
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。
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◇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

8月19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）　　

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。

上越みそラーメン(1箱）＆注目！ラインナップ
紹介のクラフトビール2本セットを10名様
※クラフトビールの種類は選べません。Aのご応募は満20歳以上
　の方に限定させていただきます。

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/
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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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笹川流れ（村上市）

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 

クラフトビール特集

上越みそラーメン
食堂ニューミサ
有限会社 食堂ニューミサ（上越市）

にいがたセレクション

注目！ラインナップ

えちご新潟・酒蔵だより番外編

ネスパス物産販売 新潟食楽園
令和3年度
日本酒売上トップ10

2022 8・9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。

歴史や文化の宝庫・糸魚川を巡る旅に出かけてみませんか。

糸魚川市
旬の
にいがた

旬の
にいがた

歴史を学ぶまち
糸魚川

8・9月 イベントカレンダー
ネスパスインフォメーション

「えご」アレンジ特集
協力：会席・和食 にいがたの味 静香庵

旬のにいがた 旅日和

かんたんアレンジレシピ

交通アクセス編
[エリアトピック]新潟市

住んでよし！にいがた暮らし満喫ガイド

澄み切った碧い海が美しく、日本屈指の透明度を
誇る笹川流れ。11km続く海岸では、日本海の荒
波の浸食によりできた奇岩や岩礁、洞窟などの変
化に富んだ風景が広がり、豪壮な景観は国指定
の名勝及び天然記念物となっています。

■糸魚川観光ガイド（糸魚川市観光協会公式サイト）
   https://www.itoigawa-kanko.net/

本殿は、室町時代の特色を残す国指定重要文化財。宝物殿にも国
指定重要文化財の木造聖観音立像や船絵馬など多くの文化財があ
り、裏山の社叢には国の天然記念物に指定されている「姫春蝉」が
棲息するなど、歴史と自然の豊かな地です。

早川谷の不動山（標高
447ｍ）にある戦国時代
の山城跡。四方を絶壁
に囲まれ、前面には早川
の急流が控え、当時は天
然の要害として戦国時代
を代表する堅固な山城で
した。城の遺構が多く残
されており、市の文化財
に指定されています。

能生白山神社1

不動山城跡2

市振は、越後と越中の国境にあり、その名のと
おり越後の第一番の「振りだし」です。加賀前田
候の参勤交代の要路であり、越中から越後親
不知の西の入り口の宿駅として賑わっていまし
た。芭蕉句碑、芭蕉が
宿泊したとされている
宿の跡地である桔梗屋
跡、海道の松、弘法様
の井戸などがあります。

4勝山城跡3
上杉景勝と豊臣秀吉が会見
した越後・越中国境の城。別
名を落（堕）水城（おちりみず
じょう）と称し、越後の最西端
に位置する堅固な山城です。
日本海に切り立った勝山は、
眼下に北陸道を監視できる要
衝で、勝山城は越中との国境
を防備する重要な城でした。
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北陸新幹線
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2020年、30周年にあたって作った記念グッズ
「ニューミサ歴史トートバッグ」。文面には、お
客さまの笑顔のために味を追求する変わらぬ
思いがあふれています。

　食堂ニューミサの看板メニュー「みそラーメン」の一番の特徴は、具
材の豚ひき肉・玉ねぎ・もやしをスープに入れて煮込むという点です。
繁忙時に味の追求と時短を求めてたどり着いた調理法です。具材の盛
りがよく、麺のボリューム感があり、それを白みその優しい味わいに
豚肉と野菜の味が溶け込んだスープが包み込みます。それはもう見事
な一体感です！ スタミナ満点、白みそとニンニクの風味がクセにな
る食堂ニューミサの「みそラーメン」をぜひ一度ご賞味ください。
　「2年前、コロナ禍の中、アイランド食品さんから当店のみそラーメ
ンを家庭用・みやげ用に商品化しないかと熱心なお声がけをいただき
ました。それから1年間ほど、味や食感のチェックを何度も重ねて、
2021年秋、晴れて商品化の運びとなりました。スタッフや常連さんに
もチェックしていただいて、当店自慢のみそラーメンを完全に再現す
ることができました。食堂ニューミサのみそラーメンを食べたことの
ある人もない人も必ず喜んでいただける仕上がりになっています。
ぜひお試しください。」 取締役 上田幸子さん

食堂ニューミサの看板メニュー「みそラーメン」を
おいしさそのまま自宅で食べられます。

白みそと野菜の旨味とニンニクの風味が
クセになる食堂ニューミサのみそラーメン。
　「食堂ニューミサ」は、昭和44（1969）年創業の老舗ドライブイン。
妙高山のふもと、長野県から日本海へ突き抜ける国道18号線沿いに
あり、地元の人たちはもちろん長距離ドライバーや観光客、ラーメ
ン愛好家など、多くの人たちに愛され続ける名店です。看板メ
ニューは、創業当時から代々受け継がれ進化を遂げてきた「みそ
ラーメン」。「上越味噌ラーメン」とも呼ばれ、食堂ニューミサはその
元祖と言われています。
　タレは、まろやかで深みがある白みそがベース。隣の妙高市に
ある太田醸造にお願いしているこだわりのみそを使用しています。
ダシには、豚・鶏・かつおぶし・野菜（キャベツ、玉ねぎ、長ねぎ、ニン
ニク）などを使っています。これらを合わせると、豚などの濃厚なコ
ク、野菜の甘みと香りが混ざり合い、香ばしいニンニクが効いたク
セになる絶品スープができあがります。そして、ツルツル食感で喉
越しのよい中細ちぢれ麺がスープをしっかり受け止めます。

取締役の上田幸子さん（右）とスタッフのみなさん。
定番メニューの味を追求するのはもちろん、常に
新メニューに挑戦しています。食堂ニューミサ開業
時からお店の味を守り続けるベテランスタッフも。

上越みそラーメン 食堂ニューミサ
600g（めん：110g×3、添付調味料：90g×3）
1箱（3人前） 1,190円（税込）

有限会社 食堂ニューミサ
上越市中郷区稲荷山367
TEL. 0255-74-2096

※ネスパス1階物産販売「新潟・食楽園」で取り扱っています。

笹川流れの「笹川」は地域名です。この笹川よ
り沖合の岩の間を盛り上がるように流れる潮
流が見られることが、名の由来です。白砂と青
松のコントラスト、悠久の年月を経て造形され
た奇岩、絶壁、洞穴が自然の偉大さを感じさ
せます。1952年からは「笹川流れ遊覧船」が
運航し、現在に至ります。船上から望む景色は
格別で、カモメの餌付け体験も人気となって
います。沿岸のお店には美しい海で育った魚
介類などのお土産が揃っています。
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笹川流れ（村上市）

上越市
（中郷）

所在地：村上市寒川～浜新保
交通アクセス／ ●JR羽越本線「桑川駅」・「今川駅」・「越後寒川駅」より徒歩で約5分
　　　　　　  ●日本海東北自動車道「村上瀬波温泉IC」より車で約30分
お問い合わせ／村上市山北支所  TEL.0254-77-3115
　　　　　　  詳しくは、潮風とカモメに出会える旅「笹川流れ観光汽船」公式サイトへ 笹川流れ観光汽船HP

有限会社 食堂ニューミサ

ラーメン王国新潟県。中でも超人気行列店の
看板メニュー「みそラーメン」を忠実に再現。

上越みそラーメン

食堂ニューミサ
Facebook

お店での作り方と同じです。特製のスープ
を沸かして、豚ひき肉・玉ねぎ・もやしを煮込
んで、別の鍋で茹でた麺にかけるだけでで
きあがり。（煮込みすぎ、茹ですぎに注意！）

旧食堂ミサの創業は、昭和44（1969）年。旧
国道18号沿いの小さな食堂でした。おい
しい「みそラーメン」を地元のみなさんに
振る舞いたいという、北海道出身の先代の
思いから食堂ミサはスタートしました。

「上越みそラーメン 食堂ニューミサ」の開
発・製造・販売については、株式会社アイラ
ンド食品（香川県）が担当。「当社のスタッ
フが全国を巡って実際に食べてみてお店
を絞り込んでお話をさせてもらっていま
す。惚れ込んだ味をお店の方が納得するま
でチェックを繰り返し開発していきます。
食堂ニューミサさんのみそラーメンは、お
店の味と遜色ないと大好評をいただいて
います。」 担当営業の鈴木晃彦さん

1 2
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食堂ニューミサ
Facebook

お店での作り方と同じです。特製のスープ
を沸かして、豚ひき肉・玉ねぎ・もやしを煮込
んで、別の鍋で茹でた麺にかけるだけでで
きあがり。（煮込みすぎ、茹ですぎに注意！）

旧食堂ミサの創業は、昭和44（1969）年。旧
国道18号沿いの小さな食堂でした。おい
しい「みそラーメン」を地元のみなさんに
振る舞いたいという、北海道出身の先代の
思いから食堂ミサはスタートしました。

「上越みそラーメン 食堂ニューミサ」の開
発・製造・販売については、株式会社アイラ
ンド食品（香川県）が担当。「当社のスタッ
フが全国を巡って実際に食べてみてお店
を絞り込んでお話をさせてもらっていま
す。惚れ込んだ味をお店の方が納得するま
でチェックを繰り返し開発していきます。
食堂ニューミサさんのみそラーメンは、お
店の味と遜色ないと大好評をいただいて
います。」 担当営業の鈴木晃彦さん
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つばめハウスウェア即売会 in ネスパス

[11日] 13：00 ～18：00
[12・13日] 10：30 ～18：00
[14日] 10：30 ～16：00

燕地域には金属加工を得意とする企業が多く集まっており、組
合員企業は高技術、高品質の安心・安全な家庭用品、食卓台
所用品の製造を行っています。今回、選りすぐりの製品を即売
いたします。この機会に、「Made in TSUBAME」の素晴らしい
品々をお手に取ってご覧ください。皆様のご来場を心よりお待
ちしております。

1411 祝
木

日

[4日] 13：00 ～18：00
[5・6日] 10：30 ～18：00
[7日] 10：30 ～16：008月 8月

8月8月

74 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。

新潟 夏の味覚大集合！
風味が豊かで香りも楽しめるスワンレイクビールが初登場！ 新
潟の肥沃な大地が生んだ至高の一品「くろさき茶豆」と共に新
潟県産コシヒカリを使用したキレのあるラガービールで夏の暑
さを吹き飛ばしましょう！ また、夏バテの体は、米麴だけで作っ
た甘酒で癒やしてください！ 屋外テントでは、南魚沼を代表す
る夏の味覚、甘～い八色スイカを販売します。
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新潟 夏の味覚大集合！
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にいがた発 産地直送便にいがた発 産地直送便
秋の味覚「極上☆新潟県聖籠産ぶどう」フェア

ながおかクオーレ祭り in ネスパス

秋の新潟市南区「新鮮・おいしさ直送便」
新米即売会

新潟 こだわりの味

とれたて妙高「新米と秋の味覚」フェア

1 2 3 4 

（敬老の日） （秋分の日）

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

美味しさたっぷり 新潟自慢ネスパス 真夏のマーケット
三条市でマガモ農法で作った無農薬・有機栽培のお米や、お
つまみ部門での人気者、芳醇な香りと豚肉の旨味が凝縮され
た燻製なんこつ、たんを販売します。さらに今回はピンチョス付
で妙高の日本酒の飲み比べをお楽しみいただけます。屋外テ
ントでは、新潟県産の植物を使った素敵なドライフラワーが初
登場！ ぜひ、お立ち寄りください！

にいがた発 産地直送便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～

[22日] 10：30 ～18：00
[23日] 10：30 ～16：002322 木 祝

金9月
[30日] 13：00 ～18：00
[10/1日] 10：30 ～18：00
[10/2日] 10：30 ～16：00

とれたて妙高「新米と秋の味覚」フェア
日本百名山のひとつ、秀峰「妙高山」の麓に広がる妙
高市は日本有数の豪雪地帯。厳しい冬があるからこ
そ自然はすてきな贈り物を届けてくれます。今回は、収
穫したての「新米コシヒカリ」をはじめ妙高自慢の秋
の味覚をお届けします。雪と大地が育んだ妙高の旬
の味をお楽しみください!!

秋の新潟市南区「新鮮・おいしさ直送便」

[15日]
13：00 ～18：00
[16日]
10：30 ～16：001615 木 金

「極上☆新潟県聖籠産ぶどう」フェア
聖籠町では、「粒が大きく甘い巨峰」「甘みと酸味のバランスが
良い希少品種シナノスマイル」「甘みが強く酸味が控えめなロ
ザリオ・ビアンコ」など、果肉がジューシーに美味しく育つ砂丘
地ならではのぶどうを栽培しています。県外に流通していない
貴重なぶどうをこの機会にぜひご堪能ください。

新潟市南区から秋の味覚の直送便！ 和梨やぶどう、枝豆、新米コシヒカ
リ、シャキシャキとした歯ごたえがやみつきになる伝統の食用菊「かきのも
と」など、秋の旬を新鮮なままお届けします。また、24畳の大凧が舞う「白根
大凧合戦」のご紹介やミニ凧の販売なども行います。この機会に、新潟市
南区をご堪能ください！

9月

9月 9月

[16日] 13：00 ～18：00
[17・18日] 10：30 ～18：00
[19日] 10：30 ～16：001916 金 祝

月

新潟 こだわりの味
新潟と言えば「笹だんご」！ 昔ながらの手作り、無添加の笹だん
ごをご賞味ください。また、新潟県産材料と手作り製法にこだわ
り、山桜の原木で燻製したハムやベーコンをおつまみに、日頃
なかなか入手できない珍しい日本酒の飲み比べもこの機会に
ぜひお楽しみください。※屋外テントでのお米の販売は17日
（土）～ 20日（火）です。

9月

揚げしんじょうや揚げかまぼこ、ジオパーク糸魚川から直送の
自家製塩辛や南蛮海老などの新鮮な海の幸は毎回大人気！
首都圏ではなかなか味わえない新潟県内限定の日本酒もご
一緒にお楽しみください。さらに、屋外テントには、精米したて
の新米など新潟の旬が届きます。※海産物、日本酒、屋外テン
トでの販売は9日（金）～ 11日（日）です。

【主催】日本金属ハウスウェア工業組合

岩の原ワイン「善」シリーズのスパークリングワインや日本酒をワ
ンコインで飲み比べができます。お酒と一緒に、とろ～り半熟卵
がまるっと入っている煮卵しんじょうや揚げかまぼこもお召しあ
がりください。美味しいこと間違いなし！ 濃厚な味で香り豊かな
くろさき茶豆もお見逃しなく！ 手作り笹だんごも販売しますよ♪

【主催】長岡商工会議所

【主催】聖籠町、聖籠町観光協会、聖籠地場物産株式会社

【主催】新潟市南区観光協会・新潟市南区役所

【主催】妙高ふるさと振興株式会社

[8日] 13：00 ～18：00
[9・10日] 10：30 ～18：00
[11日] 10：30 ～16：00118 木 日41 木 日

屋外
テント

秋の
味覚

230 金 日9/ 10/

※写真はイメージです

いもり池

22 25木 日9/
新米即売会

【屋外テント】

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」で有名な新潟県長岡市。7月の出店に引き続き、長岡商工
会議所会員企業の加工食品の中から キラリ！と光る逸品”を取
り揃え、皆様のご来場をお待ちしております。この機会にぜひ、越
後長岡の逸品をご堪能ください。

”
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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（季節限定商品を除く）は、令和4年７月現在の「新潟・食楽園」での販売価格（税込）です。

上越妙高 雪國商店 新潟食の蔵

【お問い合わせ】
TEL.03-5218-7039（10:00～18:00）
営業時間／11:00～19:00
住　所／東京都千代田区有楽町2-10-1  東京交通会館１階
定休日／年中無休　※年末年始は休業

レシピ考案：「にいがたの味 静香庵」料理長 山田哲也 氏

「えご」アレンジ特集
　日本酒で有名な新潟県ですが、クラフトビールの醸
造も盛んです。クラフトビールの全国第１号は、新潟市
西蒲区の「エチゴビール」。今では、ブルワリーも増え、
新潟ならではの美味しい水で造られるクラフトビール
は県内外で人気を集めています。
　ネスパスでは、県内各地のブルワリーが醸した人気
の銘柄を各種取り揃えています。ピルスナーやヴァイ
ツェンをはじめ、地域に根差した個性豊かなクラフト
ビールをお楽しみください！

北陸新幹線延伸記念アンテナショップ
謎解きツアーを開催します！

公式HP▶

北陸新幹線延伸を記念し、延伸5県のアンテナショップで合同
イベントを開催します！ 各アンテナショップをめぐってクイズ
を解いて、素敵なグッズをゲットしよう♪ 詳細は、後日ネスパス
HP等でお知らせいたします。
〈期間〉
令和４年８月20日（土）～令和４年９月19日（月・祝）（予定）
※クイズ台紙が無くなり次第終了

〈対象店舗〉
表参道・新潟館ネスパス、銀座NAGANO、
日本橋とやま館、いきいき富山館、
ふくい南青山291、いしかわ百万石物語・江戸本店
〈内容〉
対象店舗で500円（税込）以上のご利用でクイズ台紙1枚を進呈。
対象店舗すべてをめぐってクイズを解き、答えを集めて参加賞をゲット！
※イベントの期間や内容が変更となる場合があります。

雪國商店は、雪国の美味しいものや上質なものをお届けする食の蔵。
愛される馴染みの味から知られざる小さな名店の味まで。雪国の優
れた知恵によって生まれた味わい深い
品々をここに集めました。有楽町駅前の東
京交通会館内にあり、上越、妙高の名産品
を中心に、日本酒は蔵元直送にこだわり、
月に一度はマルシェで新鮮な野菜もお届
けします。９月にはお得な周年祭を控え、
自慢の品揃えで皆様をお待ちしています。

新潟市は充実した高速交通イ
ンフラにより各方面へのアク
セスも便利！ 多くの方が利
用するとともに、国内の物流
も支えています。

にいがた暮らしを満喫できるポイントなどを
エリアトピックと併せて紹介するコーナーです。
今回は、「交通アクセス編」です！

新潟市
新潟県のここがスゴイ！

にいがた暮らし

エリアトピック 新潟市”"

新酒ならではのフ
レッシュな香りと、
粗削りながらも純
米原酒らしい深み
のある味わい、キレ
の良い後口が特徴。
濾過工程を省き、加
熱殺菌も行わない
本生の純米無濾過
原酒です。

720ml  1,551円
（大洋酒造／村上市）

厳寒期に搾った特
別純米酒を半年以
上熟成させた一回
火入れの生詰原酒。
淡麗なだけではな
い厚みのある香味
を、旨味の詰まった
秋の味覚とともに
お楽しみください。

720ml  1,408円
（大洋酒造／村上市） 酒造好適米の

山田錦を35％
まで磨き、長期
低温醗酵で醸
造した究極の
大吟醸。フルー
ティーな香り、
繊細で絶妙な
味わいをご堪
能ください。

720ml  4,950円
（北雪酒造／佐渡市）トップ10

日本酒売上
令和３年度

ネスパス
物産販売 食楽園

第4位

第7位 第8位 第9位 第10位

第5位 第6位

第1位 第2位 第3位

2 首都圏や他県の各方面をつなぐ高速道路

提供：NEXCO東日本

雪国の恵みをさあ、召し上がれ。

夏真っ盛り！暑い日にはキンキンに冷えたビールが最高ですよね！
この夏は、全国的にも注目されている「クラフトビール」を試してみませんか？

クラフトビール特集夏本番！ 醸造日本初は
新潟県！

大洋盛 純米吟醸
スカイブルーラベル

リンゴ酸を多く出す特別な酵母を
使った、果実酒のような香味を持った
新感覚のお酒。フルーティーな香りと
甘酸っぱさと軽快な味わいで気軽に
飲むことができる夏限定販売酒。

720ml  1,518円（大洋酒造／村上市）

優雅な香りと純米ならで
はのまろやかな味わい、
スッキリとした後味が特
徴です。口当たりがよく、
飽きのこない逸品。

720ml  1,650円
（宮尾酒造／村上市）

地元に愛される酒造りの蔵のた
め県外にあまり出回らない、知
る人ぞ知る人気のお酒です。旨
味を残したやや辛口の味わいは
普段飲みにも最適です。 

越淡麗を精米歩合40％まで磨
き、丹念に醸した純米大吟醸酒
です。ふくよかで芳醇な味わい
を引き出した渾身の作。

720ml  1,100円
（樋木酒造／新潟市西区）

速醸仕込みと山
廃仕込みを絶妙
にブレンドした「久保田」の最高
峰。華やかで重厚な香りは喉元
まで余韻が続き、ふくらみのある
柔らかさの中に旨み・甘味・酸味
が調和した品のある味わい。

720ml  4,004円
（朝日酒造／長岡市）

純米吟醸うすにごり
カスミハジメテ
タナビク
720ml  1,760円
（金升酒造／新発田市）

720ml  3,520円
（金升酒造／新発田市）

やわらかい口当たりとやさしい
味わいで飲み飽きしない純米吟
醸酒です。越淡麗ならではの香
りと旨みの辛口酒です。

本年最初の仕込みである純米吟
醸酒をうすにごりに致しまし
た。凛とした味わいに澱（おり）
を絡めた春の新作です。

720ml  1,650円
（青木酒造／南魚沼市）

新潟の日本酒と言えば淡麗辛口が代表的
ですが、若い方や日本酒初心者でも気軽
に楽しんでいただけるようなお酒（甘口
や芳醇なタイプ、低アルコール等）も
たくさんあります。
酒蔵数80以上で日本一を誇る新潟県。
それぞれが自慢の酒を造っていますので、
色々なお酒を飲み比べてみてください！

※時期によっては、季節限定商品の販売が終了している場合がございます。あらかじめご了承ください。

大洋盛 
純米無濾過生原酒

大洋盛 特別純米
ひやおろし
生詰原酒

北雪 大吟醸
YK35

久保田
萬寿純米大吟醸

定番商品

定番商品 定番商品
冬限定

初花
純米大吟醸

鶴齢
純米吟醸

冬限定 秋限定

夏限定 定番商品 定番商品

定番商品

鶴の友 別撰 〆張鶴 純

「えご草」という海藻をじっくり煮て練り上げて作られる
「えご」。ミネラルや食物繊維が豊富な海藻食品で、新潟県
では佐渡が主な産地となっています。そんな「えご」の
おすすめの食べ方を紹介します。おかずの一品としても、
デザートとしても楽しめる「えご」をぜひご賞味ください！

［各エリアへとつながる高速道路（写真は新潟中央JCT）］

同一ホームが整備されて新幹線との乗り換えが便利になった在来線が、この
6月に全線高架化したほか、令和5年度から駅前広場も段階的に整備され、駅
周辺が賑わいある空間へとリニューアルされます。
また、鉄道の高架化により、一般道路も整備され、車や人の流れもスムーズに！
新潟と首都圏をつなぐ「日本海拠点都市にいがた」の陸の玄関口です！

一口サイズに切り、
酢味噌やわさび醤油
と一緒に！

巻きえごを5㎜程度
の千切りにして、青梅
とあえてさっぱりとし
たデザート風に！

1 新潟県内の最大旅客ターミナル駅である新潟駅がリニューアル!

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！

国内主要都市との交通アクセスが良好!
本州日本海側最大の人口を有する新潟県は、交通
インフラが充実しています。新幹線の駅数は日本一！
ビジネスに、旅行にと、利便性の高さもおすすめポイントです。

［リニューアルに向け整備が進む新潟駅（外観イメージ図）］
提供：JR東日本 新潟支社

※今後の検討・協議により変更の可能性があります
提供：新潟市

［南北市街地が一体化されアクセス機能
が向上した新潟鳥屋野線］

当館物産販売「新潟・食楽園」でも「えご」を販売して
おりますので、この機会にぜひお試しください！

新潟食材を楽しもう！
かんたん

レシピアレンジ

おすすめの
召し上がり方

定番の
召し上がり方

黒蜜をかけて
上品な和風スイーツとして

召し上がるのもおすすめです♪
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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（季節限定商品を除く）は、令和4年７月現在の「新潟・食楽園」での販売価格（税込）です。

上越妙高 雪國商店 新潟食の蔵

【お問い合わせ】
TEL.03-5218-7039（10:00～18:00）
営業時間／11:00～19:00
住　所／東京都千代田区有楽町2-10-1  東京交通会館１階
定休日／年中無休　※年末年始は休業

レシピ考案：「にいがたの味 静香庵」料理長 山田哲也 氏

「えご」アレンジ特集
　日本酒で有名な新潟県ですが、クラフトビールの醸
造も盛んです。クラフトビールの全国第１号は、新潟市
西蒲区の「エチゴビール」。今では、ブルワリーも増え、
新潟ならではの美味しい水で造られるクラフトビール
は県内外で人気を集めています。
　ネスパスでは、県内各地のブルワリーが醸した人気
の銘柄を各種取り揃えています。ピルスナーやヴァイ
ツェンをはじめ、地域に根差した個性豊かなクラフト
ビールをお楽しみください！

北陸新幹線延伸記念アンテナショップ
謎解きツアーを開催します！

公式HP▶

北陸新幹線延伸を記念し、延伸5県のアンテナショップで合同
イベントを開催します！ 各アンテナショップをめぐってクイズ
を解いて、素敵なグッズをゲットしよう♪ 詳細は、後日ネスパス
HP等でお知らせいたします。
〈期間〉
令和４年８月20日（土）～令和４年９月19日（月・祝）（予定）
※クイズ台紙が無くなり次第終了

〈対象店舗〉
表参道・新潟館ネスパス、銀座NAGANO、
日本橋とやま館、いきいき富山館、
ふくい南青山291、いしかわ百万石物語・江戸本店
〈内容〉
対象店舗で500円（税込）以上のご利用でクイズ台紙1枚を進呈。
対象店舗すべてをめぐってクイズを解き、答えを集めて参加賞をゲット！
※イベントの期間や内容が変更となる場合があります。

雪國商店は、雪国の美味しいものや上質なものをお届けする食の蔵。
愛される馴染みの味から知られざる小さな名店の味まで。雪国の優
れた知恵によって生まれた味わい深い
品々をここに集めました。有楽町駅前の東
京交通会館内にあり、上越、妙高の名産品
を中心に、日本酒は蔵元直送にこだわり、
月に一度はマルシェで新鮮な野菜もお届
けします。９月にはお得な周年祭を控え、
自慢の品揃えで皆様をお待ちしています。

新潟市は充実した高速交通イ
ンフラにより各方面へのアク
セスも便利！ 多くの方が利
用するとともに、国内の物流
も支えています。

にいがた暮らしを満喫できるポイントなどを
エリアトピックと併せて紹介するコーナーです。
今回は、「交通アクセス編」です！

新潟市
新潟県のここがスゴイ！

にいがた暮らし

エリアトピック 新潟市”"

新酒ならではのフ
レッシュな香りと、
粗削りながらも純
米原酒らしい深み
のある味わい、キレ
の良い後口が特徴。
濾過工程を省き、加
熱殺菌も行わない
本生の純米無濾過
原酒です。

720ml  1,551円
（大洋酒造／村上市）

厳寒期に搾った特
別純米酒を半年以
上熟成させた一回
火入れの生詰原酒。
淡麗なだけではな
い厚みのある香味
を、旨味の詰まった
秋の味覚とともに
お楽しみください。

720ml  1,408円
（大洋酒造／村上市） 酒造好適米の

山田錦を35％
まで磨き、長期
低温醗酵で醸
造した究極の
大吟醸。フルー
ティーな香り、
繊細で絶妙な
味わいをご堪
能ください。

720ml  4,950円
（北雪酒造／佐渡市）トップ10

日本酒売上
令和３年度

ネスパス
物産販売 食楽園

第4位

第7位 第8位 第9位 第10位

第5位 第6位
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2 首都圏や他県の各方面をつなぐ高速道路

提供：NEXCO東日本

雪国の恵みをさあ、召し上がれ。

夏真っ盛り！暑い日にはキンキンに冷えたビールが最高ですよね！
この夏は、全国的にも注目されている「クラフトビール」を試してみませんか？

クラフトビール特集夏本番！ 醸造日本初は
新潟県！

大洋盛 純米吟醸
スカイブルーラベル

リンゴ酸を多く出す特別な酵母を
使った、果実酒のような香味を持った
新感覚のお酒。フルーティーな香りと
甘酸っぱさと軽快な味わいで気軽に
飲むことができる夏限定販売酒。

720ml  1,518円（大洋酒造／村上市）

優雅な香りと純米ならで
はのまろやかな味わい、
スッキリとした後味が特
徴です。口当たりがよく、
飽きのこない逸品。

720ml  1,650円
（宮尾酒造／村上市）

地元に愛される酒造りの蔵のた
め県外にあまり出回らない、知
る人ぞ知る人気のお酒です。旨
味を残したやや辛口の味わいは
普段飲みにも最適です。 

越淡麗を精米歩合40％まで磨
き、丹念に醸した純米大吟醸酒
です。ふくよかで芳醇な味わい
を引き出した渾身の作。

720ml  1,100円
（樋木酒造／新潟市西区）

速醸仕込みと山
廃仕込みを絶妙
にブレンドした「久保田」の最高
峰。華やかで重厚な香りは喉元
まで余韻が続き、ふくらみのある
柔らかさの中に旨み・甘味・酸味
が調和した品のある味わい。

720ml  4,004円
（朝日酒造／長岡市）

純米吟醸うすにごり
カスミハジメテ
タナビク
720ml  1,760円
（金升酒造／新発田市）

720ml  3,520円
（金升酒造／新発田市）

やわらかい口当たりとやさしい
味わいで飲み飽きしない純米吟
醸酒です。越淡麗ならではの香
りと旨みの辛口酒です。

本年最初の仕込みである純米吟
醸酒をうすにごりに致しまし
た。凛とした味わいに澱（おり）
を絡めた春の新作です。

720ml  1,650円
（青木酒造／南魚沼市）

新潟の日本酒と言えば淡麗辛口が代表的
ですが、若い方や日本酒初心者でも気軽
に楽しんでいただけるようなお酒（甘口
や芳醇なタイプ、低アルコール等）も
たくさんあります。
酒蔵数80以上で日本一を誇る新潟県。
それぞれが自慢の酒を造っていますので、
色々なお酒を飲み比べてみてください！

※時期によっては、季節限定商品の販売が終了している場合がございます。あらかじめご了承ください。

大洋盛 
純米無濾過生原酒

大洋盛 特別純米
ひやおろし
生詰原酒

北雪 大吟醸
YK35

久保田
萬寿純米大吟醸

定番商品

定番商品 定番商品
冬限定

初花
純米大吟醸

鶴齢
純米吟醸

冬限定 秋限定

夏限定 定番商品 定番商品
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鶴の友 別撰 〆張鶴 純

「えご草」という海藻をじっくり煮て練り上げて作られる
「えご」。ミネラルや食物繊維が豊富な海藻食品で、新潟県
では佐渡が主な産地となっています。そんな「えご」の
おすすめの食べ方を紹介します。おかずの一品としても、
デザートとしても楽しめる「えご」をぜひご賞味ください！

［各エリアへとつながる高速道路（写真は新潟中央JCT）］

同一ホームが整備されて新幹線との乗り換えが便利になった在来線が、この
6月に全線高架化したほか、令和5年度から駅前広場も段階的に整備され、駅
周辺が賑わいある空間へとリニューアルされます。
また、鉄道の高架化により、一般道路も整備され、車や人の流れもスムーズに！
新潟と首都圏をつなぐ「日本海拠点都市にいがた」の陸の玄関口です！

一口サイズに切り、
酢味噌やわさび醤油
と一緒に！

巻きえごを5㎜程度
の千切りにして、青梅
とあえてさっぱりとし
たデザート風に！

1 新潟県内の最大旅客ターミナル駅である新潟駅がリニューアル!

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！

国内主要都市との交通アクセスが良好!
本州日本海側最大の人口を有する新潟県は、交通
インフラが充実しています。新幹線の駅数は日本一！
ビジネスに、旅行にと、利便性の高さもおすすめポイントです。

［リニューアルに向け整備が進む新潟駅（外観イメージ図）］
提供：JR東日本 新潟支社

※今後の検討・協議により変更の可能性があります
提供：新潟市

［南北市街地が一体化されアクセス機能
が向上した新潟鳥屋野線］

当館物産販売「新潟・食楽園」でも「えご」を販売して
おりますので、この機会にぜひお試しください！

新潟食材を楽しもう！
かんたん

レシピアレンジ

おすすめの
召し上がり方

定番の
召し上がり方

黒蜜をかけて
上品な和風スイーツとして

召し上がるのもおすすめです♪
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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。

糸魚川

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

8月19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）　　

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。

上越みそラーメン(1箱）＆注目！ラインナップ
紹介のクラフトビール2本セットを10名様
※クラフトビールの種類は選べません。Aのご応募は満20歳以上
　の方に限定させていただきます。

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
ゼ
ン
ト
」係

1 5 0 0 0 01

メール
フォームは
こちら

笹川流れ（村上市）

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 

クラフトビール特集

上越みそラーメン
食堂ニューミサ
有限会社 食堂ニューミサ（上越市）

にいがたセレクション

注目！ラインナップ

えちご新潟・酒蔵だより番外編

ネスパス物産販売 新潟食楽園
令和3年度
日本酒売上トップ10

2022 8・9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。

歴史や文化の宝庫・糸魚川を巡る旅に出かけてみませんか。

糸魚川市
旬の
にいがた

旬の
にいがた

歴史を学ぶまち
糸魚川

8・9月 イベントカレンダー
ネスパスインフォメーション

「えご」アレンジ特集
協力：会席・和食 にいがたの味 静香庵

旬のにいがた 旅日和

かんたんアレンジレシピ

交通アクセス編
[エリアトピック]新潟市

住んでよし！にいがた暮らし満喫ガイド

澄み切った碧い海が美しく、日本屈指の透明度を
誇る笹川流れ。11km続く海岸では、日本海の荒
波の浸食によりできた奇岩や岩礁、洞窟などの変
化に富んだ風景が広がり、豪壮な景観は国指定
の名勝及び天然記念物となっています。

■糸魚川観光ガイド（糸魚川市観光協会公式サイト）
   https://www.itoigawa-kanko.net/

本殿は、室町時代の特色を残す国指定重要文化財。宝物殿にも国
指定重要文化財の木造聖観音立像や船絵馬など多くの文化財があ
り、裏山の社叢には国の天然記念物に指定されている「姫春蝉」が
棲息するなど、歴史と自然の豊かな地です。

早川谷の不動山（標高
447ｍ）にある戦国時代
の山城跡。四方を絶壁
に囲まれ、前面には早川
の急流が控え、当時は天
然の要害として戦国時代
を代表する堅固な山城で
した。城の遺構が多く残
されており、市の文化財
に指定されています。

能生白山神社1

不動山城跡2

市振は、越後と越中の国境にあり、その名のと
おり越後の第一番の「振りだし」です。加賀前田
候の参勤交代の要路であり、越中から越後親
不知の西の入り口の宿駅として賑わっていまし
た。芭蕉句碑、芭蕉が
宿泊したとされている
宿の跡地である桔梗屋
跡、海道の松、弘法様
の井戸などがあります。

4勝山城跡3
上杉景勝と豊臣秀吉が会見
した越後・越中国境の城。別
名を落（堕）水城（おちりみず
じょう）と称し、越後の最西端
に位置する堅固な山城です。
日本海に切り立った勝山は、
眼下に北陸道を監視できる要
衝で、勝山城は越中との国境
を防備する重要な城でした。

糸
魚
川
駅

青
海
駅

市
振
駅

親
不
知
駅

北陸自動車道北陸自動車道

日本海ひすいライン

能
生
駅

能生白山神社

不動山城跡

北陸新幹線

糸魚川IC糸魚川IC勝山城跡
芭蕉ゆかりの地
市振（いちぶり）

←
至・富
山
県

→
至・上
越
市148

↓至・白馬村（長野県）

芭蕉ゆかりの地 市振
いち　ぶり


