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絶品！新潟の
「素材力」
が光る朝ごはん

あてま高原リゾート ベルナティオ
朝ごはんフェスティバル 2019で
日本一を獲得！
®

「旅先で食べたい朝ごはん賞」
とのW受賞！

新潟県内外の旅行者から高い評価を得ている、あてま高原リゾートベルナティオ。
10月に行われた楽天トラベル主催「朝ごはんフェスティバル®2019」
において、見
事優勝に輝きました。全国各地のレベルの高い宿泊施設で競う予選、決勝を勝ち抜
いたメニューは
「茸出汁と蟹振袖を纏った焼きおにぎり」。審査員からは
「焼きおにぎ
りと出汁のマッチングが素晴らしい」
と絶賛されました。

▲ズワイ蟹の焼きおにぎりに、旬の茸をたっぷり使用したお出汁をかけて。お好みで蟹味噌と乾燥えのきをトッピング

朝ごはんフェスティバル®とは？
楽天トラベルが主催するアワード。全国の宿
泊施設がエントリーした自慢の朝ごはんの
中から、楽天会員によるWEB投票、口コミ
評価によるスコア評価等の予選を経て、エ
リア代表を選出。決勝当日は来場した一般
ユーザーの投票に加え、インフルエンサー
やプロの料理人が実食や盛り付け、食材な

▲新潟の豊かな自然を満喫できるロケーションと、ファミリーに嬉しいホスピタリティが特徴

どをもとに審査。見事「優勝」に輝いた朝ご

お問い合わせ先

はんを
「日本一の朝ごはん」
としています。

URL

あてま高原リゾートベルナティオ

https://www.belnatio.com/

場所

十日町市珠川

電話

025-758-4888
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日本ミシュランタイヤ
「ミシュランガイド新潟����特別版」
来春発行

フランスのタイヤメーカー、日本ミシュランタイヤ株式会社が、新潟県全域を対象に厳選した飲食店･レストラン、宿泊
施設を紹介する「ミシュランガイド新潟 2020 特別版」を来春発行します。
新潟県は東西に長く、国内有数の広さを持ち、多様な風土や気候、それに伴う特産物がある地域。肥沃な大地と、寒暖差の大きな
気候から育まれる農産物、日本海から上がる豊かな海産物に恵まれ、そこから生み出される様々な加工品や郷土料理があります。

このように豊かで多様な姿を見ることができる新潟県にスポットを当て、お勧めの飲食店･レストラン、快適な宿泊施設を紹介するた
め、豊富な専門知識を持つミシュランガイドの調査
員が、現在県内の調査を進めているとの事。
ミシュランガイドは、厳選した飲食店･レストラン、宿泊施設を
紹介するガイドブックとして 100 年以上の歴史を持ち、現在、
©MICHELIN

世界 29カ国で展開。国内では 2007 年にアジア初となる
「ミシュ
ランガイド東京 2008」を、2009 年には「ミシュランガイド京都・
大阪 2010」が発行され、この２冊は毎年更新中。また、2012
年からはさらにエリアを広げ、地方を対象とした特別版を各地で
出版。2019 年には「ミシュランガイド愛知･岐阜･三重 2019
特別版」および「ミシュランガイド福岡･佐賀･長崎 2019 特別版」
が発行されており、新潟はミシュランガイド対象エリアとしては
国内 24 エリア目となります。

お問い合わせ先

日本ミシュランタイヤ株式会社

URL：https://www.michelin.co.jp/

▲「ミシュランガイド新潟2020特別版」公式写真
コーポレートキャラクター ミシュランマンと新潟のご当地キャラクターレルヒさん
（新潟西港 佐渡汽船ターミナルにて撮影）
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Audi FIS アルペンスキーワールドカップ2020
にいがた湯沢苗場大会 2月開催！

ワールドカップならではの
特別な雰囲気を体験！
会場にはスポンサー各社のPRブースや飲食ブースを設
置。音楽などのステージイベントで大会を盛り上げま
す。競技前日の夕方に行われる
「ビブドロー
（滑走順抽選
会）
」
は、世界トップ選手を間近で観られるチャンス。

あの興奮を再び！世界トップレベルの滑りを生で観戦！
アルペンスキーワールドカップは、毎年10月〜3月、世界各地のスキーリゾート地で開
催される、世界選手権、オリンピックと並ぶ重要な大会。世界を転戦し、総合優勝を争う

日程

2020年2月22日（土）
・23日
（日・祝） 会場 苗場スキー場

入場料

前売券

フィニッシュエリア立見券
（一般）2日券：7,000円

当日券

フィニッシュエリア立見券
（一般）1日券：4,000円

（小・中学生）
2日券：1,500円

の開催で、世界最高峰の滑りを間近で見られるチャンスです。若き日本代表の選手たち
が世界に挑む姿にも注目を。

1日券：1,000円

（小・中学生）
1日券：1,200円

ことから
「雪上のF1」
「白いサーカス」
とも呼ばれています。中でも大回転、回転は
「技術
系種目」
と呼ばれ、特に人気の高い種目。にいがた湯沢苗場大会は2016年以来4年ぶり

1日券：3,500円

※現在ローソンチケットで発売中

お問い合わせ先

Audi FIS アルペンスキーワールドカップ2020にいがた湯沢苗場大会

実行委員会事務局

電話

025-788-0511
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新潟でワクワクの非日常体験を!

新潟市

studio Clanで
花魁体験
スタジオ

クラン

かつてここから新潟が輝いた --- 不夜城の遊郭と言われ、隆盛を極めた十四番町遊郭。
今もその風情を残す新潟市の下町に花魁体験スタジオ｢studio Clan｣はあります。
町家を改装した店内は 1 階がカフェ、2 階が撮影スタジオとなっており、所々に和
傘や着物が飾られ、和モダンな落ち着く雰囲気です。2 階の美容ルームには、煌び
やかな髪飾りや化粧品道具、撮影用の付け爪などが並べられ、一度に 3 〜 4 名の
ヘアメイクが可能。花魁用の打掛は約 30 点、お好みで選ぶ事もできます。
YouTube やインスタグラム、フェイスブックをきっかけに、国内はもとより、海外
からの体験者も増えている人気スポットです。
【料金】
基本メニュー14,000円(税別)…ヘアメイク･衣装･着付･撮影
20カットより3枚をチョイスして修正したデータを、ラインまたはメールで
送ります。
※その他、オプションとしてカップル撮影、街ロケプラン、全データプラン、
動画プラン等もあり。

お問い合わせ先

studio Clan スタジオクラン

新潟市中央区本町通12番町2762
電話
URL

025-201-6896

五徳屋十兵衛カフェ２F

https://www.studio-clan.com/

●スタジオには、花魁の部屋をイメージした赤を基調とした｢紅花ブース｣と、
森の泉の水辺をイメージしたクロ基調の｢水鏡ブース｣の2面があります。
●カメラマンは2名、ヘアメイク着付けは3名、5名のスタッフで対応しています。
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高層階レストランで坐禅体験

新潟市

展望レストラン禅ZENの
朝活坐禅、
ナイト坐禅

新潟市の中心部にそびえるNEXT21の16階にある展望レス
トラン｢禅

ZEN
（ぜん）
｣。新潟市内を一望できる広々とした

店内には畳のスペースがあり、本格的な坐禅体験とお食事
が楽しめます。
曹洞宗の僧侶による指導のもと、朝日を浴びながら心身の
バランスを整える｢朝活坐禅｣や、新潟市の夜景を見下ろし
ながら、一日の終わりに自分と向き合う｢夜坐 ( やざ )｣( ナ
イト坐禅 ) を実施。体にやさしいお料理と合わせて坐禅を
体験できます。他にも夕方坐禅、タニタ食堂のメニューや
宴会と組み合わせた坐禅なども企画中。日常の喧噪を離れ
た空間で、禅の世界を堪能できる注目のレストランです。
※坐禅の実施日はホームページまたは電話にてご確認くだ
さい。

お問い合わせ先

展望レストラン 禅ZEN

新潟市中央区西堀通六番町866
電話
URL

025-201-9131

NEXT21ビル 16F

｢朝坐禅と朝粥膳セット｣は

｢夜坐ともち麦膳セット｣は

1,500円(税別)。

3,000円(税別)。

3日前までに要予約。

1週間前までに要予約。

http://zen-on.jp/

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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阿賀町
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にいがた雪見露天風呂
長岡市

麒麟山温泉 雪つばきの宿 古澤屋

湯沢町

よもぎひら温泉 和泉屋

越後湯沢温泉 一望千里 御湯宿 中屋

全客室とお風呂から、清流・阿賀野川の絶景が望めるお宿。眺望

「長岡の奥座敷」
と呼ばれ、高龍神社と共に栄えてきた蓬平温泉

温泉街の外れ、湯沢の町並みを見下ろす高台にあるお宿。展望

をじっくり楽しむため、温泉はぬるめに調整。柔らかなお湯に

郷。和泉屋は、山あいの豊かな大自然を活かした、趣の異なる3

露天風呂からは、白く染まる谷川連峰まで見渡せ、まさに一望

じっくり浸かりながら、水墨画のようと謳われる阿賀野川の雪景

つの露天風呂を設けています。大岩に囲まれた野趣溢れる
「月

千里。裏山の鍾乳洞から湧き出るお湯は源泉かけ流しで、冬の

色を堪能できます。
日本海の海の幸、阿賀の山の幸に加え、馬刺

の湯」、山々を一望できる
「星の湯」など、いずれも冬には一面、

絶景を楽しみながら贅沢な時間を過ごせます。越後もち豚のス

しなど会津の文化が交わった「奥阿賀料理」
を楽しめるのも、
こ

銀色の世界に。山中ながら長岡市街からも近く、気軽に絶景の

ペアリブや、釜炊きの魚沼産コシヒカリといった美食の数々も、

の地ならでは。

雪見風呂が楽しめます。

楽しみのひとつ。

お問い合わせ先
場所

雪つばきの宿 古澤屋

東蒲原郡阿賀町鹿瀬5860

電話

お問い合わせ先

0254-92-3322

場所

和泉屋

長岡市蓬平町甲1508−2

お問い合わせ先
電話

0258-23-2231

場所

御湯宿 中屋

南魚沼郡湯沢町湯沢924

電話

025-784-3522

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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山の幸であたたまる
魚沼市

またぎ汁缶詰

ご当地缶詰グランプリ金賞にも
輝いた缶詰。
またぎ(猟師)達が食
べていた猟師鍋を鶏の骨付き肉
を使って再現しま
した。舞 茸 、なめ
こ、細竹の子など
を加えたうまみと
ボリュームたっぷ
りの汁物です。

株式会社ゆのたに 大沢事業部
025-792-0884

雪国の汁物特集

けんちん汁/深雪の里（道の駅ゆのたに）

「魚沼ごっつぉ膳」

地元の野菜をたっぷり使い、栄養満点で温かいけんちん汁は、雪国・
魚沼の人々に古くから大切に作り継がれてきました。
「深雪の里」が
提供する
「魚沼ごっつぉ膳」のけんちん汁は、地元ならではの手作り
の味が楽しめます。※「魚沼ごっつぉ膳」
は数量限定・要予約

物産館 深雪の里
025-792-7933

お問い合わせ先

お問い合わせ先

電話

電話

十日町市

いちょっぱ汁/

まつだい芝峠温泉 雲海

縁起のいい「いちょう切り」の根菜がその名の由
来。山菜や豆腐など10種類以上の具材は見た目
にも鮮やかで
す 。まつ だ い
芝峠温泉 雲海では、華やかな和
会席に彩りを添える
「いちょっぱ
汁」が提供され、心も体も大満
足の旅を演出します。

まつだい芝峠温泉 雲海
十日町市蓬平１１−１ 電話 025-597-3939

お問い合わせ先
住所
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津南町

住所

新潟県魚沼市１１４８

津南風けんちん汁

そば・豆腐料理大平

津南の自然が生んだしいたけなどのきのこ・山菜・人参・里芋など、
里山の味覚をふんだんに味わえる
「津南風けんちん汁」。和食料理
店「大平」
では、美味
しい蕎麦と一緒に、 営業時間 11：00〜15：00 定休日 火曜日
住所 津南町大字秋成１５７３
優しい 味わい の け
問い合わせ先 そば・豆腐料理 大平
んちん 汁を食 べる
電話 025-765-4843
ことができます。

長岡市

山古志汁/古志の火まつり

「バクダン」
とよばれるかぐらなんばん入りの肉団子が豪快な山古
志地域の汁物「山古志汁」。食べ応えは抜群です。
「 古志の火まつ
り」
では、大鍋で山古志汁が販売されます。温かい山古志汁を食べ
ながら、燃え上がるさいの神の壮大な景色をご堪能ください。
開催日時 令和2年3月14日
（土）11：00〜18：30
18：00から「さいの神点火式」 開催場所 長岡市山古志種苧原
問い合わせ先 古志の火まつり実行委員会事務局
電話

0258-59-2343

南魚沼市

魚沼きのこ汁/

第��回南魚沼市雪まつり

魚沼の山々が育んだ様々なきのこをたっぷり使った、具沢山の「魚
沼きのこ汁」。南魚沼市雪まつりでも「魚沼きのこ汁」が販売されま
す。舞茸、
えのき、
しめじ、
えりんぎ、なめこ、ひらたけ、生しいたけの
７種 類 も の き のこ
日程 2020年2月8日
（土）〜9日（日）
が 入った豪 華なき
会場 南魚沼市雪まつり特設会場
のこ汁をご 賞 味く 問い合わせ先 南魚沼市雪まつり実行委員会
ださい。
電話

025-783-3377

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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越後妻有 雪花火/

Gift for Frozen Village 2020
大地の芸術祭の里・越後妻有の冬のハイライトイベント。
真っ白な雪原に無数の「光の種」を植え、「光の花畑」を
作りだす、アーティスト・高橋匡太による光の芸術「Gift
for Frozen Village2020」。幻想的な光に包まれながら、
夜空に打ち上がる花火を楽しめます。冬の花火としては最
大級の三尺玉花火とミュージックスターマインが彩る一瞬の
雪景色は必見です。会場では、地元グルメも味わえる屋台
も並びます。

開催日
開場
会場

2020年2月29日（土）

15:00〜 花火打上：18:30〜約10分間
新潟県十日町市珠川

Photo by Tsutomu Yamada

当間高原リゾート ベルナティオ

※十日町駅西口などから無料シャトルバスを運行
※一般車両入場不可

料金

大人3,000円、小中学生1,000円
お問い合わせ先

電話

十日町市観光交流課

025-757-2637

Photo by Tsutomu Yamada

Photo by Osamu Nakamura
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白銀の世界を
駆け下りる、
冬の
「ジップツアー」
妙高市

ハーネス付きの滑車とワイヤーで、宙を舞うように疾走する「ジッ
プライン」。その多くはグリーンシーズン向けのアクティビティで
すが、なんと妙高市のロッテアライリゾートでは冬も「ジップツ
アー」が体験できます。全長約 1,501m を誇るコースはアジア
最大規模。約 240m の高低差をわずか 3 分で駆け下りながら、
大毛無山の雄大な自然を堪能できます。ウィンタースポーツ好
きはもちろん、スキーやスノーボードをしない人でも OK！手ぶ
らで気軽に参加できるのも魅力です。

期間
時間

2019年12月14日（土）〜2020年5月17日（日）
10時、
12時、
14時

参加制限

小学4年生以上／身長120cm以上200cm以下／
体重30kg以上110kg以下

利用料金

大人6,000円／小人3,000円

お問い合わせ先

ロッテアライリゾート（Web予約、または

現地申込が必要）

場所

妙高市両善寺1966

電話

0255-75-1177

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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■2020年度中に行われる大きなイベント

上越市

◯小林古径記念美術館 リニューアルオープン
（秋）

南魚沼市

◯東京2020オリンピック 聖火リレーセレブレーション
（6月5日）

十日町市

◯新十日町市博物館（6月）

小千谷市

◯全国闘牛サミットin小千谷（6月）

長岡市

◯機那サフラン酒本舗 改装プレオープン
（夏）

弥彦村

◯湯かけまつり&弥彦山開き
（4月上旬）

お問い合せ先 小林古径記念美術館 電話:025-523-8680

お問い合せ先 十日町市博物館 電話:025-757-5531

お問い合せ先 長岡市観光・交流部観光企画課 電話:0258-39-2344

◯道の駅｢ながおか花火館｣（夏）

お問い合せ先 小千谷市観光交流課 電話:0258-83-3512

お問い合せ先 弥彦観光協会 電話:0256-94-3154

◯弥彦燈籠まつり
（7月24日〜26日）

お問い合せ先 長岡市観光・交流部観光事業課 電話:0258-39-2221

一年を通して長岡花火
を楽しめる
「ながおか花
火館」。花火シアター、観
光案内、特産品の売店
などを設けます。

お問い合せ先 南魚沼市教育委員会生涯スポーツ課生涯スポーツ係 電話:025-773-6630

お問い合せ先 弥彦観光協会 電話:0256-94-3154

◯弥彦菊まつり
（11月1日〜24日）

お問い合せ先 弥彦観光協会 電話:0256-94-3154

2020スカイランニング
世界大会の開幕戦
MT.AWA SKYRACEが
粟ヶ岳で開催決 定。世
界 のトップランナーが
熱戦を繰り広げます。

燕市

◯越後最古の名刹 国上寺(こくじょうじ)御本尊御開帳（4月17日〜5月11日）

三条市

◯MT.AWA SKYRACE（4月18日〜19日）

お問い合せ先 国上寺 電話:0256-97-3758

お問い合せ先 トレイルランナーズ内MT.AWA SKYRACE事務局 電話:0258-66-7991

■節目の年を迎える郷土の著名人、建築物、文学・芸術作品、歴史的事件、出来事
糸魚川市

◯フォッサマグナパーク開園30年

新発田市

◯堀部安兵衛武庸 生誕350周年

刈羽村

◯刈羽村 村制施行120周年

村上市

◯村上茶の栽培が始まって400年

三条市

◯三条市名誉市民小林ハル 生誕120周年記念展

お問い合せ先 糸魚川フォッサマグナミュージアム 電話:025-553-1880

お問い合せ先 刈羽村産業政策課 電話:0257-45-3913

お問い合せ先 三条市生涯学習課 電話:0256-47-0048

◯今井藤七 生誕170年(丸井今井百貨店創始者)
お問い合せ先 三条市生涯学習課 電話:0256-47-0048

お問い合せ先 新発田市観光協会 電話:0254-26-6789

お問い合せ先 村上市観光協会 電話:0254-53-2258
「最後の瞽女（ごぜ）」
小 林ハル氏の生誕120
周 年 を 迎 える2 0 2 0 年
は、記念展の開催や映
画「瞽女GOZE」の公開
が予定されています。

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188

