
丼
一品

定食

南蛮エビちらし
糸魚川産の南蛮エビを主役に、バイ貝・白身
等、地元産の魚を使った、すし屋ならではのち
らしです。

1,500円

☎025-553-0123　糸魚川市須沢55-23
■平日17:00～24:00 
　土・日・祝11:00～22:00
■火曜日

栄寿し

営

休

おまかせご膳
おそばはもちろんの事、市場で直接仕入
れる新鮮な魚でつくる刺身や、四季によ
り付け合せが異なる「おまかせご膳」は
大変好評です。

1,300円

☎025-552-0065　糸魚川市大町2-5-5
■11:00～14:00 17:00～22:00  ■日曜日

そば処　金七

営 休

南蛮えび浜ご膳
姫川港で水揚げされた南蛮エビ（甘えび）
を、ていねいに殻をとり、素朴に味わう糸
魚川の昔ながらのごっつぉです。

2,300円

☎025-552-0116
糸魚川市大町2-8-10
■予約制（平日限定）  ■不定休

割烹　倉また

営 休

南蛮海老のっ平汁
（糸魚川のっ平汁）
糸魚川の新鮮な南蛮エビをつみれにし
て、油で揚げ、越の丸ナスなど地物
の野菜と煮込んだのっ平汁です。

600円

☎025-552-0344
糸魚川市本町10-11
■11:00～22:00  ■不定休

割烹春よし・味処花むら

営 休

南蛮エビのしゃぶしゃぶ

糸魚川産南蛮エビを熱い昆布だし
にくぐらせる事で増す甘味を、自家
製ポン酢醤油でお楽しみください。

1,680円

☎025-553-0131
糸魚川市大町1-7-11
（ヒスイ王国館１F）
■18：00～23：00  ■日曜日

居酒屋　多喜

営 休

えびちゃんかまころ
糸魚川産南蛮エビを１００％使用し、練りこ
み揚げております。“さくふわっ”の食感をお
楽しみください。

490円

☎025-552-5851　糸魚川市本町4-8
■18:00～3:00  ■不定休

居酒屋　つるまる

営 休

糸魚川産南蛮海老どか盛り
新鮮な南蛮海老を15匹盛りでこの値段！！ 地酒のお供
に、また、ご飯+味噌汁と合わせた定食としてもお楽しみ
ください。（1,100円）
※ゴルフをされない方でも入場可能です。

700円

☎025-552-3838　糸魚川市蓮台寺1550
■10:00～13:00  ■オフシーズン有り（お問い合せください）

糸魚川カントリークラブ

営 休

南蛮エビフルコース

刺身あり。焼き、蒸し、すし、料理方を変えてコー
スを作りました。（写真は一例です）

4,200円

☎025-552-0821　糸魚川市横町2-13-9
■11:00～22:00  ■不定休

すし廣

営 休

刺身定食
当店では刺身の盛合せ、刺身定食には必ず南
蛮エビを盛り合わせるようにしています。南蛮エ
ビは欠かせない一品です。

1,000円

☎025-566-2572　糸魚川市能生7087-1
■11：00～14：00 17：00～21：00  ■月曜日

食堂　源海

営 休

南蛮エビづくし定食
南蛮エビの刺身、南蛮エビのサラダ、南蛮
エビのかきあげ、ご飯、南蛮エビのみそ汁、
お新香、日替わりの小鉢各品ついてボリュー
ムたっぷりです。

1,500円

☎025-552-0573
糸魚川市大町1-1-28
■00:00～00:00  ■日曜日

あおい食堂

営 休

南蛮エビと旬野菜の
ヨーグルトソースサラダ
旬の地魚をとりそろえています。

600円

☎025-552-1288
糸魚川市大町1-5-15
■17:00～22:00　■日曜日

肴菜や

営 休

まるごと南蛮エビフライ
糸魚川産南蛮エビの頭から尾までまるまる食
べられる一品です。ぜひ、南蛮エビの旨味
と風味をご堪能ください。

880円

☎025-552-3751
糸魚川市大町1-7-11ヒスイ王国館1F
■17:00～1:00 （LO0:30） 
■年中無休（臨時休業有）

だいにんぐばー 徳菜光　糸魚川店

営
休

南蛮エビの白板昆布〆
糸魚川産南蛮エビを白板昆布で〆てみま
した。他にも、新鮮な魚貝類を用意して
お待ちしております。

700円

☎025-552-0031　糸魚川市大町1-5-2
■17:00～22:00 日曜日のみ11:00～14:00 
■月曜日

海浜料理　菅野

営
休

味山丼
市場から直送の新鮮な旬の地魚を豪華に
使った丼ぶりです。地酒をヒスイの杯で味わ
えます。駅から3分という好立地！

2,100円

☎025-552-4085
糸魚川市大町1-1-30
■11:00～14:00 16:30～22:00  ■月曜日

寿司割烹　志乃

営 休

南蛮えびチラシ

南蛮えび本来の味を堪能して
ください。

1,500円

☎025-552-9257
糸魚川市横町5-6-33
■11:00～14:00
　16:30～22:00（LO21:30）
■月曜日

すし活

営

休

南蛮エビ丼
糸魚川産の南蛮エビがたっ
ぷりの海鮮丼です。甘いえ
びに醤油が絡んでます。

炒飯の上にふんわりエビ玉子！ 甘辛
い南蛮エビのチリソースがたっぷりと
かかった、ボリューム満点の一品です。 

1,200円

☎025-552-6946
糸魚川市寺町2-3-24
■11:00～18:00  ■不定休

魚がし

営 休

南蛮えび丼
新鮮な糸魚川産南蛮エビが50匹も丼
に乗っています。糸魚川南蛮エビを存
分に堪能したい方にオススメです！

1,900円

☎025-561-7291　糸魚川市外波903-1
■11:00～17:00  ■火曜日

お食事処　漁火

営 休

南蛮海老天丼
常時オリジナルメニューを８０品以上そろえて
「早く・安く・おいしい」がモットーのお店です。
糸魚川郷土料理のえご練り、親不知天然も
ずく、おぼろ汁などもご用意しております。

800円

☎025-552-5932
糸魚川市大町1-1-34
■11:30～14:00 17:00～22:00
■日曜日

居酒屋　源兵衛

営
休

甘えびちらし
糸魚川産の大南蛮エビをたっぷり使った
超目玉商品です。

1,600円

☎025-552-0098
糸魚川市大町1-3-12
■11:30～23:00  ■火曜日

江戸前　重寿し

営 休

南蛮エビ丼 840円

☎025-552-0496
糸魚川市大町2-5-18
■11:00～14:30
　16:30～21:00（日祭は20:30）
■無休（臨時休業有）

月徳飯店

営

休

漁師の海鮮丼
漁師である店主が朝水揚げした旬の地魚を
朝の内に仕込み、昼にはお客様のテーブル
に運ばれます。日本最高峰の南蛮エビと旬の
地魚の海鮮丼を一度ご賞味ください。

1,680円

☎025-553-2661
糸魚川市南押上2-1-22
■11:00～14:00
　16:00～22:00 
■木曜日

漁師の寿司屋　傳兵

営

休

南蛮エビ沖漬丼
糸魚川産南蛮エビを沖漬のた
れに漬け込んだ逸品。１０匹。

1,575円

☎025-567-2010
糸魚川市藤崎ビビラ浜海岸
■11:00～19:00  ■火曜日

シーサイド磯貝

営 休

昔ながらの南蛮エビ天丼

頭から尾まで南蛮エビすべてを食べつくせる一
品（丼）です。地元漁港で揚がったもので作
るため、予約が必要な時もあります。

950円

☎025-552-7408
糸魚川市南押上1-4-10
■11:00  ■日曜日

食事処　大瀬

営 休

海鮮丼

一年を通して水揚げのある「ぷりぷり」で「甘
～い」南蛮海老をはじめ、日本海の幸たっぷり
の海鮮丼です。

1,890円

☎025-562-5588　糸魚川市須沢3268
■11:00～21:00 水曜日のみ11:00～14:00
　水曜日が祝日の場合は21:00まで
■水曜日の14:00以降、元日

和風レストラン　きた川

営

休

（要予約）

（要予約）

（要予約）

（二人前）

糸魚川三昧
今までにありそうでなかった糸魚川南蛮
海老を存分に味わえる三種の丼です。
是非糸魚川三昧してください。（小鉢、
味噌汁付）

1,800円

☎025-552-5918
糸魚川市横町5-6-1
■17:00～21:00 土・日・祝11:30～21:00
　（平日昼間は応相談）
■水曜日

地魚料理　翠家かわせみ

営

休

オリジナル南蛮エビ丼

PICK UP!

PICK UP!

サイドメニューにいかが？

皆大好き丼！
ランチにもいかが？

いろいろ楽しむなら

鮮度バツグン 
漁場の近さ日本一。 

特質な海水だから、
旨い！甘い！

鮮やかな赤色は
アスタキサンチン。

新鮮な卵はヒスイ色。

うまい
南蛮エビの赤色の正体は、 アスタキサンチン
という成分なんです。この成分には、お肌の
老化を進行させる活性酸素を抑える作用が
あり、紫外線対策に繋がります。南蛮エビを
食べて、さらに美しくなりませんか？ 

季節や大きさにもよりますが、南蛮エビに卵
が付いているときがあります。新鮮なものほ
ど鮮やかな青緑色をしており、まるで糸魚川
特産品のヒスイの色のようです。そんなヒス
イ色の卵がついた特大クラスの糸魚川南蛮
エビを「ひすい娘」と呼んで珍重しています。

糸魚川は海抜0～ 3,000mまで様々な地質
が楽しめる土地。海底地形も起伏に富み、陸
から近い所でも1,000mもの深さに達しま
す。その為、他地域では漁場まで２～８時間
かかるところ、糸魚川は15分程で漁場に着く
ことができ、とても新鮮な南蛮エビを捕獲出
来るということなのです。

南蛮エビが住んでいる糸魚川の深海には「日
本海固有水」という特質的な水があることに
加え、鉱物資源豊富な土地の川から流れ込ん
だ海水はミネラルを多く含んでいます。糸魚
川南蛮エビは栄養豊富で冷たい０℃の海水
の中で、「旨み」と「甘味」を蓄えながら育って
いるのです。 

タクシーにステッカー

学校で授業や給食に

レシピ本の贈呈や配布

レシピの募集とグランプリ最高の漁場　糸魚川の海

スーパーマーケットでPR

イベント（市内・市外）でPR

越後・糸魚川南蛮１エビプロジェクト
「いざ南蛮エビ日本一のまちへ」

糸魚川南蛮
エビが理由!!

エビづくしだね！

迷っちゃうな！

朝水揚げした
魚が楽しめる

どこに
行く？

南蛮エビが
50匹!?

おいしそう！

どれも新鮮！

まるごと
食べられる

南蛮エビの
しゃぶしゃぶ??

※天候により南蛮エビ料理を提供できない場合がございます。※天候により南蛮エビ料理を提供できない場合がございます。

３種類も
楽しめる̂^


