
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
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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
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10月14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。

魚沼天恵菇 山のあわびお刺身＆
天鷹唐辛子焙煎鬼殺し使用
辛味噌にんにくセットを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

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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弥彦公園 もみじ谷（西蒲原郡弥彦村）
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202210・11月号緑と水と土が豊かな五泉で
おいしい秋と美しい秋を満喫！
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秋を満喫できるまち

10月下旬より11月中旬にかけては、弥彦が最も美しい季節。
中でも弥彦公園の「もみじ谷」は紅葉の名所として知られ、朱
色に塗られた観月橋や渓流と紅葉が織りなす景色は訪れる
人の心を和ませてくれます。写真はライトアップされた紅葉。
昼間とは一味違った幻想的な雰囲気に変わります。艶やかに
映し出される紅葉が楽しめ、池の水面に映る「逆さ紅葉」は必
見です。越後一宮の彌彦神社、温泉街、公園すぐそばには手湯
や足湯が楽しめる「おもてなし広場」もあり日々の疲れをゆっ
くりと癒せるスポットが満載です。

■五泉観光ナビ（五泉市観光協会公式サイト）
   https://gosen-kankou.niigata.jp/

紅葉のシーズンに合わせて五泉市を訪れ
るみなさんに、飲食店や菓子店などにも立
ち寄ってもらえるようスタンプラリーを開
催。市内のお店をめぐり、スタンプを集めて
応募すると毎月100名＋Wチャンス賞で合
計400名に五泉の特産品等が当たります！

紅葉スポット3
●村松公園　明治39年10月に日露戦役記念として造
られた村松公園。「にいがた景勝100選」で第3位に選ば
れています。約3,000本の桜の木がある桜の名所。園内
が錦繍に彩られる紅葉シーズンも見ごたえがあります。

注目！ ラインナップ

かんたんアレンジレシピ

旬のにいがた 旅日和

住んでよし！ にいがた暮らし満喫ガイド

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。

食の宝庫編 [エリアトピック]上越市

車麩の煮しめ
協力：会席・和食 にいがたの味 静香庵

魚沼天恵菇 山のあわび お刺身
㈱小玉屋

上善如水 純米吟醸
白瀧酒造㈱（南魚沼郡湯沢町）

カニ・コーラ
拓洋水産工業㈱（糸魚川市）

佐渡産さざえの三升漬け
マルハフーヅ㈱（佐渡市）

天鷹唐辛子焙煎鬼殺し使用
辛味噌にんにく
㈱ホクショク（長岡市）

秋を満喫できるまち 五泉
◆ネスパスインフォメーション
◆10・11月 イベントカレンダー

1 秋のごせん
てくてくスタンプラリー
（2022年9月1日～11月30日）

●黄金の里
蛭野地区は県内でもギンナンの産地と
して有名。集落には銀杏の木が植えら
れ、黄葉時期になると辺り一面がこが
ね色に染まることから「黄金の里」と呼
ばれています。近くには、慈光寺参道の
杉並木、霊峰白山の登山口があります。

●早出川渓谷
紅葉に染まった
山 を々一望でき、
衣岩、夫婦滝、不
動滝など渓谷の
美しい秋景も楽
しめます。

五泉市は栗の県内最大の生産地。栗やりんご、さつまいもなど
秋の味覚の収穫が楽しめる観光農園も人気です。
五泉特産のさといも「帛乙女（きぬおとめ）」もおすすめです。

●今井観光栗園 （開園時期：9月中旬～10月中旬）
栗拾いを楽しめます。自然の里山の中で秋の一
日を楽しく過ごすことができます。家族連れに
おすすめ！

●佐藤りんご園 （開園時期：10月1日～11月下旬）
収穫できるのは、すべて葉とらずリンゴ。葉っぱ
が果実に養分を送ってくれるので、糖度が十分
にあるりんごを楽しめます。

観光農園2

●村川観光栗園 （開園時期：9月中旬～10月中旬）
広い里山に栗の木約400本とさつまいも畑が広
がっていて、栗拾い、さつまいも掘り、山の散策
などの自然体験ができます。売店では栗おこわ
やさつまいもジャムを販売。

五泉市

衣岩黄金の里

村松公園

佐藤りんご園

馬下駅猿和田駅
五泉駅

北五泉駅

7 290

安田IC安田IC 磐越自動車道
磐越自動車道

→
至・阿
賀
町

↓至・加茂市

↑至・新潟市
阿賀野川

今井観光
栗園 村川観光

栗園

えちご新潟・酒蔵だより

にいがたセレクション
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　天恵菇は認められた職人だけが作ることを許された、その栽培の難しさか
ら生産量が限られている稀少なしいたけです。2016年、この希少な天恵菇を
全国で唯一通年で栽培している南魚沼市の「牛木きのこ園」から提供を受け
ることになりました。見た目の大きさにも驚かされますが、何と言っても旨味と
食感が魅力。キメの細かい身質と通常の3倍ある旨味を感じられる「天恵菇
のお刺身」はあわびにも負けていないことから、「山のあわび」と名付けられ、
小玉屋で提供し多くの食通を唸らせてきました。「おみやげにしたい」「家で
家族に食べさせたい」という声に応えて、四代目の小島専務が、3年の年月を
かけて商品化に成功。2021年3月から販売を開始しました。
　「天恵菇は、通常のしいたけの3倍ある旨味成分、食感、見た目から『山のあ
わび』と呼ばれています。旨味がダイレクトに感じられるお刺身は、食のプロた
ちが唸った逸品です。ぜひ一度ご賞味ください。とにかく、すごくうまいんで
す！！！」小島専務

通常のしいたけの3倍ある旨味成分、食感、
見た目から『山のあわび』と呼ばれる逸品。

創業から95年。「幸せは食から」を理念に、
地元食材にこだわり続ける老舗レストラン。
　1927（昭和2）年創業。小玉屋は元々浦佐駅西口前にあり、スキーなどの観光客
を相手にお土産や飲食を提供していました。上越新幹線の開通を機に東口の国
道沿いに移転。業態をファミリーレストランに変え、「幸せは食から」を理念に、家
族三世代が楽しめるお店づくりに努めてきました。現在では、和食、パスタ、ナポリ
ピザ、ステーキ、寿司、そば、ラーメンなど、幅広いメニューを提供。創業から95年、
地元に愛され続け、地域に密着したレストランとして、越後三山に囲まれた豊かな
自然の中で、地元の生産者が育てたおいしい食材を全国へ発信し続けています。
　四代目の取締役専務小島雄介さんは、神奈川のイタリア料理店での修行を経
て「ファミリーダイニング小玉屋」に参加。地元食材を使った洋食メニューを開発
したり、南魚沼・大和地区のさまざまな食材や産地を紹介するマップ、生産者を直
接取材したレポートの紹介カードなどを来店者に向けて作成するなど、常に新し
いことにチャレンジしています。「この地域にしかない食材を付加価値を高めたメ
ニューや商品に昇華させ、南魚沼の魅力を全国に発信していきたいんです。」と熱
く夢を語ってくれました。

「当店の人気メニュー『天恵菇のお刺身』を
お店に来れない方にも味わっていただきた
いと３年掛けて開発しました。通常のしいた
けの３倍ある旨味、肉厚で口当たり滑らかな
食感は、あわびにも負けないおいしさです。
常温で1年間保存できるので、ご贈答用にも
おすすめです。」取締役専務 小島雄介さん

滝や渓流、トンネル、石段など日本の風情を感じられる弥彦公
園。吉田―弥彦間が参宮線（現在のJR弥彦線）として大正5
(1916)年に開通したのを機に、大正7(1918)年に造園されま
した。現在は彌彦神社外苑となっており、約4万坪にも及ぶ広さ
を誇っています。中でも「もみじ谷」は、毎年多くの人が訪れる紅
葉の名所として有名です。鮮やかに色づいた葉が朱色の観月
橋を覆い見事な秋景で感動を呼びます。

食感の良さ、きめ細やかな肉質、上品な香り。
絶品しいたけ「魚沼天恵菇 山のあわび」を
お刺身で召し上がれ！

弥彦公園 もみじ谷（西蒲原郡弥彦村）

「弥彦公園」所在地：西蒲原郡弥彦村弥彦667-1
交通アクセス／●JR弥彦線「弥彦駅」から徒歩1分
　　　　　　  ●北陸自動車道「三条燕IC」より車で約25分
料金／入場無料（ライトアップ期間は駐車場有料）
■弥彦公園 もみじ谷 ライトアップ
開催期間／10月下旬～11月下旬　開催時間／17時～21時（予定）
お問い合わせ／弥彦観光協会  TEL.0256-94-3154

にいがた

株式会社 小玉屋
（ファミリーダイニング小玉屋）
南魚沼市浦佐1355-1
TEL. 025-777-2072
http://fd-kodamaya.com/

旨味・大きさ・肉厚の三拍子そろった
希少な巨大しいたけ「天恵菇」のお刺身です。

「私たちが目指すのは、商品を通して南魚沼
に興味を持ってもらい、この浦佐まで足を
運んでもらうこと。それを目標にこれからも
商品づくりをしていきます」小島専務

「山椒漬け」「ガーリックとハーブのマリネ」
「神楽南蛮味噌」を詰め合わせた「山のあわ
び 魚沼天恵菇3点セット」は、2020年開催

「フードメッセ in にいがた2020」の６次化
大賞で、グランプリと特別協賛企業賞

（JALUX賞）のダブル受賞を果たしました。

株式会社 小玉屋

魚沼天恵菇
てん けい こ

山のあわび お刺身

弥彦公園 もみじ谷「観月橋」

やひ恋（弥彦観光協会公式サイト）▶
※もみじ谷紅葉情報（10月中旬より期間中随時更新）

弥彦公園 もみじ谷 「観月橋」

柔らかく調理してあるため、開封してそのままお好みでカットし、わさび醤油などでお
召し上がりいただけます（写真左）。野菜とともにドレッシングと合わせれば、カルパッ
チョ風に（写真上）。

「食べるJAPAN」美味アワード2022 グランプリ受賞

魚沼天恵菇 山のあわび お刺身
内容量：１個（100g）  1,944円（税込）
※ネスパス1階物産販売「新潟・食楽園」で取り扱っています。

南魚沼市
（浦佐）

に
い
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したり、南魚沼・大和地区のさまざまな食材や産地を紹介するマップ、生産者を直
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旨味・大きさ・肉厚の三拍子そろった
希少な巨大しいたけ「天恵菇」のお刺身です。
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商品づくりをしていきます」小島専務
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とれたて妙高「新米と秋の味覚」フェア

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

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!!

107 祝金
月10月

10月 10月

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。

秋の感謝祭
半熟卵が丸ごと入っている揚げしんじょうをおつまみに、岩の
原ワインの新酒はいかがでしょうか！ イートインスペースでお楽
しみいただけます。南魚沼産コシヒカリの新米の量り売りもいた
します。屋外テントでは、体にやさしい、シルクニットの腹巻を販
売しますので、この機会にぜひお試しください。
※ニット製品の販売は8日（土）～10日（月・祝）です。
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にいがた五泉の恵みフェア

「石のまち糸魚川」観光物産フェア
秋 の 大 収 穫 祭

燕の洋食器即売会

1 2 3 4 5 6

（勤労感謝の日）

（文化の日）

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

越後長岡ふるさと会フェアネスパス うまいもの市
昔ながらの無添加、手作りの笹だんご、米粉を使ったもちもちの串
だんごは毎回大好評！ 標高差が4,000メートルある特徴的な地形
の糸魚川市からは地元の日本酒と能生漁港で水揚げされた新鮮
な海産物が届きます。海の幸と日本酒でハッピータイムをお過ごし
ください。※日本酒、海産物の販売は、14日（金）～１6日（日）です。

にいがた五泉の恵みフェア

1310 木 日

にいがた探訪記

[18日] 13：00 ～ 18：00
[19日] 10：30 ～ 18：00
[20日] 10：30 ～ 16：00

[10日] 13：00 ～ 18：00
[11・12日] 10：30 ～ 18：00
[13日] 10：30 ～ 16：00 2018金 日

「石のまち糸魚川」観光物産フェア

第18回 見附のとっておき百選
新潟県の“ど真ん中”見附市から、おすすめのニット製品、収穫し
たての新米や新鮮な野菜など「とっておきの銘品」をご用意しま
す！ぜひ、ネスパスにご来場いただき、見附をお楽しみください！

【主催】妙高ふるさと振興株式会社

[３日] 13：00 ～ 18：00
[４日] 10：30 ～ 18：00
[５日] 10：30 ～ 16：0053 祝

木
土

31/

11月

11月 11月[9/30日] 13：00 ～ 18：00
[1日] 10：30 ～ 18：00
[2日] 10：30 ～ 16：00230金 日9/ 10/

いもり池

10月
[28日] 13：00 ～ 18：00
[29日] 10：30 ～ 18：00
[30日] 10：30 ～ 16：00 3028金 日

【主催】見附市観光物産フェア実行委員会

【主催】糸魚川市観光協会

【主催】日本金属洋食器工業組合

みつけイングリッシュガーデン

五泉市から豊かな自然の恵みが育んだ特産品が大集合！ き
め細やかな白肌と独特のぬめりで大人気の「帛乙女」、五泉市
の八重桜を使用した桜風味が爽やかな「ごせん桜うどん」など
の販売や、屋外テントでは五泉市産の焼き栗の実演販売を行
います。この機会に五泉市の魅力をご堪能ください。※焼き栗
の実演販売は3日（木・祝）～ 4日（金）です。

き ぬ    お とめ

【主催】五泉市観光協会

2724 木 日

秋の大収穫祭

[25日] 13：00 ～ 18：00
[26日] 10：30 ～ 18：00
[27日] 10：30 ～ 16：00

[24日] 13：00 ～ 18：00
[25・26日] 10：30 ～ 18：00
[27日] 10：30 ～ 16：00 2725金 日

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、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して皆様のご来場
をお待ちしております。

11月 11月

五泉市
観光協会HP▶

糸魚川市観光協会HP▶

道の駅あらいHP▶

越後長岡ふるさと会▶

“ふるさと長岡の魅力をより多くの人に伝えたい”という熱い思
いが形になり、今回で５回目となる『越後長岡ふるさと会フェ
ア』がネスパスに初登場!! 会場には長岡自慢の美味しい地場
産品をご用意します。ご自分用に、お土産用に、きっとお気に入
りの一品が見つかるはずです。どんな商品が登場するかは当
日のお楽しみ！ この機会に長岡をお楽しみください！

【主催】越後長岡ふるさと会

黄金の里

村松公園

５千年前の縄文時代からヒスイを石斧や装飾品に加工してき
た国石ヒスイがある「石のまち糸魚川」の物産展を開催します。
ユネスコ世界ジオパークの自然豊かな山と海に囲まれ、その特
徴的な地形から生み出される、新鮮な魚介類、新米コシヒカリ、
地酒、南蛮えびのえび汁などのおいしい食べ物やヒスイ製品な

どをご用意いたします。ぜ
ひお立ち寄りください！

日本航空客室乗務員『JALふるさと応援隊（新
潟県）』が、首都圏の皆様に新潟県自慢の特産
品をご紹介します！販売解禁日直後の幻の西洋なしと呼ばれ
る「ル レクチエ」をはじめ、肉厚でジューシーな食感が魅力のし
いたけや、おなじみ五泉の里芋など、旬の特産品をJALスタッ
フも加わり販売します。

屋外
テント

新潟県産の南蛮エビを使用した「甘海老しんじょう」の風味
は絶品です。揚げたてを新潟ならではの地酒の新酒と供にぜ
ひお召し上がりください。また、寒さを感じるようになった首
元にはニットマフラーをご紹介いたします。屋外テントでは三
条市下田産の新米と特産品をご用意して皆様をお待ちしてお
ります。

した    だ
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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

新潟県と東京都が
米粉活用等の協定を締結

～佐渡おけさを踊りましょう♪～ 旬の食材や特産品が楽しめる
道の駅たがみ

令和4（2022）年7月22日（金）、新潟県と東京
都は、米粉の活用や消費の促進、更には相互
の農林水産物の魅力の発信などを目的として
協定を締結しました。
ネスパス1階物産販売「新潟・食楽園」でも、
米粉パスタなど新潟県産の米粉を使用した
商品を販売し、消費を促進しています。この
機会にぜひ、ご利用・お買い求めください！

「近きものよろこびて、遠きもの来る」をコンセ
プトに、町内外の賑わいや交流の拠点となる
ことを目指して整備された観光施設。直売所
では新鮮な野菜や果物、地元のお店とのコラ
ボ企画商品など、魅力的な商品が並びます。食
堂では「田上ポークのたれカツ丼」や「うめ味
噌ソフト」など、地元の食材を
使ったメニューが楽しめます。

佐渡おけさのさらなる普及を目指すための活
動を行っている「佐渡おけさ踊り隊」による、佐
渡おけさのワークショップが2022年9月から
2023年3月までの期間、月1回開催されます！
参加料は無料で、講師の方によるレッスンを
受講できます。初心者の方も大歓迎！ この機
会にぜひ佐渡おけさを楽しんでみませんか？

上越で釣った魚を直江津の飲食店に持ちこむと、有料で調
理・提供してくれるサービスもあります。ご自身で釣った魚
でプロが調理した美味しい料理を楽しめます！

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、「食の宝庫編」です！

上越市新潟県のここがスゴイ！

住んでよ
し！

にいがた暮らし

満喫ガイド

エリアトピック 上越市”"

地場野菜のブランド化と消費拡大を図るために、上越地域で
古くから栽培されてきた伝統野菜と、一定の出荷量と品質を
満たしている特産野菜を「上越野菜」として認定しています。

1 上越野菜

2 直江津のおもてなし

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！

新潟県は「食の宝庫」！
コシヒカリや新之助など、新米のシーズンとなり、これから更に美
味しさも増すお米はもちろん、滑らかな食感や上品な芳香の「西
洋なしの貴婦人」ことル レクチエ、夏の枝豆、冬の佐渡の寒ブリ
など、全国に誇る食材が豊富。まさに「うまさぎっしり新潟」です！

※ネスパスニュースに掲載の商品価格は、令和4年9月現在の「新潟・食楽園」での販売価格（税込）です。

日本海の荒波に揉まれて育った新鮮な佐渡産のさざ
えを、新潟県伝統の発酵食品である米麹と唐辛子、
醤油を使用した三升漬のタレに漬け込みました。あ
つあつご飯はもちろんお酒のお供にもよく合います。

海の栄養と旨みが凝縮された
佐渡産さざえを漬け込みました。

日本海産のベニズワイガニのだしパ
ウダーを使用。カニの栄養をプラスし
た独特風味がくせになるコーラで
す。新潟でしか手に入らないコーラと
してじわじわと注目を集めています。

新潟限定！
カニ風味の不思議なコーラ

白瀧酒造 [南魚沼郡湯沢町］

天鷹唐辛子焙煎鬼殺し使用
辛味噌にんにく

ご飯の
お供

にいがた唐辛子工房「大祐」の
焙煎した天鷹唐辛子を使用。

飲料

140g 1,400円
佐渡産さざえの三升漬け
ご飯のお供

拓洋水産工業 株式会社
糸魚川市大字藤崎39-1  TEL.025-567-2278
http://www.nouken.info/takuyou/

株式会社 ホクショク
長岡市新産2丁目11-11  TEL.0258-46-5155
https://echigo-ryokan.jp/

マルハフーヅ 株式会社
佐渡市羽茂大橋3382  TEL.0259-88-3663
http://www.maruhafudu.com/

注目!

ライン
ナップ

香り

味

甘辛

穏やか   華やか

淡い   濃い

甘い   辛い

上善如水 純米吟醸
720ml 1,595円
原材料／米（国産）、米麹（国産米）
使用米／五百万石 他
精米歩合／55%
アルコール度数／14度以上15度未満

◎おすすめの飲み方
□冷酒    □ぬる燗    □常温    □熱燗    □ロック    □その他雪国越後湯沢で雪どけ水のような

軽やかでしなやかな酒造りを目指す酒蔵
　安政２年（1855年）創業。越後と江戸を結ぶ三国
街道の要衝である湯沢の地で、旅人・行商人を相手
に酒を提供したのが始まりです。豪雪地・越後湯沢
の山々に貯えられた雪どけ水は、長い年月をかけ清
冽な軟水の地下水となります。白瀧酒造では、その
地下水を敷地にある３本の井戸から汲みあげ、やわ
らかい水の特長をそのまま酒造りに活かしています。
　「代表銘柄『上善如水』は、『みずのごとし』の名前
の通りシンプルで清らかな、口当たりの優しい、喉の
奥にするりと落ちる軽快な味わいです。パッケージ
は越後湯沢に降り積もる雪をイメージしています。
軽やかで、やわらかく、ほんのりと甘い越後湯沢の
雪どけ水のようなお酒です。ぜひご賞味ください。」
代表取締役社長 高橋 晋太郎さん

白瀧酒造 株式会社
南魚沼郡湯沢町大字湯沢2640番地
TEL. 0120-858-520
https://www.jozen.co.jp/top/

ええ ちち ごご 新新 潟潟

 酒 蔵 だ よ り

にいがた唐辛子工房「からし屋大
祐」の天鷹唐辛子「焙煎鬼殺し」に、
味噌・にんにく・ごま等を合わせて、
爽やかな香りとピリ辛がくせになる
辛味噌に仕上げました。

刺激的なコーラ味に、
後からじわじわカニ風味が。

カニ・コーラ 200㎖ 349円
130g 490円

ピリリとした唐辛子の刺激が

後を引く三升漬けは、

北海道・東北地方の郷土食。

ごはんのおかず、味噌ラーメン、焼鳥、
鍋物の味変など、さまざまな料理に

合わせやすい万能調味料。

相性の良い料理は、生
牡蠣のレモン添え、春
雨サラダなど。透明感
のあるスッキリとした味
わいはどんな料理にも
合います。

1.車麩をぬるま湯で戻し、水気を絞り
　６等分に切る。
2.里芋、にんじんは皮をむき適当な
　大きさに切る。
3.だし、醤油、砂糖を鍋に入れ、切っ
　た具材も入れて火にかける。
4.沸騰したら弱火にし、具材が柔ら
　かくなるまで煮る。

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

車麩の煮しめ

車麩……2枚
里芋 …… 2～3個
にんじん……70g
だし……800cc
醤油……60cc
砂糖……48g
※青味を足したい場合は
　「きぬさや」をお好みで。

材料（２人分）

お麩の原料はグルテンという小麦のタンパク質。小麦粉を練って水
洗いを繰り返してつくります。植物性タンパク質で低カロリー、ミネラ
ルも豊富な優秀な食材。定番の煮物だけでなく、もっといろいろな
お料理に使ってみませんか？ネスパス1階物産販売「新潟・食楽園」
でも、お麩を販売しています！この機会にぜひ、お試しください♪

お麩の
パワー

なつかしい
ふるさとの

味

新潟食材を楽しもう！かんたん
レシピアレンジ

なます南瓜 越の丸ナス、上越丸えんぴつナス

〈開催日〉
2022年９月18日(日)
　　　 10月16日(日)
　　　 11月13日(日)
　　　 12月18日(日)
2023年１月22日(日)・ 2月12日(日)・3月12日(日)

〈場所〉表参道・新潟館ネスパス3階
　　　「展示・交流スペース」

※時間はいずれも13：00～16：00の間で随時開催します。
※開催日時は変更になる場合があります。

【ネスパススタッフが自信を持っておすすめする】

田上町
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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。

五泉

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

10月14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。

魚沼天恵菇 山のあわびお刺身＆
天鷹唐辛子焙煎鬼殺し使用
辛味噌にんにくセットを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

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

弥彦公園 もみじ谷（西蒲原郡弥彦村）

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 

202210・11月号緑と水と土が豊かな五泉で
おいしい秋と美しい秋を満喫！

旬の
にいがた

旬の
にいがた

Niigat
a Tri

p

秋を満喫できるまち

10月下旬より11月中旬にかけては、弥彦が最も美しい季節。
中でも弥彦公園の「もみじ谷」は紅葉の名所として知られ、朱
色に塗られた観月橋や渓流と紅葉が織りなす景色は訪れる
人の心を和ませてくれます。写真はライトアップされた紅葉。
昼間とは一味違った幻想的な雰囲気に変わります。艶やかに
映し出される紅葉が楽しめ、池の水面に映る「逆さ紅葉」は必
見です。越後一宮の彌彦神社、温泉街、公園すぐそばには手湯
や足湯が楽しめる「おもてなし広場」もあり日々の疲れをゆっ
くりと癒せるスポットが満載です。

■五泉観光ナビ（五泉市観光協会公式サイト）
   https://gosen-kankou.niigata.jp/

紅葉のシーズンに合わせて五泉市を訪れ
るみなさんに、飲食店や菓子店などにも立
ち寄ってもらえるようスタンプラリーを開
催。市内のお店をめぐり、スタンプを集めて
応募すると毎月100名＋Wチャンス賞で合
計400名に五泉の特産品等が当たります！

紅葉スポット3
●村松公園　明治39年10月に日露戦役記念として造
られた村松公園。「にいがた景勝100選」で第3位に選ば
れています。約3,000本の桜の木がある桜の名所。園内
が錦繍に彩られる紅葉シーズンも見ごたえがあります。

注目！ ラインナップ

かんたんアレンジレシピ

旬のにいがた 旅日和

住んでよし！ にいがた暮らし満喫ガイド

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。

食の宝庫編 [エリアトピック]上越市

車麩の煮しめ
協力：会席・和食 にいがたの味 静香庵

魚沼天恵菇 山のあわび お刺身
㈱小玉屋

上善如水 純米吟醸
白瀧酒造㈱（南魚沼郡湯沢町）

カニ・コーラ
拓洋水産工業㈱（糸魚川市）

佐渡産さざえの三升漬け
マルハフーヅ㈱（佐渡市）

天鷹唐辛子焙煎鬼殺し使用
辛味噌にんにく
㈱ホクショク（長岡市）

秋を満喫できるまち 五泉
◆ネスパスインフォメーション
◆10・11月 イベントカレンダー

1 秋のごせん
てくてくスタンプラリー
（2022年9月1日～11月30日）

●黄金の里
蛭野地区は県内でもギンナンの産地と
して有名。集落には銀杏の木が植えら
れ、黄葉時期になると辺り一面がこが
ね色に染まることから「黄金の里」と呼
ばれています。近くには、慈光寺参道の
杉並木、霊峰白山の登山口があります。

●早出川渓谷
紅葉に染まった
山 を々一望でき、
衣岩、夫婦滝、不
動滝など渓谷の
美しい秋景も楽
しめます。

五泉市は栗の県内最大の生産地。栗やりんご、さつまいもなど
秋の味覚の収穫が楽しめる観光農園も人気です。
五泉特産のさといも「帛乙女（きぬおとめ）」もおすすめです。

●今井観光栗園 （開園時期：9月中旬～10月中旬）
栗拾いを楽しめます。自然の里山の中で秋の一
日を楽しく過ごすことができます。家族連れに
おすすめ！

●佐藤りんご園 （開園時期：10月1日～11月下旬）
収穫できるのは、すべて葉とらずリンゴ。葉っぱ
が果実に養分を送ってくれるので、糖度が十分
にあるりんごを楽しめます。

観光農園2

●村川観光栗園 （開園時期：9月中旬～10月中旬）
広い里山に栗の木約400本とさつまいも畑が広
がっていて、栗拾い、さつまいも掘り、山の散策
などの自然体験ができます。売店では栗おこわ
やさつまいもジャムを販売。

五泉市

衣岩黄金の里

村松公園

佐藤りんご園

馬下駅猿和田駅
五泉駅

北五泉駅

7 290

安田IC安田IC 磐越自動車道
磐越自動車道

→
至・阿
賀
町

↓至・加茂市

↑至・新潟市
阿賀野川

今井観光
栗園 村川観光

栗園

えちご新潟・酒蔵だより

にいがたセレクション

●●AA


