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参加店名 提供メニュー 紹介コメント 住所（新潟県） 受付／お渡し時間

新発田今得

プレミアム

飲食券

備考 電話番号 営業時間(まん防期間外）ウェブサイト

TAICOや
牡蠣のスパゲティ 880円(税込)
牡蠣のスパイシーカレー 860円(税込)

赤穂牡蠣の旨さを存分に楽しめるメニューをご

用意しました。パスタソースに絡めた牡蠣、カ

レーに溶け込んだ牡蠣、どれも今だけの特別メ

ニューです。

新発田市中央町1-2-1 営業時間内 使用可能  0254-26-6269
営業/11:00~17:00
定休日/日曜、祝日

http://taic o-ya.c oc olog-nifty.c om

月岡ブルワリー& Kitchen Geppo 赤穂産牡蠣パングラタン 980円(税込)
赤穂産の牡蠣をたっぷり入れたボリューミーな

オリジナルグラタン。

新発田·月岡のクラフトビールと一緒に。
新発田市月岡温泉552-111

受付・お渡しとも

10:00~16:00
月・火・水・金の

み

使用可能 0254-28-9161
営業/10:00~17:00
定休日/木曜

https://tsukioka-brewery.jp

中国菜館 萬福

牡蠣入り麻婆ヤキソバ

牡蠣入り麻婆アゲソバ

牡蠣入り麻婆ご飯

　　　　各1612円（税込）

濃厚な牡蠣の旨味に豆板醤の辛さがほどよく効

いたぜいたくなー品。 新発田市御幸町2-4-5 電話にて問い合わせ 使用可能 0254-24-7275

営業/11:30~13:30、
17:30~20:30
(スープがなくなり次第
終了)
定休日/水曜、第2木
曜、不定期にて休業す

る場合があります

酒房 おかん
赤穂牡蠣と新発田牛特選弁当

　　2500円(税込）
　　　＊2個からの受付

赤穂の牡蠣めし、新発田牛めしの2種類を盛り
込んだ特製のお弁当になります。

新発田市中央町3-13-2 

受付（前日まで要予約）

10:00〜18:00
お渡し

11:30〜18:00

使用可能 0254-22-9234
営業/18:00~22:30
定休日/日、月曜、祝日

ht t p: //w w w . shi bat a-uoki ku. co. j p/okan/

Boire un coup ボワール アンクー

赤穂牡蠣の自家燻製オイル漬け

　　　　　　1,000円（税込）
           ［ハーフ 500円］（税
込)

赤穂の牡蠣の濃厚な味わいを5日間の行程を経
て、ほんのり和のテイストで凝縮致しました。

テイクアウト限定でたっぷりお詰めする、旨味

が移ったオイルもご家庭で様々にご活用くださ

い。

新発田市中央町3-12-1 2F
受付・お渡しとも

16:00〜21:00
使用可能

電話又はFB・
インスタ

のDMにて予約
可能

0254-26-8839

営業

/18:00~24:00(23:30L
O)
定休日/原則日曜

ついしん手紙
赤穂牡蠣づくし弁当

　　　　￥1500(税込み)

赤穂牡蠣の天ぷらとしぐれ煮７〜８粒、ご飯の

上に添えたお弁当です。 新発田市中央町3-5-7
受付・お渡しとも

11:30〜18:00
[時間外、応相談]

使用可能 0254-21-2950

営業/11:45~13:30
(LO)、
18:00~21:15(LO)
定休日/日曜、第1-3月
曜

http://tegami-shibata.jp

鮨かっぽう 桂 期間限定 赤穂産牡蠣フライ900円（税込）
生食用の濃厚で大振りな牡蠣を外はサクサク、

中はクリーミーに仕上げました。
新発田市中央町4-5-6

電話にて問い合わ

せ
使用可能 期間中不定休。 0254-21-1934

営業/18:00~22:30
定休日/日曜

http://www.kappou-kats ura.c om

米蔵ココロ

赤穂牡蠣のビビンパ1100円（税込）
赤穂産カキフライ5個680円（税込）
                                  3個420円（税
込）

赤穂牡蠣の美酒鍋1100円（税込）
赤穂牡蠣のしぐれ煮ロール寿司

　　　　　　　　900円（税込）

当店人気の「牡蠣のビビンパ」を赤穂の牡蠣

で。
新発田市大栄町7-9-32 清水園内

受付

10:00〜15:00
お渡し

11:30〜19:00

使用可能 0254-28-7378

営業/11:30~14:30、
17:30~22:00
定休日/水曜、ほか不定
休

https://r798700.gorp.jp



麺食堂まる七

赤穂牡蠣のあんかけご飯 950円（税込）
赤穂牡蠣のあんかけご飯と餃子のセット

1,350円（税込）

赤穂の牡蠣の美味しさを中華あんでからめた一

品。ご家庭でどうぞ。
新発田市島湯393-1

受付

11:00〜19:30
お渡し

11:00〜20:00

使用可能  0254-26-7010
営業/11:00~21:00
定休日/不定休

ht t p: //w w w . ci r cl e-seven. com/marunana. ht m l

La Gemma 
牡蠣のコンフィ 540円(税込)
牡蠣の燻製 648円（税込）

新発田産の香り高いレモンと牡蠣の爽やかな一

品。

定番のミョウガとカラスミの合わせもオススメ!
新発田市緑町1-17-2

受付・お渡しとも

11:30〜15:00
17:30〜20:00

使用可能 0254-28-9303

営業/11:30~14:00
(LO)、17:30~20:30
(LO)
定休日/月曜、第2火
曜、他

割烹さざ波 牡蠣弁当 新発田市中央町3-12-2 0254-22-2607
営業/17:00~23:00
定休日/日曜

https://r737100.gorp.jp

花みずき

特製赤穂のカキフライ丼自家製秘伝ソー

ス掛け

　　　　　　1,000円(税込)

薄めの衣でサクッと仕上げたカキフライ

そこに掛けた自家製秘伝ソースは当店自慢の一

品

新発田市三日市532

受付

10:00〜19:00
お渡し

11:00時〜20:00

使用可能 0254-26-3322

営業/11:00~21:00 (料
理LO 20:30、ドリンク
LO 20:30)
定休日/年末年始

鮨和食ながしま
牡蠣の柳川風丼

　　　  972円(税込）
牡蠣と牛蒡の旨味を玉子でとじて丼にした一品

です
新発田市諏訪町1-2-10

受付・お渡しとも

12:00〜20:00 使用可能 0254-22-2275

営業/11:30~14:00、
17:30~21:00
定休日/火曜、月1回連
休あり

ht t ps: //sushi -w ashoku-nagashi ma. gorp. j p

中華酒菜 香
赤穂牡蠣の四川唐辛子炒め

　　6個1,540円（税込）3個820円（税
k）

赤穂の牡蠣の旨さが凝縮されています。

四川唐辛子がマイルドな辛さのヒミツです。
新発田市本町1-3-5 第5樫内ビル1 F

受付

15：00〜19：00
お渡し

17：30〜19：00

使用可能 0254-28-7388

営業/17:30~22:30
(LO)
定休日/火曜、ほか不定
休

https://shibata-china.gorp.jp

ピッツェリア

カラバッジオ通り53番地

牡蠣のカプリチョーザ

牡蠣と旨辛高菜のビアンカ

　　　各 1,900円(税込)

トマトソースベースのカラフルな牡蠣ピッツァ

とモッツァレラベースのホワイト系牡蠣ピッ

ツァ

新発田市内の出店予定/

水曜:新発田市役所(2/23
を除く)
日曜:イオンモール新発田
(2/6を除く)

営業時間と同じ キッチンカー

営業/11:30~18:30 定
休日/火·金曜
※出店情報はInstagram
からもご確認ください

h ttp s ://c a ra va g g io 5 3 .c ra yo n s ite .c o m  h ttp s ://w w w .in s ta g ra m.c o m/via c a ra va g g io 5 3 /? h l= ja

竹仙 赤穂牡蠣 黄金焼 1個280円(税込)
プリプリとした赤穂牡嘱に味噌味の玉子ソース

をのせ、香ばしく

焼き上げた一品。

新発田市住吉町4-2-14 営業時間と同じ 0254-28-8040
営業/10:00~18:30
定休日/日曜

ぱろぱとBAKERY
牡蠣のガーリックトースト 1個400円(税
込)
※木・金・土のみ提供予定

自家製酵母のもっちりばと食パンに自家製の

ガーリックバター、

牡蠣とトマトにブラックオリーブ。ジューシー

な牡蠣とニンニクの

香りがたまりません!

新発田市城北町2-5-5 営業時間と同じ 0254-37-3358

営業/水~土
10:00~18:00(売り切れ
次第終了)
定休日/月火·日曜、祝日
※2/11·23は営業

佐々木食品
焼きかき安兵衛漬(みそ味) 700円(税込)
※賞味期限:要冷蔵30日

赤穂の牡嘱を安兵衛みそに漬け込み、焼き上げ

た手土産にも

ぴったりのとっておき。期間限定商品。

新発田市諏訪町3-3-14 営業時間と同じ 0254-22-2868

営業/9:00~17:00
定休日/不定休
SHOP

https ://www.s as ak i-s hokuhin.c o.jp



産直青果惣菜やお家

赤穂の牡蠣フライ弁当 626円(税込)
赤穂の牡蠣フライ&特製タルタルソース
378円(税込)
※いずれも「産直青果惣菜やお家」

「パーラーやお家」両店で販売します

旬のグリル野菜が美味しいやお家ォリジナル弁

当「やお弁」に

サクサクの赤穂の牡嘱フライを詰め込んだ特製

弁当。

サクサクの牡蠣フライと特製タルタルソースが

相性抜群な逸品

新発田市城北町2-8-33 営業時間と同じ 0254-28-9700

営業/10:00~19:00(土·
日·祝10:00~18:30)
定休日/月曜(祝日の場
合翌日)、第1火曜

https://yaoya-niigata.com

パーラーやお家

赤穂の牡蠣フライ弁当 626円(税込)
赤穂の牡蠣フライ&特製タルタルソース
378円(税込)
※いずれも「産直青果惣菜やお家」

「パーラーやお家」両店で販売します

旬のグリル野菜が美味しいやお家ォリジナル弁

当「やお弁」に

サクサクの赤穂の牡嘱フライを詰め込んだ特製

弁当。

サクサクの牡蠣フライと特製タルタルソースが

相性抜群な逸品

新発田市東塚ノ目 757-1 営業時間と同じ 0254-28-1971

営業10:00~19:00
定休日/月曜(祝日の場
合翌日)、第1火曜

https://yaoya-niigata.com


