ネスパスの
「今」
はSNS で！

12・1
2018-2019

月号

新潟県宣伝課長
「トッキッキ」

あなたと〈新潟〉を結ぶフリーペーパー

まろやかな辛味とうま味
幅広い料理を引き立てる名脇役

新潟
の

逸品

かんずり
有限会社かんずり

from

妙高市

新潟の雪と月日が育む
風味豊かな伝統調味料
こうじ

「かんずり」作りの材料は、唐辛子に糀、ゆず、
塩のみ。長さが15cmほどもある地元産の肉厚で
大きな唐辛子を使い、３年もの時間をかけてじっ
くりと熟成発酵させることで、辛さだけではない
豊かなうま味を生み出しています。
夏から秋に収穫した唐辛子を年明けまで塩漬
けにして、毎年、大寒の日から雪原の上にさらしま
す。
「
『雪さらし』によって唐辛子の苦みとアクを雪
が吸い取り、塩抜きとともに辛味がまろやかにな
ります」と代表取締役社長の東條昭人さん。その
後、細かく刻んだものを漬け込む「元仕込み」を行
い、翌年の夏前には発酵を促し味を均一にするた
めの「手返し」を行います。そして最後の冬には
樽ごと屋外に置く「寒ざらし」で味を引き締め、か
んずりはようやく完成するのです。
みそ汁や納豆をはじめ、焼き鳥やステーキ、餃
子など和・洋・中を問わず使うことができるかんず
「雪さらし」はかんずり作りに
欠かせない作業。妙高市の
冬の風物詩になっています

りは、辛さだけでなくうま味があり、素材の味を引
き立てます。冬はおでんや鍋物の薬味に最適。さ
まざまな料理の隠し味にぜひお使いください。

「野菜炒めにか
んずりを使うと
野 菜 の 甘 みが
引き立ちます」
と
東條社長

かんずり

70g 756円
妙高市特産の香辛調味料。地元産の
大ぶりな唐辛子に糀などを合わせ、
３年間熟成させた発酵食品です。

ける！
これ はい

かんずりレシピ

雪さらし前の塩漬け
（左）
と3年目
（右）
の
かんずり。長い歳月と妙高の風土により
塩が枯れ、
角の取れた辛さになります

肉・魚・野菜など食材や調理法を選
ばず、万能に使えます。

かんずりマヨネーズ
マヨネーズとかんずりを
5：1で混ぜるだけ。ゆで
野菜と和えたり、
イカの
一 夜 干しなどにもよく
合います。

※ネスパスのホームページでは、
かんずりを使ったレシピを紹介しています

有限会社かんずり
新潟県妙高市西条437-1
TEL.0255-72-3813
http://kanzuri.com/

ネスパスでは他にも、山菜や
えのきなどを漬けた各種「か
んずり漬け」や、火入れをし
ていない「生かんずり」等の
商品も販売しています。

PICK UP!

妙な食感の
自然な甘さと絶
ルーツ
佐渡産ドライフ

注目 の 商 品

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。

い！
辛いだけじゃな
りのラーメン
うま味もたっぷ

おけさ柿の生産農家が形の悪い柿や傷が

付いたものを有効活用した商品。柿をカット

してから適度に乾燥した、
あんぽ柿でも干し
柿でもない食感です。砂糖などは一切不使

用ながら、柿の濃厚な甘さが楽しめます。

チャック付きで携帯にも便利。
ファー ム

かんずり入り
旨辛味噌らーめん
うま

から

イー ズ

farm EASE

90ｇ 520円

2食入り 550円
新商品

かきリン

おやつ

新潟県佐渡市羽茂大橋342
TEL.090-7712-8612

鮭を使った
地元産の新鮮な
ラボ商品
（スライスチップ・はらみチップ） 県立海洋高校とのコ

すもう君サーモン

おつまみ

そ じょう

巻頭でご紹介したかんずりをスープに

地元に遡上した鮭を独自の製法で漬け
くん せい

使用。
かんずりに合うみそを使ったという

込み、燻製にしたスモークサーモンを一口

こだわりのスープは、さわやかな辛さと

サイズにカット。適度な塩辛さとほのかな甘

みそのコクが引き立て合ううまさ。
中太麺

み、噛めば噛むほど凝縮されたうま味が楽

（ 生 麺 ）との相 性もバッチリ。お好みで

しめます。製法やネーミングは、相撲の強豪

チャーシューや野菜、
コーンなどを入れて

校としても知られている地元の海洋高校生

お楽しみを。

が考案。
おやつやビールのお供にどうぞ。

三旺食品合資会社

拓洋水産工業株式会社

新潟県新潟市中央区鏡が岡2-22
TEL.025-244-2319

スライスチップ

新潟県糸魚川市大字藤崎39-1
TEL.025-567-2278

しめ

はり

つる

はらみチップ

各30g

408円

じゅん

〆張鶴 純

オススメの肴

純米吟醸

文政2（1819）年創業、
まもなく創業200年を迎える

宮尾酒造。
〆張鶴は県北の城下町・村上を代表する銘酒

の一つであり、
「〆張」
の愛称で親しまれています。

淡麗かつ軽快で上品な味わい
飲み飽きしない純米吟醸酒

今回ご紹介する
「〆張鶴 純」
は、新潟生まれの酒造好

適米「五百万石」
を用いた純米吟醸酒。古くから純米酒を
醸していた宮尾酒造では定番酒で、イラストレーターの
故・安西水丸さんも
「純」
がお気に入りでした。

「料理と一緒に楽しんでもらいたい」
との思いから、穏

やかな吟醸香と、
きれいな後味で飲み飽きしません。
ふく

よかで上品な味わいは、刺身や焼き魚などによく合い、

ことに村上名産の鮭料理との相性は抜群です。

〆張鶴 純 純米吟醸
720㎖ 1,620円

オススメの飲み方
□ 冷や

□ 常温

□ 熱燗

□ ロック □ その他

香り

にいがたクイズ

百を超える村上の鮭料理。冬場から
半 年をかけてじっくり乾 燥させる
「鮭の酒びたし」
は肴に最適

かな？

わかる

問

題

□ ぬる燗

穏やか

華やか

味

淡い

濃い

甘辛

甘い

辛い

発酵中のもろみの様子。酒造りが始
一つ一つの工程を まった蔵には、甘く華やかな香りが
丁寧に行うのが宮
漂います
尾 酒 造の酒 造り。
「 生き物が 相 手で
宮尾酒造株式会社
すから手を抜けま
新潟県村上市片町５-15
せん」と代 表 取 締
TEL.0254-52-5181
役の宮尾佳明さん
http://www.shimeharitsuru.co.jp

昨年から一般販売が始まった、新潟県の新しいブランド米の名称は？（答えは右ページ下）

！
イベント限 定

イチオシ

五泉ニット（株式会社 田長）
た ちょう

2019年1月17日（木）〜20日（日）
「新潟冬の人気 商 品 大 集 合 」

スタッフの

第4回

「幻の西洋なし」
と呼ばれる
珠玉のフルーツ、ル レクチエ
ほうじゅん

芳醇な香りと、とろけるような食感が特長
の「ル レクチエ」
。生産量は新潟市南区がトッ

国内屈指の高い品質
「五泉ニット」
をお手頃価格で！

オリジナルブランド「ジュール・デ・ブレ」を
展開する田長。細かい模様を表現する
「ジャガード編み」
を得意としています

五泉市は“ニットのまち”。高い技術力を誇り

プクラスですが、そこに至るまでには果樹農
家の大変な苦労がありました。
ル レクチエの日本での歴史は、明治36
（1903）年頃、白根市（現 新潟市南区）の農家
がフランスから苗木を取り寄せたことに始ま

大手アパレルからの信頼も厚く、一流ブランド

ります。当時は栽培方法が知られておらず、

株式会社田長では、
３年前から自社工房で

に育てていたものが料亭などで評判になり、

失敗続きで衰退。しかし、農家が自家消費用

の商品を数多く手掛けています。

ニットマフラーやストールなどのオリジナル商

再び出荷が始まります。その後新潟県と生

イベントでも販売会を行い、高品質なニット製

現在では新潟の冬のギフトとしても人気です。

産農家が試行錯誤を重ね栽培方法を確立。

品の企画・製造を開始。これまでネスパスの
品を直販価格で購入できるとあって好評を博

しています。
「実際に触っていただければ品質
の良さが分かります」と代表取締役社長の田

ル レクチエは収穫後、完熟までゆっくりと

田中社長（写真右）が
自らデザインを手掛け
たマフラー。
「ギフトに
もおすすめですよ」

寝かせる「追熟」という期間を設けます。栽
培の手間や、約1カ月しか市場に出回らない
ため「幻の西洋なし」と呼ばれています。今

中一成さん。シンプルな普段使いのデザイン

株式会社田長

超える豊富なパターンを生み出しています。

新潟県五泉市緑町 5-16
TEL.0250-42-3936
http://www.tacho.co.jp

から個性的なものまで、
これまで100種類を

イベント出展します！

年の冬は新潟のフルーツはいかがですか？
参考／新潟県ホームページ、
新潟市ホームページ

きのこ汁や炊き込みご飯など、
きのこ料理のイートイ
佐渡産の海産物、手作りの豆菓子や無添加
2019年1月17日（木）〜20日（日） ンや、
ジャムを販売。冬に欠かせない
Facebookも
「新潟冬の人気商品大集合」 ニットアイテムも要チェックです！ チェック
会場：ネスパス

ネスパスでお取り寄せ可能
ギフト発送も承ります。
詳細は、新潟食楽園
（物販）
まで
お問い合わせください
12月中旬頃まで TEL.03-5775-4332
※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

※ネスパスニュースに掲載の商品価格は、平成30年11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
おかげさまで

B1F お食事処「新潟食楽園」

1F 会席・和食「にいがたの味 静香庵」 リニューアル3周年

今年の忘・新年会はこれで決まり！
紅ずわい蟹鍋プラン
6品

新潟の冬の味覚！！
新 潟産ベニズワイガニの
うま味を余 すことなく鍋
仕立てでどうぞ！
お一人様

4,000 円（税込）

※２名様より注文可
※プランのご予約は3日前までに
お願いします

10 種類以上の厳選新潟地酒も入っ
た飲み放題コースも付けられます。

新潟県産毛蟹・ずわい・たらば蟹三種堪能プランもございます

B1F

120 分 1,500円（LO90 分）

お食事処「新潟食楽園」

☎ 03-5775-4322
営 ランチ
月〜金
土・日・祝
ディナー 月〜土
日・祝

答 え

休 年中無休

11：00〜14：00 LO
11：00〜15：00 LO
17：00〜21：00 LO（ドリンク 21：30ＬＯ）
17：00〜20：00 LO（ドリンク 20：30ＬＯ）

新年の門出を新潟の味で祝す
人気のおせち、今年も予約受付中です
新潟直送の厳選素材をふんだんに盛り込んだ、静香庵のおせち
料理を今年も数量限定で予約販売します。にいがた和牛の塩焼
きぬ おとめ

き、五泉産ブランド里芋「帛乙女」
の田舎煮、佐渡産寒ブリのみそ
漬けなど、新潟ならではの味覚
の数々をお楽しみください。

静香庵のおせち料理
11月末日までにご予約いただいた
お客様は「早期割引」対象となります。

≪壱段≫25,000円（税別）→24,500円（税別）500円off
≪弐段≫45,000円（税別）→44,000円（税別）1000円off
◆受付期限 12 月20日（木）まで

１F

※写真はイメージです
※内容は変更になる場合が
あります
※12月31日10時〜15時店頭
にてお引き渡しとなります

会席・和食「にいがたの味 静香庵」

☎ 03-5771-8500

営 ランチ 11：30〜14：30 LO

休 日曜日、
祝日、お盆、年末年始（12/30〜1/6）

ディナー 18：00〜21：00 LO

新之助（しんのすけ） …大粒でつやがあり、
コクと甘みが特徴です。
コシヒカリとは異なるおいしさを追求して誕生。紅白の鮮やかなパッケージが目印です。

旬 の旅ガ イ ド

新潟県・庄内エリア デスティネーションキャンペーン

弥彦・岩室で紅葉狩り

プレDC

2 0 1 8 . 1 0 . 1（ M on ）〜1 2 . 3 1（ Mon ）

で ゆ

ガストロノミー

「美食旅」
とは、
食を通じて地域を知り、
歴史を紐解きながら食を味わうこと。
タイムカプセルのごとく封印されてい
た食文化が、150年の時を経て、
いま、
花開きます。新潟の豊かな食文化を、
地 域 のストーリーとともに、是 非 味
わってください。

新潟県・庄内エリアデスティネーションキャンペーン

2019.10.1〜12.31
プレ DC

2018.10.1〜12.31

アフター DC

2020.10.1〜12.31

新潟県と山形県の庄内エリアを8つのエリアに分け、各地域の
文化や歴史を味わえる
「美食旅」をご紹介しています。

《雪国の知恵が生んだ文化》

https://www.niigata-kankou.or.jp/2019dc/

新潟へ

おす すめ 宿泊ホテル
越後湯沢温泉

湯 沢・ 魚 沼 エリ ア

ホテル双葉
温泉街の高台に建ち、最上
階の露天風呂から谷川連
峰を望む豊かな自然を感じら
れる宿。館内には28もの湯
があり、
ゆっくりと疲れを癒や
せます。厳選された日本海の
鮮魚や地元食材を使った会
席は、自然に恵まれた湯沢
ならではの味を楽しめます。

日本 有数の豪雪地として知られる湯
沢・魚沼地域。長く厳しい冬を越すため、

美食旅

今成漬物店

さまざまな知恵と工夫で独特の食文化を
こうじ

築いてきました。糀や酒粕、みそなどの発
酵食品を使った保存食は生活に息付き、
越後湯沢温泉

各 家 庭に受け継がれてきた手 作りの味
は、世界に誇れる食文化です。
欅苑（けやきえん）

にいがた観光ナビ

https://www.niigata-kankou.or.jp/

様

②住 所
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

⑤性 別
⑥年齢

⑦本 紙の感想

メール（nespace@nico.or.jp）
または、
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 本 紙の感想を明記
し、上記までお送りください。
消印
有効

2018 年12 月20日
［木］

※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

LINE@

表参道

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

TEL 03-5775-4332（物販）商品の配送承ります
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 月〜金 11：00〜14：00 LO
土・日・祝 11：00〜15：00 LO
ディナー 月〜土 17：00〜21：00 LO（ドリンク 21：30ＬＯ）
日・祝 17：00〜20：00 LO（ドリンク 20：30ＬＯ）

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

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）

新潟 食楽園
営

LINE@
フォローお願
いします！
twitter
Instagram 始めました！

表参道駅
A2出口

表参道ヒルズ

④電 話番 号

応募締切

地下鉄

ネスパス

青 山 通り

応募 方 法

20
名

1
-1

7

20 名様にプレゼント！

-

原宿駅

パス
表参道・新潟館ネス

（かんずり70g、かんずり酒盗 80g）を

渋谷区神宮前4

係
﹁読者プレゼント﹂

かんずりセット

JR

①郵 便番 号

明 治 通り

PRESENT
読者プレゼント

15 0 0 0 0 1

（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（12/29-1/3）

お気軽に
お電話ください！

（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

TEL 03-5771-7713
営 10：30〜18：30
休 火・祝・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

◀

新潟の観光情報は
新潟県観光情報サイト

ホテル双葉

新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢419
https://www.hotel-futaba.com/
※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

ネスパス

休 日曜日、
祝日、お盆、年末年始

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）

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

twitter

TEL 03-5771-8500
営 ランチ 11：30〜14：30 LO
ディナー 18：00〜21：00 LO

Instagram

Facebook

