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グルメチケットを
購入しよう!

チケット販売箇所 詳しくは裏面をご覧ください。
・ビルボードプレイス
・万代シルバーホテル

・CoCoLo新潟
・新潟日報メディアシップ

応募締切：2022年3月6日（日）消印有効販売期間：2022年1月15日（土）～2月27日（日）

応募方法
シールを集めたチケットの半券を
ハガキに貼り、必要事項を記入して
事務局へ送付
※ハガキの切手はご負担ください

一冊3,000円税込
お得なセット引換券1,000円分×3枚綴り

販売価格

イベント参加店舗の
お得なグルメを堪能して
シールを集めよう！

参加店舗は32店
エリアによってもらえるシールの色が異なります

詳しくは裏面をご覧ください

豪華景品が
43名様に

当たる

1 抽選に応募して
豪華景品をゲット!

3

お得なセットメニューがいっぱい♪

※販売予定枚数に達した場合はチケットの販売を終了させていただきます。

エリアごとに色分けされたシールを
2色以上3枚集めて抽選に応募！

2

歩いて、食べて、飲んでレッツハシGO歩いて、食べて、飲んでレッツハシGO歩いて、食べて、飲んでレッツハシGO歩いて、食べて、飲んでレッツハシGO歩いて、食べて、飲んでレッツハシGO

※応募はシールを2色以上3枚集めた場合のみ応募可能です。 2色以上3枚の条件を満たしていない応募は無効となります。
※景品の内容は予告なく変更となる場合がございます。
※景品は3月中旬頃発送を予定しております。 ※当選発表は景品の発送をもって代えさせていただきます。
※未成年の方はアルコール類の応募はできません。 ※イラストはイメージです。

歩いて、食べて、飲んで豪華景品GET!

賞A

22名様名様

万代シテイ
「バスセンターのカレー（普通盛）」
万代シテイ
「バスセンターのカレー（普通盛）」

賞B

伊藤園 茶殻マスクケース参加者全員プレゼント

33名様名様

JR乗務員訓練用

運転シミュレーター体験
JR乗務員訓練用

運転シミュレーター体験
運転士体験は2022年3月21日（月・祝）の午前中に新潟駅周辺で実施

協賛 ※五十音順

※イラストはイメージです。

主催：万代シテイ商店街振興組合・東日本旅客鉄道株式会社新潟支社・新潟駅前弁天通商店街振興組合

55名様名様

CoCoLo新潟CoCoLo新潟CoCoLo新潟

C賞

55名様名様

サントリーサントリーサントリー

H賞

55名様名様

アサヒビールアサヒビールアサヒビール

E賞

55名様名様

G賞

33名様名様

コカ・コーラコカ・コーラコカ・コーラ

I賞

55名様名様

キリンビール

F賞

サントリービバレッジソリューション

55名様名様

J賞

BOSSロゴ
Tシャツ(非売品)

55名様名様

テーブルマークテーブルマークテーブルマーク

D賞

テーブルマーク社
パックご飯１ケース
（180ｇ5食･8入）

アサヒ
スーパードライ缶
12本セット

サッポロビールサッポロビールサッポロビール
サッポロ
黒ラベル缶
12本セット

プレミアムモルツ
350ml缶
12本セット

コカ・コーラ
300ml（ケース）

お買物券
3,000円分

キリン一番搾り
生ビール缶
12本セット

サントリービバレッジ
ソリューション株式会社

コカ・コーラボトラーズ
ジャパン株式会社

100食分利用券100食分利用券（有効期限3年　 非売品　）（有効期限3年　 非売品　）
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バスセンター

JR 新潟駅

グルメチケット販売箇所 販売期間：2022年1月15日（土）～2月27日（日）

CoCoLo新潟
JR新潟駅

弁天通商店街

万代シテイ

※マップは略図です

販売価格　1セット：3,000円（税込）　販売期間 1月15日（土）～2月27日（日）
※チケットの購入は現金のみとなります。 ※チケットの払い戻しはいたしかねます。
※販売予定枚数に達した場合はチケットの販売を終了させていただきます。

TEL:025-247-7000　受付時間：10:00～17:00（土日祝日除く）　
〒950ｰ0911 新潟市中央区笹口１丁目９番１ ディーグランツ新潟駅南４階

（株式会社ジェイアール東日本企画　新潟支店内）
NIIGATAグルメモール２０２２事務局

主催：

プロントプロント

タパスセット

CoCoLo新潟東

チケット：1枚 1,600円相当

スペインバルを意識したおつまみ4品と
ピザ・ドリンクのセット

日本海庄や日本海庄や

○得庄や○得セット

CoCoLo新潟東
11:00～22:30（LO22:00）

チケット：1枚 1,220円～1,500円相当

新潟地酒1合と本鮪刺身セット

越後長岡小嶋屋越後長岡小嶋屋

グルメモールセット

CoCoLo新潟東
9:00～21:00

（朝食タイム9:00～10:00）

チケット：1枚 1,320円相当

あつあつ玉子焼きと
風味爽快ニシテ（中生）

天地豊作天地豊作

NIIGATAグルメモールセット

CoCoLo新潟南館３F
平日：11:30～14:30（LO14:00）／17:00～20:30（LO20:00）
土日祝：11:00～15:30（LO15:00）／17:00～20:30（LO20:00）

チケット：1枚 1,200円相当

料理3品とドリンクのセット
（アルコールorソフトドリンク）

TABI BAR&CAFÉTABI BAR&CAFÉ

人生のTABIBARSET

CoCoLo新潟西N+
12:00～22:00（LO21:00）

チケット：1枚 1,380円相当

ハートランドビールと
長岡黒毛牛ビーフジャーキー

亜麺坊亜麺坊

福寿セット

CoCoLo新潟東
10:00～22:00（LO：21:00）

チケット：1枚 1,298円相当

エビチリ・回鍋肉の定食＋
（杏仁豆腐orウーロン茶のどちらか）

けんこう寿司海鮮家けんこう寿司海鮮家

グルメモールセット

CoCoLo新潟東
9:00～15:00/16:30～21：30

チケット：1枚 1,255円相当

生ビールと握り5貫

きやりきやり

エキノミセット

CoCoLo新潟南館３F
11:00～15:00（LO14:00）
17:00～22:00（LO21:00 ）

チケット：1枚 1,298円相当

おつまみタレかつと
生ビールセット

にいがた方舟にいがた方舟

にいがた方舟ちょい飲みセット

CoCoLo新潟南館３F
11:30～14:30（LO14:00）
16:30～22:00（LO21:30）

チケット：1枚 1,060円～1,150円相当

方舟名物クリームチーズの酒粕漬けと
利酒師お薦め日本酒1杯（90ml）

SUZUVELSUZUVEL

SUZUVELグルメセット

CoCoLo新潟西館１F
11:00～20:30（LO19:00）

チケット：1枚 1,430円相当

おまかせDELIライスボウルと
選べるソフトドリンク

8：00～21：30
9：00～19：30

平日：
日・祝：

やきとり酒場いっぱい２やきとり酒場いっぱい２

精一杯セット

中央区弁天1-4-27
14:00～23:00

チケット：1枚 1,300円相当

やきとり（2本）・バカタレ串（2本）・
小鉢・サッポロラガー（中瓶）

駅前漁港駅前漁港

お刺身セット

中央区弁天1-3-29
17:00～24:00（LO23:30） 不定休

チケット：1枚 1,500円相当

刺身盛合わせ（3種）・生ビール（中）のセット
※ドリンクは日本酒398円商品でも可

DINING EDIT ECHIGODINING EDIT ECHIGO

チョコレートパルフェ・
コーヒーのセット

チョコレートパルフェ・
コーヒーのセット

中央区弁天1-2-4
6:30～17:00

チケット：1枚 1,500円相当

チョコレートパルフェグルメモールセット

KUROBOSHI 新潟駅前店KUROBOSHI 新潟駅前店

NIIGATAグルメモール2022限定セット

中央区弁天1-2-4 弁天プラザビル1F
10:30～18:00

チケット：1枚 1,270円相当

クロボシチュロスキャラメルシュガー（1本）・
お好きなトッピング有チュロス（1本）・コーヒー（HOTorICE）

ここ屋ここ屋

ここやセット

中央区弁天1-4-29
14:00～23:00

チケット：1枚 1,490円相当

牛すじ お通し たれ串（1本）
サッポロラガー（中瓶）

越乃赤たぬき弁天店越乃赤たぬき弁天店

AKTセット

中央区弁天1-4-23
17:00～24:30（日曜23:30まで） 月曜休

チケット：1枚 1,340円相当

1ドリンク（ソフトドリンク・ビール・日本酒など）・
小鉢（お通し）・店自慢の『もつ煮込み』

春来春来

Springセット

中央区弁天1-3-34
17:30～21:00 定休日：土、日、月

チケット：1枚 1,300円相当

佐渡産イカ天・ハイボールor
焼酎orおすすめの酒

CURRY&CAFÉ SPICEONCURRY&CAFÉ SPICEON

SPICEONグルメモールセット

中央区東大通1-1-1 第5マルカビル１F
11:00～21:00（LO20:30）不定休

チケット：1枚 1,200円相当

フレンチトースト（プレーン）・お好きなスムージードリンクのセット
※プラス400円で各種フレンチトーストへの変更OK

厳選ワイン飲み放題の店 肉バル横丁新潟駅前店厳選ワイン飲み放題の店 肉バル横丁新潟駅前店

ニクヨコ牛カルビ塊肉セット

中央区弁天1-2-11 INGビル2F
17:00～24:00（LO23:00）月曜休

チケット：1枚 1,400円相当

中落ち牛カルビ塊肉グリル150ｇ・
飲み放題メニューからお好きなドリンク1杯

海鮮居酒屋 はなの舞 新潟駅前店海鮮居酒屋 はなの舞 新潟駅前店

はな舞セット

中央区東大通1-1-16 堀川ビル2F
月～金17:00～24:00 土日14:00～24:00

チケット：1枚 1,600円相当

握り寿司（７貫）・
お好きなドリンク２杯

ビッグエコー新潟駅前店ビッグエコー新潟駅前店

NIIGATAグルメモールパック

中央区東大通1-2-1
第2マルカビル 受付7F
11:00～29:00

チケット：1枚 1,500円相当

お好きなドリンク1杯・
おつまみ三種盛り

安兵衛本店安兵衛本店

NIIGATAグルメモールセット

中央区東大通1-2-5
11:30～22:00

チケット：1枚 1,300円相当

かつ兵衛（ミニたれかつ丼とラーメンのセット）
と生ビール

須坂屋そば新潟駅前店須坂屋そば新潟駅前店

晩酌セット

中央区弁天1-4-28
11:00～24:00

チケット：2枚 2,200円相当

ドリンク１杯・先付・前菜3点盛・
お造り・のっぺい汁・へぎそば

シール2枚

チケット
販売箇所

チケット
販売箇所

チケット
販売箇所

チケット
販売箇所

MILAN～RIVERSIDE TERRACE～MILAN～RIVERSIDE TERRACE～

からタル（からあげタルタル）プレミアムセット

BP2 ２F
平日：

土・日・祝：
11:30～21:00
11:00～21:00

チケット：1枚 1,408円相当

ライス、サラダ、スープ、
1ドリンクセット

天地豊作 万代店天地豊作 万代店

タレカツ鶏唐もりもりランチセット

チケット：1枚 1,300円～1,400円相当

タレカツと鶏唐揚盛り合せ
小鉢・ご飯・味噌汁セット（1ソフトドリンク付き）

BP2 ２F
日～木：

金土祝前日：
11:00～15:00
11:00～15:00/17：00～21:00

パーラーメメパーラーメメ

ちょいのみセット

新潟日報メディアシップ２F
11:00～21:00（LO20:00）

チケット：1枚 1,500円相当

1ドリンク、
オードブルプレート

柳麺 竜胆柳麺 竜胆

日替わりランチセット

新潟日報メディアシップ２F
11:00～14:30 定休日：日曜日他

チケット：1枚 1,400円相当

日替わりランチ、
餃子2本+ウーロン茶

四川飯店 新潟四川飯店 新潟

NIIGATAグルメモールセット

新潟日報メディアシップ2F
11:00～14:30/17:00～20:30
定休日：火曜日（2/22は営業）

チケット：1枚 1,600円相当

陳麻婆豆腐セット
（サワー類orソフトドリンク付き）

シール2枚

万代シルバーホテル 柳江苑万代シルバーホテル 柳江苑

スペシャルランチセット

万代シルバーホテル3F
11:30～14:00/17:30～20:00不定休

チケット：2枚 2,500円相当

中国料理5品と炒飯のランチセット
（グラスワインorソフトドリンクの1ドリンク付き）

上島珈琲店 新潟ラブラ2店上島珈琲店 新潟ラブラ2店

上島珈琲店 人気No.1サンドウィッチ・焼菓子セット

ラブラ２ 4F
10:00～20:00

チケット：1枚 1,300円相当

B.L.Twithチーズエッグサンド、
コーヒーorミルク珈琲、焼菓子

みかづき 万代店みかづき 万代店

NIIGATAグルメモールセット

バスセンター 2F
10:00～20:00

チケット：1枚 1,300円相当

SP越後みそイタリアン、からあげ（4ヶ入）、
チョコサンデーなどのデザート3種から1品、1ドリンク付き

FARM TABLE SUZUFARM TABLE SUZU

SUZUプレートスペシャルセット

BP2 2F　11:00～20:00（LO19:00）/
金・土・祝前～21:00（LO20:00）

チケット：2枚 2,250円相当

当店1番人気のSUZUプレートに
看板メニューのバーニャカウダ、

選べるオリジナルドリンクが付いたスペシャルセット
シール2枚

CoCoLo新潟エリアCoCoLo新潟エリア 万代シテイエリア万代シテイエリア 弁天通商店街エリア弁天通商店街エリア

※エリアごとにもらえるシールの色が異なります。
■CoCoLo新潟エリア ■ 弁天通商店街エリア■万代シテイエリア

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。 
※記載の営業時間は変更となる場合がございます。
※仕入れ状況により記載のセットメニューをご提供できない場合がございます。
※記載の金額は定価で注文した際の参考価格（税込）になります。
※飲食時は感染症予防対策にご協力ください。

10:00～19:00
平日11：00～20：00／土日祝日10：00～20：00
※休館日：1月18日（火）、2月16日（水）
10：00～18：00
10：00～17：30

CoCoLo新潟 CoCoLo本館サービスカウンター

ビルボードプレイス２F サービスデスク

万代シルバーホテル４F ホテルフロント
新潟日報メディアシップ1F MS Link

万代シテイ商店街振興組合・東日本旅客鉄道株式会社新潟支社
新潟駅前弁天通商店街振興組合


