
※掲載は順不同です　※今号に記事掲載していない法人会員様／新潟県観光協会様（新潟市）、新潟県旅館ホテル組合様（新潟市）、石本酒造様（新潟市）

新潟の人・モノ・コト・場……。大好きな新潟の魅力を伝える『新潟発Ｒ』。
『発Ｒ』に賛同、応援、そして共に発信してくださっている

法人会員の皆さまをご紹介するコーナーです。

今回は、佐渡だからこそやってみたいことをお聞きしました。
『新潟発R』片手に島へ渡り、皆さんの夢を実現させてください！「佐渡でやってみたいこと」

今回のお題

応援団 法人会員アピールコーナー

ご 長岡市宮内3-3-19
　 （JR宮内駅から徒歩30秒）
ぃ 0258-94-5518
ぅ farm8.jp

株式会社FARM8

栄養豊富な新潟清酒の酒粕を丁寧に
乾燥、パウダー化しました。アルコール
フリーだから、家族みんなのお料理に
使えます。パウダーの他にソルト、カ
レー、チーズと楽しみ方が広がる4種
類のラインアップで、どんなお食事も
手軽に発酵食へ。

さっとふりかけるだけの
発酵生活【ひとふり糀】

釣り！ 釣りを飽きるまでやり
たいです！ 大物が釣れたら、
その魚を刺し身にして、佐渡
の地酒で楽しみたいです。

ご 千葉県柏市若柴69-1 柏市公設総合地方卸売市場内
ぃ 04-7132-6715
ぅ www.sadokura.com
【佐渡蔵柏店】 ご 千葉県柏市柏2-8-13 
 ぃ 04-7160-2681
【佐渡蔵両国店】 ご 東京都墨田区両国4-37-2 TKF会館1F
 ぃ 03-3634-8320

株式会社三和

佐渡の初夏から秋にかけての味覚が
続々入荷。ぜひおいでください。さら
に長岡市内にグループ会社「新潟海
宝丸」が回転ずしをオープン。新潟産
米と日本海の魚、新潟地酒。新潟を
丸ごと味わえます。

居酒屋佐渡蔵では佐渡
の米・地酒・魚介類など
を使用・販売。これから
も佐渡でしか手に入らな
いオンリーワン商品を
扱っていきたい！

佐渡蔵（さぁどうぞ）柏店＆両国店へぜひ！

おいしい回転寿司を食べ
て、故天野尚（あまのたか
し）さんが紹介された金
剛杉などの「原始の杉」を
見て回りたいと思います。

佐渡といえばたらい舟！ サ
ザエを採って、浜で焼いて、
佐渡の銘酒を飲み比べ！ 
気持ちよさそうだけど、手
順が必要（主に漁業権）。

ご 西蒲原郡弥彦村弥彦971-4
ぃ 0256-94-3154
ぅ www.e-yahiko.com

（一社）弥彦観光協会

7月24～26日にかけて彌彦神社と
弥彦温泉街で開催されます。25日
夜には、花火が打ち上がる中、2基の
御神輿を守りながら県内各地の大燈
籠がにぎやかに温泉街を巡行します。

ご 新潟市中央区花園1-96-47
ぃ 025-240-7090
ざ 025-240-7089
ぅ ponshukan-niigata.com

ぽんしゅ館 新潟驛店

新潟の酒蔵がすべて楽しめる「利き
酒番所」をはじめ、日常に日本酒のあ
る生活をお伝えします。地元の隠れ
た銘品や、新潟県人も知らない新潟
の食文化を発信し、新潟駅を起点に
新潟のおいしい暮らしをご提案いた
します。

越後魚沼のドラマを食で語る

ご 長岡市摂田屋4-8-12
ぃ 0258-35-3000
ぅ www.yosinogawa.co.jp

吉乃川株式会社

創業1548（天文17）年。醸造の町、
長岡市摂田屋（せったや）で長年にわ
たり酒を醸し続けています。原料米
はもちろん、仕込み水、受け継いだ
酒造りの技も越後新潟にこだわり、
丹精込めて酒造りをしています。

醸造の町で酒を醸し続ける

まるで「天空の城ラピュタのよ
う」と例えられる「北沢浮遊選
鉱場跡」に注目しております。

ご 新潟市江南区袋津4-2-21
ぃ 025-382-2345
ざ 025-381-4440
ぅ atarashiya.jp

新し屋（あたらしや）酒店

旧亀田町の迷路の町「袋津（ふくろ
づ）エリア」にある、「かっぱ」の絵と
「袋津マップ」が目印の酒店です。店
内には超低温冷蔵庫を完備し、こだ
わりの地酒を一定の温度で管理し、
生きたお酒をお届けいたします。

自転車で佐渡一周、ロング
ライド210kmを笑って完走
してみたい。

安心の品質管理でうまいお酒のナビゲート

ご 南魚沼市塩沢1214
ぃ 025-782-0023
ざ 025-782-9758
ぅ www.kakurei.co.jp

青木酒造株式会社

1717（享保2）年創業の青木酒造は、
2017（平成29）年に創業300周年
を迎えました。これからも皆さまに
おいしいと言っていただける酒を醸
すことに、日々精進してまいります。

佐渡のおいしい料理と、おいしい
地酒を楽しみつつ、「鶴齢」と佐
渡の料理との相性も試してみた
いですね。

300年の結論 “ていねいに、淡麗旨口”
次の百年も、魚沼の「旨さ」を磨き続けます

©篠山紀信

パン好きなので、佐渡島内
のパン屋さんを全店舗制覇
したい。県外から移住して
オープンしたお店の経緯な
ども知りたいです。

ご 新潟市中央区天神1-1　新潟プラーカ3
ぃ 0570-024-024
ぅ www.e-nexco.co.jp

ＮＥＸＣＯ東日本
新潟支社

新潟県では7月15日（月・祝）まで「新
潟うまさぎっしりスタンプラリー」を
実施中。県内観光施設やSA・PAでス
タンプを集めてすてきな商品をGET
しよう！ 約160カ所の施設で使える
お得なクーポン特典もあります。

おいしい、楽しい
新潟の旅に出かけよう！

〈上野の森バレエホリデイ2018〉での特別上演
が好評を博し、金森穣の毎日芸術賞受賞にもつ
ながった原点回帰のオムニバス『Mirroring 
Memories－それは尊き光のごとく』と、最新作
『FratresⅠ』を同時上演！ 
●7月19日（金）～21日（日） りゅーとぴあ　劇場
●7月26日（金）～28日（日） めぐろパーシモン
ホール　大ホール

Noism15周年記念公演

ご 新潟市中央区一番堀通町3-2（白山公園内）
ぃ 館内案内 TEL.025-224-5622（11:00～19:00）
ぃ チケット専用 TEL.025-224-5521（11:00～19:00）
ぅ www.ryutopia.or.jp

りゅーとぴあ
新潟市民芸術文化会館

佐渡の金銀山同様、新
潟の宝であるNoismの
公演を佐渡でもやって
みたい。

ご 長岡市朝日880-1
ぃ 0258-92-3181
ぅ www.asahi-shuzo.co.jp
主な商品　朝日山・久保田・越州

朝日酒造株式会社

ここでしか飲めない「原酒」、選りすぐ
りの100本をご用意してお待ちしてい
ます。秋から春にかけて仕込んだお
酒を貯蔵しているタンクごとに異なる
香味を、ご体験ください。詳しくは
HPをご覧ください。

満天の星空の下、焚き火をし
ながら、旨いお酒を佐渡の珍
味とともに楽しみたい！

7/27（土）「貯蔵原酒100本のきき酒会」 今年も開催！

ご 新潟市中央区古町通３番町５５６
ぃ 025-228-5739（FAX同様）
ぅ www.h03tr.com

hickory03travelers

古くて新しい、魅力的な通りですよ。
私たちの「hickory03travelers」は
元酒屋「渡道酒
店」を改装した
お店ですので、
合わせてお楽し
みください。

「息子たちと釣り」ですね。
のんび～りやりたいです。
あと、佐渡の新しいお土産
品は作ってみたいので、
ご依頼お待ちしてます。新潟市の白山神社前

上古町商店街へ
ぜひおこしくださいね
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ご 東京都台東区小島2-20-11 LIGビル1F
ぃ 03-5834-2285
ぅ nanajin.jp

ななじん まずは有名な「佐渡国際トラ
イアスロン大会」を完走して
から、居酒屋で郷土史の本を、
酔って文字が追えなくなるま
で読みたいです。

上野・日暮里界隈発 
人力車で地域を元気にします！
「ななじん」は江戸の文化、明治の史跡
を現代に色濃く残す上野・日暮里駅界
隈を拠点に、人力車での観光案内業
務を行っています。さらに街おこし、
地域活性化イベントの提案と全国出
張を承っています。新潟と首都圏をつ
なぐ『新潟発R』の心意気に共感！

ご 新潟市西区坂井東４丁目３-１８
ぃ 025-268-0007 
ざ 025-268-0077
ぅ www.saido.info

株式會社サイド

お客さまと再度(サイド)出会える喜び
を素直に表現し、お客さまを主役・サ
イドは脇役に撤し、居心地よい建物か
らお客さまの笑顔を引き立たせるよ
う心掛けてまいります。建物を幹に
例え、枝に咲く花の如く、技術により
新しい空間をよみがえらせます。

主役のお客さまを脇役（サイド）からサポートいたします 

ご 東蒲原郡阿賀町津川46
ぃ 0254-92-3511
ざ 0254-92-5166
ぅ www.kirinzan.co.jp

麒麟山酒造株式会社

「地酒」とは蔵元がある土地で作られ
た米と、その大地の影響を受けた水を
使い、その気候の中、土地の蔵人によっ
て醸され、その土地の人たちが日々の
一部として慣れ親しみ飲んでいただけ
るお酒だと考えます。そんな「地酒」の
在り方を、麒麟山酒造は目指します。

自然豊かな佐渡でキャンプを
し、夜は満天の星空の下、大
宴会がしたい！！

やっぱりいつもの “麒麟山”

千年の昔から伝わる夏の大祭「弥彦燈籠まつり」



ご 新潟市中央区花園1-1-1 JR新潟支社ビル２Ｆ
ぃ 025-247-6301（代）
ぅ 駅ビル www.cocolo-station.jp
ぅ 不動産 www.cocolo-kinds.jp
ぅ ホテル www.hotelmets-familio.jp

駅直結の「駅ビルCoCoLo湯沢・長岡・新潟」
や「JR東日本ホテルメッツ長岡・新潟」、佐
渡島の大自然の中にある「ホテルファミリー
オ佐渡相川」などを通じ、“レジャー＆ショッ
ピング”の楽しさを多くのお客さまにお届け
するとともに、総合生活サービス企業として
人と街に新しい夢をご提案します。

新たな名所探し。長谷寺の
目が光るウサギ観音など、
続々増える新名所を知り、
佐渡の魅力としてお伝えし
たいと思います。

◇旅と食と地域をつなぐ◇

居酒屋 野球小僧

江戸橋と昭和通り交差点のそば。オ
フィス街の地下１階にある野球好きに
はたまらない居酒屋です。野球グッズ
に囲まれた店内で昼も夜も野球観戦
可能。新潟の厳選地酒と共に名物の
大粒落花生や焼きそばをぜひ！

「旬で話題の新潟地酒を地元よりも
リーズナブルに楽しませたい！」を目指して(‾^‾)ゞ

ご 東京都中央区日本橋本町1-10-2 
　 きめたハウジング第20ビル地下1F
ぃ 03-6262-3597
ぅ www.kozou89.com
あ11:00～14:00 LO、17:00～24:00(土曜は～22:00)
う 日曜・祝日

佐渡ヶ島内の全ての酒蔵を見
学してみたい！

ご 本社：新潟市東区卸新町3-1-12
ぃ 025-275-3181
ざ 025-275-3185
ぅ www.ni-kenshuhan.co.jp

新潟県酒類販売株式会社
( 県 酒 販 )　　　　　　　 　　　　

1959年の創業以来「県酒販」の愛称で
親しまれ、地域に密着した地場卸とし
て県内はもとより全国へ新潟のおい
しいお酒と食を発信しております。こ
れからも信頼の県酒販として皆さま
の豊かな生活を提案してまいります。

地酒は、その土地土地で飲
むのが一番。四季折々の佐
渡の幸、美しい自然ととも
に、５つある蔵元の地酒を
飲み比べてみたいですね。

「健康・喜び・楽しみ・潤い」を提案する県酒販

ご 新潟市東区江南1-6-37
ぃ 025-286-1709（FAX同様）
あ 9:00～19:00　
う 月曜
ぅ www.tasai-jizake.com

田才酒店

当店は厳選した確かな味わいの地酒
を紹介する小さなお酒の専門店で
す。皆さまの食卓に上がる楽しくお
いしいお酒を店主がしっかりアドバ
イスいたします。これからも日本の
気候風土に育まれ醸された日本酒の
魅力をたっぷりと伝えていきます。

佐渡の旧西三川小学校を
活用した学校蔵の酒造り。
1週間の泊まり込みなので
なかなか難しい。

新潟の隠れた地酒を応援しています

ご 新潟市中央区西厩島2346
ぃ 025-222-2832（FAX同様）
ぅ 

地酒防衛軍　
吉川酒店

新潟地酒と本格焼酎、本格リキュール
で店内の90％が埋まっている「変な酒
屋」です。新潟地酒は年間、さまざまな
お酒が入隊します。近年は「肴」に力を
入れ、「蛍烏賊魚醤干し」「甘海老 寒風
干し」などが好評です！ 進化する新潟
地酒とうまい肴を探索していきます!

いつの日か技術が進み、本州
と佐渡が橋でつながればよ
いな～、なんて考えることが
あります。

日本酒はオモシロイ

facebook   yoshikawasake  で検索

ご 柏崎市新橋5-12
ぃ 0257-23-6221
ざ 0257-20-1032
ぅ www.harashuzou.com

原酒造株式会社

1814（文化11）年の創業以来、酒造り
に対する真摯な姿勢は今に受け継が
れています。全量新潟県産の原料米を
全量自社の精米機で精米するこだわ
り。「これで良し」という答えはありませ
んが、故郷の誉れとなる酒を造り続け
ていくことが大事だと思っています。

「幸せを呼ぶ酒」を造りたい。
越の誉が思い描いている夢です

地元の柏崎では夏のシーズ
ンに海釣りをするので、佐渡
でも一度、海釣りをやってみ
たいですね。

ご 上越市三和区塔ノ輪617
ぃ 025-532-2603
ぅ maruyama-shuzojo.jp

株式会社丸山酒造場

創業1897（明治30）年。江戸時代は
糀屋を生業としたと云います。東頸
城丘陵の西端部の里山を水源とする
井戸水に恵まれ，蓋麹法／箱麹法の
手づくり麹で酒を仕込みます。塔ノ
輪産の酒米で醸した純米吟醸「美守
(ひだもり)」が発売中。

国際空港の整備。再生可
能エネルギーによる電力
の自給・輸出。架橋・隧道に
よる本州・大陸との接続。
大学・研究機関の誘致。

一酌、千憂を散ず
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ご 十日町市上野甲50-1
ぃ 025-768-2047
ぅ www.matsunoi.net

株式会社松乃井酒造場

良質な酒米は自社精米し、ザルによ
る手砥ぎ、和釜での蒸米、機械に頼
らない麹造り、吟醸以上は全て槽し
ぼりなどにこだわる。経験と勘はも
ちろんのこと、若き蔵人のチーム
ワークのよさが、松乃井の味からは
感じられる。

心を磨き 思いを醸す

ご 新潟県妙高市下町3-11
ぃ 0255-72-3136
ざ 0255-73-7393
ぅ www.kiminoi.co.jp

君の井酒造株式会社

創業1842（天保13）年。北国街道新
井宿で、妙高山麓の伏流水を仕込み
水に、銘酒を造り続けています。山
廃酒母の力強く幅のある味わいをご
堪能ください。

佐渡の豊かな自然、歴史や
文化財を、ゆっくりと時間を
かけて巡ってみたいです。

佐渡の、透明度が高くきれ
いな海でダイビングをして、
いろいろな魚たちと泳いで
みたいです。

釣り。初夏の佐渡沖の本マ
グロ漁と、冬の寒ブリ漁を
ぜひ、体験してみたい！

その旨みのために
惜しみなく手をかける

ご 新潟市東区木工新町1193
ぃ 025-272-0707
ぅ www.joemay.co.jp

株式会社ジョーメイ

企画・クリエイティブ・印刷という強み
をベースに真に効果的なコミュニケー
ションの立案を行います。すべてはク
ライアントのために、それがジョーメイ
のミッションだと考えています。

昨年相川に行き、北沢浮遊選鉱場
を中心に京町、奉行所と歩いて回
りました。ゆっくりとした気分で街
並みを感じられておすすめです。
今年は小木を探索予定。

クライアントのソリューションにお応えする
コミュニケーションカンパニー

株式会社ジョーメイ

ご 新潟市中央区古町通9番町1474 -1
ぃ 025-226-1618
ぅ furumachi-kagai.info

古町花街
コミュニティインフォメーション

「食」をテーマにした新しい飲食コミュ
ニティの場です。気軽に自社イベントを
行ったり、開業前の腕試しやメニュー開
発などを店舗で体験したり、開業まで
のプロセスが学べます。古町からあな
たの夢を実現しませんか。チャレンジを
サポートします！  詳細はお問い合わせを。

砂金を、金の延べ
棒になるくらい
採ってみたい（笑）。

One day Restaurant
「チャレンジ＆学べる＆楽しめる」場所をご提供します

ご 佐渡市真野新町449
ぃ 0259-55-3171
ざ 0259-55-4215
ぅ www.obata-shuzo.com

尾畑酒造株式会社

米・水・人・佐渡にこだわる「四宝和醸」を
掲げて127年。当社は米のうま味と透明
感を生かした味わいを目指しています。レ
ギュラー酒として醸しているのが、本醸造
の「真野鶴・辛口鶴」。すっきりとした中に
も米本来のうま味をお楽しみいただけま
す。冷酒、常温、そしてお燗にも最適です。

廃校になった「日本で一番夕日
がきれいな小学校」を酒造りの
場として再生させた「学校蔵プロ
ジェクト」。世界中の人が仲間を
増やす場所にしていきたい。

米・水・人、そして佐渡。
四宝和醸の酒造りをモットーにしています

ご 新潟市中央区本町通七番町1093-2
ぃ 025-223-4101
ぅ www.daiwa.jp

大和証券株式会社
新潟支店

新潟支店は1947（昭和22）年に開
設し、大和証券の中でも歴史ある支
店です。銀行、証券会社が集中して
いるメイン通りの柾谷小路（まさやこ
うじ）にあります。お気軽にご来店、
お電話お待ちしております。

大和証券で資産運用を始めませんか

ご 新潟市中央区沼垂東1-6-1
ぃ 025-383-8720
ざ 025-383-8980
ぅ www.nuttaribeer.co.jp

沼垂ビール株式会社

新潟駅から徒歩15分にあるマイクロ
ブルワリーです。小規模醸造、ハンド
メイドゆえに、無ろ過、無加熱、自然醸
造にこだわりました。飽きのこない口
あたり、濃いと感じる深い味わいが特
徴。ヨーロピアンスタイルをベースに
新潟テイストのクラフトビールです。

サップやシーカヤック、海釣
りなどを景勝地でやってみた
い。サドベンチャーの企画が
おすすめ！

佐渡の景色を楽しみながら
島を自転車で一周し、佐渡島
で獲れた海鮮をたらふく食
べたい。

佐渡で採れたル レクチエの
香り、風味を生かしたクラフ
トビール造りにチャレンジ
したい！

新潟市のまちなか 「発酵の町沼垂」のクラフトビール

ぬっ　たり

ご 新潟市中央区幸西1-5-19
ぃ 025-246-3020
ざ 025-246-3030
ぅ www.niigata-sushi.com

新潟県すし商
生活衛生同業組合

新潟県すし商組合は、「極み」、「のど
ぐろ炙り丼」、「越後すし丼」などの
オリジナルメニューと、JR東日本や
旅行会社との連携商品の販売にも
取り組み、「新潟といえば寿司」と
言っていただけるよう発信を続けて
います。

「新潟の寿司」を日々、発信しています

ご 新潟市西蒲区岩室温泉96-1
ぃ 0256-82-1066
ざ 0256-82-5566
ぅ www.iwamuroya.com

新潟市岩室観光施設
いわむろや

開湯300年以上、越後の奥座敷とし
て栄えた岩室温泉に構える観光施
設です。直売所あり、足湯あり、週末
にはさまざまなイベントを催し、地域
の交流拠点としてもたくさんの方に
お越しいただいています。

地域の元気が観光資源！ 地域に触れられる旅の駅



ご 本社:新潟市西蒲区善光寺字北畑６２７
ぃ 0256-88-0555　
ざ 0256-88-7710
ご 西堀本店:新潟市中央区西堀前通4ｰ729ｰ1
ぅ www.niigatamai-life.com

株式会社保苅米穀

1923（大正12）年、新潟・西堀は堀が
網の目に走り、船でお米を運んでい
た時代に保苅米穀は誕生しました。
それから95年。生産者が真心込めて
育てたお米を、鮮度よく、おいしくて
安心で安全な「贈って喜ばれる商品」
として提供し続けております。

47年生きていて、いま
だ夏に佐渡を訪れたこ
とがありません。「夏の
佐渡」を満喫したい！！

『美味』『鮮度』『安心』『安全』『安定』『便利』

（新潟県知事登録旅行業第３－３５２号）
ご 南魚沼市六日町140-2
ぃ 025-770-1173
ざ 025-770-1183
ぅ www.muikamachi.jp

ＮＰＯ法人　六日町観光協会

南魚沼は、楽しい＆おいしいイベント
がいっぱいです。
春…銭淵公園・観桜会（ライトアップ）
夏…魚野川鮎まるかじり祭り
秋…魚沼きのこ汁＆
　　新米おにぎりまつり
冬…南魚沼市雪まつり 

“のんびり”佐渡一周の
ドライブと、海釣りにも
チャレンジしたいです。

雪国「にいがた」の“食の魅力”を
南魚沼から全国に発信します！

ご 新潟市中央区鏡が岡1-1
ぃ 025-245-3231
ぅ www.imayotsukasa.com

今代司酒造株式会社

酒造りを見直したいという思いで、
2006年からアルコール添加を一切
行わない全量純米仕込みに切り替え
ました。食を引き立たせ、飲み飽き
せず、人に寄り添える酒造りに努め
ています。

酒造りに携わる身としては、や
はり酒蔵巡りや田園風景を楽
しみたいです。佐渡の大きな魅
力の一つだと思っています。

全量純米仕込みの酒蔵

ご 長岡市朝日584-3
ぃ 0258-92-6070（酒楽の里 あさひ山）
ぅ www.asahi-shouzi.co.jp
朝日酒造のアンテナショップとして
設立されました

朝日商事株式会社

JR長岡駅お土産街１階の「酒楽（さ
ら）の里 あさひ山 駅ナカ店」では、代
表銘柄「久保田」のご購入に加え、角
打ち感覚で酒と肴を気軽に楽しめる
飲食スペースを設けました。お待ち合
わせにも最適。ぜひご利用ください。

研修旅行で訪れたことがあり、
仕入れ先もたくさんある佐渡。
ディープな話や歴史などを地元
の方から聞いてみたいですね！
お酒を飲みながら(笑)

長岡より、新たな酒文化を醸す

ご 南魚沼市長森1051
ぃ ０８００-８００-３８６５
ぅ www.hakkaisan.co.jp

八海醸造株式会社　

「八海山 雪室貯蔵三年」は降雪量の豊富
な魚沼の地に古くから伝わる低温の食料
貯蔵庫「雪室」を酒造りに生かし、大量の
雪を収納した蔵の中で熟成させました。3
度前後という低温が雪によって安定的に
保たれます。この環境で3年の歳月をか
けまろやかに育った酒です。

自然の力を利用して
３年間熟成させた日本酒です
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ご 新潟市中央区本町通五番町248
　 カセヤビル２Ｆ　Small World Café 内
ぃ 025-229-4015
ぅ www.niigatasakelovers.com

日本酒文化国際交流プロジェクト 
Niigata SAKE Lovers

新潟から、世界へ。をコンセプトに米、
酒造りを行い新潟清酒の文化、魅力、
おいしい楽しみ方を多言語で学び世
界へと発信。日本酒マリアージュ講座
や利き酒講座などは、いつも大人気
ですぐに満席！ 2019年からWSET
の英語酒講座も始まります。

たくさんの外国人と５つの酒蔵
さんと一緒に、佐渡の魚、肉、
野菜、おいしいものを全部集め
て、美しい海岸で、炭火BBQを
しながら日本酒を楽しみたい！

日本酒文化を愛で、新潟と世界を繋ぐ

ご 南魚沼市坂戸292-4
ぃ 025-773-3333
ざ 025-772-2343
ぅ www.sakadojo.com

旬彩の庄 坂戸城

ぬか釜で炊いたこだわりのお米と、魚
沼の旬を凝縮したお料理でおもてなし。
六日町温泉ならではの柔らかな湯を個
性あふれる湯船でお楽しみください。
春のカタクリに夏の蛍、紅葉、スキーに
かまくら祭など、四季を満喫し、湯量豊
富な美肌の湯でおくつろぎください。

佐渡へ行ったら、南部のすてき
な集落「宿根木」を散策してみ
たいです。そしてもちろんおい
しい海鮮も……。

直江兼続公ゆかりの坂戸山麓
地元食材にこだわる和風宿

ご 新潟市北区内島見101-1
ぃ 025-388-5020
ざ 025-388-5120
ぅ denemon.com

株式会社越後伝衛門

杜氏は39歳の尾﨑雅博。人気急上昇
の酒蔵です！ 最近では「にいがた酒の
陣」「STYLE J.SAKE」「和酒フェス」
他でも大好評。表参道の新潟県アンテ
ナショップ「ネスパス新潟館食楽園」
での驚異的な販売数量、新潟市フェ
アーなどでは完売です！

実直な酒造りと個性的な味わいが高評価！

ご 新潟市中央区万代3-1-1 
　 新潟日報メディアシップ
ぃ 025-385-7111
ぅ www.niigata-nippo.co.jp

新潟日報社

ニュースが読める新潟日報の情報紙「Otona
＋（おとなプラス）」。生活を豊かにする知恵や
ヒント、注目のトレンドなど暮らしにプラスの
彩りをお届けします。新潟日報朝刊を購読さ
れている方はプラス887円（１カ月）で購読で
きます。お申し込みは、お近くのＮＩＣ（ニック）
新潟日報販売店へ。

金銀山などの歴史背景をもつ多
彩な文化、トキの繁殖を支える
自然――。豊かな島の魅力、そこ
で生きる人の暮らしぶりを発信
していきます。

大人の知的好奇心に応える「おとなプラス」

【北陸信越カンパニー新潟事務所】
ご 新潟市中央区笹口1-1-1 プラーカ3階
ぅ www.aeonretail.jp

AEON

県内23店舗の「AEON」には、年間約
5,000万人のお客さまが来店されます。
総合スーパーや食品スーパー、レストラ
ンや映画館、雑貨店やカルチャー教室、
医療クリニックなど、地域の暮らしに必
要とされる、そして、時代に応じた期待
される店でありたいと考えています。

地域の暮らしに寄り添いたい

株式会社 いせん
ご 南魚沼郡湯沢町大字湯沢2455
ぃ 025-784-3361
ぅ hatago-isen.jp

越後湯澤
HATAGO井仙

HATAGOとは旅の中継点。旅の間
にあるひとときを、自由気ままに。週
末、仕事を終えて新幹線でふらっと
HATAGO井仙へ。普段とは違う時
の流れの中、部屋にこもって気の向く
まま。別荘のように、書斎のように。
思い思いにお使いください。

能楽や「佐渡おけさ」など、佐渡
ならではの貴族文化、武家文化、
町人文化を学びたい。

越後湯澤 旅と旅の間に、HATAGO

ご 東京都千代田区東神田1-9-4
ぃ 03-5809-2659（FAX同様）
あ 18：00～午前2：00（土・日曜は～24：00）
う 祝日（2人以上の予約があれば営業）
ぅ yuugetsutei.com

和酒彩菜 遊月亭

南魚沼産のコシヒカリなど産地直送の食
材はもちろん、店内オール国産をモットー
に常時40銘柄（年間1,500銘柄以上）の
日本酒、300銘柄ほどの焼酎を中心に全
国各地の地酒があなたのご来店をお待ち
しております。おすすめはプレミアムな高
級酒を含む飲み放題コース!!

佐渡といえば、金山やトキが思
い浮かびます。しかし何より
も、海の幸をお腹いっぱい食
べたい！
 

オール国産プレミア酒を含む飲み放題も！

佐渡といえば金山。西三川
ゴールドパークの上級コース
では、“大物”が採れる可能性
も。一攫千金とはいかないが、
チャレンジしてみたい。

ご 新潟市中央区鳥屋野310 OSMビル
ぃ 025-282-7030
ざ 025-282-7048
ぅ admedic.jp

株式会社
アド・メディック

当社は、国際会議や学会、展示会等
の各種イベントにおいて、これまでに
培ったノウハウやサービスを提供して
います。主催者ニーズを的確に捉え、
お客さまの思いを具現化する「集い」
を演出し、品質の高いＰＣＯ業務で総
合的にサポートいたします。

コンベンション・イベント・学術会議における信頼と
実績を礎に、地域一番のＰＣＯを目指します

企画・運営・事務局代行など 
総合的にサポート

お酒が楽しくなるような、無
名異焼の器を探したい。ご 新発田市島潟750

ぃ 0254-24-5111
ぅ www.kikusui-sake.com

菊水酒造株式会社

創業1881年、北越後・新発田で大地
の恵みを醸す酒蔵です。私たちは 
「優れた品質」と「おいしさ」を礎に、
皆さまの「健康」「憩」「楽」に貢献する
モノ・コトづくりを追求し、心豊かな
暮らしを創造してまいります。

北越後・新発田から「こころ豊かなくらし」を目指して

広告のない雑誌『新潟発R』は書店販売と
定期購読会員の皆さんに支えられています。

法人会員大募集中！
企業、団体、グループ単位で申し込みいただき、
毎号10冊ずつお届けします。活用方法は自由です。
お送りしたものを定価販売することもできます。

お申し込みはP80貼付の郵便振替用
紙、またはFB、メールにてお願いいた
します。（P81参照）

法人会員（定期購読）

年間 3号（2月・6月・10月） 
各号10冊お送りします

※一般定期購読会員は毎号１冊で年会費2,500円です。

年会費 25,000円（税・送料込）

●酒蔵売店や酒販店、物産店、飲食店など
でお客さまに定価販売
●ネットで定価販売
●社員研修のテキストに
●県外のお客さまへのお土産に
●旅館の客室に1冊ずつ


