
糸魚川産南蛮エビにこだわり、糸魚川の南蛮エビの魅力と美味しさを伝え、
お客様に高い満足をご提供するお店を、越後糸魚川南蛮１エビ認定店として
認定証を発行いたしました。糸魚川市内５０店舗のお店が認定店となりました。

ホームページ　http://namban1ebi.itoigawa-jc.com/
ブログ　http://blog.livedoor.jp/namban1ebi/

最高峰の糸魚川産南蛮エビを日本全国に
知ってもらうべく日々活動している。
ガンバレ！ エビちゃんムキミちゃん！！

性 　 別　メス
身 　 長　２ｍ40ｃｍ
体 　 重　８０㎏
血 液 型　AB型〔エビ〕
誕 生 日　平成２２年３月１３日
好きな芸能人　蛭子 〇収

性 　 別　オス
身 　 長　２ｍ30ｃｍ
体 　 重　65㎏
血 液 型　AB型〔エビ〕
誕 生 日　平成２２年5月29日
好きな芸能人　えびちゃん

エビちゃん

ムキミちゃんエビちゃん＆ムキミ
ちゃん

プロフィール
越後・糸魚川南蛮１エビ店

認定証

（社）糸魚川青年会議所、上越漁業協同組合、糸魚川水産物商業協同組合
糸魚川市、新潟県農林水産部水産課糸魚川駐在所
新潟県糸魚川地域振興局地域振興課、糸魚川市観光協会、青海町観光協会
能生町観光協会、糸魚川商工会議所、新潟県立海洋高等学校
糸魚川信用組合まちづくり推進室、まちづくりサポーターズ、糸魚川うまいもん会
三愛旅行社

越後糸魚川南蛮１エビプロジェクト

貴店は、糸魚川南蛮エビを使った店舗として、
越後糸魚川南蛮１エビプロジェクトが定める
規定を守り、南蛮エビのまち糸魚川へと躍進
する事をお約束頂きました。
ここに、感謝の意を込め、糸魚川南蛮エビを
「安心して食べられるお店」として認定致します。

平成二十二年十月十三日

「越後・糸魚川南蛮１エビ店」要綱

店舗名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　捺印

一、

一、

一、

一、

一、

当店は、糸魚川南蛮１エビ店としての自覚を持ち、糸魚川の南蛮エビの
魅力と美味しさを伝え、お客様に高い満足をご提供いたします。

当店では、越後糸魚川産南蛮エビ（甘えび）を使用し、他地域の甘えび
をご提供する際は、必ず産地をお伝え致します。

当店では、時化などで糸魚川産南蛮エビ（甘えび）が入荷できない場
合は、他のお勧め商品でおもてなしし、糸魚川の食の魅力をお伝え致し
ます。

当店は、越後糸魚川南蛮１エビ講習会を受けた認定店です。

当認定証は１年ごとに更新致します。
（平成２２年１０月１３日～平成２３年１０月１２日）

当店では上記の要綱を守り、糸魚川の観光への発展に寄与いたします。

（社）糸魚川青年会議所、上越漁業協同組合、糸魚川水産物商業協同組合
糸魚川市、新潟県農林水産部水産課糸魚川駐在所
新潟県糸魚川地域振興局地域振興課、糸魚川市観光協会、青海町観光協会
能生町観光協会、糸魚川商工会議所、新潟県立海洋高等学校
糸魚川信用組合まちづくり推進室、まちづくりサポーターズ、糸魚川うまいもん会
三愛旅行社

(社)糸魚川青年会議所事務局：〒941-8601糸魚川市寺町2-8-16　ＴＥＬ025-552-9343

越後糸魚川南蛮１エビプロジェクト

エビのコク最高！

忘れられないコク！

こりゃあ
うまい！

刺身が
合う！

サクサク
もっちもち

エビ！カニ！
鯛！

越後・糸魚川南蛮１エビプロジェクト
◉上越漁業協同組合
◉糸魚川水産物商業協同組合
◉新潟県農林水産部水産課糸魚川駐在所　
◉新潟県糸魚川地域振興局地域振興課
◉糸魚川市商工農林水産課

◉奴奈川経済懇話会
◉糸魚川商工会議所　
◉糸魚川信用組合まちづくり推進室
◉まちづくりサポーターズ
◉新潟県立海洋高等学校

協 力

協 賛

お問い
合わせ

糸魚川青年会議所社団法人

南蛮エビ刺身定食
お店の自慢は地魚や山菜、野菜料理です。当店
は新鮮な時季のものをご提供しております。その季
節ごとのおいしい食材をご堪能ください。

1,575円

☎025-552-0519　糸魚川市大町1-4-6
■7:00～9:00  11:30～14:00  17:30～21:00

上乃家旅館

営

地魚満喫プラン

市振・親不知・糸魚川・浦本・能生・魚津など、
地元の漁港で獲れた新鮮な魚介類や海藻などを使っ
た地魚料理を中心にご用意しております。季節によっ
てご用意しておりますので電話でお問い合わせください。

（１泊2食付）8,925円～13,000円

☎025-562-3005　糸魚川市市振119-1
■年中無休

天下の険　親不知観光ホテル

休 エビカニ食べタイプラン

ミネラル豊富なジオパークから流れ出た栄養素を含んだ海
水で育った、糸魚川の海の幸（南蛮エビ・紅ズワイガニ・
鯛）を舟盛でお一人様1台ずつご賞味いただきます。

11,800円

☎025-559-2011 糸魚川市大平6429
■年中無休

焼山温泉　清風館

休

南蛮エビのミルフィーユ
相性抜群。香り豊かなバルサミコ酢をベース
にしたソースは、「糸魚川南蛮エビと旬の地野
菜」の甘みを引き立てます。

1,050円

☎025-557-2000　糸魚川市大所885-1
■7：00～23：00  ■不定休

ホテル国富　翠泉閣

営 休

南蛮エビケーク

糸魚川産南蛮エビに糸魚川産の卵・米粉・季節
野菜など地元の食材にこだわって作っております。
外側は「サクサク」内側は「もっちり」としていて、風
味豊かな味わいに仕上がっております。

（7～8人前）1本 1,500円

☎025-559-2211　糸魚川市大平5804
■年中無休

笹倉温泉　龍雲荘

休

（要予約）

（要予約）

南蛮えびづくしプラン

釣船があるので日本海のおいしいお魚を堪能できま
す。日本海海岸に面しているので、釣りの他、翡
翠拾いや夕日鑑賞に最適！

11,550円

☎025-550-1125　糸魚川市大和川1161
■年中無休

ペンション・クルー

休

（要予約）

若旦那特製
南蛮エビふりかけ 500円

☎025-550-1125
糸魚川市大和川1161
■年中無休

ペンション・クルー

休

南蛮海老のペスカトーレ

自家製トマトソースと糸魚川産
南蛮海老のペスカトーレ。

1,500円

☎025-552-4855
糸魚川市本町1-12
■18:00～2:00  ■月曜日

パブレストラン　カプリーノ

休営

南蛮エビカレー
甘えびの持つ味わいをカレーに閉じ込
めました。甘えび入りラー油をかけ、性
格の違う２種類の味わいをご賞味あれ。

680円

☎025-552-8104
糸魚川市蓮台寺竹屋原395-2
■7:00～23:00  ■無休

ラーメンとん太
蓮台寺パーキングエリア店

休営

南蛮エビカレー
南蛮エビの刺身がのっています！（サラ
ダ・飲み物付き）糸魚川青年会議所
主催、エビ１グランプリのグランプリ受賞
メニューをアレンジした一品です♪

1,000円

☎025-552-0631
糸魚川市大町2-1-17
■10：00～15：00  ■火曜日

ぷらっとカフェ
（まちの駅糸魚川ぷらっと内）

休営

糸魚川南蛮エビの
クリームパスタ 
糸魚川産南蛮エビのミソと生クリームとトマトが
織り成す絶妙のハーモニー。南蛮エビもさっと炒
めているので、プリプリ感も楽しめます。南蛮エ
ビが獲れた日だけ限定で味わうことが出来るレア
メニューです。

1,200円

☎025-550-1688　糸魚川市寺島3-2-40
■11:00～L.O14:00 17:30～21:00  ■不定休

ポッチャリーノ

休営

（要予約）

TEL.025-552-9343  FAX.025-552-8860　〒941-8601 糸魚川市寺町2丁目8番16号
E-mail mail@itoigawa-jc.com  URL http://itoigawa-jc.com

南蛮エビ網焼きプラン

糸魚川漁港で水揚げされた新鮮な糸魚
川産南蛮エビを使用しております。温泉
からとれたホテル糸魚川自慢の旨塩と一
緒にご賞味ください。

12,000円～

☎025-553-1111
糸魚川市大野298-1
■年中無休

フォッサマグナ糸魚川温泉
ホテル糸魚川

休

（要予約）
（１泊2食付）

※ご予約の際は「南蛮エビプラン」とお伝え下さい。

南蛮えびとかまぼこの原料のすりみ
で、海の幸カツを作りました。えび
の風味がなんともいえない当店オリ
ジナルカツです。揚げたてをどうぞ。

えびちゃんかまかつ
200円

（有）一印かまぼこ店

＜プロの職人が選ぶ店＞
糸魚川漁港より仕入れ。安心・安全・
適正価格にて販売しております。

南蛮エビ刺身

林食料品店（スーパーマルニ）

南蛮エビ刺身
鮮度にこだわった温度処理（特別）により
本来のおいしさと甘みを引き出すお刺身！

時価

ハピー奴奈川店

糸魚川南蛮エビのキャラクター
『エビちゃん』のＴシャツです。

ファッション＆コットンショップ
バンビ

☎025-553-0039
糸魚川市南寺町2-14-3
■日曜日のみ9:00～21:30
　平日9:30～21:30 
■無休休

営

☎025-552-0411
糸魚川市寺町2-7-8
■8:00～18:00
■日曜日・祝日・隔週水曜日休
営 ☎025-552-6534

糸魚川市新鉄1-1-5
■9：00～18：30  ■日曜日休営

☎025-552-0016
糸魚川市本町5-19
■9:00～18:30  ■第1・第3日曜日休営

木を使ってエビちゃんの飾台を作り
ました。お寿司やお花、お好きなも
のを乗せて飾ってみてください。

糸魚川南蛮エビをふんだんに使った
手作りふりかけ。殻と頭を乾燥させた
手のかかった高級品。ご飯はもちろん、
お好み焼き、やきそば、冷奴にぴった
り！ アスタキサンチン豊富なこの一品
をぜひお土産に。

☎025-552-2044
糸魚川市南寺町3-2-9
■8:00～18:00  ■日曜日休営

エビちゃん飾台

園田工務店

1,300円

エビＴシャツ 3,000円

（株）アド・クリーク

大人気！ 南蛮エビキャラクターの
エビちゃんがストラップになりまし
た。携帯ストラップとしてどうぞ♪

☎025-553-0081
糸魚川市横町4-3-39
■9:00～18:00
■土曜日（不定休）・日曜日・祝日休
営

エビちゃんストラップ
380円

時価

◉糸魚川市交流観光課
◉糸魚川市観光協会
◉青海町観光協会
◉能生町観光協会
◉糸魚川うまいもん会

880円

海老ラーメン
日本海の海を独り占め。当店
で、南蛮エビのコクのきいた
スープで食べる海老ラーメン。
一度食べてみませんか？

1,200円

☎025-562-2001
糸魚川市田海255-2
■10:30～17:00  ■月曜日

おっちゃんラーメン

休営

ジオパークひすいラーメン
糸魚川産南蛮エビとほうれん草を練りこんだ
麺を使用。海鮮味のスープに麺からほのかな
南蛮エビの風味が味わえ、あっさりとコクのあ
るラーメンです。糸魚川産南蛮エビを練りこん
だジオパークひすいギョーザもオススメです。

780円

☎025-553-0130
糸魚川市大町1-4-25
■11:30～14:00 18:30～1:00　■月曜日

麺家　なりた

休営

売切れ御免！ 焼き南蛮海老の
岩塩ラーメン
香ばしく焼き上げた“糸魚川産南蛮
海老”と、ほのかな甘味を感じさせ
る“モンゴル岩塩”絶品食材で“激
旨”に仕上げました。

☎025-556-6611
糸魚川市南寺町1-9-30
■11:00～24:00
■年中無休（臨時休業有）

“美食 美酒 だんらん”いっさく

休
営

※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。

（１泊2食付）
２名様以上１室　お一人様

（1泊2食付）

漁師が作った南蛮エビの
食べるラー油
糸魚川で漁師をしており、食べる
ラー油の他にも、鮮度抜群の朝
獲れの地魚はもちろん、日本最高
峰の南蛮エビの一品料理が多種
に渡り楽しむ事ができるお店です。

600円

☎025‐552‐1167
糸魚川市大町1-3-1
■17:00～1:00（LO0:30）
■不定休

居酒屋　楽々

営
休

南蛮エビとエリンギの
海鮮パスタ
南蛮エビの甘さとさっぱりしっとりの
エリンギが塩と黒コショウに良く合
い、まさにひすいの海ピザ !!

1,200円

☎025-556-9100　糸魚川市寺町2-7-7
■11：00～23：00
■日曜日・祝日・月曜日（但し団体様予約可）

ひすいの海

休
営

旅館

越後糸魚川南蛮エビクッキー

糸魚川産南蛮エビの粉末を使った甘さ控えめ
クッキー。南蛮エビの風味が口の中で広がりま
す。お茶うけに、ビールのおつまみとしてもいか
がですか。

1枚　80円
（化粧箱入り）10枚入り 900円

☎025-552-8700　糸魚川市大町2-2-17
■9:30～19:30  ■火曜日

イチコ洋菓子店

休

南蛮エビクッキー

南蛮エビの香りがほんのりとしつつも、少しだけ黒コ
ショウを効かせているので、さっぱりとした大人の味わ
いに仕上がっております。お土産にもいかがですか。

150円

☎025-550-6680　糸魚川市平牛2116
■10:00～18:00（10月～3月）
　10:30～19:00（4月～9月）
■木曜日・第4水曜日

フェルエッグ

休

昔ながらのおかき
南蛮エビ

自家製もち米と南蛮エビの頭
ペーストを使って作りました。

300円

☎025-556-7001
糸魚川市厚田374-1

（株）お米の配達人

営

営

あ かとるら

※１日１０組様限定
※１月～３月は漁の関係で提供できない場合があります

（消費税・サービス料・入湯税すべて込み） 

PICK UP!

お土産

越後・糸魚川
南蛮１エビ店
認定証

◉新潟県南蛮エビブランド化推進協議会

この
認定証が
目印

買って帰るならエビ・地魚を堪能して泊まるなら

皆大好き!!
ラーメン、パスタ、カレー

南蛮エビらー油つけめん
糸魚川で漁師をしており、鮮度抜群の
朝獲れの地魚はもちろん、日本最高峰
の南蛮エビの一品料理が多種に渡り楽
しむ事ができるお店です。

650円

☎025‐552‐1167
糸魚川市大町1-3-1
■17:00～1:00（LO0:30）  ■不定休

居酒屋　楽々

営 休

エビちゃん
イラスト

（
み
た
い
け
ん
）

さ 

ひ
ろ
が
る
。

美旨体
験

。

糸魚川の南蛮エビは、甘くて、新鮮で、大きい。
糸魚川は漁場が近く、新鮮。

日本海固有水の恩恵で、南蛮エビが大きく甘く育ちます。
また南蛮エビは、アスタキサンチンが豊富。

日本一の糸魚川産南蛮エビは、未体験の旨さが口いっぱいに広がります。

日本 最 高 峰 の 甘 エビ

越後糸魚川南蛮エビ


