
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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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）
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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
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