
■さど観光ナビ（佐渡市公式観光情報サイト）
   https://www.visitsado.com/

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、それぞれのお店や施設で営業時間やサービス内容が変更になっている可能性があります。
ホームページ等で事前にご確認ください。また、県をまたぐ移動については、国や自治体の要請等にご留意ください。

佐渡
～小佐渡（小木周辺）編～

小木港祭り 8/27(土)・28(日)小木港周辺2
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表参道ヒルズ

地下鉄
表参道駅
A2出口

◇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

営

休

会席・和食「にいがたの味 静香庵」　
TEL 03-5771-8500

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

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（購読料・送料無料）

LINE公式アカウント・twitter
Instagram・Facebookで
情報発信中!

FacebooktwitterLINE公式
アカウント

Instagram

「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
60％再生紙を使用し、植物油インキで印刷しています。

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

◀「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

※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

メール（nespace@nico.or.jp）または、はがきに①ご
希望のプレゼント名（AまたはB）、②郵便番号、③住所、
④氏名、⑤電話番号、⑥性別、⑦年齢、⑧本紙の感想を
明記し、上記までお送りください。
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6月17日［金］

応募締切 消印
有効

フォロー

お願いします!
フォロー

お願いします!

〒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
※掲載の営業時間は、通常時のものです。
※営業時間は変更となる場合があります。事前にHP等でご確認の上、ご来館ください。

10：30～18:30営 休

（公社）新潟県観光協会東京観光センター
年末年始

●●BB

新潟・食楽園　TEL 03-5775-4332（物販）商品の配送承ります
TEL 03-5775-4322（飲食）

営 休 年中無休物産販売 10：30～19：30
ランチ 月～金   11：00～14：30（14:00LO）
　　　　土・日・祝 11：00～15：30（15：00LO）
ディナー 月～土   17：00～22：00 （21:00LO、ドリンク21:30LO）
　　　　日・祝    17：00～21：00 （20:00LO、ドリンク20:30LO） 　　

お食事処 

PRESENTPRESENT

10：30～18：30

にいがた暮らし・しごと支援センター
  TEL 03-5771-7713
         03-5771-7755
  FAX 03-5771-7714

休営 火・祝・年末年始

月～金 12：00～17：30（17:00LO）（14:30～15：00休止）
土・日・祝 11：00～18：30（18:00LO）

営
休 年中無休

立ち呑みBAR COCO　TEL 03-5775-4332

当館では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に取り
組んでまいりますので、ご来館の際は、マスクの着用や手
指のアルコール消毒など、ご協力をお願いいたします。

あぶらげの煮つけ（12個入）・ディープキューブ（3個）・
佐渡吟醸ショコラ（3個）・魚沼のきりざいを
セットで10名様
静香庵ペアランチ券5組10名様
のいずれかをプレゼント！

●●BB

●●AA

●●AA

美しい景色や美食・グルメ、観光スポットなど
新潟の観光情報はこちらから!にいがた観光ナビ にいがた観光ナビ 検 索

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

①ご希望のプレゼント名　（AまたはB）
②郵便番号
③住所
④氏名
⑤電話番号
⑥性別
⑦年齢
⑧本紙の感想
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妙高山といもり池（妙高市）

ディープキューブ
㈱ナカシマ（糸魚川市）

魚沼のきりざい
㈱幸源（魚沼市）

佐渡吟醸ショコラ
㈱きくや（新潟市）

あぶらげの煮つけ
有限会社 豆撰（長岡市）

N ’ E S P A C E  N E W S

にいが
たがもっともっとすきになる。表参道・新潟館 ネスパス 

にいがたセレクション

注目！ラインナップ

夏を感じる島 佐渡
小佐渡（小木周辺）編

6・7月 イベントカレンダー
ネスパスインフォメーション

かんずりトマト素麺
協力：会席・和食 にいがたの味 静香庵

えちご新潟・酒蔵だより

旬のにいがた 旅日和

かんたんアレンジレシピ

自然満喫編
[エリアトピック] 佐渡市

住んでよし！にいがた暮らし満喫ガイド

2022 6・7月号
N'ESPACE（ネスパス）の「N」は新潟/
ネットワークを、「ESPACE」はフランス
語で空間やスペースを意味します。

佐渡を拠点に公演活動を続けている太鼓芸能集団「鼓童」と佐渡市が1988年
より開催している国際芸術祭。打楽器のライブやワークショップを中心に、コンテン
ポラリーダンスや伝統芸能など、さまざまな野外イベントが行われます。
詳細は5/10（火）発表（https://www.earthcelebration.jp/）

小木港が金銀積み出し港だった時代、航海安
全祈願として始まったお祭り。鬼太鼓やおけさ
をはじめとした島の伝統芸能のほか、地元中学
校のマーチングバンドや吹奏楽パレードも行わ
れます。フィナーレには、夜空を三尺玉など大輪
の花火が彩ります。

アース・セレブレーション2022  8/19(金) ～ 21(日) 市内各地1

マリンレジャーが
充実した
小佐渡エリアで
佐渡の夏を満喫！

佐渡市

目の前に広がる真野湾を眺めながら、自家製
酵母のこだわりのパンや、佐渡の食材を使っ
たカレーライス、パスタなどはいかがですか？
水平線を見渡せるオープンテラス席では、心
地よい波の音や海風に包まれて、のんびり佐
渡タイムを満喫できます。

ベーカリーカフェ しまふうみ3
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小木・直江津航路

夏を感じる島

妙高戸隠連山国立公園に属し、日本百名山にも選定さ
れている名峰「妙高山」。妙高高原の池の平温泉にある

「いもり池」の水面に映るその様は特に美しく、新潟県
を代表する絶景スポットとして人気を集めています。

小佐渡（小木周辺）エリア拡大図

撮影：岡本隆史



　「最初は煮つけた油揚げを店のお惣菜コーナーに出していたんです。そ
れがおいしいと評判になり、リピーターが増えたので、2020年に商品化
しました。化学調味料を一切使わずに、国産の自然素材の調味料のみで、
ていねいに煮つけてあります。食べやすい大きさに切ってありますので、
袋から出してすぐに食べられますよ。『肉厚でジューシー』『やさしい甘さ
が染みていておいしい』とご好評をいただいています。ネスパスさんで
も好評のようで、スタッフ一同喜んでいます。そのまま食べても、温めて
ご飯にのせてどんぶりにしても、おいしくお召し上がりいただけます。」
取締役 多田礼子さん・大橋和子さん

新潟県産大豆だけを生搾りしてつくった
手揚げの肉厚油揚げを煮つけにした逸品です。 

「いちばんおいしい油揚げを作りたい」
創業時の熱い思いが今も続く油揚げ専門店。
　今では全国的にも有名な「栃尾のあぶらげ」。その特徴は、何と言っても、
大きさが他の油揚げとは比べ物にならないほど大きいこと。そして、鍋で
2回揚げる（低温と高温の2つの鍋で1回ずつ揚げる）ことから、中身まで
ふっくらと揚がり、大きさ・食感・味とも日本一と呼ばれています。栃尾の
方言で「油揚げ」のことを「あぶらげ」と呼びますが、全国的には「栃尾の油
揚げ」「栃尾揚げ」「ジャンボ揚げ」などとも呼ばれています。
　豆撰の創業は1990年。栃尾の中では最後発の油揚げ屋さんです。先代社
長は「いちばんおいしい油揚げを作りたい」その一念で油揚げづくりをス
タート。大豆やにがり、製法にこだわり、手間を惜しまない油揚げづくりに
取り組んできました。創業時に掲げた目標の一つ目は、「豆を選ぶ」こと。県
産にこだわり大豆を選び続け、念願だった栃尾産大豆の復活にたどり着
きました。目標の二つ目は、「伝統製法を守る」こと。大豆の風味や香りを最
大限に引き出す唯一の方法である伝統的な「生搾り製法」を守っています。

取締役の多田礼子さん（左）・大橋和子さん。豆
撰のキャラクター「まめすけ」と一緒に。「まめ
すけ」のパペットとかぶりものは、豆撰の大ファ
ンという有鹿神社（神奈川県）作とのことです。 

あぶらげの煮つけ
内容量：12個入り
1袋 565円（税込）

有限会社 豆撰
長岡市栄町2丁目8番26号
TEL. 0120-05-5006
https://mamesen.jp/

※ネスパス1階物産販売「新潟・
　食楽園」で取り扱っています。

1.「厳選した新潟県産大豆」 伝統の味を今
に伝えるために新潟県産大豆にこだわって
います。平成26年には夢だった栃尾産大豆
の油揚げを提供できることになりました。 

2.「こだわりの生搾り製法」 水に浸した大
豆を、煮沸せずそのまま豆乳とおからに分
離。豆乳を温めさらに搾れば、大豆の風味
を生かした渋みや苦みが少ない豆乳に。

晴れた日には標高2,454mの妙高山を水面にくっきり映し出す
いもり池。妙高高原池の平温泉にある周囲約500mの池で、昔
はいもりが多く生息していたことからこの名がついたと言われて
います。周囲ではミズバショウなどの湿生植物や白樺が見られ、
池を一周する遊歩道は所要時間約15分。森林セラピーロード
に指定された“妙高高原自然歩道”の中間点にあたります。

有限会社 豆撰
あぶらげの煮つけ
素材にこだわった本物の「栃尾のあぶらげ」を煮つけにした絶品おかず。
やさしくてどこか懐かしい味わいが評判です。

新潟県産大豆１００％使用の油揚げを
甘めの出汁でていねいに煮つけています。

妙高山といもり池

長岡市
（栃尾）

に
い

がたセレクション

「いもり池」所在地：新潟県妙高市関川2249
交通アクセス／ ●トキ鉄・妙高はねうまライン「妙高高原駅」よりバスで10分
　　　　　　  ●上信越自動車道「妙高高原IC」より車で5分
お問い合わせ／妙高高原観光案内所 TEL.0255-86-3911
                       妙高観光ナビ https://myokotourism.jp/

にいがた

アレンジレシピ
「かんたん！あぶらげ丼」

3.「栃尾伝統の二度揚げ」 低温で生地を
じゅわーとゆっくり伸ばし、その後高温で
ふっくら揚げます。外はパリッ、中はふわふ
わでジューシーな油揚げに仕上がります。

4.「体にもやさしい味つけ」 カットした油
揚げを、有機醤油使用の白だし・沖縄県産
砂糖「天糖太陽」・国内産干しアミエキスな
ど（化学調味料不使用）で煮つけます。

フライパンに「あぶらげの煮つけ」と長ねぎ
を入れて温めるだけ。ポイントは煮汁も使う
こと（味つけ不要）。最後に溶き卵を回しかけ
て、卵が半熟ほどになったら、取り出してご
はんの上にのせればできあがり！（そのまま

「あぶらげの卵とじ」としておかずにも。）
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ネスパス こだわりの味フェア

[10日] 13：00 ～ 18：00
[11日] 10：30 ～ 18：00
[12日] 10：30 ～ 16：00

新潟産にこだわった材料を山桜の原木で燻したスモーク味の
ベーコンなどを販売します。岩の原ワインの飲み比べと併せて
お楽しみください。屋外テントでは香ばしい五平餅、大きな串だ
んごをキッチンカーで販売。でっかい笹だんご、紅あづまのス
イートポテトもオススメです！

7月6月

1210金 日

[2日] 13：00 ～ 18：00
[3・4日] 10：30 ～ 18：00
[5日] 10：30 ～ 16：006月 6月

6月6月

52 木 日

イベントカレンダー
当館では、地元・新潟の季節の食材や話題の物産などを紹介するイベントを開催
しています。食をはじめとする新潟県の魅力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ので、表参道にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

燕の洋食器即売会
世界中で愛されている新潟県燕市の洋食器。その品質の高さ・
美しさをこの機会に実際に手に取ってお確かめください。各種カ
トラリー、調理器具、銅製品など多彩な商品をご用意いたします。
皆様のご来場をお待ちしております。　
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父の日フェア 日本酒とうまいもの父の日フェア 日本酒とうまいもの父の日フェア 日本酒とうまいもの父の日フェア 日本酒とうまいもの父の日フェア 日本酒とうまいもの

初夏のうんめもん祭り！

ネスパス こだわりの味フェア

新潟県聖籠産さくらんぼ
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加茂総桐たんすと加茂市特産品展
柏崎発「新潟バナ～ナ」！柏崎発「新潟バナ～ナ」！

つるるん夏の風物詩つるるん夏の風物詩つるるん夏の風物詩つるるん夏の風物詩つるるん夏の風物詩

ネスパス夏フェスタネスパス夏フェスタネスパス夏フェスタネスパス夏フェスタネスパス夏フェスタ

ながおかクオーレ祭りinネスパス

新潟 甘いもの特集！

（海の日）

新型コロナウイルス感染症などの影響により、イベント開催や出店者ならびに販売商品が変更となる場合がございますので、
あらかじめホームページ等でご確認の上ご来館ください。 https://www.nico.or.jp/nespace/

ネスパス

6月

食べる宝石「新潟県聖籠産さくらんぼ」
せい ろう

父の日フェア 日本酒とうまいもの
北アルプスから日本海まで4,000mの高低差がある地形の糸
魚川市より、新鮮な海の幸と市内の5蔵の日本酒を紹介します。
日本酒はワンコインで飲み比べができます。五泉市からは、UV
カットネックカバーなどニット製品を販売します。
※海産物、日本酒の販売は17日（金）～ 19日（日）です。

初夏のうんめもん祭り！ 加茂総桐たんすと加茂市特産品展

屋外
テント

柏崎発「新潟バナ～ナ」！

[21日] 13：00 ～ 18：00
[22日] 10：30 ～ 16：00
[23日] 10：30 ～ 18：00
[24日] 10：30 ～ 16：002421 木 日

ながおかクオーレ祭りinネスパス
～長岡市のキラリ！と光る逸品～

日本三大花火大会のひとつといわれる「長岡まつり大花火大会」
でも有名な新潟県長岡市。今回は長岡商工会議所会員企業の
加工食品や工芸品の“キラリと光る逸品”を取り揃えます。また、
屋外テントでは長岡のソウルフード「枝豆」を数量限定で販売し
ます。この機会に、越後長岡の逸品をご堪能ください。
※枝豆の販売は22日（金）～24日（日）です。

7月
[28日] 13：00 ～ 18：00
[29・30日] 10：30 ～ 18：00
[31日] 10：30 ～ 16：003128 木 日

新潟 甘いもの特集！
長岡市で200年以上続く伝統ある老舗和菓子店の酒まん
じゅう「大手饅頭」が初登場！蜂蜜の香りがたまらない生地の
どら焼きも一緒にご賞味ください。また、夏場のスタミナ源に甘
酒はいかがでしょうか。南魚沼を代表する夏の味覚「八色スイ
カ」は屋外テントで販売しますよ！

7月

「布乃利」という海藻をつなぎに使い、
「片木」と呼ばれる器に盛られる、十日
町地域の代表的なご当地グルメでも
あるへぎそばは、滑らかなのど越しと
独特の食感が自慢です。十日町市の
名店「小嶋屋総本店」の味をご堪能く
ださい。屋外テントではかわいいミニ
盆栽をお楽しみください。

ふ    の     り

へ　 ぎ

加茂市の特産品である総桐たんすを中心に、人気のからくり金
庫箪笥、桐チェスト、屏風などの木製品や加茂縞製品、七谷産の
コシヒカリ、車麩、カルルス煎餅やイチジク羊羹などの銘菓を展示
販売します。北越の小京都、加茂市の魅力をお楽しみください。

か    も    じま

【主催】日本金属洋食器工業組合

【主催】聖籠町・聖籠町観光協会・聖籠地場物産株式会社

宝石のように輝く「聖籠産さくらんぼ」♪おいしさの秘密は日本
海に面した水はけのよい砂丘地と、明治以来100年以上積み
重ねてきた生産者たちの不断の努力！みずみずしい果肉と甘
みと酸味のバランスが絶妙の「聖籠産さくらんぼ」をぜひこの機
会にご賞味ください！

せい ろう

せい ろう

大人気の串だんごにあんが仲間入り、手作り笹だんごとともに
お召し上がりください。また、外はパリッ、中はふっくらの「栃尾
のあぶらげ」を3種類の味噌味で販売します。さらに、首都圏で
はなかなかお目にかかれない日本酒もお楽しみいただけます。
屋外テントではインテリアに最適のミニ盆栽市を開催します。
※日本酒の販売は24日（金）～26日（日）です。

【主催】加茂市ふるさと物産会

1815金 祝
月

ネスパス夏フェスタ

7月7月

夏が来ました！新潟県民が愛してやま
ない枝豆や生でも食べられる「おひさま
コーン」を販売します。さらに、地元でし
か味わえない米どころならではの日本
酒の飲み比べを、コリコリ感がたまらな
い「なんこつくんせい」とともにお楽しみ
いただけます！※日本酒の販売は16日
（土）～ 18日（月・祝）です。

雪国新潟あま～いバナナを栽培した
い！そんな想いから生まれた「新潟バナ
～ナ」。自社の焼却施設の排熱を利用
し、農薬は使わず樹上でギリギリまで熟
成させてからの収穫のため、甘さはも
ちろん皮まで食べられます！ネスパス初
登場、「新潟バナ～ナ」お試しあれ！！

[15日]  13：00 ～ 18：00
[16・17日]  10：30 ～ 18：00
[18日]  10：30 ～ 16：00

[30日] 13：00 ～ 18：00
[7/1・2日] 10：30 ～ 18：00
[3日] 10：30 ～ 16：00

107木 日

つるるん夏の風物詩

[7日] 13：00 ～ 18：00
[8・9日] 10：30 ～ 18：00
[10日] 10：30 ～ 16：00

【主催】長岡商工会議所

屋外テント
初出店

3 4
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美しさをこの機会に実際に手に取ってお確かめください。各種カ
トラリー、調理器具、銅製品など多彩な商品をご用意いたします。
皆様のご来場をお待ちしております。　

N ’ E SPACE 
E V E N T C A L E N DA R

2022

6 7/ 月

[16日] 13：00 ～ 18：00
[17・18日] 10：30 ～ 18：00
[19日] 10：30 ～ 16：00 1916木 日

[30日] 13：00 ～ 18：00
[7/1-4日] 10：30 ～ 18：00
[5日] 10：30 ～ 16：00530木 火6/ 7/

[23日] 13：00 ～ 18：00
[24・25日] 10：30 ～ 18：00
[26日] 10：30 ～ 16：002623木 日

[16日]  13：00 ～ 18：00
[17日]  10：30 ～ 16：00 1716木 金

7/36/30木 日

日月月 火 水 木 金 土

6 7 8  9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19　

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

 1 2 3 4 5

燕の洋食器即売会
父の日フェア 日本酒とうまいもの父の日フェア 日本酒とうまいもの父の日フェア 日本酒とうまいもの父の日フェア 日本酒とうまいもの父の日フェア 日本酒とうまいもの

初夏のうんめもん祭り！

ネスパス こだわりの味フェア

新潟県聖籠産さくらんぼ

日月月 火 水 木 金 土

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

   1 2 3

加茂総桐たんすと加茂市特産品展
柏崎発「新潟バナ～ナ」！柏崎発「新潟バナ～ナ」！

つるるん夏の風物詩つるるん夏の風物詩つるるん夏の風物詩つるるん夏の風物詩つるるん夏の風物詩

ネスパス夏フェスタネスパス夏フェスタネスパス夏フェスタネスパス夏フェスタネスパス夏フェスタ

ながおかクオーレ祭りinネスパス

新潟 甘いもの特集！

（海の日）

新型コロナウイルス感染症などの影響により、イベント開催や出店者ならびに販売商品が変更となる場合がございますので、
あらかじめホームページ等でご確認の上ご来館ください。 https://www.nico.or.jp/nespace/

ネスパス

6月

食べる宝石「新潟県聖籠産さくらんぼ」
せい ろう

父の日フェア 日本酒とうまいもの
北アルプスから日本海まで4,000mの高低差がある地形の糸
魚川市より、新鮮な海の幸と市内の5蔵の日本酒を紹介します。
日本酒はワンコインで飲み比べができます。五泉市からは、UV
カットネックカバーなどニット製品を販売します。
※海産物、日本酒の販売は17日（金）～ 19日（日）です。

初夏のうんめもん祭り！ 加茂総桐たんすと加茂市特産品展

屋外
テント

柏崎発「新潟バナ～ナ」！

[21日] 13：00 ～ 18：00
[22日] 10：30 ～ 16：00
[23日] 10：30 ～ 18：00
[24日] 10：30 ～ 16：002421 木 日

ながおかクオーレ祭りinネスパス
～長岡市のキラリ！と光る逸品～

日本三大花火大会のひとつといわれる「長岡まつり大花火大会」
でも有名な新潟県長岡市。今回は長岡商工会議所会員企業の
加工食品や工芸品の“キラリと光る逸品”を取り揃えます。また、
屋外テントでは長岡のソウルフード「枝豆」を数量限定で販売し
ます。この機会に、越後長岡の逸品をご堪能ください。
※枝豆の販売は22日（金）～24日（日）です。

7月
[28日] 13：00 ～ 18：00
[29・30日] 10：30 ～ 18：00
[31日] 10：30 ～ 16：003128 木 日

新潟 甘いもの特集！
長岡市で200年以上続く伝統ある老舗和菓子店の酒まん
じゅう「大手饅頭」が初登場！蜂蜜の香りがたまらない生地の
どら焼きも一緒にご賞味ください。また、夏場のスタミナ源に甘
酒はいかがでしょうか。南魚沼を代表する夏の味覚「八色スイ
カ」は屋外テントで販売しますよ！

7月

「布乃利」という海藻をつなぎに使い、
「片木」と呼ばれる器に盛られる、十日
町地域の代表的なご当地グルメでも
あるへぎそばは、滑らかなのど越しと
独特の食感が自慢です。十日町市の
名店「小嶋屋総本店」の味をご堪能く
ださい。屋外テントではかわいいミニ
盆栽をお楽しみください。

ふ    の     り

へ　 ぎ

加茂市の特産品である総桐たんすを中心に、人気のからくり金
庫箪笥、桐チェスト、屏風などの木製品や加茂縞製品、七谷産の
コシヒカリ、車麩、カルルス煎餅やイチジク羊羹などの銘菓を展示
販売します。北越の小京都、加茂市の魅力をお楽しみください。

か    も    じま

【主催】日本金属洋食器工業組合

【主催】聖籠町・聖籠町観光協会・聖籠地場物産株式会社

宝石のように輝く「聖籠産さくらんぼ」♪おいしさの秘密は日本
海に面した水はけのよい砂丘地と、明治以来100年以上積み
重ねてきた生産者たちの不断の努力！みずみずしい果肉と甘
みと酸味のバランスが絶妙の「聖籠産さくらんぼ」をぜひこの機
会にご賞味ください！

せい ろう

せい ろう

大人気の串だんごにあんが仲間入り、手作り笹だんごとともに
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ネスパスインフォメーション
ネスパスからみなさまへ旬の話題やおトクな情報をお届けします。

N'ESPACE 
INFORMATION

※ネスパスニュースに掲載の商品価格は、令和4年5月現在の「新潟・食楽園」での販売価格（税込）です。

キリクリームチーズ※を小さなキューブの中に
凝縮した新感覚のスイーツ。一口食べれば
至福のおいしさがお口の中に広がります。

人気のキリクリームチーズを
小さなキューブに凝縮！！

佐渡にある蔵元「北雪酒造」の吟醸酒と
ベルギー産チョコレートを生地に練り
込むことで、フルーティーな香りがほのか
に香るショコラに仕上げました。

佐渡金銀山の世界遺産登録を
日本酒香るショコラで応援！

新潟の魅力を発信！！「ブリッジにいがた」

【お問い合わせ】
TEL.03-3243-2840
営業時間／10:30 ～ 19:00
住　所／東京都中央区日本橋室町 1-6-5
　　　　だいし東京ビル1 階
定休日／毎週火曜日、年末年始
　　　　※火曜日が祝日の場合は営業

三越前駅から徒歩2分、日本橋三越様の目の前にある新潟の
アンテナショップです。お米・日本酒をはじめとした四季折々
の豊かな自然が作り出す豊富な食料品や、職人の技術が輝く
工芸品・民芸品など新潟の魅力
ある商品を取り揃えています。
まだまだ知られていない「新潟」
の魅力を発信しています。ぜひ、
お越しください。

石本酒造 [新潟市江南区北山］

魚沼のきりざい

1.トマトを湯むきして1㎝角に切り
   ボールに入れる
2.１にオリーブオイルとかんずりを
   入れ、潰しながら混ぜる
3.２に麺つゆを入れ混ぜる
4.素麺を硬めに茹でて氷水で冷やす
5.４の水をきり、３に入れて混ぜ合
   わせ、 上に刻み大葉をのせ器に
   盛りつけて出来上がり！

作り方

レシピ考案：「にいがたの味 静香庵」料理長 山田哲也 氏

かんずりトマト素麺

素麺……1束（100ｇ）
トマト……1個（150ｇ位）
かんずり……小さじ1
麺つゆ…70㏄（2倍濃縮のもの）

オリーブオイル……大さじ1
みりん……小さじ2
※かんずりを加える場合

大葉……2枚

材料（２人前）

妙高のかんずりを使っ
たピリ辛素麺です！
みりんを加えると甘さ
が引き立ち、美味しく
召し上がれます！
かんずりを加えなくても
美味しく召し上がれるの
で、辛いものが苦手な
方にもおすすめです♪

ポイント

ピリ辛で

夏にぴっ
たり！！

注目!

ご飯のお供

野沢菜漬けをアレンジした
どこか懐かしい郷土の味。

洋菓子

1個 163円ディープキューブ
洋菓子

株式会社 きくや
新潟市北区新崎699番地11
TEL.025-258-6000
https://www.okashi-kikuya.jp/

株式会社 幸源
魚沼市十日町字西360-5  TEL.025-792-4780
https://uonuma-kougen.com/

株式会社 ナカシマ
糸魚川市横町5-12-72（糸魚川店）  TEL.025-552-0117
http://www.okasi-nakasima.com/

ライン
ナップ

原料米はすべて酒造好適米を使用。産地にもこだわった、上位等級米を自社精米しています。

香り

味

甘辛

穏やか   華やか

淡い   濃い

甘い   辛い

越乃寒梅 Lagoon（ラグーン）
720ml 1,485円
原材料／米（国産）、米麹（国産米）、
　　　　醸造アルコール
使用米／五百万石(新潟県産100％）
精米歩合／58%
アルコール度数／19度

◎おすすめの飲み方
□冷酒  □ぬる燗  □常温  □熱燗  □ロック  □炭酸割り  □その他銘酒「越乃寒梅」の味わいを受け継ぎ、

さらに進化を続ける老舗蔵元
　明治40年、「農作業に励む人々に喜んでもらえる
酒を造る」という思いから生まれた石本酒造。阿賀
野川を水系とした豊富な良水と低温環境を作り出
す冬の雪に恵まれた、まさに酒造りの好適地であ
る亀田郷で、原料米や産地にこだわった酒造りを
続けています。
　「一滴に、一輪の美意識」。いつの時代も変わら
ず美しさを放つ寒梅のように、日本酒の豊かさを、
世代を超えて伝えています。
　「地元への感謝と誇りを表すべく、新潟の一文字を
とり、「潟」を意味する「Lagoon（ラグーン）」と名付けま
した。ほのかに香る吟醸香と米の旨味をしっかり味わ
えるお酒です。温度帯や割り方で変化していく味わい
をぜひご賞味ください。」取締役社長 石本龍則さん

石本酒造 株式会社
新潟市江南区北山 847-1 
TEL.025-276-2028
https://www.koshinokanbai.jp/

ええ ちち ごご 新新 潟潟

 酒 蔵 だ よ り

「きりざい」は魚沼地方の郷土食。刻んだ野
沢菜・人参・大根に、ごまと特製の煮干し醤
油を合わせて、おいしさを追求しました。

金粉のデコレーションは、佐渡金銀山のシンボル「道遊の割戸」をイメージ。

佐渡吟醸ショコラ
1個 216円

100g 240円

新潟食材を楽しもう！
かんたん

レシピアレンジ

※キリクリームチーズ＝フランスの牧場ミルクで作られた
　人気のクリームチーズ。

第10回 キリクリームチーズコンクール

焼き菓子部門 最優秀賞受賞

納豆と混ぜ合わせたり、
豆腐にのせたり、

チャーハンの具にしたり、
混ぜご飯にしても絶品！

＼ありがとう ネスパス25周年／

▲公式HP

表参道・新潟館ネスパスは、今年の6月で25周年を迎えます！
これもひとえにみなさまのご愛顧のおかげです。ありがとうご
ざいます！オープンからこれまで1,500万人を超える多くの方に
ご利用いただいております。
ネスパスでは、みなさまへの感謝の気持ちを込め、周年祭を企画
中です♪ネスパスオリジナルグッズのプレゼントや一部商品割
引セールなどを予定しています。みなさまお楽しみに！
※期日・内容等については後日HP等でお知らせいたします。

相性の良い料理は、
「鯖の味噌煮」「豚の
角煮」「焼鳥(たれ)」
など和風の濃い味
付けの料理です。

住んでよし！

にいがた暮らし

新潟県のここがスゴイ！
自然が身近で、思いっきり遊べます!全国５位の広い面積を
持ち、海岸線の長さはなんと635km!春夏秋冬、海でも山で
も、いろいろなレジャーを楽しむことができます。今度の休
みの日はどこへ行こうか、考えるとわくわくしますよね♪

透明度抜群の海での海水浴やダイビング、美しい海岸線
のサイクリングや島ならではの食の堪能など、楽しみ方
は様 ！々トレッキングも楽しむことができますよ。

ネスパス２階の「にいがた暮らし・しごと支援
センター」では、ＵＩターンや移住の相談、住
まい探しのサポートなど、一人一人のニーズ
に合わせたサポートを行っています。相談は
無料、お気軽にお立ち寄りください！

今号から、にいがた暮らしを満喫できる
ポイントなどを地域エリアごとに紹介します！
今回は自然満喫編です！

佐渡市

鈴木相談員和田相談員

シーカヤック

サイクリング

【UIターンや移住の相談はネスパスへ！】

満喫ガイド

新コーナー

エリアトピック 佐渡市”"
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ネスパスインフォメーション
ネスパスからみなさまへ旬の話題やおトクな情報をお届けします。

N'ESPACE 
INFORMATION

※ネスパスニュースに掲載の商品価格は、令和4年5月現在の「新潟・食楽園」での販売価格（税込）です。
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営業時間／10:30 ～ 19:00
住　所／東京都中央区日本橋室町 1-6-5
　　　　だいし東京ビル1 階
定休日／毎週火曜日、年末年始
　　　　※火曜日が祝日の場合は営業

三越前駅から徒歩2分、日本橋三越様の目の前にある新潟の
アンテナショップです。お米・日本酒をはじめとした四季折々
の豊かな自然が作り出す豊富な食料品や、職人の技術が輝く
工芸品・民芸品など新潟の魅力
ある商品を取り揃えています。
まだまだ知られていない「新潟」
の魅力を発信しています。ぜひ、
お越しください。

石本酒造 [新潟市江南区北山］

魚沼のきりざい

1.トマトを湯むきして1㎝角に切り
   ボールに入れる
2.１にオリーブオイルとかんずりを
   入れ、潰しながら混ぜる
3.２に麺つゆを入れ混ぜる
4.素麺を硬めに茹でて氷水で冷やす
5.４の水をきり、３に入れて混ぜ合
   わせ、 上に刻み大葉をのせ器に
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レシピ考案：「にいがたの味 静香庵」料理長 山田哲也 氏
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トマト……1個（150ｇ位）
かんずり……小さじ1
麺つゆ…70㏄（2倍濃縮のもの）

オリーブオイル……大さじ1
みりん……小さじ2
※かんずりを加える場合

大葉……2枚

材料（２人前）
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たピリ辛素麺です！
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が引き立ち、美味しく
召し上がれます！
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方にもおすすめです♪

ポイント

ピリ辛で

夏にぴっ
たり！！

注目!

ご飯のお供

野沢菜漬けをアレンジした
どこか懐かしい郷土の味。

洋菓子
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も、いろいろなレジャーを楽しむことができます。今度の休
みの日はどこへ行こうか、考えるとわくわくしますよね♪

透明度抜群の海での海水浴やダイビング、美しい海岸線
のサイクリングや島ならではの食の堪能など、楽しみ方
は様 ！々トレッキングも楽しむことができますよ。
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センター」では、ＵＩターンや移住の相談、住
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■さど観光ナビ（佐渡市公式観光情報サイト）
   https://www.visitsado.com/

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、それぞれのお店や施設で営業時間やサービス内容が変更になっている可能性があります。
ホームページ等で事前にご確認ください。また、県をまたぐ移動については、国や自治体の要請等にご留意ください。

佐渡
～小佐渡（小木周辺）編～

小木港祭り 8/27(土)・28(日)小木港周辺2

表参道

明
治
通
り

青
山
通
り

JR
原
宿
駅

ネスパス

表参道ヒルズ

地下鉄
表参道駅
A2出口

◇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

営

休

会席・和食「にいがたの味 静香庵」　
TEL 03-5771-8500

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

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（購読料・送料無料）

LINE公式アカウント・twitter
Instagram・Facebookで
情報発信中!

FacebooktwitterLINE公式
アカウント

Instagram

「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
60％再生紙を使用し、植物油インキで印刷しています。

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

◀「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

※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

メール（nespace@nico.or.jp）または、はがきに①ご
希望のプレゼント名（AまたはB）、②郵便番号、③住所、
④氏名、⑤電話番号、⑥性別、⑦年齢、⑧本紙の感想を
明記し、上記までお送りください。

応
募
方
法 令和4年

6月17日［金］

応募締切 消印
有効

フォロー

お願いします!
フォロー

お願いします!

〒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
※掲載の営業時間は、通常時のものです。
※営業時間は変更となる場合があります。事前にHP等でご確認の上、ご来館ください。

10：30～18:30営 休

（公社）新潟県観光協会東京観光センター
年末年始

●●BB

新潟・食楽園　TEL 03-5775-4332（物販）商品の配送承ります
TEL 03-5775-4322（飲食）

営 休 年中無休物産販売 10：30～19：30
ランチ 月～金   11：00～14：30（14:00LO）
　　　　土・日・祝 11：00～15：30（15：00LO）
ディナー 月～土   17：00～22：00 （21:00LO、ドリンク21:30LO）
　　　　日・祝    17：00～21：00 （20:00LO、ドリンク20:30LO） 　　

お食事処 

PRESENTPRESENT

10：30～18：30

にいがた暮らし・しごと支援センター
  TEL 03-5771-7713
         03-5771-7755
  FAX 03-5771-7714

休営 火・祝・年末年始

月～金 12：00～17：30（17:00LO）（14:30～15：00休止）
土・日・祝 11：00～18：30（18:00LO）

営
休 年中無休

立ち呑みBAR COCO　TEL 03-5775-4332

当館では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に取り
組んでまいりますので、ご来館の際は、マスクの着用や手
指のアルコール消毒など、ご協力をお願いいたします。

あぶらげの煮つけ（12個入）・ディープキューブ（3個）・
佐渡吟醸ショコラ（3個）・魚沼のきりざいを
セットで10名様
静香庵ペアランチ券5組10名様
のいずれかをプレゼント！

●●BB

●●AA

●●AA

美しい景色や美食・グルメ、観光スポットなど
新潟の観光情報はこちらから!にいがた観光ナビ にいがた観光ナビ 検 索

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

①ご希望のプレゼント名　（AまたはB）
②郵便番号
③住所
④氏名
⑤電話番号
⑥性別
⑦年齢
⑧本紙の感想

渋
谷
区
神
宮
前
4-

11-

7

表
参
道
・
新
潟
館
ネ
ス
パ
ス

「
読
者
プ
レ
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妙高山といもり池（妙高市）

ディープキューブ
㈱ナカシマ（糸魚川市）

魚沼のきりざい
㈱幸源（魚沼市）

佐渡吟醸ショコラ
㈱きくや（新潟市）

あぶらげの煮つけ
有限会社 豆撰（長岡市）

N ’ E S P A C E  N E W S

にいが
たがもっともっとすきになる。表参道・新潟館 ネスパス 

にいがたセレクション

注目！ラインナップ

夏を感じる島 佐渡
小佐渡（小木周辺）編

6・7月 イベントカレンダー
ネスパスインフォメーション

かんずりトマト素麺
協力：会席・和食 にいがたの味 静香庵

えちご新潟・酒蔵だより

旬のにいがた 旅日和

かんたんアレンジレシピ

自然満喫編
[エリアトピック] 佐渡市

住んでよし！にいがた暮らし満喫ガイド

2022 6・7月号
N'ESPACE（ネスパス）の「N」は新潟/
ネットワークを、「ESPACE」はフランス
語で空間やスペースを意味します。

佐渡を拠点に公演活動を続けている太鼓芸能集団「鼓童」と佐渡市が1988年
より開催している国際芸術祭。打楽器のライブやワークショップを中心に、コンテン
ポラリーダンスや伝統芸能など、さまざまな野外イベントが行われます。
詳細は5/10（火）発表（https://www.earthcelebration.jp/）

小木港が金銀積み出し港だった時代、航海安
全祈願として始まったお祭り。鬼太鼓やおけさ
をはじめとした島の伝統芸能のほか、地元中学
校のマーチングバンドや吹奏楽パレードも行わ
れます。フィナーレには、夜空を三尺玉など大輪
の花火が彩ります。

アース・セレブレーション2022  8/19(金) ～ 21(日) 市内各地1

マリンレジャーが
充実した
小佐渡エリアで
佐渡の夏を満喫！

佐渡市

目の前に広がる真野湾を眺めながら、自家製
酵母のこだわりのパンや、佐渡の食材を使っ
たカレーライス、パスタなどはいかがですか？
水平線を見渡せるオープンテラス席では、心
地よい波の音や海風に包まれて、のんびり佐
渡タイムを満喫できます。

ベーカリーカフェ しまふうみ3

旬の
にいがた

旬の
にいがた

Niigat
a Tri

p

越乃寒梅 Lagoon
石本酒造㈱（新潟市）

ラ グ ー ン

真野湾

350

しまふうみしまふうみ

新 潟 県
直江津港直江津港

↑
至 

両
津
港

小木港祭り小木港祭り

小木港小木港

アース・
セレブレーション
アース・
セレブレーション

←至 糸魚川

至 柏崎→
小木・直江津航路

夏を感じる島

妙高戸隠連山国立公園に属し、日本百名山にも選定さ
れている名峰「妙高山」。妙高高原の池の平温泉にある

「いもり池」の水面に映るその様は特に美しく、新潟県
を代表する絶景スポットとして人気を集めています。

小佐渡（小木周辺）エリア拡大図

撮影：岡本隆史




