学ぶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①佐渡の能の奥深さ、幽玄の世界を堪能 佐渡 秋の能公演 

 能の大成者･世阿弥が配流されたことから能文化が根付い
た佐渡。島内に 30 を数える能舞台が現存するなど、今も人々
の暮らしの中に能は浸透しています。 

 

 目を見張らずにはいられないダイナミックな透
かし彫り。「越後のミケランジェロ」と称される石
川雲蝶の作品は彫刻に限らず、壁の漆喰細工、襖
絵などに及びます。雲蝶は江戸の生まれで「良い
酒とノミを終生与える」と言われ、越後へ来たと
いわれています。雲蝶作品を巡るプランも多数ご
用意しました。 

②幕末の名工が見せる彫刻と色彩の魔術   石川雲蝶の世界

⑤地域性にあふれた多彩な蕎麦を食べ歩く 

えちごそば王国 

 魚沼･上越地域を中心に「つなぎ」にこだ
わった個性豊かなそばが味わえます。 

■10 月 10 日  会場:大膳神社能舞台   演目「巻絹」15:30～ 
■10 月 24 日  会場:大膳神社能舞台   演目「巻絹」15:30～ 
■10 月 31 日  会場:椎崎諏訪神社能舞台 演目「井筒」15:30～ 
※入場無料･予約不要    ※お問合せ (社)佐渡観光協会 0259-27-5000 

【佐渡エンジョイプラン】 能・仕舞体験 ■設定日  10 月 1 日～11 月 30 日 
■料 金  2,000円 （小学生1,000円） 
■催行人員 4 名様より 
■募集人員 20 名様まで 
■お問合せ (社)佐渡観光協会 
      0259-27-5000 

椎崎諏訪神社能舞台で実際に、能体験を味わう
ことができるプランです。現代に受け継がれる神
事芸能をぜひご体験下さい。 

【びゅう日帰りプラン】 越後のミケランジェロ「石川雲蝶」と国重要文化財「目黒邸」を訪れる 

■設定日  11 月 21 日～12 月 6日 
■料 金  東京駅発着お 1人様 
      13,900 円（こども 9,000 円） 
      往復新幹線＋会員バス利用 
■食 事  昼食 1回付 

圧倒的な美の迫力を体感できる「石川雲蝶」の
彫刻と、大庄屋の屋敷をめぐる旅行プランです。
上越新幹線･浦佐駅からの日帰りバス周遊！気軽
に『雲蝶の世界』を味わうことができます。 

【十日町 へぎそば・生そば食べ歩き周遊チケット】 
■設定日  10 月 1 日～12 月 20 日 
■料 金  2,000 円（500 円券 4枚綴り） 
■利用箇所 十日町市内 17 店舗 
※おトクな「びゅう商品」の設定もございます。 

④新潟のすし職人が生み出した特上メニュー 

新潟すし三昧 『極み』 

【新潟すし三昧「極み」】 
■内 容  厳選特上にぎり 10 カン 1.5 人前 
■料 金  3,000 円 
■お問合せ すし組合新潟中央支部（025-246-3020） 
※おトクな「びゅう商品」の設定もございます。 

 県内の名店 24 店舗の寿司職人が、地ネ
タを見極めて握る特別メニューです。 

新潟ＤＣ開催にあわせた特別公演も行われます。この機
会に「芸能の島」の魅力を満喫して下さい。 

うんちょう 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．二次交通で新潟再発見 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 手軽で、おトクなタクシー観光 「駅から観タクン」 

びゅう商品とあわせて便利 「らくちんナビ de レンタカー」 

駅前から乗れる定額観光タクシー「駅から観タクン」 燕三条駅発
「ものづくりの心に出会う鍛冶屋見学」など、新潟･庄内の多彩な魅力
を楽しむ全 34 コースを用意しました。 

お勧めモデルコースが、あらかじめカーナビにセットしてあるので、
目的地までらくらくドライブが可能な「らくちんナビ de レンタカー」。 
「往復のＪＲ＋宿泊＋らくちんナビｄｅレンタカープラン」をセットに
して販売中です。 
■設定コース 全 5コース（越後湯沢駅、長岡駅、燕三条駅、新潟駅、鶴岡駅出発） 
※料金等の詳細については、びゅう商品パンフレット「うまさぎっしり新潟 新潟･佐渡･
庄内」をご覧下さい。 

 

 港町･新潟は、人とモノが行きかう交通の要所。いろいろ
な人の間を取りもつ料亭文化を支えたのが新潟古町芸妓の
おもてなしでした。びゅう商品のオプションプランで、優
雅な舞いをお楽しみ下さい。 

③新潟美人のはじまり  新潟古町芸妓のおもてなし 

【びゅうオプショナルプラン】 新潟花街茶屋 

■設定日  10月 2日～12月 19日の金･土(12/5除く) 
■料 金  1,000 円 
■場 所  朱鷺メッセ 31 階展望室 
■お問合せ (財)新潟観光コンベンション協会 
      025-265-8000 

新潟市街を一望できる朱鷺メッセに
おいて、新潟古町芸妓の舞を鑑賞するオ
プショナルプラン。お菓子とお茶を味わ
いながら新潟文化を堪能できます。 

 

 アカデミー賞を受賞した映画「おくりびと」のロケ地として
一躍脚光を浴びた山形県庄内地域。物語により深い趣を与えた、
庄内の風景や建物は一見の価値あり！レトロバスで映画の世界
にタイムスリップしてみませんか。 

④歴史の面影が残る  庄内で映画の街並みめぐり 

庄内映画村に行く 庄内藩レトロバス 

■運行予定日 10･11 月の土･日･祝日 
■セット料金 3,500 円（小･中学生 2,500 円） 
※庄内映画村資料館入館･庄内映画村オープンセット入  
 村込み（チケットは 1日乗り放題） 

【びゅうオプショナルプラン 鶴岡駅発】 

■設定駅  浦佐駅、長岡駅、燕三条駅、鶴岡駅、十日町駅 
■料 金  2 時間 6,000 円（小型タクシー1台 1回あたり） 
※タクシー券は設定駅でお買い求めいただけます。 

■運行日  10 月 1 日～12 月 30 日 
■料 金  1 台 5,000 円 
■運行定員 4 名 

（タクシーは小型または中型） 

観光タクシー 「おくりびと」ロケ地めぐり 

【びゅうオプショナルプラン 酒田駅発】 

ふるまちげいぎ



印は新潟ライスボウル、
旅館街スイーツめぐりを
行っているエリアです

【 別 紙 】

月岡温泉

佐渡エリア

能講演

岩室温泉

鵜の浜温泉

松之山温泉

越後湯沢温泉

えちごせきかわ温泉

瀬波温泉

五頭温泉

咲花温泉

湯田上温泉

蓬平温泉

弥彦温泉郷

妙高高原温泉郷

六日町温泉

大湯温泉

新潟ライスボウル 旅館街スイーツめぐり

新潟すし三昧「極み」豪農の館でランチ

えちごそば王国 佐渡 秋の能公演

石川雲蝶の世界 新潟芸妓のおもてなし 庄内で映画の里めぐり

ロゴマークにはたくさんの食材が！
ロゴに秋から冬にかけての新潟の「食」の豊かさを表現しました。
まさに新潟のうまさが「ぎっしり」。
あなたなりの「食」を探す楽しい旅をお楽しみください、という
メッセージが込められています。

新潟のそばは、エリアによってフノリ、ジネンジョ、オヤマボクチ
（山ゴボウ）の葉、小麦粉などバラエティ豊かなつなぎが特徴です

一流の花柳界であった新潟の芸妓のおもてな
しを体験してみませんか。

北方文化博物館（新潟市：伊藤邸）
では羽釜炊飯体験ができます。目黒
邸（魚沼市）では地元発着ツアーで
コシヒカリおにぎり膳が食せます。

「極み」に登場するネタは、
四季折々、その日の海の状
態で変わります。その日い
ちばんうまい地魚を仕入れ
る新潟の寿司屋のこだわり
がここにあります。

新潟県内18地域で取り組む「新潟ライスボウル」、各地域・店舗の個
性を楽しみ、ふんだんに使われた地元食材を堪能できます。

各エリアの旅館の女将たちが
お客さまの笑顔をスイーツを
通じてもっと得たかったこと
から板前達と取り組みました。

魚沼市西福寺開山堂内
鬼退治仁王像

魚沼市西福寺開山堂天井大彫刻
「道元禅師猛虎調伏の図」

加茂市十二神社
向拝の竜

石川雲蝶は江戸雑司が谷の生ま
れで、「良い酒とノミを終生与
える」と言われ越後へ来たと言
われています

十日町・小千谷エリアのへぎそば

きりん山温泉

津南温泉郷

柏崎地域

新潟市エリア
芸妓のおもてなし

えちご そば王国

庄内で映画の
里めぐり

豪農の館でランチ

（石川雲蝶）
魚沼市 西福寺、永林寺

（石川雲蝶）
加茂市 十二神社

（石川雲蝶）
長岡市 秋葉三尺坊大権現

貴渡神社

（石川雲蝶）
新潟市 佛興寺

（石川雲蝶）
三条市 石動神社、本成寺

北方文化博物館（伊藤邸）

目黒邸と
おにぎり膳

弥彦温泉：各種スイーツ月岡温泉のスイーツ

上越エリアのそば

佐渡は「鶯や十戸の村の能舞
台」とうたわれるように昔から
能の盛んなところです。薪能は
観る人を美と幽玄の世界へと導
きます。

致道博物館 庄内映画村

庄内地域は、「蝉しぐれ」「ジャンゴ」
「おくりびと」などの映画の撮影場所に
なっています

松之山温泉：安吾天丼 越後湯沢温泉：各種ライスボウル


