






大河津分水さくら公園 近辺のお店

桜ジェラート
シングル 

お弁当

※予約は３日前まで、
　変更は前日の正午まで

提供：虹の会

きららん弁當

※写真はイメージです

1,350円（税込）

300円 ダブル 400円

マウント パディ フィールド

定休日／5日・15日・25日
※4/14（土）・15（日）限定特別メニュー

おにからたんたんめん

しゅてんどうじばん

まんとく　 よろずかいかん

❶期間中予約販売

❸4/15分 現地販売

❷

❶

❷

4/15分 事前予約販売

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・300個

・・・・・・・・・・・100個限定

5個～受付
※燕市内近郊には配達可能（予約時に要確認）

販売場所 分水さくら公園テント

受渡し場所
①分水さくら公園テント 
②分水駅前さくら茶屋 ③小川屋店舗

※表示価格は全て税別です

季節の食材と各店舗の板前が腕によりをかけて作った料理は、「きららん」の
ように金襴豪華で、色とりどりに盛り付けられたお弁当です。

その他、豊富な和洋菓子を
取りそろえてお待ちしております。

販売期間

予約期間

予約期間

申込・問合：小川屋 TEL 0256-97-2286

4/7 15（土） （日）～

TEL 0256-97-1660

（株）さかたや

新潟県産の牛乳を使い、ほんのり春を
感じる桜の葉の塩漬けを練り込んだジ
ェラートです。

定休日／なし

【本店】燕市大川津島畑1073

提供・申込・問合：（株）萬徳、萬会館

お花見弁当

※写真はイメージです

1,100円（税込）

受渡し場所 分水さくら公園テント

新潟県産コシヒカリと地元野菜を使い、地元の仕出し屋さんが一つ一つ丹精込
めて仕上げました。燕の『うまさぎっしり』詰め込んだお弁当を、優雅な桜と
おいらん道中と共にご賞味ください。

TEL 0256-93-2107
FAX 0256-92-5756 ※申し込みはこちら

※数量変更は 4/9（月）まで

提供：Mt.Paddy field　

春のべっぴん弁当

※写真はイメージです

1,300円（税込）

980円（税込）
❶4/15分 事前予約販売

❷4/15分 現地販売

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・100個限定
販売場所 地蔵堂本町ツバメルシェテント

受渡し
場所

①地蔵堂本町ツバメルシェテント 10時～13時
②割烹やま友（燕市分水新町2-7-1）9時～11時

「カラダの中からキレイに！」をコンセプトに、塩麹で味付けした海の幸、地
元野菜、紫宝米を使った、ピンクの桜を思わせる特製のお弁当です。

申込・問合：五千石タネ屋
TEL 0256-97-4997

4/8（日）まで

※パックお茶付き

100個

※事前予約販売のみ4/9（月）まで

TEL 0256-98-0770

道の駅国上お菓子の　屋本舗

道の駅国上では、「おいらんグッズ」を中心に販売します。手作り和紙人形やきららんグッズは、当店にてお買い求めください。

定休日／月曜日（祝日の場合は翌日）TEL 0256-62-2051
定休日／月曜日

会場出店商品

おいらん桜

みたらし団子 100円
厳選されたコシヒカリの米の粉と醤油
を使い、もちもちとしたお団子です。

〈鬼辛担々麺〉
ちょい辛～酒呑童子版～

（ケース付）１体

・せんべい（12枚入）

・クッキー（14枚入）

・ししゅうマスコット

・ししゅうピンバッチ

・ピンバッチ

・マグネット（３ヶ入り）

・カードケース（赤・桃）

・カードケース（ステンレス）

・ハンカチタオル

・巾着

・缶バッチ（各種）

TEL 0256-98-5634

レストハウス華苑

定休日／水曜日

燕市五千石荒川1-31

地元燕市の吉田高校の生徒たちの発案で誕生した「鬼辛！担々麺～鬼バージョ
ン～」が、春のおいらん道中バージョンに変身しました！辛さを控えめにし、
頭には桜エビをトッピング。さらにデザートをつけたお得なセットです。その
他、本格中華メニューと自家製麺メニューもご用意しております。

お花見海鮮丼

※内容は仕入れによって若干異なります

TEL 0256-97-3343

グリルおぉくら

日本海の幸をふんだんに使った海鮮料
理、日替わりサービスセット、定番ラ
ーメンなど、豊富な品揃えが魅力で
す。地元民から愛されるお店へ、ぜひ
お越しください。契約農家直送コシヒ
カリを100％使用しています。

定休日／月曜日

燕市分水新町1-7-9

900円

❶おいらん和紙人形 1,500円
❷「きららん」グッズ 各種

しきおうばん

盛り辛～四鬼王版～ 980円
しゅてんどうじさくら

春限定～酒呑童子桜ラーメン～ 980円

420円
540円

1,290円

540円
910円

540円
1,800円

850円
980円
210円

2,500円

※表示価格は全て税込です

①地蔵堂本町ツバメルシェ 
②分水さくら公園燕市国上5866-1 出店場所

130円（税込）

いちご桜
150円（税込）

燕市宮町5-2

※4/7（土）～15（日）
※表示価格は全て税込です

①地蔵堂本町ツバメルシェ 
②分水さくら公園

出店場所

本物の桜の花をあしらっ
た、しっとりと焼き上げ
た桜餡の焼き饅頭です。

新潟産もち米「こがねもち」
を使用した桜餅に、なんと
苺一粒を挟みました。

お食事・お土産品店・お弁当のご案内



燕市国上1407

無

場
問

休

3ヶ入り

8ヶ箱入り

12ヶ箱入り

450円
1,300円
1,850円

1,836円
1,200円

良寛が諸国行脚を終え
て、越後に戻ってから20
年間過ごした庵。静かな
国上山中にたたずんでい
ます。

食事処や売店、直売所、足
湯「酒呑童子の湯」や日帰
り温泉「てまりの湯」があ
る、ホッと一息つける施設
です。そば粉アイスクリー
ムが大人気！

和釘やヤスリ、キセルな
どから金属洋食器など現
在の産業まで燕の金属加
工の歴史を学ぶことがで
きる施設です。

燕三条地域で製造された
金属加工品を産地価格
で販売する観光物産館。
伝統的な職人が製作した
逸品から最新の加工技術
を用いた製品まで豊富な
品揃えです。

0256-97-3758
（国上寺）

燕市国上5866-1

月曜
（祝日の場合は翌日）

場
問
休
0256-98-0770

燕市大曲4330-1

月曜（祝休日の場合は
翌日）、祝日の翌日

場
300円（こども100円）

問
休
0256-63-7666 三条市須頃1-17

毎月第１水曜日

場
問
休
0256-32-2311

720ml 

分水さくらの酒（ピンク）

（青） 分水桜の焼酎

満開の桜をイメージしたクレープです

大河津分水の桜の花付き ～ぬる燗でどうぞ～

大河津分水の桜の花付き ～お湯割りでどうぞ～

※表示価格は
　全て税込です

※表示価格は全て税込です

※表示価格は全て税込です

TEL 0256-97-3645

鮨 惣六
定休日／水曜日（期間中は休まず営業）

1,700円
1,200円
1,000円

950円

おいらん道中オリジナルビール 越後ビール

地蔵堂本町 近辺のお店

燕市地蔵堂本町1-4-3

※4/7（土）～15（日）限定特別メニュー

1,300円（税込）

お花見セット

おいらん道中が行われる本町通りに面
した老舗。期間中は２階がミニギャラリ
ーになっており、手作りの作品を見なが
らご休憩いただけます。

（春の海鮮五目チラシ、茶わん蒸し、
甘エビのみそ汁、おひたし）

TEL 0256-97-2267

渡辺菓子店
定休日／7日・20日・27日

燕市地蔵堂本町1-3-4

115円（税込）

分水銘菓
「茶つぼまんじゅう」

もっちりふわっとした皮の中に黄味を混ぜ合
わせた餡の味わいが絶妙にマッチ。４・９日の
地蔵堂市開催日には、販売の目印として店
先に巨大茶つぼまんじゅうが出現します。

TEL 0256-97-2410

南山酒店
定休日／水曜日

燕市下諏訪9-10

～冷やしてどうぞ～ ※商標登録済吟醸「おいらん道中」

お酒に花びらを入れると“ふわ
っ”と開き、お酒の甘みと桜の
香りが絶妙にマッチし、春の
風情を楽しめます。

350ml 3缶入り

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

TEL 0256-97-3139

コメゴ酒店
定休日／なし

燕市地蔵堂本町3-2-25

TEL 0256-97-3156

クレープショップ フランボワーズ
定休日／火曜日

燕市分水大武2-1-11

500円（税込）サクラ咲くクレープ
もっちりとした食感のコールドクレープと、パリ
ッとクリスピーなホットクレープの２タイプのメ
ニューは１００種類以上！厳選の卵をたっぷり
と使用した生地と、こだわりの生クリーム、自
家製カスタードやプリンなど、手作りのおいし
さにこだわって作っています。

TEL 0256-97-2209

しもこう酒店
定休日／水曜日

燕市地蔵堂本町3-6-4

1,080円500ml

 1,800ml

720ml

本格梅酒「おいらんのふる里」は、大粒な「藤五郎梅」
を日本酒にじっくり漬け込んだ、やや甘めながらも
すっきりとした味わいです。

本格梅酒「おいらんのふる里」 

越後辛口清酒「おいらんのふる里」

本格米焼酎「越後酒呑童子」

TEL 0256-97-2302

ホカリ菓子舗
定休日／第4土曜日

燕市地蔵堂本町2-4-9

分水名物「おいらんもなか」

小倉あん、抹茶あんに求肥が入った２度おい
しい最中です。その他、さくらあん入りどら焼
き、さくらブッセ、分水饅頭などもあります。

焼酎タイプ 720ml

清酒タイプ(吟醸酒) 720ml

清酒「きららん」（生貯） 300ml  

1,200円
1,400円

500円
※表示価格は全て税込です

つばめ「分水桜まつり」記念ボトル

人気銘柄・佐渡「北雪酒造」の限定商品です。
お土産・晩酌にどうぞ。発送もいたします。

五合庵 道の駅国上 燕市産業史料館 道の駅燕三条地場産センター

※写真は
イメージです

お食事・お土産品店のご案内

燕市のお立ち寄り情報



←至国道116号

願王閣

分水公民館

渡辺
菓子店

しもこう
酒店

鮨 惣六
クレープショップ
フランボワーズ ホカリ菓子舗

新潟大栄信用組合

案内所

分
水
駅

諏
訪
神
社

コメゴ
酒店

至桜並木

シャトルバス
発着所

おいらん道中
12:00頃出発予定

本部 シャトル
バス
発着所

本川橋

国
道
1
1
6
号

至
地蔵堂本町
通り→

至
中之島・見附

至新潟

至柏崎

大 河 津 分 水 路
大
河
津
橋

本川橋左岸
思いやり駐車場

※雨天時は普通車も使用可

大河津分水さくら公園
バス予約車 専用駐車場

旧可動堰 新可動堰

※イベント時における、ドローン等の無線操作による飛行物の使用は、原則禁止といたします。

信
濃
川

仮装団体「つばめ・ちん・どん」登場！！
11:00～12:00
13:00～14:00　

地蔵堂本町通り周辺に登場！

おいらん道中 2回目 14:00～15:15（予定）

大河津分水桜並木周辺に登場！

Love River Net 
大河津分水大好きな
Love River Net と、燕
の魅力を発信する燕ジョイ
がタッグを組んで登場！大
河津分水の魅力をクイズ
で皆さんにご紹介します！

燕市吉田北地区の米納津隕石か
ら誕生した社会悪と戦う平和主義
ヒーロー参上！！

方言戦隊
「メテオレンジャー」

有料観覧席

パナソニック
駐車場 グリルおぉくら

レストハウス華苑 分水
ショッピング
パークパコ㈱さかたや

大河津分水
さくら公園

ビジターハウス

マップ大河津分水桜並木

大河津分水桜並木

しゅてんどうじ鬼「酒呑童子」
燕市に誕生伝説の残る、最強の
鬼「酒呑童子」。その力で人々の
願いを叶える「酒呑童子行列」は、
毎年9月最終日曜日に開催中！！

マップ地蔵堂本町通り

地蔵堂本町通り

フルサワ美容室内・近辺
9:30～16:00頃

大人気のコーナー。先着40名・
女性限定一人4,000円。
所要時間約1時間。
撮影コーナー設置。
記念にぜひご体験ください。

主催 かつらの会「十日会」

おいらん変身
コーナー

（諏訪神社～第四銀行分水
支店前）
神事～10:00渡御～11:00

地蔵堂本町通り
分水神輿「春の陣」

飲食物販店テント
10:00～16:00 約

25店

おいらん道中
14:00頃出発予定

10:00～15:00
地蔵堂本町交差点～
分水桜町交差点

飲食物物販テント

思いやり駐車場及び
観覧ゾーンは、身体が
不自由な方やお年寄り
の方専用エリアです。

思いやり
観覧ゾーン

※さくら公園をご利用の際は、レジャーシートをご持参ください。※ごみはお持ち帰りください。 道中運行前後は、混雑による危険回避のため、１３：５０～道中
通過後までは、さくら公園から堤防道路への進入を規制します。
観覧の方は、案内看板、場内アナウンス、係員の指示にした
がって、余裕をもってご移動ください。

さくら公園から堤防道路への進入規制

お茶を楽しむ会
4階展望室 10:00～

※お茶とお菓子がなくなり次第終了、無料 
※お茶を楽しむ会終了後、玄関付近で甘酒を無料でふるまいます

主催/信濃川大河津資料館友の会

信濃川大河津資料館

おいらん道中の始まりは、お客様を喜ばせるための仮装行列でした。
原点回帰で、みなさまに川の歴史や燕のいいところをPRします！
鬼や戦隊レンジャーとの記念写真も大歓迎！ぜひお声がけください！

おいらん道中
13:00頃到着予定

おいらん道中
15:15頃到着予定

おいらん道中 1回目 12:00～13:00（予定）

南山酒店

旧洗堰

新洗堰

MC さとちん

放送局名物MCが、
会場を楽しく分かり
やすく盛り上げます♪

燕三条エフエム放送

会場マップ・当日の催しについて



土手（斜面）

堤防管理道路※お客様歩行道路

大河津分水路

団体席（101～200） 団体席（1～100） 個人席（1～100）

土手（斜面）

土手（斜面）

蒲原用水路

本部 飲食物販店

飲
食
物
販
店ビジター

ハウス

バス駐車場

～

JR分水駅前大河津分水さくら公園

分水総合体育館

有料観覧席

天候不良時の道中観覧について

観光案内所～雨天時観覧券発券所～

●案内所では、パンフレットの配布、イベント内容、シャトルバス、

　会場周辺のご案内と雨天時観覧券の発券を行います。

●屋内開催時は、上記①～③の3ヶ所にて、9：00から観覧券を発券いたします。

●お困りの際は、ピンクのハッピ着用職員かオレンジベスト着用の

　高校生ボランティアスタッフまでお尋ねください。

ご案内 当日、雨天・荒天が見込まれる場合は、おいらん道中は屋内で実施します。
当日8：00までに決定します。
【燕市観光協会ホームページ】・【きららんFacebook】にてご確認ください。

会　場 燕市分水総合体育館（燕市分水向陽1-2）※JR分水駅から徒歩約10分

入　場 観覧券が必要です

観覧回 完全入替制による3回実施

場　内

注　意 ●場内は土足厳禁です。危険防止のため、スリッパのご用意はありません。 ●道中は撮影可能ですが、他のお客様のご迷惑にならないよう、マナーよく撮影ください。

① 6名以上の団体 先着 200席
② 5名以下の個人 先着 100席
●先着順にお席を割り当てます。締切後の変更・キャンセルはできません。
●屋内開催時は、ご希望の観覧回の最前列にお席を設けます。
●普通車でご来場の観覧席購入者には、特別に、さくら公園Ⓟ駐車場を
　1,000円にてご用意いたします。

ほんの気持ち♡おみやげ付き

案内所（上記3ケ所）にて9：00より発券します

事前予約専用３００席 

①ステージ前・左右イス席  （100席程度） ※有料観覧席購入者
②中央ゴザ着座エリア  （300名程度）※立ち見禁止
③シート外・壁側エリア  （200名程度） ※立ち見OK
④玄関前・壁側エリア  （50名程度） ※思いやり観覧スペース
①ギャラリー着座席  （500名） ※通路を含む立ち見禁止
②玄関上運動スペース  （50名程度） ※立ち見OK

屋内会場図

設置位置（予定）

受付 変更受付
申込

３/１（木）８：３０ ～ ３/３０（金）１７：００ ～ 4/6（金）１2：００
（一社）燕市観光協会　FAX 0256-64-7638　HP https://tsubame-kankou.jp/ 　 

お申し込みはこちら

大河津分水さくら公園
JR分水駅前

最前列・パイプイス席

①12：30～13：00（入場12：00～）②14：00～14：30（入場13：30～）
③15：30～16：00（入場15：00～）

①ＪＲ分水駅前テント
②大河津分水さくら公園（本部テント/ビジターハウス脇）
③分水総合体育館前テント

２階②玄関上運動スペース(立ち見用)

１階④玄関前・壁側エリア
思いやり観覧スペース

１階①ステージ前・左右イス席
有料観覧席購入者用

ステージ

入口

玄関　※土足厳禁
（入口）

（出口へ）

1F

2F

本部

※30分間隔で運行予定です。
※地蔵堂本町通りへ行かれる方は、JR分水駅前にて下車ください。
※12:00～14:00は、JR分水駅前発便の大変な混雑が予想されます。
　混雑状況により、運行に遅延が生じる場合があります。

無料シャトルバス
運 行 時 間　

雨天時経路
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1席 1,500円
道中進行道路※道中進行中のお客様の歩行は禁止です

1
階

予
定
時
間

2
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※観覧希望回の観覧券を、先着でお一人様10枚まで配布します。
※観光バスでご来場のお客様の入場については、申込受付時にご案内します。
※観覧場所の指定やご予約はできません。
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13:50～道中通過後
まで進入禁止　

14:20～道中通過後
まで進入禁止　

燕市役所 産業振興部 観光振興室  TEL 0256-77-8201（当日専用）
（一社）燕市観光協会ホームページ  https://tsubame-kankou.jp/　燕市観光PRキャラクター「きららん」Facebook

※分水総合体育館及び燕市観光協会へのお電話でのお問い合わせはご遠慮ください

当日のお問合せ先

※雨天時のみ

シャトルバス・有料観覧席・天候不良時の開催について




