
イメージキャラクター

バーニック・ナガイ
【ツイッター】

https://twitter.com/baniku_nagai

馬頭観音堂

山形県指定有形文化財の馬頭観音像

が収められており、昭和初期まで「馬

祭り」が盛大に開催されていました。 　　馬街道と石碑

町場と旧越後街道をつなぐ通

りは馬街道と呼ばれ、その昔、

物資輸送の大動脈として人馬

が往来していました。N
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 うめや長井北店
提供時間／ 9:30 ～ 22:00

　定休日／年中無休

　℡ 0238-84-5353

・馬刺し、馬チャーシュー

　    井井殿
提供時間／ 11:30 ～ 14:30

　　　　　 17:00 ～ 22:00

定休日／年中無休

　℡ 0238-88-1833

・江戸風さくら鍋

やまがたタス物産館

提供時間／ 8:30 ～ 18:00

　定休日／ 12 月 31 日

　℡ 0238-88-1811

㈱中央会館 喰楽酒喜
提供時間／ 17:00 ～ 23:00

　定休日／第２・３水曜

　℡ 0238-84-1671

・桜鍋　　　　　　【要予約】

　菓子司 風林堂
提供時間／ 9:30 ～ 18:00

　定休日／不定休

　℡ 0238-88-2373
・馬肉ラーメンケーキ【要予約】

　　㈲萬寿屋
提供時間／ 9:00 ～ 18:00

　定休日／毎週水曜

　℡ 0238-84-0022

・馬肉おこわ　　　【要予約】

　居酒屋 龍泉
提供時間／ 17:00 ～ 23:00

　定休日／不定休

　℡ 0238-88-5576

・馬刺し

 菓子司　福田屋
提供時間／ 8:00 ～ 19:00

　定休日／毎週水曜

　℡ 0238-88-2608

・ラ、ラ、ラ、ラ、ラスク

草岡ハム加工組合
提供時間／ 8:30 ～ 17:00

　定休日／土・日曜

　℡ 0238-84-2329

・さくらフランク【要予約】

　かく長蕎麦屋
提供時間／ 11:30 ～ 14:30

　定休日／不定休

　℡ 0238-88-2377

・馬肉そば

 あやめそば舟越
提供時間／ 11:00 ～ 14:30

　　　　　 17:30 ～ 20:00

　定休日／毎週月曜

　℡ 0238-84-2754

・さくら（馬肉）そば

　 丸久そば屋
提供時間／ 11:00 ～ 14:30

　　　　　 17:00 ～ 20:00

　定休日／毎週火曜

　℡ 0238-84-6255

・馬肉支那そば

　 そば処丸万
提供時間／ 11:00 ～ 14:３0

　定休日／毎週水曜

　℡ 0238-88-2543

・馬肉そば（あった回）

　 かめや食堂
提供時間／ 11:00 ～ 15:00

　　　　　 17:00 ～ 20:00

　定休日／毎週水曜

　℡ 0238-88-9753

・中華そば

おらんだ市場 菜なポート

提供時間／ 9:00 ～ 18:00

　定休日／元旦

　℡ 0238-83-2345

　マルＡ新来軒
提供時間／ 11:00 ～ 15:00

　　　　　 16:00 ～ 20:30

　　（土日祝日は中休みなし）

定休日／毎週火曜 ( 祝日の場合は翌日 )

　℡ 0238-84-2379

・馬肉チャーシューラーメン

 レストラン ジュアン

提供時間／ 11:00 ～ 14:00

　　　　　 17:30 ～ 21:00

　定休日／毎週月曜

　℡ 0238-84-1442

・馬肉のロースト 行者菜と

　青トマトのジャム　　【要予約】

　　  頓珍館
提供時間／ 11:30 ～ 14:00

　　　　　 17:30 ～ 23:00

　定休日／毎週月曜

　℡ 0238-84-2493

・馬チャーシュー

 居酒屋ダイニング 奏宴

提供時間／ 19:00 ～ 23:00

　定休日／不定休

　℡ 0238-87-0303

・馬刺し

 そば処 わこう庵

提供時間／ 11:00 ～ 14:00

　　　　　夜は予約のみ

　定休日／毎週木曜

　℡ 0238-87-0952

・馬肉そば（十割そば）

　 酒肴庵 天六
提供時間／ 11:30 ～ 13:30

　　　　　 17:30 ～ 21:30

定休日／毎週日曜 ( 予約営業可能 )

　℡ 0238-88-3270

・旨 Sio いも煮鍋　【要予約】

　 後藤屋肉店
提供時間／ 9:00 ～ 19:00

　定休日／不定休

　℡ 0238-88-2565

・馬刺し

 ㈲えんどう肉店
提供時間／ 9:00 ～ 19:00

　定休日／毎月１日

　℡ 0238-88-2860

・馬刺し

うめやサンプラザ店

提供時間／ 9:30 ～ 21:00

　定休日／年中無休

　℡ 0238-84-5205

・馬刺し、馬チャーシュー

 　うめや南店
提供時間／ 9:30 ～ 22:00

　定休日／年中無休

　℡ 0238-88-8181

・馬刺し、馬チャーシュー

　 丸川精肉店
提供時間／９:00 ～ 1９:00

　定休日／毎週火曜

　℡ 0238-84-2983

・馬肉ラーメン肉まん

　 ㈲肉の大場
提供時間／ 9:00 ～ 19:00

　定休日／毎週日曜

　℡ 0238-84-6118

・馬肉メンチカツ

８月２９日は「ながい馬肉の日」作戦！！

ながい
Ver.３.１

　山形県長井市には、他地域にはあまり見られない

「馬刺し」「馬肉チャーシュー」などの馬肉料理を日

常的に食べる独特の食文化があります

　長井商工会議所では平成 24 年に 8 月 29 日を全国で初めて「ながい馬肉の日」に制定してから、

長井市内ではますます馬肉食文化が盛んになりました。

　長井市内で馬肉を買えるお店や馬肉を食べられるお店をご紹介しますので、ぜひご活用ください。

みなさん、こんにちニック！

ボクの名前はバーニック・ナガイだニック！∈・^ミ

みんなから「UMA(Unidentified Mysterious Animal ／ユーマ )＝
謎の未確認動物」なんて言われているニックが、本当は、

ペルセウス座流星群に乗ってやってきた馬型宇宙人

ニック。

馬肉は鉄分や必須アミノ酸などを豊富に含んだ低脂肪

高タンパクの自然健康食品！成長期の子供や鉄分が不

足しがちな女性や高齢者、疲れ気味の人にとっても適

した食品なんだニック！

×　 長井商工会議所 【問い合わせ先】長井商工会議所 地域活性化推進室　℡ 0238-84-5394

山形おきたま冬のあった回廊キャンペーンの特別メニューは、

平成２６年１２月１日（月）から平成２７年２月２８日（土）

までの間、下記の各店舗にて提供されます。


