ネスパスの
「今」
はFacebookで！
2018

6・7
月号

あなたと〈新潟〉を結ぶフリーペーパー

お茶請けに︑お酒のお供に︒
つまむ手が止まらないおいしさ

新潟
の

逸品

元祖 柿の種
進物缶

新潟県宣伝課長
「トッキッキ」

from

長岡市

浪花屋製菓株式会社

新潟を代表する米菓の逸品
今も昔も変わらぬおいしさ
「柿の種」という名の米菓は数々ありますが、
正真正銘の元祖は長岡市にある浪花屋製菓の
柿の種。大正13（1924）年頃に原型が誕生し、
もうすぐ100 年を迎えるロングセラー商品です。
よ さぶ ろう

創業者・今井與三郎の妻が小判形のあられ
の金型を誤って踏みつけ、歪んでしまったアク
シデントから生まれたという、まるでドラマの
ような逸話を持つ元祖柿の種。原料には国産の
もち米を使い、精米から蒸し・製餅、整形や焼
き上げ、味付けなど、冷蔵や乾燥の工程を挟み
ながら、完成まで最低でも４日はかかるという、
実はとても手の込んだ米菓です。
コクのあるしょうゆに唐辛子を効かせた元祖
柿の種は、お茶請けやおつまみにぴったり。絶
妙な香ばしさと辛さは、食べ始めると次から次
へとつい手が伸びてしまいます。
新潟土産の代表格、
新潟生まれの銘菓として、

柿の種誕生の起点と
なった金型
（レプリカ）

ぜひお使いください。

元祖 柿の種 進物缶

（27g×12袋） 1,132円

のどかな農村の景色が描か
れた進物缶。愛らしいカニの
包装紙に包まれています。小
分けの袋も上品でどなたに
贈っても喜ばれます。

企画開発室の田村修さん
（左）
と業務部の寺野博志
課長
（右）

包装作業の最終段階である
「ひも掛け」は、昔からずっと
人の手で行われています

素焼きのあられに秘伝の
タレを絡める味付けの作
業。回転するドラの中で
むらなく混ぜていきます

※ネスパスでは、数種類の進物
缶をはじめ、さまざまな種類の
柿の種を販売しています。

浪花屋製菓株式会社
新潟県長岡市摂田屋町2680
TEL.0258-23-2201
（代表）
http://www.naniwayaseika.co.jp

新潟食楽園（物産販売）に新しく登場した
商品や注目の商品などを紹介します。

PICK UP!

注目 の 商 品

手造り 豆天

おやつ

を使用
「雪蓮」
冬を越した
リラックス
華やかな香りで

用
ヒカリの米粉使
県産大豆とコシ
なおやつ
昔ながらの素朴

か えつ

下越地方の家庭で古くから食べられ

てきた
「豆天」
。
コシヒカリの米粉と県産大

豆を混ぜ、
塩と砂糖でシンプルに味付け。
一枚一枚手造りで薄く伸ばして焼いてか

ら、
カラリと揚げています。
お茶菓子はも
ちろんビールのつまみにもぴったり。
株式会社サンキョーフーズ
新潟県新潟市秋葉区滝谷町３-13
TEL.0250-24-4600

3ｇ×2パック 165円

80ｇ 307円

※10パック入り
（648円）
もあります

ぐに食べられる
硬いアイスもす
ススプーン
カラフルなアイ

ゆき はす

NEW

雪蓮茶

中国の楊貴妃も愛飲していたという

「蓮茶」
。
東洋一といわれる上越市・高田
城址公園のお堀に咲く蓮をメインに、
黒

ウーロン茶やジャスミン茶などを丁寧に

ブレンド。
気品のある香りとふくよかな味
わいが特長です。

フーディーコネクト株式会社
新潟県上越市本町4-1-5
TEL.025-520-7144
https://www.foodie-connect.com/

熱 伝 導 率の高いアルミニウム製のス

プーン。手や室内の温度がすぐに伝わり、
カチカチに凍ったアイスにも、スッと気持ち

よくスプーンが入っていきます。左から「い
ちご」
「マスカット」
「チョコ」の３色展開。
株式会社青芳

1本

む

かん

溶けるアイススプーン

ツール

864円

新潟県燕市小池5143
TEL.0120-137-149
（フリーダイヤル）
http://www.aoyoshi.co.jp/

オススメの肴

てい

無冠帝

吟醸 生詰
し

ば

た

明治 14（1881）年創業の菊水酒造は県北の新発田

市にある老舗蔵。日本初の缶入り生原酒「ふなぐち菊水

一番しぼり」をはじめ、十六穀米で造る甘酒やスーパー

食卓に爽やかな風︒
フレッシュでキレのある淡麗旨辛口

酒粕「さかすけ」など、伝統を守りながらも新たに挑戦す

にいがたクイズ

る姿勢を大切にしています。

「無冠帝」は、35 年を数えるロングセラーの吟醸酒。

日本酒は通常、火入れをして瓶詰めにしますが、
「無冠帝」

マグロの赤身や焼き鳥（モモ）など、
う
ま味があり塩味が軽い料理が特にお
すすめ。
ヒレステーキなど洋風の料理
にもよく合います

は生のまま瓶詰め。蔵出しのフレッシュで豊かな風味を堪

能でき、香りを控えた爽快な辛口は、料理の味を引き立て

ます。スタイリッシュなボトルは贈り物にも喜ばれます。

無冠帝 吟醸 生詰

300㎖ 588円／720㎖ 1,285円
※写真は720㎖

大きな窓 越しに美しい山々を望む
「二王子蔵」。5メートルもの櫂竿（か
いざお）
を使う上槽（絞り）
の最中

オススメの飲み方
□ 冷や

□ 常温

□ 熱燗

□ ロック □ その他

香り

かな？

わかる

問

□ ぬる燗

穏やか

華やか

味

淡い

濃い

甘辛

甘い

辛い

題

「今年３月には全量を新潟
県産米にリニューアルしま
した」
と語る生産部の伊藤
淳マネージャー

菊水酒造株式会社
新潟県新発田市島潟750
TEL.0120-23-0101（お客様相談室）
http://www.kikusui-sake.com/

新潟県が作付面積1位の農作物は、
「 米」
「 枝豆」あと一つは？ （答えは右ページ下）

佐渡の 柿もち（のし餅）

！
イベント限 定

イチオシ

スタッフの

6月21日（木）〜24日（日）
「新潟こだわりの味フェア」

「 柿もち」は砂 糖 不 使
用で添 加 物も一 切な
し。おけさ柿の甘さを
生かしています

笹だんごはいつから
新潟名物になった？

「柿もち」
を乾燥させて米油で
揚げた「柿のかき餅」
（ 右）。左
は、
えごま入りのかき餅

原料はオール佐渡産。
農家のおやつを商品化

柿餅は、もち米と干し柿で作るのし餅。

赤泊や畑野など、佐渡の一部の地区だけ

で作られていた、農家の冬のおやつのよう
な存在でした。現在は、柿餅を作る人も少
なくなってしまい、この柿餅を広く後世に伝

イベントでは試 食も
可能。
「 珍しい『 柿も
ち』
をぜひご賞味くだ
さい」
と代表の五十嵐
敏郎さん

えていこうと商品化に取り組んだのが、佐
渡の柿餅本舗の五十嵐さんご夫妻です。

原料の「こがねもち」と「おけさ柿」、そし

て塩は全て佐渡産。おけさ柿の素朴で優し

佐渡の柿餅本舗

い甘さが魅力です。他にも、佐渡産にこだ

新潟県佐渡市八幡町 54
TEL.0259-67-7856
https://sado-biyori.com/blog/kakimochihonpo/

わったのし餅やかき餅を開発しています。

イベント出展します！

会場：ネスパス

6月21日（木）〜24日（日）

新潟こだわりの味フェア

第1回

じっくり熟成した山桜いぶしハム、魚沼の酒匠おすすめ
の日本酒、話題の新潟Tシャツなど。佐渡の柿餅本舗か
らは黒焼きの玄米茶も販売します。
※イベントの詳細は、
差し込みの
「ネスパス
イベント情報」
（6月）
をご覧ください。

Facebookも
チェック

新潟の郷土食であり、新潟土産の定番
でもある「笹だんご」
。戦国の武将・上杉
謙信の頃の携行保存食だったなど、はじま
りについては諸説ありますが、昔は田植え
や端午の節句などの際に各家庭で手作りし
ていました。
今ではすっかり新潟名物となっています
が、土産として有名になったのは、昭和39
（1964）年に開催された「第19 回国民体育
大会」でした。日本全国からたくさんの人々
が来県することを見込み、新潟市内にある
老舗和菓子店が「笹だんごを新潟名物にし
て売り出そう」と日持ちするように改良して
売り出したところ、人気の土産となりました。
新潟県内では和菓子店などで販売され
ていて、
「粒あん」と「こしあん」は好みが分
かれるところ。ネスパスでは、どちらも販
売しています。
参考文献：新潟市広報課発行／新潟市総合情報誌「日本海政令市『新潟』vol.5」
※ガストロノミーとは…食を通じて、
その土地の歴史や文化、
自然を考察すること

ネスパスで販 売中!

笹団子
粒あん、
こしあん
（いずれも1個 123円）
※写真はイメージです

※ネスパスニュースに掲載の商品価格は、平成30年5月現在の
「新潟 食楽園」
での販売価格（税込）
です。

ネスパスインフォメーション
2F にいがたＵターン情報センター

予約不要

●Ｕ・Ｉターンの相談、履歴書の添削など

ありがとう２1周年誕生祭開催！
期間：6月14日（木）
〜 6月24日（日）
表参道・新潟館ネスパスは、6月21日で21回目の
誕生日を迎えます。皆さまのご愛顧に感謝して、
全館あげての大イベントを開催します！
16

お問い合せ

☎ 03-5771-7713 営 10:30 〜 18:30
休 火曜・祝日・年末年始

2F にいがた移住支援デスク・ココスムにいがた

●暮らしてみたい市町村とのコーディネート、支援制度の紹介
●物件情報、就農支援に関する情報提供、イベントの紹介

＜予定イベント＞
★物販店舗一部商品割引セール
★振舞酒（6/16・17の２日間限定）
★館内でのお買物金額に応じて、燕
三条のカトラリー類やネスパスオ
リジナルグッズをプレゼント ！
他にもイベント盛りだくさん！
詳しい情報は、順次ホームページに掲載します。
（https://www.nico.or.jp/nespace/）
お問い合わせ

お問い合せ

表参道・新潟館 ネスパス事務所

☎ 03-3479-1415 営 10:30 〜 18:30
休 火曜・祝日・年末年始

☎ 03-5771-7711

ナス

nespace@nico.or.jp

…丸ナス、十全ナス、巾着ナスなど、その種類は約20種類もあります。

17

23

日︶
・︵

新潟への移住について、専門の相談員がお答えします。
市町村情報等も用意してありますので、お気軽にご来
所ください。

答 え

土︶
定︶
・︵
日︶
！︵予
・︵
︵土︶ んも登場
ヒさ
レル

●新潟県内の最新のハローワーク求人
などの情報を提供

お気
軽

土日も開館
社 会人・学 生の皆さまのＵ・Ｉターン就
職について、新 潟の就職事情に詳しい
所ください
専門スタッフがサポートいたします。
ご来
！
に

ネスパス

24

大地の芸術祭
えち

ご

つ ま り

越後妻有アートトリエンナーレ2018
越後妻有（十日町市、津南町）を舞台に、3 年に一度開催
される世界最大級のアートフェスティバル「大地の芸術
祭」。越後妻有地域の自然、文化、歴史などをアートと
ともにお楽しみください。

レアンドロ・エルリッヒ、作品イメージ

「Palimpsest」＜レアンドロ・エルリッヒ＞

十日町エリア 越後妻有里山現代美術館［キナーレ］
芸術祭のメイン会場であり、旅の玄関口のキナーレにある池の中心で展示されます。
底面に空が描かれ、
不思議な空間が生まれます。

タミアン・オルデカ、作品イメージ

マ・ヤンソン／MADアーキテクツ、作品イメージ

「Light Cave」

＜マ・ヤンソン／ MAD アーキテクツ＞
中里エリア 清津峡渓谷トンネル
全長 750m の歩道トンネル、
「清津峡渓谷トンネル」
の
改修プロジェクト。
トンネル通路や３カ所の見晴所と
パノラマステーションでは、
雄大な自然を楽しめます。

（作品名未定）

＜ダミアン・オルテガ＞
津南エリア 津南町下船渡美雪町
かつて機織工場だった施設全体を使い、水を
テーマとした作品。
メキシコ神話の「編むことは
天国と大地を一つにする」
を表現した作品。

●会期 7月29日
（日）
〜9月17日
（月・祝）
●お問い合わせ 大地の芸術祭実行委員会事務局
TEL.025-757-2637

おす すめ 宿泊ホテル

雪国の宿

「ドクターズ・ハウス」
＜イ・ブル＞

越後まつだい里山食堂

十日町市蒲生
かつて病院だった空家の壁面や天井に鏡を
用い、
部屋が無限の空間になる、
不思議なイン
スタレーション。

地元で採れた野菜や山菜を使った郷土料理
や総菜が並ぶビュッフェなど、越後妻有の味
わいを楽しめます。

ネスパス限定のJRプラン・宿泊プランを販売しています。
作品鑑賞パスポート、公式ガイドブック6月より販売予定

新潟の最新情報がいっぱい！専門スタッフがお待ちしております

（公社）新潟県観光協会 東京観光センター（ネスパス2F）
TEL 03-5771-7755 営 10：30〜18：30 休 年末年始
JR

①郵 便番 号
②住 所

地下鉄

ネスパス

表参道駅
A2出口

表参道ヒルズ

③氏 名

〒150-0001 渋谷区神宮前4-11-7（表参道ヒルズとなり）
TEL.03-5771-7711（代表） FAX.03-5771-7712
E - mail nespace @nico.or.jp

④電 話番 号
⑤性 別

⑥年齢
⑦メールアドレス

（ネスパスメール配
信希望の方）

新潟 食楽園

⑧本 紙の感想

営

応募方法

消印
有効

2018 年 6月20日
［水］

※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます
※個人情報は適切に管理し、当館からの各種ご案内などにも利
用させていただきます

TEL 03-5775-4332（物販）
TEL 03-5775-4322（飲食）
物産販売 10：30〜19：30 休 年中無休
お食事処 ランチ11：00〜14：00 LO
（月〜金）
11：00〜15：00 LO
（土・日・祝）
ディナー17：00〜21：30 LO
（月〜土）
17：00〜20：30 LO
（日・祝）

（公社）新潟県観光協会 東京観光センター
TEL 03-5771-7755
営 10：30〜18：30
休 年末年始

「ネスパスニュース」はホームページからもご覧いただけます

ネスパスの最新情報は Facebook でチェック！

◇JR山手線 原宿駅より徒歩10分
◇東京メトロ 表参道駅A2出口より徒歩1分

TEL 03-5771-8500
営 ランチ11：30〜14：30 LO
ディナー18：00〜21：00 LO
休 日曜日、
祝日、お盆、年末年始

TEL 03-5771-7713
営 10：30〜18：30
休 火・祝・年末年始

https://www.nico.or.jp/nespace/

表参道

会席・和食
「にいがたの味 静香庵」

にいがたＵターン情報センター

◀

はがきに①郵便 番号、
②住 所、
③氏名、
④電
話 番 号、
⑤性 別、
⑥年 齢、
⑦メールアドレス
（ネスパスメール配信希望の方）
、
⑧本紙の感
想を明記し、
上記までご郵送ください。
応募締切

※宿泊代金は東京観光センターまでお問い合わせください。

青 山 通り

7

1
-1

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢923
http://www.takahan.co.jp/

原宿駅

-

お気軽に
お電話ください！

雪国の宿 高半

明 治 通り

渋谷区神宮前4

パス
表参道・新潟館ネス

係
﹁読者プレゼント﹂

15 0 0 0 0 1

元祖 柿の種 進物缶
（27ｇ×12 袋）を
10 名様にプレゼント！

様

川端康成の小説「雪国」の
舞 台となった旅 館 。源 泉
100％の温泉は、緑豊かな
自然に囲まれ、疲れを癒や
すことができます。地元の
野菜や魚、釜炊きのコシヒ
カリなどの食事は「 雪国Ａ
級グルメ」の三ツ星に認定
されています。

（夕食一例）

松代エリア まつだい
「農舞台」

松代エリア

10
名

越後湯沢温泉

p hoto by Ayumi Ya na gi

イ・ブル Photo Keizo Kioku

PRESENT
読者プレゼント

たか はん

高半

にいがた移住支援デスク・
ココスムにいがた（表参道デスク）
TEL 03-3479-1415
営 10：30〜18：30 休 火・祝・年末年始
「ネスパスニュース」は地球環境のため
に古紙パルプ配合率 80％再生紙を使
用し、植物油インキで印刷しています。

ネスパスニュースをご希望の方は、電話または
メールにてお問い合わせください（送料など無料です）

