
ご飯のお供にピッタリな「なんばん味噌」、「くるみちりめ
ん」などの佃煮や郷土料理の「鮭の焼漬け」などをお買い
求めいただけます。屋外では合鴨農法によるコシヒカリや
精米したての米の量り売りを行います。

新潟梅雨前のうまいもん会

新潟こだわりの味フェア

新潟初夏の逸品フェア

ネスパス誕生祭！

食べる宝石「新潟県聖籠産さくらんぼ（佐藤錦）」

自然栽培のハーブで作ったハーブティーやジャム、白焼きにした熱々
の鮭をだし醤油に漬け込んだ郷土料理「鮭の焼漬け」など。佐渡産食材
だけで作った無添加の柿もちは素朴で優しい甘さが魅力です。
屋外では人気のコシヒカリ五平餅や大福餅の販売を行います。焼き
たてのおいしい五平餅をぜひご賞味ください。

6月はネスパスの開館記念月！ おいしい日本酒の
試飲販売とそばの試食販売を行います。屋外で
は新潟愛あふれるご当地Ｔシャツを販売します。

初夏の味覚さくらんぼの王様、佐藤錦。
「新潟県聖籠産さくらんぼ（佐藤錦）」をお届けします。果物が
おいしく育つ砂丘地ならではの果肉のみずみずしさに加え、
しっとりとした甘みと酸味のバランスが絶妙！
ぜひこの機会に「聖籠産さくらんぼ」をご堪能ください。

素材を活かした煮玉子しんじょう、新潟産ハーブで作った
無添加低糖ジャムやコシヒカリ五平餅を販売します。
魚沼の酒匠が厳選した新潟清酒もご賞味ください。
※日本酒の販売は21日（金）からになります。

［主催：新発田市食料・農業振興協議会］

［主催：聖籠町］
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〒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

Event  Information

当館では、地元・新潟の季節の食材や話題の物産をクローズ・アップしたイベントを
毎月開催しています。新潟の味覚・魅力に気軽に触れていただけるよう、さまざまな
催しもご用意しております。表参道にお越しの際はのぞいてみてください。

2019年

トッキッキが
イベントをご紹介！

新潟県宣伝課長「トッキッキ」6



加茂市の特産品である総桐箪笥、加茂市
産コシヒカリ、お餅などを中心に、加茂市の
和菓子、農産物、加茂縞製品、屏風などを
展示販売します。加茂市の魅力や特色も紹
介します。
※コシヒカリの販売は5日(金)からになります。

加茂総桐たんすとコシヒカリ販売会

つるるん夏の風物詩

ネスパス夏の味覚市

ネスパス夏祭り

［主催：加茂市ふるさと物産会］

ツルンと喉越しのいい食べ物が恋しくなるこの季節、今年
も新潟名物「へぎそば」のイートインイベントを開催します。
つなぎに布乃利という海藻を使ったへぎそばは、シコシコ
とした歯応えと喉越しが特長。十日町市の名店・小嶋屋
総本店による新潟の味をお楽しみください。

素材の風味を活かした海老しんじょうや煮玉子
しんじょう、県北の離島・粟島の海産物などを販
売します。魚沼の酒匠おすすめの新潟清酒もご
賞味ください。
※日本酒の販売は19日（金）からになります。

すっきりと爽やかな甘みの三崎屋醸造の甘
酒、岡島米店の令和を記念したお米「コシヒ
カリ」、夏の風物詩「黒埼茶豆」や甘くてみず
みずしい「おひさまコーン」などを販売します。

イートイン
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毎月開催しています。新潟の味覚・魅力に気軽に触れていただけるよう、さまざまな
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※写真・イラストはイメージです。 ※イベントの日程・内容は変更となる場合がございますので、ご了承ください。

〒150-0001 東 京 都 渋 谷 区 神 宮 前 4 -11 -7

TEL：03-5771-7711( 代表 )  HP：https://www.nico.or.jp/nespace/

6/13  　23木 日

新潟清酒 振る舞い酒
6/15　  16土 日

無料
配布

10:30〜 ※お１人様１杯まで

各日先着50名様に
オリジナルますを
プレゼント！

なくなり次第

終了！

1F物販一部商品割引セール!!
会員カードポイント３倍 ! !
1F物販一部商品割引セール!!
会員カードポイント３倍 ! !

SALE
２２周年記念セール

ネスパス内の全店舗※にて、お買い上げいただいた金額に応じて、
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！
引換場所:２階東京観光センター（10:30〜18:30）

ネスパスオリジナルグッズプレゼント！
なくなり次第

終了！

柿の種プレゼント なくなり次第

終了！

6/13　  23木 日

無料
配布期間中毎日

プレゼント！
10:30〜 ※お１人様１つまで、１階入り口引換券配布

※食楽園（飲食）、静香庵はランチのみ ※引き換えの金額には上限があります

時間：13:15〜15:45の間、3回程度（予定）時間：13:15〜15:45の間、3回程度（予定）

レルヒさん出没!!ネスパス 
名誉館長

6/15   16   ・22     23   土 土日 日

スタンプ
を

集めて

おすすめの日本酒をご注文の方、

60㎖→90㎖にサイズアップ！
（ご注文時にチラシをお見せください。
 　　　　　　　　　　 ※お1人様1杯まで）

B1

にいがたの味 静香庵

1F

会席含むディナーコースをご予約のうえご利用

の方、お１人様グラス１杯日本酒をプレゼント！

（ご予約時に「チラシを見た」とお伝えください）

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

新潟県へのU・Iターンに関する

しごと・暮らしの情報をご案内！

ご来所・ご相談の方に、

粗品をプレゼント！ 2F

新潟県観光協会
東京観光センター

令和飲み比べセットを

ご注文の方に、おつまみ１品をプレゼント！
（ご注文時にチラシをお見せください。
 　　　　　　　　　　 ※お1人様1杯まで） 1F

立ち呑みBAR COCO

ネスパス限定のお得な旅行商品をご紹介！

お１人様20,000円以上の旅行を

ご予約いただいた方に

粗品をプレゼント！ 2F

ネスパス1Fイベント情報ネスパス1Fイベント情報 時間：10:30〜18:00 ※初日は13:00から※最終日は16:00まで
場所：１階イベントスペース
時間：10:30〜18:00 ※初日は13:00から※最終日は16:00まで
場所：１階イベントスペース

◇6/13（木）〜16（日）
  ネスパス誕生祭！
◇6/17（月）　
  観光スペシャルコンシェルジュ

◇6/13（木）〜16（日）
  ネスパス誕生祭！
◇6/17（月）　
  観光スペシャルコンシェルジュ

◇6/18（火）・19（水）
   食べる宝石「新潟県聖籠産さくらんぼ（佐藤錦）」
◇6/20（木）〜23（日）
  新潟こだわりの味フェア

◇6/18（火）・19（水）
   食べる宝石「新潟県聖籠産さくらんぼ（佐藤錦）」
◇6/20（木）〜23（日）
  新潟こだわりの味フェア

期間中毎日
イベント開催！
期間中毎日

イベント開催！

みなさまのご愛顧に感謝して、

ネスパス全館「ありがとう」の

気持ちを込めたイベントを開催します！

イベント盛りだくさんで

お待ちしております！

ぜひこの機会にお越しください！

みなさまのご愛顧に感謝して、

ネスパス全館「ありがとう」の

気持ちを込めたイベントを開催します！

イベント盛りだくさんで

お待ちしております！

ぜひこの機会にお越しください！

みなさまのご愛顧に感謝して、

ネスパス全館「ありがとう」の

気持ちを込めたイベントを開催します！

イベント盛りだくさんで

お待ちしております！

ぜひこの機会にお越しください！

みなさまのご愛顧に感謝して、

ネスパス全館「ありがとう」の

気持ちを込めたイベントを開催します！

イベント盛りだくさんで

お待ちしております！

ぜひこの機会にお越しください！

お食事処 新潟食楽園



ネスパス１Ｆ

ランチ　11：30～15：00（14：30LO）
ディナー  18：00～22:00（21：00LO）
定休日　日曜・祝日・お盆・年末年始

新潟の旬の食材を使用したメニュー、静香庵自慢のグリル

カウンターでの調理が食材の魅力をより引き出します。

落ち着いた和空間の個室（お座敷、テーブル席）では、

ご家族やお二人様での御会食などにゆっくりとお過ごし

いただけます。

HP：http://www.ni-grand.co.jp/niigata_no_aji/ ※写真はイメージです。

7/10 水１５:００～ １６:００

お申し込み
フォームはこちら

１Ｆ食楽園で
販売中！

※個人情報は適切に管理し、当館からの各種ご案内などにのみ利用します。
※PCからのメール受信拒否等の設定をされているお客様は、あらかじめ当館のドメイン「@nico.or.jp」を受信できるように設定をお願い致します。
※お使いのメールサービス等によっては「迷惑メール」と認識される場合がありますので、迷惑メールフォルダ等のご確認をお願い致します。

■申込方法  フォームまたはハガキにて、必要事項を記載の上、お申込みください。

■申込期限  令和元年６月２１日(金)※ハガキの場合は、当日消印有効

■当選発表 ６月２６日（水）頃に 当選者にのみ ご連絡

■必要事項・お申込み先

①氏名（ふりがな）②郵便番号、住所③参加人数④日中連絡のつく電話番号⑤性別⑥年齢

[フォーム]  https://www.nico.or.jp/nespace/event/form_cook1907/

[ハガキ]    〒150-0001東京都渋谷区神宮前4-11-7   表参道・新潟館ネスパス 「料理スタジオinネスパス」行 

妙高市に古くから伝わる

辛 味 調 味 料「 か ん ず り

（寒造里）」。

打ち豆は、大豆を石臼の上

でつぶして乾燥させた、昔

から伝わる保存食です。

えごねりは、海草「いご草」

を練りあげた、さっぱりし

た磯の風味のおさしみ。

今回のレシピ

えごねり打ち豆 かんずり

新潟の食材を使った夏にぴったりレシピ！

お家に帰って再現できるよう、

簡単なレシピにアレンジしています！

打ち豆カレー

かんずりトマト素麺

巻きえごの青梅シロップがけ

講師

要事前申込

新潟の食材を使った

夏にぴったり！オススメレシピ

ネスパス 1Ｆイベントスペース会場

500円（税込）参加費

山田 哲也（にいがたの味 静香庵 料理長）

定員

ご試食＆プレゼント付

新潟市沼垂出身の

静香庵料理長が

伝授します。

ぬったり

講師のデモンストレーションをご覧いただいたあと、ご試食をお楽しみいただけます。

嬉しいプレゼントつき！夏にぴったりな料理で、暑い夏を乗り切りましょう！

抽選２０名様抽選２０名様

イベント
7月 ワンコイン   料理スタジオin ネスパスワンコイン   料理スタジオin ネスパス500500


