
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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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5年

2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）　　

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。

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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鳥屋野潟を舞う白鳥と
デンカビッグスワンスタジアム（新潟市中央区）

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 

2023 2・3月号
見附市の本町・新町エリアは、バラエティ豊かな
お店がたくさん！好みのお店がきっと見つかるはず。

旬の
にいがた

旬の
にいがた

Niigat
a Tri

p

鳥屋野潟は、JR新潟駅の南に広がる大きな潟。冬には白鳥が飛来する
など様々な野鳥が生息していて、バードウォッチングも楽しめる憩いの
スポットです。デンカビッグスワンスタジアムは、その名が示すとおり
白鳥がイメージされたフォルムが特徴的な日本海側最大級の規模と
機能を持つ、国際級のイベントを開催できる総合スタジアム。昨年J2
優勝し、J1に返り咲いたアルビレックス新潟のホームスタジアムです。
世界中が熱狂したカタール大会での日本の大活躍も記憶に新しい、
FIFAワールドカップの2002年大会では、日本国内の開幕戦会場（アイ
ルランド対カメルーン）にもなるなど、世界から注目を集めています。

「みつけイングリッシュガーデン」
内にある花と緑に囲まれた癒やし
のガーデンカフェ。英国式庭園を
イメージしたティラミスやオリジナ
ルブレンドの紅茶のほか、彩り豊
かな野菜たっぷりのメニューも提
供。明るく開放的な店内では、見
附ブランドのお土産も販売。

注目！ ラインナップ 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。雪室珈琲ドリップシリーズ

㈱鈴木コーヒー（新潟市）

朱鷺めきっ粉コシヒカリ特上粉・
朱鷺めきっ粉もち粉
キンちゃん本舗㈱（佐渡市）

新潟名菓 南蛮エビ煎餅
㈱夢えちご（長岡市）

食と癒やしのまち 見附
◆ネスパスインフォメーション
◆２・３月 イベントカレンダー

1 MEG CAFÉ 511（メグカフェゴーイチイチ）

J１昇格おめでとう！
アルビレックス新潟

純米吟醸 大洋盛
大洋酒造㈱（村上市）

えちご新潟・酒蔵だより

特別企画

見附の名物「谷信アイス」の販売店。
昭和34年から続くアイスクリームの
専門店です。外観は昔ながらのレトロ
なアイス屋さん。季節限定などをあわ
せると約30種類のフレーバーのアイ
スを楽しめます。寒い季
節は和洋菓子も扱って
います。

大黒製パン3谷信菓子店イナリ町店２
国内外で買い付けた西洋アンティークを中心
に古民家から蔵出しされた古民具などを販
売。一歩お店に立ち入るとそこは異世界。一部
フランスやイギリスから持ち帰られたアン
ティークなどが並ぶ素敵な空間に浸れます。

アンティークショップ
 Proposer（プロポゼ）

5

9種類のお風呂と遠赤外線サウナのほか、岩
盤浴フロアもある日帰り入浴施設。岩盤浴フロ
アでは温度の違う3種類の岩盤浴が体験でき
ます。最近話題のロウリュウ（熱波サービス）も
岩盤浴と浴室サウナで開催しています。

みつけ健幸の湯 ほっとぴあ4

住まい・暮らし編  [エリアトピック]柏崎市

かんたんアレンジレシピ

冬菜の粕煮
協力：会席・和食 にいがたの味 静香庵

©新潟観光コンベンション協会
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谷信菓子店
イナリ町店

アンティークショップ
Proposer

大黒製パン

他にもいろんなジャンルのお店がありますよ！
■みつかる 見附市 視察・観光ナビ
   https://www.mitsukaru-mitsuke.jp/

見附市

食と癒やしの

まち

昔懐かしいコッペパンとこだわり製法
の食パンのお店。コッペパンは、一般
的な製法よりも発酵時間を長くするこ
とでコシと旨みがあって食べ応え満
点。開店から客足が途切れることがな
く、地元の人気店となっています。

「新潟名菓 南蛮エビ煎餅」&
「雪室珈琲ドリップシリーズ」
セットを10名様
※ドリップシリーズの種類は選べません。

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！
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悲願のJ2優勝・J1昇格を決めた
アルビレックス新潟～栄光の軌跡～
　2022年は前年コーチを務めていた松橋力蔵氏が監督
に就任。序盤は開幕7戦で2勝と苦しいスタートでした
が、第8節・ロアッソ熊本戦で勝利すると、第15節まで8
試合負けなしで一気に首位を奪い取りました。その直後
の第16節・FC町田ゼルビア戦に敗れて3位に転落、第17
節・横浜FCとの天王山を3－0で快勝し再び自動昇格圏
内の2位に浮上しました。その後3勝1分で乗り切り、前半
戦を首位で折り返すことに成功。
　7月、新潟の至宝・本間至恩選手がベルギーリーグの
クラブ・ブルッヘに移籍。 第23節・横浜FC戦に敗れ、一
時首位を明け渡すものの第26節・レノファ山口FC戦に
勝利し首位を奪還。第28節・ファジアーノ岡山戦に敗れ
再び2位になりましたが、第35節・FC琉球戦に勝利し首
位に。そこからシーズン初の4連勝のあと、引き分けを挟

　観戦はもちろん、スタジアムにはみんなで楽しめるイベントや
ショップがたくさんあります。スタジアム外の広場には、様々なゲス
トが登場するイベントステージや、クラブマスコットのアルビくんの
形をしたふわふわ遊具、さらに応援アイテムいっぱいのグッズ
ショップなど、試合前から楽しむことができます。
　試合では松橋監督体制2年目となるチームがピッチで躍動する
姿にワクワクドキドキしながら、スタンド一体となって応援しましょ
う！ 試合後、勝利の際には新潟名物「プラネタスワン」（ペンライ
ト）を掲げて、幻想的な雰囲気の中、会場全体で勝利の喜びを分
かち合います。ぜひスタジアムで生の試合観戦を楽しみましょう！

アルビレックス新潟のホームスタジアム
「デンカビッグスワン」で試合を楽しもう！

み迎えた10月8日の第40節・ベガルタ仙台戦に3－0で勝
利し、6年ぶりのJ1昇格を決めました。
　10月15日、第41節の東京ヴェルディ戦に敗れたもの
の、2位の横浜FCがツエーゲン金沢に敗れたため新潟の
J2優勝が決定しました。10月23日、最終節のFC町田ゼ
ルビア戦も勝利し、J2通算200勝を達成。最終成績は25
勝9分8敗の勝点84。得点73、失点35、得失点差38は、全
てにおいてJ2リーグ1位という快挙を達成しました。

アルビレックス新潟の早川史哉です。昨シーズンは皆さんの熱い応援のおかげでJ2
優勝・J1昇格を達成することができました。本当にありがとうございました。
今年2月、いよいよ今シーズンのJ１リーグが開幕します。6年ぶりのJ1は昨年以上に強
敵がひしめく厳しいリーグとなります。このリーグを勝ち抜くためには、皆さんの後押
しが必要です。まだ試合を観戦したことがない方もスタジアムに足を運んでいただ
き、私たちのプレーを間近で見てぜひ応援をお願いいたします。一緒に戦いましょう！

　デンカビッグスワン（新潟市中央区）になかなか行けないという
方にも朗報！ アルビレックス新潟は今シーズンからJ1リーグで戦
いますが、J1の対戦相手には首都圏のチームが多いのです。鹿島、
柏、浦和、FC東京、川崎、横浜FM、横浜FC、湘南と8チームもあり
ます。これらのチームのホームゲーム、つまり新潟のアウェイゲーム
には大勢の新潟サポーターが応援に駆けつけます。新潟からはも
ちろん、首都圏からも多くのサポーターが参集しますので、身近な
会場でぜひアルビを応援しましょう！

近場のアウェイスタジアムでも
アルビレックス新潟を応援しよう！

選手からのメッセージ

1997 ALBIREX NIIGATA INC.ｃ

白鳥座の中でひときわ輝くオレンジとブルーの二重
星が「アルビレオ」。そして、新潟には白鳥が多く飛
来します。この白鳥をキーキャラクターに、オレンジ
には新潟の美しい夕日、ブルーには日本海の美しさ
が、それぞれ連想できるという3つの理由から、前身
となる「アルビレオ新潟」が
命名されました。
その後、チーム名を「アルビ
レックス新潟」に変更。アル
ビレオがさらにパワーアップ
し、サッカー界の王者に向
かって羽ばたいて欲しいとい
う願いが込められています。

ク ラブ マ ス コット の
「アルビくん」は白鳥がモ
チーフ。丸みを帯びたデ
ザインは「やさしさ」「か
わいらしさ」を、王の象
徴である冠は「力強さ」
を表現しています。

1999 ALBIREX NIIGATA INC.ｃ

レモンガススタジアム平塚（神奈川県平塚市大原1-1 平塚市総合公園内）
●JR「平塚駅」からシャトルバスで約7分

茨城県立カシマサッカースタジアム（茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2）
●JR「鹿島サッカースタジアム駅」（Jリーグ開催日のみ停車）から徒歩約2分

三協フロンテア柏スタジアム（日立柏サッカー場）（千葉県柏市日立台1-2-50）
●JR常磐線･東武野田線「柏駅」から徒歩約20分

埼玉スタジアム2002（埼玉県さいたま市緑区美園2丁目1）
●埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線「浦和美園駅」から徒歩約20分

味の素スタジアム（東京都調布市西町376-3）
●京王線「飛田給駅」から徒歩約5分

等々力陸上競技場（神奈川県川崎市中原区等々力1-1）
●JR「武蔵小杉駅」から直行臨時バスで約6分

日産スタジアム（神奈川県横浜市港北区小机町3300）
●JR東海道新幹線／横浜線「新横浜駅」から徒歩約10分

ニッパツ三ツ沢球技場（神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1）
●市営地下鉄ブルーライン「三ツ沢上町駅」から徒歩約15分

鹿島アントラーズ

柏レイソル

浦和レッズ

FC東京

川崎フロンターレ

横浜F・マリノス

横浜FC

湘南ベルマーレ

【首都圏チームのホームスタジアム情報】

2022 J２リーグで見事J１昇格を決めた、
新潟のプロサッカークラブ「アルビレックス新潟」。
スポーツで新潟を盛り上げてくれている

「アルビレックス新潟」の歴史や魅力をご紹介します！

J2優勝・J1昇格
おめでとう！

早 川 史 哉 選手
アルビレックス新潟

（新潟市西区出身）

©ALBIREX NIIGATA

2022シーズンを振り返って

1955年   「新潟イレブンサッカークラブ」として創部
1986年   北信越サッカーリーグに昇格
1994年   チーム名を「アルビレオ新潟FC」と改名
1996年   プロサッカーチームとして活動開始
1997年   チーム名を「アルビレックス新潟」と改名
1999年   J2リーグに加盟
2003年   最終節でJ2初優勝、J1昇格を決定（27勝7分10敗）
              年間観客動員数の新記録達成（667,477人）
2007年   J1昇格後最高順位となる６位の成績を記録
2017年   昇格14年目にしてJ1で17位、J2降格が決定
2022年   J2で2回目の優勝、6年ぶりのJ1昇格（25勝9分8敗）

アルビの歴史

おいしいグルメも盛りだくさん！

「アルビくん
」の

ふわふわ遊具
は

子供たちに大
人気！

われらが
アルビレックス新潟

クラブ名 「アルビレックス新潟」の由来

クラブマスコットは「アルビくん」

デンカビッグスワンスタジアム（新潟市中央区）での観戦の楽しみ方

デンカビッグスワンスタジアムになかなか行けない…という方へ

1999 ALBIREX NIIGATA INC.ｃ
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悲願のJ2優勝・J1昇格を決めた
アルビレックス新潟～栄光の軌跡～
　2022年は前年コーチを務めていた松橋力蔵氏が監督
に就任。序盤は開幕7戦で2勝と苦しいスタートでした
が、第8節・ロアッソ熊本戦で勝利すると、第15節まで8
試合負けなしで一気に首位を奪い取りました。その直後
の第16節・FC町田ゼルビア戦に敗れて3位に転落、第17
節・横浜FCとの天王山を3－0で快勝し再び自動昇格圏
内の2位に浮上しました。その後3勝1分で乗り切り、前半
戦を首位で折り返すことに成功。
　7月、新潟の至宝・本間至恩選手がベルギーリーグの
クラブ・ブルッヘに移籍。 第23節・横浜FC戦に敗れ、一
時首位を明け渡すものの第26節・レノファ山口FC戦に
勝利し首位を奪還。第28節・ファジアーノ岡山戦に敗れ
再び2位になりましたが、第35節・FC琉球戦に勝利し首
位に。そこからシーズン初の4連勝のあと、引き分けを挟

　観戦はもちろん、スタジアムにはみんなで楽しめるイベントや
ショップがたくさんあります。スタジアム外の広場には、様々なゲス
トが登場するイベントステージや、クラブマスコットのアルビくんの
形をしたふわふわ遊具、さらに応援アイテムいっぱいのグッズ
ショップなど、試合前から楽しむことができます。
　試合では松橋監督体制2年目となるチームがピッチで躍動する
姿にワクワクドキドキしながら、スタンド一体となって応援しましょ
う！ 試合後、勝利の際には新潟名物「プラネタスワン」（ペンライ
ト）を掲げて、幻想的な雰囲気の中、会場全体で勝利の喜びを分
かち合います。ぜひスタジアムで生の試合観戦を楽しみましょう！

アルビレックス新潟のホームスタジアム
「デンカビッグスワン」で試合を楽しもう！

み迎えた10月8日の第40節・ベガルタ仙台戦に3－0で勝
利し、6年ぶりのJ1昇格を決めました。
　10月15日、第41節の東京ヴェルディ戦に敗れたもの
の、2位の横浜FCがツエーゲン金沢に敗れたため新潟の
J2優勝が決定しました。10月23日、最終節のFC町田ゼ
ルビア戦も勝利し、J2通算200勝を達成。最終成績は25
勝9分8敗の勝点84。得点73、失点35、得失点差38は、全
てにおいてJ2リーグ1位という快挙を達成しました。

アルビレックス新潟の早川史哉です。昨シーズンは皆さんの熱い応援のおかげでJ2
優勝・J1昇格を達成することができました。本当にありがとうございました。
今年2月、いよいよ今シーズンのJ１リーグが開幕します。6年ぶりのJ1は昨年以上に強
敵がひしめく厳しいリーグとなります。このリーグを勝ち抜くためには、皆さんの後押
しが必要です。まだ試合を観戦したことがない方もスタジアムに足を運んでいただ
き、私たちのプレーを間近で見てぜひ応援をお願いいたします。一緒に戦いましょう！

　デンカビッグスワン（新潟市中央区）になかなか行けないという
方にも朗報！ アルビレックス新潟は今シーズンからJ1リーグで戦
いますが、J1の対戦相手には首都圏のチームが多いのです。鹿島、
柏、浦和、FC東京、川崎、横浜FM、横浜FC、湘南と8チームもあり
ます。これらのチームのホームゲーム、つまり新潟のアウェイゲーム
には大勢の新潟サポーターが応援に駆けつけます。新潟からはも
ちろん、首都圏からも多くのサポーターが参集しますので、身近な
会場でぜひアルビを応援しましょう！

近場のアウェイスタジアムでも
アルビレックス新潟を応援しよう！

選手からのメッセージ
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白鳥座の中でひときわ輝くオレンジとブルーの二重
星が「アルビレオ」。そして、新潟には白鳥が多く飛
来します。この白鳥をキーキャラクターに、オレンジ
には新潟の美しい夕日、ブルーには日本海の美しさ
が、それぞれ連想できるという3つの理由から、前身
となる「アルビレオ新潟」が
命名されました。
その後、チーム名を「アルビ
レックス新潟」に変更。アル
ビレオがさらにパワーアップ
し、サッカー界の王者に向
かって羽ばたいて欲しいとい
う願いが込められています。

ク ラブ マ ス コット の
「アルビくん」は白鳥がモ
チーフ。丸みを帯びたデ
ザインは「やさしさ」「か
わいらしさ」を、王の象
徴である冠は「力強さ」
を表現しています。

1999 ALBIREX NIIGATA INC.ｃ

レモンガススタジアム平塚（神奈川県平塚市大原1-1 平塚市総合公園内）
●JR「平塚駅」からシャトルバスで約7分

茨城県立カシマサッカースタジアム（茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2）
●JR「鹿島サッカースタジアム駅」（Jリーグ開催日のみ停車）から徒歩約2分

三協フロンテア柏スタジアム（日立柏サッカー場）（千葉県柏市日立台1-2-50）
●JR常磐線･東武野田線「柏駅」から徒歩約20分

埼玉スタジアム2002（埼玉県さいたま市緑区美園2丁目1）
●埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線「浦和美園駅」から徒歩約20分

味の素スタジアム（東京都調布市西町376-3）
●京王線「飛田給駅」から徒歩約5分

等々力陸上競技場（神奈川県川崎市中原区等々力1-1）
●JR「武蔵小杉駅」から直行臨時バスで約6分

日産スタジアム（神奈川県横浜市港北区小机町3300）
●JR東海道新幹線／横浜線「新横浜駅」から徒歩約10分

ニッパツ三ツ沢球技場（神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1）
●市営地下鉄ブルーライン「三ツ沢上町駅」から徒歩約15分

鹿島アントラーズ

柏レイソル

浦和レッズ

FC東京

川崎フロンターレ

横浜F・マリノス

横浜FC

湘南ベルマーレ

【首都圏チームのホームスタジアム情報】

2022 J２リーグで見事J１昇格を決めた、
新潟のプロサッカークラブ「アルビレックス新潟」。
スポーツで新潟を盛り上げてくれている

「アルビレックス新潟」の歴史や魅力をご紹介します！

J2優勝・J1昇格
おめでとう！

早 川 史 哉 選手
アルビレックス新潟

（新潟市西区出身）

©ALBIREX NIIGATA

2022シーズンを振り返って

1955年   「新潟イレブンサッカークラブ」として創部
1986年   北信越サッカーリーグに昇格
1994年   チーム名を「アルビレオ新潟FC」と改名
1996年   プロサッカーチームとして活動開始
1997年   チーム名を「アルビレックス新潟」と改名
1999年   J2リーグに加盟
2003年   最終節でJ2初優勝、J1昇格を決定（27勝7分10敗）
              年間観客動員数の新記録達成（667,477人）
2007年   J1昇格後最高順位となる６位の成績を記録
2017年   昇格14年目にしてJ1で17位、J2降格が決定
2022年   J2で2回目の優勝、6年ぶりのJ1昇格（25勝9分8敗）

アルビの歴史

おいしいグルメも盛りだくさん！

「アルビくん
」の

ふわふわ遊具
は

子供たちに大
人気！

われらが
アルビレックス新潟

クラブ名 「アルビレックス新潟」の由来

クラブマスコットは「アルビくん」

デンカビッグスワンスタジアム（新潟市中央区）での観戦の楽しみ方

デンカビッグスワンスタジアムになかなか行けない…という方へ

1999 ALBIREX NIIGATA INC.ｃ
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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
チェア、屛風などの木工品、加茂縞製品、加茂市七谷産コシヒカリ、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。この機会に、
北越の小京都・加茂市をお楽しみください。 ※屋外テントでのコシヒカリ
の販売は、10日（金）～12日（日）です。

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。

[９日] 13：00 ～ 18：00
[10・11・12日] 10：30 ～ 18：00
[13日] 10：30 ～ 16：00 139木 月

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

とっておきの新潟の幸加茂総桐たんすと加茂市特産品展

【主催】 加茂市ふるさと物産会

冬のうんめもんフェア

[3・4日] 10：30 ～ 18：00
[5日] 10：30 ～ 15：30

植物繊維が豊富なオヤマボクチ（山ごぼうの一種）の葉を使っ
た笹だんご、卵がごろっと入った「煮玉子しんじょう」など人気
の品 を々ご用意します。さらに今回は、2020年ミシュラン新潟版
に掲載された星付きレストラン監修の生カステラやカンノーリ

（シチリアの郷土菓子）をご紹介します。
製法、素材にこだわった新潟の絶品グル
メをぜひこの機会にお試しください。

昔ながらの手作り、無添加の笹だんごや米粉入りのモチモチ
した大きな串だんごは、毎回大好評！ 糸魚川市からは南蛮エ
ビや自家製塩辛などのおいしい海産物と地元五蔵の日本酒を
ご紹介します。屋外テントでは冬の風物詩、しっとり甘い大人
気の‶つぼ焼き芋”を販売します。
※海産物と日本酒の販売は17日(金)
～ 19日(日)です。

53 日金52 日木

JA北越後こったま～や in 表参道

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

1 2 3 4 5

加茂総桐たんすと加茂市特産品展

表参道 De クリスマスローズ展

冬のうんめもんフェア
JA北越後こったま～や in 表参道

とっておきの新潟の幸
（天皇誕生日）

（建国記念の日）

3月
日月月 火 水 木 金 土

6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

27 28 29 30 31 

こだわりの味とチューリップ祭り

ネス パ ス  春 爛 漫！

つばめハウスウェア即売会 in ネスパス

ネス パ ス  逸 品市
（春分の日）20 21 22 23 24 25 26

新 潟 の 味  直 行 便
4/1 4/2

2月 2月

2月 2月

屋外
テント

つばめハウスウェア即売会 in ネスパス

129木 日

こだわりの味とチューリップ祭り

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

[9日] 13：00 ～ 18：00
[10・11日] 10：30 ～ 18：00
[12日] 10：30 ～ 16：00 1916 木 日

ネスパス 逸品市

表参道 De クリスマスローズ展
さまざまな色、形の愛らしい花が人
気のクリスマスローズ。新潟県の一大
産地である新潟市秋葉区から、クリ
スマスローズやインテリアと調和する
ミニプランツが登場。お気に入りの
一鉢を見つけてください。また、機能
性に注目が集まる健康食「もち麦」を
使用したお菓子を限定販売します。

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

[25日] 10：30 ～ 18：00
[26日] 10：30 ～ 16：002625 土 日

【主催】 新潟市秋葉区産業振興課、
　　　 新潟県花木振興協議会、
　　　 新潟県花き出荷組合
　　　 クリスマスローズ部会

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、高品質の安心で安全な家庭用品、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販
売します。「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います。

雪解けとともに旬を迎えた甘酸っぱくてジューシーな食用ほ
おずきを妙高よりお届けします！ また、日本海の荒波にもま
れた海産物もたくさんご用意します。美味しい海産物ととも
に、首都圏では味わえない新潟限定、季
節限定の日本酒をお試しください。屋外
テントでは、第二弾“つぼ焼き芋祭り”を
開催します！ ※海産物、日本酒の販売
は17日(金) ～ 19日(日)です。

【主催】 日本金属ハウスウェア工業組合

2623 木 日

新潟の味 直行便

[30日] 13：00 ～ 18：00
[31・4/1日] 10：30 ～ 18：00
[4/2日] 10：30 ～ 16：00

[23日] 13：00 ～ 18：00
[24・25日] 10：30 ～ 18：00
[26日] 10：30 ～ 16：00 230木 日4/

ネスパス 春爛漫！

口当たりがよいトロッとしたどぶろくは、香りが高く、お米本
来の甘さと爽やかな酸味が絶妙なバランスで堪能できます。
また、手作り笹だんごや、糸魚川の山々から流れる清らかな
水で育ったお米やおにぎりを販売します。屋外テントでは、
チューリップとこの時期人気のミモザの
ドライフラワーが皆様をお迎えします。

ロングセラーの人気を誇る「七代目」や「夏子物語」など久須美酒
造のラインナップを取り揃えます。桜の原木で燻したおなじみのハ
ムやベーコン、鮭の加工品や具だくさんのおにぎりも販売します。
屋外テントでは24日(金) ～ 26日(日)限定で、新潟市の農産物直売
所が柔らかくジューシーないちご“越
後姫”、その中でも特に大粒の“天使
の初恋”や新鮮野菜を販売します。

2月 3月

3月3月

3月 3月

【主催】 JA北越後

春うららか!! 春を感じながら、フワフワの新潟名物揚げしん
じょうをおつまみに日本酒、ワインの飲み比べはいかがです
か！ 雪深い津南町で春を待ちわびた甘くて美味しい雪下に
んじんや、屋外テントでは新潟県産コシヒカリを使用した五
平餅や焼きだんご、三条市下田産
の紅あずまを使用したスイートポテ
トをご用意して皆様のお越しをお待
ちしております。

昨年春の出店のアンコールにお応えして、新発田市のＪＡ北越
後が再出店！ 促成栽培で作られる新潟県オリジナルいちご

「越後姫」ほか、県内一の出荷量を誇る「オータムポエム（アス
パラ菜）」や色とりどりの「チューリップ」など冬の地場産品を
“こったま（たくさん）”ご紹介します。期間中、お買い上げの方に
は野菜の保存にも便利な新潟米の「米袋エコバック（非売品）」
をプレゼントします！（限定100個／日）

米袋エコバック

3 4



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
チェア、屛風などの木工品、加茂縞製品、加茂市七谷産コシヒカリ、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。この機会に、
北越の小京都・加茂市をお楽しみください。 ※屋外テントでのコシヒカリ
の販売は、10日（金）～12日（日）です。

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
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[5日] 10：30 ～ 15：30
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た笹だんご、卵がごろっと入った「煮玉子しんじょう」など人気
の品 を々ご用意します。さらに今回は、2020年ミシュラン新潟版
に掲載された星付きレストラン監修の生カステラやカンノーリ

（シチリアの郷土菓子）をご紹介します。
製法、素材にこだわった新潟の絶品グル
メをぜひこの機会にお試しください。

昔ながらの手作り、無添加の笹だんごや米粉入りのモチモチ
した大きな串だんごは、毎回大好評！ 糸魚川市からは南蛮エ
ビや自家製塩辛などのおいしい海産物と地元五蔵の日本酒を
ご紹介します。屋外テントでは冬の風物詩、しっとり甘い大人
気の‶つぼ焼き芋”を販売します。
※海産物と日本酒の販売は17日(金)
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[16日] 13：00 ～ 18：00
[17・18日] 10：30 ～ 18：00
[19日] 10：30 ～ 16：00

[9日] 13：00 ～ 18：00
[10・11日] 10：30 ～ 18：00
[12日] 10：30 ～ 16：00 1916 木 日

ネスパス 逸品市

表参道 De クリスマスローズ展
さまざまな色、形の愛らしい花が人
気のクリスマスローズ。新潟県の一大
産地である新潟市秋葉区から、クリ
スマスローズやインテリアと調和する
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[26日] 10：30 ～ 16：002625 土 日

【主催】 新潟市秋葉区産業振興課、
　　　 新潟県花木振興協議会、
　　　 新潟県花き出荷組合
　　　 クリスマスローズ部会

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、高品質の安心で安全な家庭用品、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販
売します。「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います。

雪解けとともに旬を迎えた甘酸っぱくてジューシーな食用ほ
おずきを妙高よりお届けします！ また、日本海の荒波にもま
れた海産物もたくさんご用意します。美味しい海産物ととも
に、首都圏では味わえない新潟限定、季
節限定の日本酒をお試しください。屋外
テントでは、第二弾“つぼ焼き芋祭り”を
開催します！ ※海産物、日本酒の販売
は17日(金) ～ 19日(日)です。

【主催】 日本金属ハウスウェア工業組合

2623 木 日

新潟の味 直行便

[30日] 13：00 ～ 18：00
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[4/2日] 10：30 ～ 16：00

[23日] 13：00 ～ 18：00
[24・25日] 10：30 ～ 18：00
[26日] 10：30 ～ 16：00 230木 日4/

ネスパス 春爛漫！

口当たりがよいトロッとしたどぶろくは、香りが高く、お米本
来の甘さと爽やかな酸味が絶妙なバランスで堪能できます。
また、手作り笹だんごや、糸魚川の山々から流れる清らかな
水で育ったお米やおにぎりを販売します。屋外テントでは、
チューリップとこの時期人気のミモザの
ドライフラワーが皆様をお迎えします。

ロングセラーの人気を誇る「七代目」や「夏子物語」など久須美酒
造のラインナップを取り揃えます。桜の原木で燻したおなじみのハ
ムやベーコン、鮭の加工品や具だくさんのおにぎりも販売します。
屋外テントでは24日(金) ～ 26日(日)限定で、新潟市の農産物直売
所が柔らかくジューシーないちご“越
後姫”、その中でも特に大粒の“天使
の初恋”や新鮮野菜を販売します。

2月 3月

3月3月

3月 3月

【主催】 JA北越後

春うららか!! 春を感じながら、フワフワの新潟名物揚げしん
じょうをおつまみに日本酒、ワインの飲み比べはいかがです
か！ 雪深い津南町で春を待ちわびた甘くて美味しい雪下に
んじんや、屋外テントでは新潟県産コシヒカリを使用した五
平餅や焼きだんご、三条市下田産
の紅あずまを使用したスイートポテ
トをご用意して皆様のお越しをお待
ちしております。

昨年春の出店のアンコールにお応えして、新発田市のＪＡ北越
後が再出店！ 促成栽培で作られる新潟県オリジナルいちご

「越後姫」ほか、県内一の出荷量を誇る「オータムポエム（アス
パラ菜）」や色とりどりの「チューリップ」など冬の地場産品を
“こったま（たくさん）”ご紹介します。期間中、お買い上げの方に
は野菜の保存にも便利な新潟米の「米袋エコバック（非売品）」
をプレゼントします！（限定100個／日）

米袋エコバック
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新潟沖産南蛮エビ使用
かき揚げ仕立て

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

地域住民の方との関わり方や、仕事と子育て
の両立のポイントなどを紹介しているオリ
ジナルムービーです。実際に他県や首都圏か
ら柏崎市にU・Iターンした方の声も聞けるの
で、とても参考になりますよ♪

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、「住まい・暮らし編」です！

柏崎市

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 柏崎市”"
1 柏崎移住ガイド

『Kashiwazaki LIFE』

2『Kashiwazaki LIFE』 オリジナルムービー

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！

新潟県はマイホーム率が高く、しかも広い！

※ネスパスニュースに掲載の商品価格は、令和5年1月現在の「新潟・食楽園」での販売価格（税込）です。

特上米粉は、品質も味も最高級と言われている佐渡
産コシヒカリを100%使用。超微粒子がもたらす吸
水力により、パン、天ぷら、パスタなどが、しっとり、
さくさく、もちもちに仕上がります。もち粉は、佐渡
産こがねもちを超微粒粉末にまで粉砕。弾力のある
食感は、団子、白玉、大福などの和菓子に最適です。

おいしい佐渡産米100％使用！
超微粒子の特上米粉ともち粉です

雪室珈琲は、雪国新潟の気候風土が育ん
だオリジナル商品です。厳選したコーヒー
豆を「雪室」でゆっくり寝かせ、まろやかで
深い味わいに仕上げた雪国ならではの
コーヒーです。「雪室珈琲ドリップシリーズ」
はお湯を注ぐだけのお手軽ドリップ。気軽
に味わえる本格珈琲です。

雪国の気候風土が育んだ
まろやかで深い味わいのコーヒー

大洋酒造 [村上市］

新潟名菓 南蛮エビ煎餅
南蛮エビを丸ごと使った
濃いエビ味のお煎餅です

コーヒー

お菓子

株式会社鈴木コーヒー
新潟市中央区竜が島1丁目4番4号 TEL.025-249-7400
https://suzukicoffee.co.jp/yukimuro/

株式会社夢えちご
長岡市喜多町金輪149番4号  TEL.0258-28-1850
https://www.rakuten.co.jp/yume-echigo/

キンちゃん本舗株式会社 佐渡市西三川1333-1 
TEL.0259-58-2851 https://kinchan-honpo.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

純米吟醸 大洋盛

古くから酒造りの盛んな土地村上で
美酒を醸し続ける酒蔵。

大洋酒造株式会社
村上市飯野1-4-31
TEL. 0254-53-3145
https://www.taiyo-sake.co.jp/

ええ ちち ごご 新新 潟潟

 酒 蔵 だ よ り

甘みが強い新潟沖産の南蛮エビを練り
込みました。かき揚げ仕立てで、ポリポ
リと香ばしいお煎餅です。お茶請けに
もお土産にも喜ばれる逸品です。

雪室珈琲ドリップシリーズ
オリジナルドリップ・ショコラドリップ・
マイルドドリップ 各10g×5袋（5杯分） 860円

15枚入 980円

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●

【ネスパススタッフが自信を持っておすすめする】

※雪室とは　雪の力で冷やした天然
の冷蔵庫で食品を保存する、雪国古
来 の 知 恵。室 内 は 温 度0℃・湿 度
90％以上の一定した環境で、食品の
鮮度を保ち味をまろやかにします。

　新潟県北部の村上市に蔵を構える大洋酒造。1945
年地元の14の蔵元が合併し、社名を下越銘醸株式会
社、酒銘を「越の魂」として発足。5年後に社名を現在
の大洋酒造株式会社、酒銘を「大洋盛」に改名しまし
た。「料理との相性を考え、味や香りが極端に主張せ
ぬよう、自然のままに醸し出す。」をコンセプトに伝統
的な酒造りを受け継いでいます。「純米吟醸 大洋盛」
は、「全国燗酒コンテスト2022」プレミアム燗酒部門
最高金賞を受賞。地元で栽培された酒米「たかね
錦」を使用し、昔ながらの酵母でじっくり丁寧に醸し
た純米吟醸酒です。
　「パッケージには、鮭や村上大祭のおしゃぎり屋台
の輪、日本海の荒波など、村上を連想させる絵柄をあ
しらいました。程よいフルーティな香りと、とても柔ら
かな口あたりをお楽しみください。」杜氏の平田州さん

こし  の  たま

たい よう ざかり

1.冬菜を4～5㎝に切る
2.だし汁、調味料を鍋に入

れ、ひと煮立ちさせる
3.切った冬菜とうち豆を入

れて10分程煮る
4.器に盛りつけて完成

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

冬菜の粕煮

冬菜……1/2束
うち豆……20粒位
だし汁……300㏄
醤油……小さじ1  酒粕……20ｇ
味噌……20ｇ      砂糖……10ｇ

材料（2～3人前）

新潟では冬に野菜が不足することから塩漬け
や干した野菜などを戻して食べる風習がありま
した。「粕煮」も漬け菜を塩出ししてから調理し
ていましたが、今回は生の冬菜を使用しています。うち豆を加えること
で、いいダシが出て深みのある味わいになりますよ♪うち豆はネスパ
ス1階物産販売「新潟食楽園」でも販売中です。ぜひご賞味ください！

冬の旬の
味覚を使

った

ぽかぽか
レシピ

新潟食材を楽しもう！かんたん
レシピアレンジ

720ml 1,749円
使用米／たかね錦
精米歩合／55%
アルコール度数／15度

◎おすすめの飲み方
□冷酒    □ぬる燗    □常温    □熱燗    □ロック    □その他

相性のいい料理は、鮭の酒び
たし、白身魚のお造り、シー
ザーサラダなど。とても柔ら
かな口あたりなので和洋問わ
ず様々な料理と合います。

250g 475円

250g 560円

朱鷺めきっ粉
コシヒカリ特上粉
朱鷺めきっ粉 もち粉

米粉・もち粉

「移住・定住促進」
YouTube動画は

こちら▼

一戸建てを新築したり、分譲マンションを
購入したり、空き家をリフォームしたりと
自分たちにあった家づくりをして、新潟で
快適な暮らしを実現してみませんか？

https://www.youtube.com/@citykashiwazaki　
（柏崎市公式チャンネル）

移住を進める際の基本的なス
テップやお役立ち情報が満載
です♪柏崎市には、ものづく
り企業やIT企業など多くの仕
事があります。海・山・川の自
然も身近で、キャンプなどさ
まざまなアクティビティも楽
しめます。仕事に、趣味に、あ
なたに合ったライフスタイル
を柏崎で実現しませんか？

豆知識

ヘルシーで体にやさしい

グルテンフリー ノン28アレルゲン

2013年
新潟市土産品コンクール

金賞受賞

「翡翠」が新潟県のシンボル「県の石」に指定されました！
ひ　すい

4年ぶりの「にいがた酒の陣」本開催（令和5年3月11日・12日）を祝し
て、新潟県首都圏アンテナショップ4店舗合同で、「（仮称）首都圏・プ
レ にいがた酒の陣～スタンプラリー編～」を開催します！開催期間中
に、各アンテナショップで対象商品を購入してスタンプを集め、素敵な
グッズをゲットできるチャンス♪皆様の参加をお待ちしております！
※詳しくは後日HP等でお知らせいたします。

〈開催時期〉令和5年2月以降 ※開催時期の詳細は後日HP等でお知らせいたします。

〈対象店舗〉
①ブリッジにいがた
　（中央区日本橋室町1-6-5）
②NIIGATA１〇〇（にいがたいちまるまる）
　（千代田区幸町1丁目7番1号）
③上越妙高 雪國商店
　（千代田区有楽町2丁目10-1）
④表参道・新潟館ネスパス
　（渋谷区神宮前4-11-7）

（仮称）首都圏・プレ にいがた酒の陣
～スタンプラリー編～を開催します！

新潟県は国内最大規模のヒスイ産地であるとともに、宝石の素材
となる透明度が高い良質なヒスイが産出される唯一の県です。糸
魚川市の小滝川や青海川のヒスイ峡は国の天然記念物であり、ユ
ネスコ世界ジオパークの構成資産にもなっています。なんと、国内
の遺跡から出土したヒスイは全て糸魚川産であることが判明して
います。糸魚川市大角地（おがくち）遺跡（縄文時代前期）からは、
マヤ文明よりも古い、世界最古のヒスイ加工品が発見されていま
す。美しく色鮮やかなヒスイは新潟県の誇りとなっています！

※図はイメージです。
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は、「全国燗酒コンテスト2022」プレミアム燗酒部門
最高金賞を受賞。地元で栽培された酒米「たかね
錦」を使用し、昔ながらの酵母でじっくり丁寧に醸し
た純米吟醸酒です。
　「パッケージには、鮭や村上大祭のおしゃぎり屋台
の輪、日本海の荒波など、村上を連想させる絵柄をあ
しらいました。程よいフルーティな香りと、とても柔ら
かな口あたりをお楽しみください。」杜氏の平田州さん

こし  の  たま

たい よう ざかり

1.冬菜を4～5㎝に切る
2.だし汁、調味料を鍋に入

れ、ひと煮立ちさせる
3.切った冬菜とうち豆を入

れて10分程煮る
4.器に盛りつけて完成

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

冬菜の粕煮

冬菜……1/2束
うち豆……20粒位
だし汁……300㏄
醤油……小さじ1  酒粕……20ｇ
味噌……20ｇ      砂糖……10ｇ

材料（2～3人前）

新潟では冬に野菜が不足することから塩漬け
や干した野菜などを戻して食べる風習がありま
した。「粕煮」も漬け菜を塩出ししてから調理し
ていましたが、今回は生の冬菜を使用しています。うち豆を加えること
で、いいダシが出て深みのある味わいになりますよ♪うち豆はネスパ
ス1階物産販売「新潟食楽園」でも販売中です。ぜひご賞味ください！

冬の旬の
味覚を使

った

ぽかぽか
レシピ

新潟食材を楽しもう！かんたん
レシピアレンジ

720ml 1,749円
使用米／たかね錦
精米歩合／55%
アルコール度数／15度

◎おすすめの飲み方
□冷酒    □ぬる燗    □常温    □熱燗    □ロック    □その他

相性のいい料理は、鮭の酒び
たし、白身魚のお造り、シー
ザーサラダなど。とても柔ら
かな口あたりなので和洋問わ
ず様々な料理と合います。

250g 475円

250g 560円

朱鷺めきっ粉
コシヒカリ特上粉
朱鷺めきっ粉 もち粉

米粉・もち粉

「移住・定住促進」
YouTube動画は

こちら▼

一戸建てを新築したり、分譲マンションを
購入したり、空き家をリフォームしたりと
自分たちにあった家づくりをして、新潟で
快適な暮らしを実現してみませんか？

https://www.youtube.com/@citykashiwazaki　
（柏崎市公式チャンネル）

移住を進める際の基本的なス
テップやお役立ち情報が満載
です♪柏崎市には、ものづく
り企業やIT企業など多くの仕
事があります。海・山・川の自
然も身近で、キャンプなどさ
まざまなアクティビティも楽
しめます。仕事に、趣味に、あ
なたに合ったライフスタイル
を柏崎で実現しませんか？

豆知識

ヘルシーで体にやさしい

グルテンフリー ノン28アレルゲン

2013年
新潟市土産品コンクール

金賞受賞

「翡翠」が新潟県のシンボル「県の石」に指定されました！
ひ　すい

4年ぶりの「にいがた酒の陣」本開催（令和5年3月11日・12日）を祝し
て、新潟県首都圏アンテナショップ4店舗合同で、「（仮称）首都圏・プ
レ にいがた酒の陣～スタンプラリー編～」を開催します！開催期間中
に、各アンテナショップで対象商品を購入してスタンプを集め、素敵な
グッズをゲットできるチャンス♪皆様の参加をお待ちしております！
※詳しくは後日HP等でお知らせいたします。

〈開催時期〉令和5年2月以降 ※開催時期の詳細は後日HP等でお知らせいたします。

〈対象店舗〉
①ブリッジにいがた
　（中央区日本橋室町1-6-5）
②NIIGATA１〇〇（にいがたいちまるまる）
　（千代田区幸町1丁目7番1号）
③上越妙高 雪國商店
　（千代田区有楽町2丁目10-1）
④表参道・新潟館ネスパス
　（渋谷区神宮前4-11-7）

（仮称）首都圏・プレ にいがた酒の陣
～スタンプラリー編～を開催します！

新潟県は国内最大規模のヒスイ産地であるとともに、宝石の素材
となる透明度が高い良質なヒスイが産出される唯一の県です。糸
魚川市の小滝川や青海川のヒスイ峡は国の天然記念物であり、ユ
ネスコ世界ジオパークの構成資産にもなっています。なんと、国内
の遺跡から出土したヒスイは全て糸魚川産であることが判明して
います。糸魚川市大角地（おがくち）遺跡（縄文時代前期）からは、
マヤ文明よりも古い、世界最古のヒスイ加工品が発見されていま
す。美しく色鮮やかなヒスイは新潟県の誇りとなっています！

※図はイメージです。
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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。

見附

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5年

2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）　　

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。

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
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鳥屋野潟を舞う白鳥と
デンカビッグスワンスタジアム（新潟市中央区）

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 

2023 2・3月号
見附市の本町・新町エリアは、バラエティ豊かな
お店がたくさん！好みのお店がきっと見つかるはず。

旬の
にいがた

旬の
にいがた

Niigat
a Tri

p

鳥屋野潟は、JR新潟駅の南に広がる大きな潟。冬には白鳥が飛来する
など様々な野鳥が生息していて、バードウォッチングも楽しめる憩いの
スポットです。デンカビッグスワンスタジアムは、その名が示すとおり
白鳥がイメージされたフォルムが特徴的な日本海側最大級の規模と
機能を持つ、国際級のイベントを開催できる総合スタジアム。昨年J2
優勝し、J1に返り咲いたアルビレックス新潟のホームスタジアムです。
世界中が熱狂したカタール大会での日本の大活躍も記憶に新しい、
FIFAワールドカップの2002年大会では、日本国内の開幕戦会場（アイ
ルランド対カメルーン）にもなるなど、世界から注目を集めています。

「みつけイングリッシュガーデン」
内にある花と緑に囲まれた癒やし
のガーデンカフェ。英国式庭園を
イメージしたティラミスやオリジナ
ルブレンドの紅茶のほか、彩り豊
かな野菜たっぷりのメニューも提
供。明るく開放的な店内では、見
附ブランドのお土産も販売。

注目！ ラインナップ 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。雪室珈琲ドリップシリーズ

㈱鈴木コーヒー（新潟市）

朱鷺めきっ粉コシヒカリ特上粉・
朱鷺めきっ粉もち粉
キンちゃん本舗㈱（佐渡市）

新潟名菓 南蛮エビ煎餅
㈱夢えちご（長岡市）

食と癒やしのまち 見附
◆ネスパスインフォメーション
◆２・３月 イベントカレンダー

1 MEG CAFÉ 511（メグカフェゴーイチイチ）

J１昇格おめでとう！
アルビレックス新潟

純米吟醸 大洋盛
大洋酒造㈱（村上市）

えちご新潟・酒蔵だより

特別企画

見附の名物「谷信アイス」の販売店。
昭和34年から続くアイスクリームの
専門店です。外観は昔ながらのレトロ
なアイス屋さん。季節限定などをあわ
せると約30種類のフレーバーのアイ
スを楽しめます。寒い季
節は和洋菓子も扱って
います。

大黒製パン3谷信菓子店イナリ町店２
国内外で買い付けた西洋アンティークを中心
に古民家から蔵出しされた古民具などを販
売。一歩お店に立ち入るとそこは異世界。一部
フランスやイギリスから持ち帰られたアン
ティークなどが並ぶ素敵な空間に浸れます。

アンティークショップ
 Proposer（プロポゼ）

5

9種類のお風呂と遠赤外線サウナのほか、岩
盤浴フロアもある日帰り入浴施設。岩盤浴フロ
アでは温度の違う3種類の岩盤浴が体験でき
ます。最近話題のロウリュウ（熱波サービス）も
岩盤浴と浴室サウナで開催しています。

みつけ健幸の湯 ほっとぴあ4

住まい・暮らし編  [エリアトピック]柏崎市

かんたんアレンジレシピ

冬菜の粕煮
協力：会席・和食 にいがたの味 静香庵

©新潟観光コンベンション協会
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みつけ
健幸の湯
ほっとぴあ

↓至・長岡市

↑至・新潟市

中之島
見附IC
中之島
見附IC

MEG CAFÉ 511

北
陸
自
動
車
道

北
陸
自
動
車
道

見附駅

谷信菓子店
イナリ町店

アンティークショップ
Proposer

大黒製パン

他にもいろんなジャンルのお店がありますよ！
■みつかる 見附市 視察・観光ナビ
   https://www.mitsukaru-mitsuke.jp/

見附市

食と癒やしの

まち

昔懐かしいコッペパンとこだわり製法
の食パンのお店。コッペパンは、一般
的な製法よりも発酵時間を長くするこ
とでコシと旨みがあって食べ応え満
点。開店から客足が途切れることがな
く、地元の人気店となっています。

「新潟名菓 南蛮エビ煎餅」&
「雪室珈琲ドリップシリーズ」
セットを10名様
※ドリップシリーズの種類は選べません。

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


