
すし廣
☎025-552-0821
糸魚川市横町2-13-9

〈不定休〉

単品（1人前）

フルコース

2,200円（税込）

6,050円（税込）

※あんこう鍋単品は、当日可（1名様～）
※フルコースは、2日前までに要予約（2名様～）

12/28～1/10は
提供できません

あんこう鍋

親不知お食事処 漁火
☎025-561-7291
糸魚川市外波903-1 親不知ピアパーク内

〈火曜・水曜休〉

800円（税込）

2,200円（税込）

※あんこう鍋は要予約（1名様～） ※当日可（1名様～）

単品

定食
あんこう汁
提供期間：1/8～3/31

レストピア
☎025-562-5440
糸魚川市外波903-1 親不知ピアパーク内

〈木曜・12/31～1/2休〉
※券売機で食券
※当日可（1名様～）

あんこう汁単品 600円（税込）

漁師直営 魚祭
☎025-555-7709
糸魚川市上刈3-14-10

〈不定休〉 ※前日までに要予約（1名様～）

あんこう刺身すし他
フルコース（9品）
提供期間：11月～6月末

4,500円（税込）

膳処くろひめ
☎025-552-0300
糸魚川市大町1-4-23

〈水曜休〉

2,700円（税込）

※2日前までに要予約（1名様～）

あんこう鍋定食

シーサイド磯貝
☎025-567-2010
糸魚川市藤崎1-1

〈火曜休〉

7,000円（税抜）

※5日前までに要予約（20名様～）

あんこう食べづくし

割烹 春よし
☎025-552-0344
糸魚川市本町10-11

〈不定休〉

6,600円（税込）

※5日前までに要予約（4名様～）

あんこうフルコース

しゃもじやひらり
☎090-6935-5977
糸魚川市大町1-1-30 池原ビル3階

〈日曜・月曜休〉

2,000円（税込）

※前日までに要予約（2名様～）

あんこう鍋

魚が一番うまい店 煌凛丸
☎025-552-1167
糸魚川市大町1-3-1

〈不定休〉

4,000円（税込）

※前日までに要予約（1名様～）

あん肝たっぷり
あんこうコース

ピッツェリア エ トラットリア
バンビーノ
☎025-553-1870
糸魚川市大町2-5-7

〈日曜・第2第4月曜休〉

単品（2人前）

プラン（3～4人前）
上記プラン+飲み放題

2,500円（税込）

3,500円（税込）

5,000円（税込）
※イタリアンあんこう鍋単品は、当日可（2名様～）
　（単品は当日可ですが時間がかかりますのでTEL下さい）
※プランは、前日までに要予約（2名様～）

イタリアン
あんこう鍋
提供期間：12/1～12/30

味千汐路 番屋
☎025-566-3423
糸魚川市能生小泊3596-2 マリンドリーム能生内

〈元旦のみ休〉

あんこう汁定食
あんこう鍋
あんこうフルコース

1,800円（税抜）

2,500円（税抜）

5,000円（税抜）
※あんこう汁定食は、当日可（1名様～）
※あんこう鍋とフルコースは、3日前までに要予約（3名様～）

居酒屋源兵衛
☎025-552-5932
糸魚川市大町1-1-34

〈日曜休〉

単品

定食

1,500円（税込）

1,300円（税込）

※あんこう鍋単品は、2日前までに要予約（3名様～）
※定食は、当日可（1名様～）

あんこう鍋
提供期間：12/1～2月末

汐路駅前店
☎025-566-3025
糸魚川市能生2482-4

〈年末年始・不定休〉

2,500円（税抜）

5,000円～（税抜）

※3日前までに要予約（3名様～）

あんこう鍋
あんこうフルコース

リーフキッチン
☎025-566-3433
糸魚川市能生小泊3596-2 マリンドリーム能生内

〈元旦のみ休〉

2,500円（税抜）

5,000円～（税抜）

※3日前までに要予約（3名様～）

あんこう鍋
あんこうフルコース

1,790円（税抜）

※当日可（1名様～）

鮟鱇鍋御膳いっさく 糸魚川奴奈川店
☎025-556-6611
糸魚川市南寺町1-9-30 提供期間：12/1～2/28

食事処大瀬
☎025-552-7408
糸魚川市南押上1-4-10

〈日曜・不定休〉

1,650円（税込）

※2日前までに要予約（1名様～）
　当日可1名～(材料があれば、当日10時までにTEL)

あんこう丼
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お食事

姫川温泉 ホテル國富翠泉閣
☎025-557-2000
糸魚川市大所885-1

〈不定休〉

平日2名様1室 18,850円
（税込）

※休前日21,050円（税込） ※前日までに要予約（2名様～）
※人数、部屋、曜日等により料金変動あり

あんこう会席プラン
提供期間：12/4～2/28

糸魚川温泉 ホテル國富アネックス
☎025-550-1000
糸魚川市大野298-１ 平日2名様1室 13,000円

（税抜）

※3日前までに要予約（2名様～）
※人数、部屋、曜日等により料金変動あり

あんこう鍋会席

〈不定休〉

提供期間：2/28まで

笹倉温泉 龍雲荘
☎025-559-2211
糸魚川市大平5804

〈不定休〉

平日3名様以上

平日2名様以上

16,650円（税込）

17,750円（税込）

※休前日+2,200円(税込) ※前日までに要予約（2名様～）

あんこう
プラン
提供期間：2月末まで

柵口温泉 権現荘
☎025-568-2201
糸魚川市田麦平26-1

〈11/29～12/3休〉

1泊2食

日帰り

18,000円（税込）

8,000円（税込）

※3日前までに要予約（2名様～）

あんこうプラン

柵口温泉 対岳荘
☎025-568-2720
糸魚川市柵口1097-1

〈不定休〉

1泊2食

日帰り

12,000円～（税抜）

6,000円～（税抜）

※2～3名の場合は+2,000円(税抜) ※7日前までに要予約（2名様～）

あんこうプラン

親不知交流センター まるたん坊
☎025-562-3002
糸魚川市大字外波106

〈火曜・年末年始休〉

11,000円（税込）

※3日前までに要予約（2名様～）

あんこう鍋宿泊プラン

旅館 玉屋
☎025-566-2014
糸魚川市能生2014-3

1泊2食

お食事のみ

15,000円～（税抜）

10,000円～（税抜）

※1週間前までに要予約（4名様～）
※1泊2食料金は人数、部屋、曜日等により料金変動あり

日本海
鮟鱇つくし
提供期間：1/29～3/31

旅館 坂中屋
☎025-567-2233
糸魚川市筒石1766-1

〈不定休〉

1泊2食

日帰り

10,000円（税抜）

5,000円（税抜）

※5日前までに要予約（2名様～）

あんこうプラン

親不知観光ホテル
☎025-562-3005
糸魚川市市振119-1

〈不定休〉

11,730円～（税込）

※3日前までに要予約（1名様～）

1泊2食あんこうプラン

魚正
☎025-566-5060
糸魚川市能生小泊3596-2 マリンドリーム能生内

〈元旦のみ休〉

時価あんこう

磯貝鮮魚店
☎025-566-4953
糸魚川市能生小泊3596-2 マリンドリーム能生内

〈元旦のみ休〉
1セット（2～3人前）

※要予約

ご家庭で仲間で
食べるあんこう鍋 3,000円（税込）

漁師の店 伝兵水産
☎025-556-6715
糸魚川市南押上2-1-19

〈不定休〉 ※前日までに要予約

火にかけるだけ
あんこう鍋セット 4,800円（税込）

（スープ付き）
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ご宿泊／温泉

ご宿泊

あんこう販売

／旅館・ホテル

※料理内容は各店により異なります。
※仕入状況により価格変更の場合もございます。
※しけのため、入荷できない場合がありますので、必ず
　お電話でご確認の上、お越しください。

のぼりが
目印！

女子会プラン／ご宿泊・温泉
笹倉温泉 龍雲荘
☎025-559-2211
糸魚川市大平5804

〈不定休〉
女子会
特典

平日2名様1室

平日1室3名様以上

14,450円～（税込）

13,350円～（税込）

※休前日+2,000円(税込) ※2日前までに要予約（1名様～）

弾む会話と弾むお肌の
プリ・プル・プラン
提供期間：2月末まで

・夕食時デザートグレードアップ
・色浴衣無料貸し出し
・アフタヌーンティー
・スナック菓子

〈詳細〉
前菜、シーフードサラダ風お造り、焼
き物（魚ソテー、天使の海苔、牛肉ス
テーキ）、アンコウ唐揚、アンコウ鍋、
かぼちゃプリンパフェ風

女子会
特典

平日2名様1室

休前日

19,950円（税込）

22,150円（税込）

※前日までに要予約（2名様～）

女子会冬旬プラン
提供期間：12/4～2/28

・スキンケアセット付〈詳細〉
糸魚川冬の味覚あんこう鍋と海鮮四
種のせいろ蒸し、高級魚のどぐろを
使用した一品料理、お肉料理、お造り
も付いたプラン

姫川温泉 ホテル國富翠泉閣
☎025-557-2000
糸魚川市大所885-1

〈不定休〉

女子会
特典

1泊2食 14,500円～（税込）

※4日前までに要予約（3名様～）

女子旅プラン ・和洋室1室無料サービス
・貸切風呂1回サービス

〈詳細〉
各プランより選択柵口温泉 権現荘

☎025-568-2201
糸魚川市田麦平26-1

〈11/29～12/3休〉

問合先 糸魚川市観光協会 〒941-0061 糸魚川市大町1-7-47TEL.025-555-7344
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12/1水
3/31木

開催
期間

参加店一覧あんこうフェアA R A N A M I荒波糸魚川

さらに糸魚川産クレイを使った美肌効果抜群の入浴剤をプレゼント！※12月中旬～なくなり次第終了


