
1 石本商店

和風な味付けと県産の食材を活か
した週替わりのスパイスカレー

週替わり2種合いがけカレー

●　住　所／江南区袋津2-3-11
●　時　間／11：00～売り切れ終了
　　　　　（14：00ころ）
●　定休日／月・火・水
　年末年始のお休み／12/28～1/6
●　電　話／080-2037-7602

①主食部門

テイクアウトもOK

1 石本商店

亀田で50年、懐かしく優しい手作
りのごまどうふ

ごまうふふ

●　住　所／江南区袋津2-3-11
●　時　間／11：00～売り切れ終了
　　　　　（14：00ころ）
●　定休日／月・火・水
　年末年始のお休み／12/28～1/6
●　電　話／080-2037-7602

②おかず・おつまみ部門

テイクアウトもOK 2 居酒屋やすし

鶏鍋（しょうゆ）、牛もつ鍋（しお）、
豚鍋（みそ）
※自家製スープのいちおし鍋

鍋

●　住　所／江南区東船場4-2-26
●　時　間／平日・日17：00～26：00
　　　　　（フードLO25：00）
　　　　　（ドリンクLO25：30）
●　定休日／年中無休
●　電　話／025-382-6222

②おかず・おつまみ部門

鍋・容器持参でテイクアウトもOK

3 居酒屋やすし

●　住　所／江南区東船場4-2-26
●　時　間／平日・日17：00～26：00
　　　　　（フードLO25：00）
　　　　　（ドリンクLO25：30）
●　定休日／年中無休
●　電　話／025-382-6222

鶏白レバーを低温で調理し、しっと
りとした口あたりの逸品

鶏白レバー低温調理 ②おかず・おつまみ部門

テイクアウトもOK 4 居酒屋やすし

●　住　所／江南区東船場4-2-26
●　時　間／平日・日17：00～26：00
　　　　　（フードLO25：00）
　　　　　（ドリンクLO25：30）
●　定休日／年中無休
●　電　話／025-382-6222

冬が旬の鴨！！ロース肉を炙り特製
のしょうゆソースをかけて

鴨ロース炙り～しょうゆソースがけ～ ②おかず・おつまみ部門

テイクアウトもOK

●　住　所／江南区鵜ノ子2-2-58
●　時　間／11：00～15：00、
　　　　　17：00～22：00
●　定休日／不定休
　年末年始のお休み／12/31～1/2
●　電　話／025-378-5344

2 イタリア料理＆バール たんと

わたりがにのうまみをソースに閉
じ込めた濃厚なパスタです。

わたりがにのトマトクリームパスタ ①主食部門

テイクアウトもOKテイクアウトもOK

●　住　所／江南区東船場1-2-45
●　時　間／月～金16：00頃～21：30（LO21：00）
　　　　　土15：00～22：00
※日曜はご予約制にて営業しております。
●　定休日／不定休
　年末年始のお休み／12/31～1/3
●　電　話／025-382-5858

3 福来酒場 笑門

おでんの出汁を作ったかきの釜め
しです。

かきの釜めし ①主食部門

5 熊ぼっ子 亀田駅前店

●　住　所／江南区東船場4-1-3
●　時　間／平日11：00～14：30、
　　　　　17：00～22：00（LO21：30）
　　　　　日・祝11：00～14：30、
　　　　　17：00～20：30（LO20：15）
●　定休日／水、第3火
　年末年始のお休み／12/31～1/3
●　電　話／025-381-0799

野菜主体の餡はしっかり味付けし
ジューシーに仕上げています。

焼きぎょうざ ②おかず・おつまみ部門

テイクアウトもOK

●　住　所／江南区東船場2-3-16
●　時　間／17：00～23：00
●　定休日／火、第3月
　年末年始のお休み／12/31～1/3
●　電　話／025-381-6819

4 粋や

ハンバーグ、和牛焼肉、エビフライ
など選べるおかず、刺身、漬物、小
鉢、みそ汁、ご飯を税込千円で！

粋やいろどり定食 ①主食部門

●　住　所／江南区東船場2-3-16
●　時　間／17：00～23：00
●　定休日／火、第3月
　年末年始のお休み／12/31～1/3
●　電　話／025-381-6819

6 粋や

肉野菜炒めにチーズを入れ玉子で
包みました。

チーズとん平焼き ②おかず・おつまみ部門

テイクアウトもOK 7 炭火の華艶

自慢の看板メニュー！
※千円以上のご注文をお願いします。

華艶焼き

●　住　所／江南区曙町1-8-44
●　時　間／17：00～24：00
●　定休日／月、第3日
　年末年始のお休み／12/31、1/1
●　電　話／025-382-1155

②おかず・おつまみ部門

テイクアウトもOK 8 炭火の華艶

●　住　所／江南区曙町1-8-44
●　時　間／17：00～24：00
●　定休日／月、第3日
　年末年始のお休み／12/31、1/1
●　電　話／025-382-1155

看板メニューを越える人気メニュー！！
※千円以上のご注文をお願いします。

ホワグラ ②おかず・おつまみ部門

テイクアウトもOK

9 炭火の華艶

●　住　所／江南区曙町1-8-44
●　時　間／17：00～24：00
●　定休日／月、第3日
　年末年始のお休み／12/31、1/1
●　電　話／025-382-1155

絶対的人気の手作りポテチ！！！
※千円以上のご注文をお願いします。

ポテチ ②おかず・おつまみ部門

テイクアウトもOK 10 炭よし

●　住　所／江南区亀田本町1-2-5
●　時　間／17：00～24：00
●　定休日／月
　年末年始のお休み／12/31、1/1
●　電　話／025-381-3440

人気No1!!自慢の炭火焼きをご堪
能下さい。

串焼き5種盛り合わせ ②おかず・おつまみ部門

テイクアウトもOK 11 炭よし

●　住　所／江南区亀田本町1-2-5
●　時　間／17：00～24：00
●　定休日／月
　年末年始のお休み／12/31、1/1
●　電　話／025-381-3440

季節の旬魚をお楽しみ下さい。

お造り盛り合わせ ②おかず・おつまみ部門

●　住　所／江南区亀田本町1-2-5
●　時　間／17：00～24：00
●　定休日／日、連休の場合は最後の祝日
　年末年始のお休み／12/31、1/1
●　電　話／025-382-7887

5 亀田ビストロＮｏｃｈｅｓ

当店一番人気！！濃厚なトマトクリー
ムのパスタとカニの風味をご堪能
下さい。

ワタリガニのトマトクリームパスタ ①主食部門

テイクアウトもOK

●　住　所／江南区亀田四ツ興野2-1-48
●　時　間／11：00～21：30
●　定休日／年中無休
●　電　話／025-381-4142

6 らーめん だるまや 亀田店

和風とんこつスープに甘みと旨み
たっぷり背脂が絶品の定番らー
めん。

だるまらーめん ①主食部門

●　住　所／江南区鵜ノ子4-466
●　時　間／11：00～21：00
●　定休日／年中無休
●　電　話／025-381-0634

7 ちゃーしゅうや武蔵 アピタ亀田店

とろけるちゃーしゅうにピリ辛味噌
スープが合う。新潟名物「からし
味噌」

からし味噌らーめん ①主食部門

●　住　所／江南区東早通2-2-2444-1
●　時　間／11：00～21：30
●　定休日／年中無休
●　電　話／025-381-8819

8 麺や 大舎厘 亀田早通店

新潟最濃級つけめんのパイオニア。
奥深い旨味と極太麺が美味しい。

濃厚つけめん ①主食部門

●　住　所／江南区下早通柳田1-1-1
　　　　　イオンモール新潟南 1F
●　時　間／11：00～22：00
●　定休日／年中無休
●　電　話／025-381-9889

9 らーめん亭 吉相 イオン南店

新潟ラーメンランキング1位獲得
実績！こってり濃厚スープにネギが
最高。

こってりネギラーメン ①主食部門

10 担々麺SUN

●　住　所／江南区鵜ノ子4-1-6
●　時　間／11：00～14：30、
　　　　　17：30～20：00
●　定休日／火、他
　年末年始のお休みはお問い合せ下さい。
●　電　話／090-9243-1286

自家製のラー油と香ばしいゴマが
香る担々麺をどうぞご堪能下さ
い。辛さの変更も可能です。

担々麺 ①主食部門

●　住　所／江南区五月町1-3-27
●　時　間／11：30～14：00、
　　　　　17：30～21：00
●　定休日／火、第1・3月
　年末年始のお休みはお問い合せ下さい。
●　電　話／025-282-7187

11 菜の花

新潟県産の豚バラを香草と一緒に
やわらかくなるまで煮込み（6時
間）ました。

やわらかポーク定食 ①主食部門

テイクアウトもOK

●　住　所／江南区元町3-2-29
●　時　間／11：00～15：00、
　　　　　17：00～21：00
　　　　　月11：00～15：00
●　定休日／木
　年末年始のお休み／1/1～1/3
●　電　話／025-383-1133

12 麺家 鶏処

長岡の生姜醤油とは違った新しい
生姜醤油と、その味に合わせて
作った炒飯です。

鶏処しょうゆ半チャーハンセット ①主食部門

半チャーハンのみテイクアウトもOK

●　住　所／江南区元町3-2-29
●　時　間／11：00～15：00、
　　　　　17：00～21：00
　　　　　月11：00～15：00
●　定休日／木
　年末年始のお休み／1/1～1/3
●　電　話／025-383-1133

13 麺家 鶏処

担々麺のタレにオリジナルブレンド
の味噌をまぜて作った人気のラー
メンです。

味噌担々麺 ①主食部門

●　住　所／江南区東船場3-2-28
●　時　間／11：30～13：30（LO13：00）
　　　　　17：30～21：00（LO20：00）
　　　　　土・日・祝・1/5～1/11
　　　　　17：30～21：00（LO20：00）
　　　　　1/12より通常営業
●　定休日／月
　年末年始のお休み／12/28～1/4
●　電　話／025-381-5057

14 割烹やまよし

メス牛のみ使用！！赤身が特徴。食べ
ればわかる美味しいやつやん！！

あがの姫牛 リブロースステーキ丼 ①主食部門

テイクアウトもOK

●　住　所／江南区曙町3-2-7
●　時　間／ランチタイム11：00～14：00
●　定休日／日
　年末年始のお休み／12/31～1/3
●　電　話／025-381-1210

15 ハウスメイド珈琲ファクトリー ロースト カフェ

有頭エビのトマトクリームパスタ
※ランチのみの提供
※AorBセットでご注文下さい。

ガンベレット ①主食部門

●　住　所／江南区北山188
●　時　間／10：00～17：00
●　定休日／日、不定休
　年末年始のお休み／1/1～1/3
●　電　話／080-3315-0388

16 海鮮食堂さばや

当店一番人気！脂の乗ったブランド
鯖を「しめ鯖丼」にしました。税込
み1,000円です。

しめ鯖丼 ①主食部門

テイクアウトもOK

●　住　所／江南区亀田本町2-7-7
●　時　間／10：00～15：00
●　定休日／火、日、祝
　年末年始のお休みはお問い合せ下さい。
●　電　話／025-382-6677

17 まちなかCafé ぷれ～る

外はサクサク、中はふわふわ、昔な
がらのめろんぱん

亀田めろんぱん ①主食部門

テイクアウトもOK

●　住　所／江南区亀田本町2-7-7
●　時　間／10：00～15：00
●　定休日／火、日、祝
　年末年始のお休みはお問い合せ下さい。
●　電　話／025-382-6677

18 まちなかCafé ぷれ～る

甘酸っぱいりんごが生地の中でと
ろけます。

あっぷるぱい ①主食部門

テイクアウトもOK

●　住　所／江南区鵜ノ子2-2-3
●　時　間／17：00～26：00
●　定休日／火
　年末年始のお休み／12/31
●　電　話／025-382-2500

20 居酒屋ゆうき

ブタ肉カリカリ、中ふわの人気
No.1お好み焼！

あつあつ鉄板お好み焼 ①主食部門

テイクアウトもOK

●　住　所／江南区早苗2-2-38
●　時　間／平日11：00～15：30（LO15：00）、
　　　　　17：00～21：30（LO21：00）
　　　　　土・日・祝11：00～21：30（LO21：00）
●　定休日／なし
　年末年始のお休み／12/31、1/1
●　電　話／025-383-3319

21 三宝亭 亀田店

お酢のまろやかな酸味と、様々な香辛料
のハーモニーがクセになる一杯。全体に
卵を溶いた熱 ト々ロトロのスープは、体の
芯から温めるので寒い季節にお勧め！

酸辣湯麺 ①主食部門

テイクアウトもOK

●　住　所／江南区亀田中島3-1-8
●　時　間／平日11：00～15：00、
　　　　　17：00～23：00
　　　　　土・日・祝11：00～23：00
●　定休日／水
　年末年始のお休み／1/1（予定）
●　電　話／025-250-5663

22 RA-MEN OGIKAWA 亀田店

濃厚クリーミーで臭みのないスー
プとモチモチの麺とトロトロの
チャーシューがウリです！

豚骨醤油らーめん ①主食部門

●　住　所／江南区下早通柳田1-1-1
　　　　　イオンモール3階フードコート内
●　時　間／10：00～20：30
　　　　　12/31　10：00～19：30
　　　　　1/1　9：00～20：30
　　　　　（サイドメニューは11：00～）
●　定休日／年中無休
●　電　話／025-383-5657

23 麻婆たまる屋

山椒とラー油の香りが食欲をそそ
る汁なしマーボーです。

背脂マーボー麺 ①主食部門

●　住　所／江南区東船場2-3-18
●　時　間／平日18：00～1：00
　　　　　金・土・祝前日18：00～2：00
　※状況に応じて23：00頃閉店する場合も
　　あります。お電話にてご確認下さい。
●　定休日／木
　年末年始のお休み／12/31、1/1
●　電　話／025-364-5818

24 焼肉とラーメン居酒屋 うまや

国産黒毛和牛（A5）でだしを取っ
た辛い物好きな人におすすめの
ラーメンです。

激辛カルビラーメン ①主食部門

●　住　所／江南区鵜ノ子2-2-4
●　時　間／平日11：00～15：00、
　　　　　17：00～22：00
　　　　　土・日・祝11：00～22：00
●　定休日／水
　年末年始のお休みはお問い合せ下さい。
●　電　話／025-288-5909

25 麺屋かずを

当店自慢の人気No1メニューで
す。

味噌ラーメン ①主食部門

テイクアウトもOK

●　住　所／江南区横越川根町3-13-16
●　時　間／日～木11：00～19：50（LO）
　　　　　金・土・祝前11：00～20：20（LO）
　　　　　12/31　11：00～15：20（LO）
●　定休日／不定休
　年末年始は1/1から営業
●　電　話／025-385-5227

26 中華飯店永楽

醤油ベースの魚介、肉、野菜がたく
さん入った、あっさりとしたラーメ
ンです。

五目ラーメン ①主食部門

テイクアウトもOK

●　住　所／江南区横越中央6-1-23
●　時　間／17：00～1：00（LO0：00）
●　定休日／水
　年末年始のお休み／12/31、1/1
●　電　話／025-385-5288

27 真正中華唐人 横越店

8種類の具材を入れ香り良く炒めたパラパ
ラ炒飯にすき通った塩味の鶏ガラスープ
を優しくそそぎ入れた自信の一杯です。

特製唐人スープ炒飯 ①主食部門

●　住　所／江南区茗荷谷711
　　　　　新潟市中央卸売市場内
●　時　間／5：30～14：00
●　定休日／中央卸売市場カレンダーに準ずる
●　電　話／025-276-2036

28 中央食堂

10種類以上のネタがぎっしり！！一
杯で大満足！！

特上海鮮丼 ①主食部門

テイクアウトもOK

●　住　所／江南区茗荷谷711
　　　　　新潟市中央卸売市場内
●　時　間／6：00～9：00、10：00～14：00
●　定休日／日・祝
　　　　　中央卸売市場カレンダーに準ずる
●　電　話／025-257-6919

29 お食事処 市玄

朝からラーメンと市場で仕入れた
魚をつかったすしのセットです。

あさっぱラーメン・すしセット ①主食部門

テイクアウトもOK

●　住　所／江南区亀田本町2-7-7
●　時　間／10：00～15：00
●　定休日／火、日、祝
　年末年始のお休みはお問い合せ下さい。
●　電　話／025-382-6677

19 まちなかCafé ぷれ～る

デニッシュ生地の食ぱん。何もつけ
なくても美味しくいただけます。

ぷれみあむ食ぱん ①主食部門

テイクアウトもOK

●　住　所／江南区丸山ノ内善之丞組727-1
●　時　間／10：00～15：00
●　定休日／不定休
　年末年始のお休み／12/31～1/1
●　電　話／025-383-6069

30 中華そば さぶろう

美味しい中華そばです。

中華そば ①主食部門


