
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
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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
募
方
法 令和4年

12月16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。

塩引鮭＆もも太郎風味ラングドシャ
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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津南町の雪景色
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12・１月号雪国の歴史や伝統、食文化に触れる旅

旬の
にいがた

旬の
にいがた

Niigat
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雪と文化のまち

新潟県の最南端、長野県との県境に位置する津南町。冬に
なると3mを超える雪が積もる豪雪地として知られていま
す。冬の津南はどこもかしこも真っ白で、日本有数の豪雪地
帯にふさわしい景色が広がります。町を流れる信濃川と中
津川の合流付近には、約40万年前からの扇状地が川によっ
て侵食された、日本最大規模の河岸段丘が見られます。信
濃川の川底から段丘の最上面までの高低差は、500mにも
達するほど。柱状節理が連なる「石落し」や苗場山を含めて

「苗場山麓ジオパーク」として認定されています。（写真は
ニュー・グリーンピア津南スキー場山頂より撮影）

“新潟の地酒”をテーマにしたミュージア
ム。県内の代表銘柄が試飲できるほ
か、酒風呂も併設。南魚沼産コシヒカリ
の爆弾おにぎりや糀を使ったスイーツ
なども楽しめます。特産品も豊富で、お
土産選びにも最適です。

注目！ ラインナップ

会席・和食「にいがたの味静香庵」からのお知らせ

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。静香庵 おせち料理もも太郎風味ラングドシャ

新潟交通商事㈱（新潟市）

甘えび醤油味付のり
㈱能水商店（糸魚川市）

大豆焼きかりんとう
ワークセンターなごみ（十日町市）

雪と文化のまち 湯沢
◆ネスパスインフォメーション
◆12・1月 イベントカレンダー

1 越後のお酒ミュージアム
ぽんしゅ館 越後湯沢店

南魚沼郡
湯沢町

塩引鮭
株式会社 総合食品さいとう（村上市）

北雪 梅酒
㈱北雪酒造（佐渡市）

えちご新潟・酒蔵だより

にいがたセレクション

■越後湯沢観光ナビ
　（一般社団法人湯沢町観光まちづくり機構公式サイト）
   https://www.e-yuzawa.gr.jp/

道の駅「みつまた」2
お土産に地元の物産品が購入で
きる「物産コーナー」、地元の食
材をふんだんに使った「お食事
コーナー」など、施設が充実。館
内外に無料の温泉足湯施設が
あり、登山やスキー帰りの疲れ
た体を癒やせます。

体験工房「大源太」3
雪国、魚沼地域ならではの食文
化を紹介する体験型施設。そば
打ち体験や、笹団子作り体験、
ちまき作り体験など、新潟名物
の手作り体験が楽しめます。
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湯沢町歴史民俗
資料館「雪国館」

↑至・長岡市

↓至・東京

越後湯沢駅 体験工房
「大源太」
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「雪国館」という名のと
おり、「雪国」湯沢の暮
らしぶりや歴史を中心
とした展示と、川端康
成の小説「雪国」の世界
を様々な展示で紹介す
るコーナーがあります。

湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」4

湯沢町は新潟県の南端に位置し、日本百名山の谷川岳や苗
場山などに囲まれた自然豊かな山あいの町。日本有数の豪
雪地帯で、川端康成の小説「雪国」の舞台になりました。町内
にある11のスキー場では、スキー・スノボはもちろん雪遊びや
スノーモービルなどのアクティビティも楽しめます。

●●AA

子育て支援編  [エリアトピック]聖籠町

高速道路ICから近く、新幹線でも
アクセスらくらく！！新潟県のスキー
場、スキー・スノボ情報は、新潟県
のスキー場情報サイト「新潟スノー
ファンクラブ」でチェック！サイト内
では、県内各スキー場で使えるお得
なクーポンを配信中！また、公式
SNSを使用したキャンペーンからプ
レゼントが当たるイベントまで随時
開催中！最新情報をお見逃しなく！

新潟スノーファンクラブ

新潟スノーファンクラブHP
https://www.niigata-snow.jp/

[お問い合わせ先］ （公社）新潟県観光協会
                               TEL.025-283-1188



　「城下町だった村上では、鮭を捌く際、切腹を忌み嫌い、腹を二
段に分けて切る『止め腹』という独特な切り方をします。また、吊る
す際にも首吊りを嫌い、尾から下げるのが村上流です。」
　「塩引鮭のおいしさの理由は、村上の気候風土が深く関わって
います。晩秋から初冬にかけて、日本海の湿気を帯びた寒風が吹
き込み、ゆっくりと鮭の身を乾燥させていきます。時間をかけて乾
燥させることで、身は柔らかく、円熟した旨みの塩引鮭ができあが
ります。」代表取締役専務 斎藤正志さん

「塩引鮭」の深い味わいと身の柔らかさは、
村上特有の湿気を帯びた寒風の賜物です。

「鮭のまち村上」が誇る鮭文化は、
厳しい気候風土と先人の努力が育みました。
　朝日連峰の清らかな水を集め村上の地を潤し日本海に注ぐ三
面川。鮭の産卵に適した玉砂利が豊富で、古くから多くの鮭が遡
上しました。江戸時代には「種川」と呼ばれる世界初の自然ふ化
増殖も行われ、村上は現在も鮭の聖地として知られています。
　村上では、鮭への感謝から、骨も皮も頭やエラや内臓も余すこと
なくおいしくいただくという食文化があり、その料理法は100を超
えるとも言われています。中でも「塩引鮭」「鮭の酒びたし」は、村上
の気候風土が生んだ鮭料理の代表格で人気の逸品です。
　日本初の鮭の博物館「イヨボヤ会館」では、毎年11月中旬から12
月初旬にかけて、村上の伝統的鮭料理「塩引鮭」の製法を伝授す
る講習会「越後村上三ノ丸流鮭塩引き道場」が開催されています。

※

「株式会社総合食品さいとうは、スーパーマーケット
『フレッシュさいとう』として、地元の漁港で揚がる新
鮮な魚介類をはじめ、地元で採れる野菜などを中心
に、地産地消につながる食品を厳選し販売していま
す。昭和30年に魚の行商を始め、後に、鮮魚・海産物・
食品の店を開きました。昭和45年、「塩引鮭」を昔の味
で再現できないかと研究をスタート。塩引鮭の村上流
の作り方や歴史など先輩諸氏に教えていただき、製造
方法にも研究を重ね、鮭一筋に50年が経ちました。冷
蔵保存できる「塩引鮭」は当社のオリジナル。ぜひご賞
味ください。」店長／代表取締役専務 斎藤正志さん

日本百名山の一つ苗場山麓にある高原リゾート。
100万坪の広大な敷地には、ホテル、スキー場、体
育館、多目的グラウンド、グラウンドゴルフ場、プー
ル、卓球、ボウリング場等のスポーツ及びゴーカー
ト、ローラーリュージュ、アスレチック等のレジャー
施設があります。春は山菜採り、夏はアウトドア、秋
は紅葉、冬はウインタースポーツと四季を通じて
楽しめます。館内には、雄大な景色が一望できる
展望露天温泉大浴場や家族温泉風呂などがあ
り、旅やレジャーの疲れを癒やしてくれます。

村上地方特有の浜風で
寒風干しにして仕上げた
最高級の塩引鮭です。

津南の雪景色
～町内スキー場の紹介～
オールシーズン楽しめる高原リゾート

「ニュー・グリーンピア津南」

にいがた

株式会社 総合食品さいとう
村上市飯野1-2-38
TEL. 0254-53-0156
http://www.saitofood.jp/

村上の冬の風物詩「吊るし鮭」
尾をひもで縛って軒先に吊るし、村上特有の冷たく
も適度に湿気を含んだ寒風に二週間ほどさらすこ
とでじっくり乾燥させます。その間にタンパク質をア
ミノ酸に変える発酵・熟成が進み、特有の深い味わ
いが醸成され、身をしっとりと柔らかに保ちます。

株式会社 総合食品さいとう
越後村上名産 塩引鮭

ニュー・グリーンピア津南
公式ホームページ

ホテル前には徒歩0分のプライベートゲレンデが広
がり、スキー、スノーボードを楽しむことができます。

施設内に2つの温泉
があります。スキー
ゲレンデを臨む最
上階の展望露天風
呂は人気です。 

毎年恒例の特別イベント「ランタンと冬花火の共
演」はインスタ映えすると大好評です。（12月～3月）

塩引鮭の作り方
❶新鮮な鮭は、持った時にピンと張りがあります。また、両方のエ
ラが赤い鮮やかな色をしているものが新鮮です。 ❷腹を全部切
り開かない「止め腹」という切り方をします。 ❸切り開いたら内
臓などを取り出します。 ❹水できれいにした後、丹念に粗塩をす
り込んで漬け置きます。 ❺数日間～一週間ほど塩漬けにした後、
一晩かけて流水で塩抜きします。最後に風通しのいい場所に吊る
して二週間程度陰干しにします。

塩引鮭 切り身
内容量：3切入

（3切れで約220g）
1,280円（税込） 
原材料：白鮭（国内産）・食塩
※ネスパス1階物産販売「新潟・
   食楽園」で取り扱っています。

村上市に
い

がたセレクション

※「イヨボヤ」とは、村上地方の方言でサケ（鮭）のこと。イヨもボヤも魚という意味。
　つまり鮭を「魚のなかの魚」と呼ぶくらい村上には鮭文化が根付いています。

❶ ❷ ❸

❹ ❺

1 2
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http://www.saitofood.jp/
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12月 12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。

N ’E SPACE 
E V E N T CA L E N DA R

2022 2023

12 1/ 月

[16日] 10：30 ～ 18：00
[17日] 10：30 ～ 18：00
[18日] 10：30 ～ 16：00 1816 金 日
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[24日] 10：30 ～ 18：00
[25日] 10：30 ～ 16：00 2523 金 日
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糸魚川冬フェスタ

ネスパス 師走の市

冬の新潟市南区「おいしさ満載便」
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新 潟  美 味 めぐり

ネ ス パ ス 冬 の 幸

新春 うまいもの市

ながおか逸品マルシェ

1

（成人の日）

（振替休日）

（元日）

31/30/

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

糸魚川冬フェスタ冬の新潟市南区「おいしさ満載便」
新潟市南区発の冬の味覚と文化をお届け！ 区内の各観光農
園より、芳醇な香りととろけるような食感が魅力の幻の西洋梨

「ル レクチエ」をはじめ、和梨など旬の果実やきのこを数量限定
で販売します。きのこの旨味がたまらない「きのこ汁」もお楽し
みください!! また、新潟市南区伝統の和凧やお土産におすす
めのお菓子も取り揃えて、皆様のお越しをお待ちしております。
※17日（土）・18日（日）は就農相
談も開催いたします。

新潟 美味めぐり

2220金 日 2926 木 日

ながおか逸品マルシェ

[26日] 13：00 ～ 18：00
[27・28日] 10：30 ～ 18：00
[29日] 10：30 ～ 16：00

[20日] 13：00 ～ 18：00
[21日] 10：30 ～ 18：00
[22日] 10：30 ～ 16：00

ネスパス冬の幸

新春 うまいもの市
新年初のイベントです！材料と手作り製法にこだわったハムや
ベーコン、新潟の美味しい水で仕込んだ日本酒などをご用意
いたします。また、7日（土）～９日（月･祝）限定で、ふのりそばや
佐渡産桜鱒の味噌漬などを販売します。４日（水）から、屋外テ
ントでは南魚沼より無農薬・化学肥料無使用の大粒コシヒカリ

「ぼたんゆき」とつぼ焼き芋を販売します。

[12日] 13：00 ～ 18：00
[13・14日] 10：30 ～ 18：00
[15日] 10：30 ～ 16：0096 祝

月
金

[6日] 13：00 ～ 18：00
[7・8日] 10：30 ～ 18：00
[9日] 10：30 ～ 16：00 

【主催】長岡市南部地区商工会

久須美酒造6代目社長が復活させた幻の日本酒の飲み比べ
と一緒に、具だくさんのきのこご飯、きのこ汁をイートインでお
召し上がりください。さらに、毎回大人気の揚げしんじょう、揚
げかまぼこも販売します。屋外テ
ントでは、五泉市のニット製品各
種を取り揃えますので、この機会
に、お手にとって肌触りをぜひお
確めください。

1月

1月1月

1月

糸魚川市から、自然豊かな特産品をお届けします。新潟県産
の南蛮えびを使った旨味たっぷりの「えび汁」、糸魚川名物

「ブラック焼きそば」、新米コシヒカリのおにぎり、ひすい麺やひ
すい製品など自慢の品々を取り揃えます。さらに屋外テントで
は、気温の寒暖差が激しい地域で収穫された新米や地元の
野菜などを販売しますので、こ
の機会にぜひネスパスにお立ち
寄りください!!

【主催】糸魚川うまいもん会【主催】新潟市南区観光協会
          新潟市南区産業振興課

【主催】十日町手しごとや
　　　十日町市産業政策課

長岡市の南部にある越路、小国、山古志、川口の4地域から、
ふるさとの恵みをお届けします!! 地元長岡人だからこそ知
る「保存料、着色料不使用、創業38年の手作り漬物」、「柔ら
かい牛肉がゴロッと入った黒毛和牛レトルトカレー」や、銅板
で作った「夫婦や親子を表現した連鶴」など、多彩な品揃え
で皆様をお待ちしております。この機会に、長岡市の南部地
区の逸品マルシェをお楽しみください。

ネスパス 師走の市

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

ふわふわで香ばしい揚げしんじょうは魅力たっぷり。おでんの
具としても最高です！ 年末のご用意に、村上の鮭製品や魚沼
の日本酒「イットキー（IT'S THE KEY）生酒しぼりたて」も販売
します。また、久しぶりにかわいい苔玉が店頭を飾ります。クリス
マスやお正月用におひとついかがでしょうか！

118 日木12月41 日木12月

十日町 手しごとや
素材道具作品展示販売＋手織り教室
十日町で結成されたグループ「手しごとや」が今年もやってま
いります。織物産地ならではの手芸用絹糸をはじめ、手織り
機などの各種織り道具、特産のわら細工製品やマフラーなど
の手織り製品を展示販売
します。どうぞ、この機会に
十日町の織物の魅力をご
覧ください！ 
※織物教室は定員になりまし
たので募集を終了しました。

〈問い合わせ先〉
渡貫（わたぬき）
TEL.080-6521-3195

[1日] 13：00 ～ 18：00
[2・3日] 10：30 ～ 18：00
[4日] 10：30 ～ 16：00 1512 木 日

体の芯から温まる、ぬめりが最高の五泉市産のブランド里芋
「帛乙女」がごろっと入った「いも汁」はいかがでしょうか。天然
の乳酸で作った甘酒「麹のおちち」やどぶろく、山桜の原木で
燻したコリコリ感がたまらない「なんこつくんせい」なども販
売します。屋外（キッチンカー）
では焼きたてアツアツの五平餅
や長岡産ポークで作ったもつ煮
などをお楽しみください♪

きぬ おとめ

ブラック番長
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県外の方へのお土産にもおすすめ！！

味の種類は、プレーン・
生姜・そば・ピリ辛・ココア・

味噌・甘酒の7種類。

ほっかほかのご飯に巻いて

食べるのが定番。

そのままビールのおつまみにも。

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

「子育て応援パスポート協賛店舗」で
パスポートを提示すると、店舗独自
の割引や記念品進呈などのサービス
を受けることができます。

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、「子育て支援編」です！

聖籠町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 聖籠町”"

お子さんの遊び場として、親御さん
の仲間づくりや出会いの場として
こども園を開放しています。親子あそびを通して、親子の
絆を深めたり、子育ての悩みごとなどを相談できる場と
なっています！

1 すくすくサロン「さくらんぼ」

2 聖籠町子育て応援パスポート

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！

新潟県は子育て環境が充実！
新潟県は、人口あたりの地域子育て支援
拠点数が全国１位！ 安心して子育てがで
き、お仕事にもスムーズに復帰できますよ♪ 仕事と育児の
両立をサポートするほか、親子で遊べる場所や子育てサー
クルの紹介など様々な子育て支援に取り組んでいます！

※ネスパスニュースに掲載の商品価格は、令和4年11月現在の「新潟・食楽園」での販売価格（税込）です。

新潟海洋高校の生徒が開発した旨味
たっぷりの「甘えび醤油」を、海苔の表面
に塗って仕上げています。厚めの国産海
苔を使っていることで海苔本来のおいし
さも味わえます。

甘えびの旨味があとを引く
魚醤でつくられた味付のり。

新潟のアイスの定番！「もも太郎」をイ
メージした『もも太 郎風 味ラングド
シャ』が新登場！かき氷のようなザクザ
ク食感のラングドシャで、甘酸っぱい
いちご味に仕上げました。

新潟県民から愛され続けているアイスが
ザクザク食感のラングドシャに。

北雪酒造 [佐渡市］

大豆焼きかりんとう

ノンフライでヘルシー、
素朴な味わいの焼きかりんとう

お菓子

お菓子

８切56枚 675円
甘えび醤油味付のりご飯

の
お供

新潟交通商事株式会社
新潟市中央区幸西3丁目5番3号  TEL.025-241-7201
http://niigatamiyage.com/

障害福祉サービス事業所「ワークセンターなごみ」
十日町市八箇甲354-7  TEL.025-750-1010
https://fuku-tokamachi.or.jp/facility/nagomi.html

株式会社能水商店
糸魚川市能生9396番地  TEL.025-556-6950
https://www.nousui-shop.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

北雪 梅酒
500ml 1,100円
原材料／雑酒・佐渡産青梅・
              砂糖・清酒
アルコール度数／14度

◎おすすめの飲み方
□ストレート    □ロック    □水割り    □ソーダ割り    □お湯割り

美しい自然に囲まれた佐渡で
人々に愛される酒を造り続ける老舗酒蔵。

株式会社北雪酒造
佐渡市徳和2377番地2
TEL. 0259-87-3105
https://sake-hokusetsu.com/

ええ ちち ごご 新新 潟潟

 酒 蔵 だ よ り

十日町のお豆腐屋さんが毎朝作る、生おか
らを使用。オーブンで二度焼きすることで
サクサクな食感に仕上がりました。栄養と
旨味がギッシリ。おいしいおからとごまの
風味が噛むほどに広がる、ほんのり甘い焼
きかりんとうです。

もも太郎風味
ラングドシャ 10個 780円55g 300円

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●

新年の門出を
新潟の味で祝しませんか？

会席・和食「にいがたの味 静香庵」からのお知らせ

静香庵 おせち料理

【ネスパススタッフが自信を持っておすすめする】

相性のいい料理は、オイルサー
ディンのグラタン、イカとニラの
酢味噌和え、さば缶と小松菜の
味噌炒めなど。口あたりのよい

「北雪 梅酒」とよく合います。

※ラングドシャ＝主に小麦粉に
　卵白・砂糖・バターを加えて焼いた、
　薄くて軽い食感のクッキー

　明治5年（1872年）、佐渡赤泊の小さな港の海辺
に酒蔵を構え、昭和23年に「有限会社羽豆酒造場」
として設立。美しい自然が広がる佐渡島で酒造りに
情熱を注いできました。平成5年に社名を「株式会
社北雪酒造」と改め、「食は世界の共通語。良酒を
通して文化の架け橋になる」をモットーに、品質に
こだわった世界中の人に愛されるお酒を目指し、酒
造技術の研鑽、後進の育成に努めています。
　「女性に大人気の『北雪 梅酒』は、佐渡島で収穫さ
れた大粒の青梅だけを使用し、自醸酒にじっくり漬け
込んだこだわりの梅酒です。パッケージには梅の花
びらをあしらいシンプルなデザインにしました。爽や
かな酸味と梅のエキスをしっかりと引き出した濃厚な
味わいを、ぜひご賞味ください。」杜氏 小倉恭平さん

は   ず

【子育て応援パ
スポート】

新潟市・田上町
と連携

【子育てきらき
らカード】

新発田市・胎内
市と連携

→令和４年度よ
り新潟市・田上

町とも連携開始

※両面カラー印
刷を行い、名刺

サイズのカード
と

して配布します
。

家族で１日楽しめる道の駅あがの ～佐渡おけさを踊りましょう♪～
表参道ネスパスワークショップ令和４年８月５日に、阿賀野市初となる道の駅「あがの」がオープン

しました。「食べることは、生きること。」をコンセプトに、地場産品で
溢れる売り場が魅力です。屋外には大きな公園があり遊具もたくさ
ん。遊び疲れたらカフェで休憩、おなかが空いたらフードコートで満
腹に。お帰りの際には阿賀野市自慢の一品をお土産にどうぞ。

佐渡おけさの更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回開催中です！ 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？

〈開催日〉
2022年 12月18日(日)
2023年   1月22日(日)
              2月12日(日)
              3月12日(日)
※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。

【子育て応援パスポート】新潟市・田上町と連携

【子育てきらきらカード】新発田市・胎内市と連携→令和４年度より新潟市・田上町とも連携開始

※両面カラー印刷を行い、名刺サイズのカードとして配布します。

新潟直送の厳選食材をふんだんに
盛り込んだ静香庵のおせち料理を、
今年も予約販売します。数量限定で
すので、お早めにご予約ください。

スモークサーモン砧巻き、
う巻き玉子、黒豆、千社
唐西京、田作り、寒鰤味
噌漬け、鮭昆布巻き、揚
げくわい、帆立真丈 ほか

【壱の重】
スモークサーモン砧巻き、
う巻き玉子、黒豆、松風
焼き、南蛮海老かすて
ら、鮭粕漬け ほか

【弐の重】
鮑やわらか煮、子持鮎
甘露煮、合鴨けんちん、
梅にんじん、里芋田舎煮、
にいがた和牛塩焼き ほか

※画像はイメージです。
※予定数に達し次第終了となります。
※内容は変更となる場合があります。
※12月31日（土）10時～14時店頭にて
   お引渡しとなります。

弐段  48,600円

壱段  27,000円

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

人気のおせち
今年も
予約受付中です

阿賀野市窪川原553-2
TEL.0250‐25‐7011
定休日：毎月第２第４水曜日
https://agano.co.jp/

阿賀野市
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県外の方へのお土産にもおすすめ！！
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N'ESPACE 
INFORMATION

「子育て応援パスポート協賛店舗」で
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に塗って仕上げています。厚めの国産海
苔を使っていることで海苔本来のおいし
さも味わえます。

甘えびの旨味があとを引く
魚醤でつくられた味付のり。

新潟のアイスの定番！「もも太郎」をイ
メージした『もも太 郎風 味ラングド
シャ』が新登場！かき氷のようなザクザ
ク食感のラングドシャで、甘酸っぱい
いちご味に仕上げました。

新潟県民から愛され続けているアイスが
ザクザク食感のラングドシャに。

北雪酒造 [佐渡市］

大豆焼きかりんとう

ノンフライでヘルシー、
素朴な味わいの焼きかりんとう
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甘えび醤油味付のりご飯

の
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十日町のお豆腐屋さんが毎朝作る、生おか
らを使用。オーブンで二度焼きすることで
サクサクな食感に仕上がりました。栄養と
旨味がギッシリ。おいしいおからとごまの
風味が噛むほどに広がる、ほんのり甘い焼
きかりんとうです。

もも太郎風味
ラングドシャ 10個 780円55g 300円
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新潟の味で祝しませんか？

会席・和食「にいがたの味 静香庵」からのお知らせ

静香庵 おせち料理

【ネスパススタッフが自信を持っておすすめする】

相性のいい料理は、オイルサー
ディンのグラタン、イカとニラの
酢味噌和え、さば缶と小松菜の
味噌炒めなど。口あたりのよい

「北雪 梅酒」とよく合います。

※ラングドシャ＝主に小麦粉に
　卵白・砂糖・バターを加えて焼いた、
　薄くて軽い食感のクッキー

　明治5年（1872年）、佐渡赤泊の小さな港の海辺
に酒蔵を構え、昭和23年に「有限会社羽豆酒造場」
として設立。美しい自然が広がる佐渡島で酒造りに
情熱を注いできました。平成5年に社名を「株式会
社北雪酒造」と改め、「食は世界の共通語。良酒を
通して文化の架け橋になる」をモットーに、品質に
こだわった世界中の人に愛されるお酒を目指し、酒
造技術の研鑽、後進の育成に努めています。
　「女性に大人気の『北雪 梅酒』は、佐渡島で収穫さ
れた大粒の青梅だけを使用し、自醸酒にじっくり漬け
込んだこだわりの梅酒です。パッケージには梅の花
びらをあしらいシンプルなデザインにしました。爽や
かな酸味と梅のエキスをしっかりと引き出した濃厚な
味わいを、ぜひご賞味ください。」杜氏 小倉恭平さん
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スポート】

新潟市・田上町
と連携

【子育てきらき
らカード】

新発田市・胎内
市と連携

→令和４年度よ
り新潟市・田上

町とも連携開始

※両面カラー印
刷を行い、名刺

サイズのカード
と

して配布します
。

家族で１日楽しめる道の駅あがの ～佐渡おけさを踊りましょう♪～
表参道ネスパスワークショップ令和４年８月５日に、阿賀野市初となる道の駅「あがの」がオープン

しました。「食べることは、生きること。」をコンセプトに、地場産品で
溢れる売り場が魅力です。屋外には大きな公園があり遊具もたくさ
ん。遊び疲れたらカフェで休憩、おなかが空いたらフードコートで満
腹に。お帰りの際には阿賀野市自慢の一品をお土産にどうぞ。

佐渡おけさの更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回開催中です！ 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？

〈開催日〉
2022年 12月18日(日)
2023年   1月22日(日)
              2月12日(日)
              3月12日(日)
※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。

【子育て応援パスポート】新潟市・田上町と連携

【子育てきらきらカード】新発田市・胎内市と連携→令和４年度より新潟市・田上町とも連携開始

※両面カラー印刷を行い、名刺サイズのカードとして配布します。

新潟直送の厳選食材をふんだんに
盛り込んだ静香庵のおせち料理を、
今年も予約販売します。数量限定で
すので、お早めにご予約ください。

スモークサーモン砧巻き、
う巻き玉子、黒豆、千社
唐西京、田作り、寒鰤味
噌漬け、鮭昆布巻き、揚
げくわい、帆立真丈 ほか

【壱の重】
スモークサーモン砧巻き、
う巻き玉子、黒豆、松風
焼き、南蛮海老かすて
ら、鮭粕漬け ほか

【弐の重】
鮑やわらか煮、子持鮎
甘露煮、合鴨けんちん、
梅にんじん、里芋田舎煮、
にいがた和牛塩焼き ほか

※画像はイメージです。
※予定数に達し次第終了となります。
※内容は変更となる場合があります。
※12月31日（土）10時～14時店頭にて
   お引渡しとなります。

弐段  48,600円

壱段  27,000円
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休

会席・和食「にいがたの味 静香庵」　
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　 ランチ　11：30～15：00（14：30LO）
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人気のおせち
今年も
予約受付中です

阿賀野市窪川原553-2
TEL.0250‐25‐7011
定休日：毎月第２第４水曜日
https://agano.co.jp/
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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。

湯沢

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

12月16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。

塩引鮭＆もも太郎風味ラングドシャ
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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メール
フォームは
こちら

津南町の雪景色

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 

2022 2023

12・１月号雪国の歴史や伝統、食文化に触れる旅

旬の
にいがた

旬の
にいがた

Niigat
a Tri

p

雪と文化のまち

新潟県の最南端、長野県との県境に位置する津南町。冬に
なると3mを超える雪が積もる豪雪地として知られていま
す。冬の津南はどこもかしこも真っ白で、日本有数の豪雪地
帯にふさわしい景色が広がります。町を流れる信濃川と中
津川の合流付近には、約40万年前からの扇状地が川によっ
て侵食された、日本最大規模の河岸段丘が見られます。信
濃川の川底から段丘の最上面までの高低差は、500mにも
達するほど。柱状節理が連なる「石落し」や苗場山を含めて

「苗場山麓ジオパーク」として認定されています。（写真は
ニュー・グリーンピア津南スキー場山頂より撮影）

“新潟の地酒”をテーマにしたミュージア
ム。県内の代表銘柄が試飲できるほ
か、酒風呂も併設。南魚沼産コシヒカリ
の爆弾おにぎりや糀を使ったスイーツ
なども楽しめます。特産品も豊富で、お
土産選びにも最適です。

注目！ ラインナップ

会席・和食「にいがたの味静香庵」からのお知らせ

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。静香庵 おせち料理もも太郎風味ラングドシャ

新潟交通商事㈱（新潟市）

甘えび醤油味付のり
㈱能水商店（糸魚川市）

大豆焼きかりんとう
ワークセンターなごみ（十日町市）

雪と文化のまち 湯沢
◆ネスパスインフォメーション
◆12・1月 イベントカレンダー

1 越後のお酒ミュージアム
ぽんしゅ館 越後湯沢店

南魚沼郡
湯沢町

塩引鮭
株式会社 総合食品さいとう（村上市）

北雪 梅酒
㈱北雪酒造（佐渡市）

えちご新潟・酒蔵だより

にいがたセレクション

■越後湯沢観光ナビ
　（一般社団法人湯沢町観光まちづくり機構公式サイト）
   https://www.e-yuzawa.gr.jp/

道の駅「みつまた」2
お土産に地元の物産品が購入で
きる「物産コーナー」、地元の食
材をふんだんに使った「お食事
コーナー」など、施設が充実。館
内外に無料の温泉足湯施設が
あり、登山やスキー帰りの疲れ
た体を癒やせます。

体験工房「大源太」3
雪国、魚沼地域ならではの食文
化を紹介する体験型施設。そば
打ち体験や、笹団子作り体験、
ちまき作り体験など、新潟名物
の手作り体験が楽しめます。
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お酒ミュージアム
ぽんしゅ館

道の駅
みつまた

湯沢町歴史民俗
資料館「雪国館」

↑至・長岡市

↓至・東京

越後湯沢駅 体験工房
「大源太」

関
越
自
動
車
道
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越
自
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道

上
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線

上
越
線

「雪国館」という名のと
おり、「雪国」湯沢の暮
らしぶりや歴史を中心
とした展示と、川端康
成の小説「雪国」の世界
を様々な展示で紹介す
るコーナーがあります。

湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」4

湯沢町は新潟県の南端に位置し、日本百名山の谷川岳や苗
場山などに囲まれた自然豊かな山あいの町。日本有数の豪
雪地帯で、川端康成の小説「雪国」の舞台になりました。町内
にある11のスキー場では、スキー・スノボはもちろん雪遊びや
スノーモービルなどのアクティビティも楽しめます。

●●AA

子育て支援編  [エリアトピック]聖籠町

高速道路ICから近く、新幹線でも
アクセスらくらく！！新潟県のスキー
場、スキー・スノボ情報は、新潟県
のスキー場情報サイト「新潟スノー
ファンクラブ」でチェック！サイト内
では、県内各スキー場で使えるお得
なクーポンを配信中！また、公式
SNSを使用したキャンペーンからプ
レゼントが当たるイベントまで随時
開催中！最新情報をお見逃しなく！

新潟スノーファンクラブ

新潟スノーファンクラブHP
https://www.niigata-snow.jp/

[お問い合わせ先］ （公社）新潟県観光協会
                               TEL.025-283-1188




