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その場にいるような感覚。心地いい音と映像に癒される音旅。
新潟県
まるで新潟へ旅行に行ったかのような臨場感のある動画視聴体験の世界。実際に行って体験してみたい、
という気分を味わう動画コンテンツです。
これは、
ASMR（アスマー）
と言われる立体的に収録された音響と心地いい映像を合わせることで、引き込まれる独特の視聴体験です。新潟の心地いいASMR動画で、
ショートトリップを楽しんでみませんか？

02 ISLAND TRIP [島旅篇]

01 TREKKING [トレッキング篇]

｢ものづくり篇｣、｢雪遊び篇｣、｢温泉篇｣と続々公開予定!

NIIGATA ASMR ニイガタ･アスマー
https://niigata-kankou.or.jp/ngt/asmr/

新潟県観光協会
025-283-1188

お問い合わせ先
※イヤホンかヘッドホンで視聴ください。

電話

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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第 4 回

上越会場

12月上旬
販売開始

Joetsu

その土地の食材を、その土地で、歴史、文化とともに味わう、たった一度きり、
新潟の各地に根付く、文化や歴史、風土などのストーリーとともに

催

（公社）新潟県観光協会

NIIGATAプレミアムダイニング事務局

お問い合わせ （株式会社 新潟日報事業社 内）

TEL 025-383-8025（平日 9：30〜17：00）

定員 ／

30 名

1/22［金］
二つ星

している｢厨（くりや）クラブ｣。今回は3店の料理人が登場。日本

一つ星

料理を通して、歴史･文化･酒･人の魅力をお楽しみください。

地域の魅力を味わい尽くす極上のひととき。ぜひお楽しみください。

主

25,000

￥

上越妙高駅

［ 料理人 ］ 県内日本料理店の店主たちが集まり、新潟から日本料理を発信

お店では味わえないその日限りの特別メニューを提供いたします。

感染の疑いのある方、体調のすぐれない方はご来場をお控えください。ご来場時検温させていただきます。
発熱のある方は参加をお断りさせていただきます。食事以外の時間はマスク着用および咳エチケットの励行
にご協力をお願いいたします。会場入室時の手指の消毒にご協力をお願いいたします。また、会場は座席
の間隔を十分にとり、消毒･換気を徹底いたします。調理人やスタッフは2週間前から検温などを行い、健
康管理に努めます。ウイルス感染症の拡大状況によって、開催を見直し中止する場合がございます。

ー

また、高田駅で途中下車し、高田のまちをご案内します。

今年度は各会場とも「ミシュランガイド新潟2020特別版」に掲載されたお店のシェフたちを交え、

新型コロナウイルス
感染症対策につきまして

糸魚川駅

3人の料理人がコラボレーションしてつくる特製三段弁当を雪月花の車中でご提供いたします。

新潟の食を楽しむ特別なイベントNIIGATAプレミアムダイニング。

お申し込み方法

えちごトキめきリゾート雪月花

［ お申し込み締切 ］ 2021年

そこにしかない特別なレストラン。

●新潟県観光協会のWEBサイト｢にいがた観光ナビ｣
(https://niigata-kankou.or.jp/feature/niigata̲premium̲dining/top) へ
アクセスし、専用フォームからお申し込みください。右のQRコードからもア
クセスできます。お申し込み後、ご入金方法等についてご案内させていた
だきます。
●上越会場の販売開始情報は、同サイトにて随時ご案内いたします。
※小学生以下のお子様の参加は不可とさせていただきます。
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第３回

古門（新潟市）

ついしん手紙（新発田市）

2021.1.26tue

長岡会場

12月
予約開始
（予定）

Nagaoka

第 5 回

ビブグルマン

兄弟寿し（新潟市）

吉乃川酒ミュージアム醸蔵
長岡市摂田屋 4-8-12
定員 ／

20 名

醸造文化が栄えた土地で、新進気鋭のシェフたちが醸し出す
料理とお酒のコラボレーションをお楽しみください。

2021.2.23tue

里山十帖

南魚沼会場
Minami
Uonuma

2021年
1月予約開始
（予定）

南魚沼市大沢 1209-6
定員 ／

20 名

雪との共存で育まれた独自の食文化である「雪室」や「発
酵文化」がもたらす恵を地元の料理人が表現します。

詳しくは｢にいがた観光ナビ｣でご確認ください。
※各会場定員になり次第、受付を終了とさせていただきます。

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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雪国をおもいっきり楽しむ！
長岡市
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冬アクティビティ特集

妙高市

十日町市

大迫力の空中散歩

「スノーシュー
（西洋かんじき）」
を履いて雪上散策！

管理人の手作り、
一点物の｢雪板｣で
スノーアクティビティも満喫。

特別豪雪地帯の冬キャンプ

長岡市おぐに森林公園

ロッテアライリゾート ジップツアー

冬の美人林トレッキング

全国でも珍しい特別豪雪地帯にあり、
メートル級の雪中キャン

全長がアジア最長の1,501m(2018年1月現在)･高低差約240m

雪の降り積もるブナ林「美人林」
を散策できるスノーアクティビ

プが楽しめるほか、長靴で遊べる新しいウィンタースポーツ｢雪

の規模を誇り、
標高約950m地点から710m地点までの間を最高

ティ。スノーシューは美人林隣接の「十日町市立里山科学館『森

板｣を体験できます｡夜は満点の星空、好天の日には｢小国和紙｣

速度80km、
約3分程で一気に下り降ります。
使用されている特殊

の学校』キョロロ」で有料でレンタルでき、子どもから大人まで

の雪晒しを見る事ができたり、隣接する日帰り入浴施設「養楽

ワイヤーは直径19mmで重量は約2.4tにも及びます。
非日常的

気軽に体験できるのが魅力です。運が良ければ冬の動物やきの

館」
で冷えた体を温められるのも嬉しいところです｡

な体験と大きな感動、
忘れられない雪空の旅がここにあります。

こ、雪の華など、冬ならではの景色に出会えます。

予定期間
場所

11月15日(日)〜2021年3月28日(日)

長岡市小国町上岩田208

お問い合わせ先
電話
URL

長岡市おぐに森林公園

0258-95-3161

https://www.ogurin-park.com/

予定期間
場所

12月12日(土)〜 ※積雪状況により変動

妙高市両善寺1966

お問い合わせ先
電話

ロッテアライリゾート

0255-75-1177

URL https://www.lottehotel.com/arai-resort/ja/activities̲202021/year-round/zip-tour.html

予定期間
場所

積雪期

十日町市松之山松口1712-2

お問い合わせ先
電話
URL

十日町市立里山科学館
『森の学校』
キョロロ

025-595-8311

http://www.matsunoyama.com/kyororo/

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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ウィズコロナ環境でも
安全･安心にスキー場をご利用いただけます!
冬場は新型コロナウイルス以外にも様々な感染症が流行しやすい時期ですが、新潟県内の
スキー場では、利用者が安全･安心にスキーやスノーボード、雪遊びを楽しめるよう感染症
対策を行っています｡

〜新型コロナウイルス感染症に対するスキー場の予防策をご紹介〜

プリンススノーリゾート

スマイルリゾート

お客さまへのお願い

こまめな手洗い・うがいの
ご協力をお願いいたします。

リフト乗車について

リフト乗車

ソーシャルディスタンス

飛沫防止

同一グループの場合

グループ以外の方と

乗車待ちの列では

マスク、ネックチューブ、

定員まで

同乗する際は

十分な間隔を

フェイスガードなどの

ご乗車いただけます

間隔をあけていただきます

とっていただきます

着用をお願いいたします

検温にご協力をお願いいたします。
37.5℃以上の発熱がある方は
施設の利用をご遠慮ください。

マスク（ネックウォーマー・
フェイスマスクなど）の
着用をお願いいたします。

消毒にご協力を
お願いいたします。

ソーシャルディスタンスを
確保のうえ会話は
お控えください。

COCOA

4人乗りフード付きリフトの
乗車制限にご協力を
お願いいたします。

ゴンドラ・ロープウェーの
乗車制限にご協力を
お願いいたします。

キャッシュレスを
推進しております。

新型コロナウイルス接触確認
アプリ
（COCOA）の
ダウンロードを推奨しております。

混雑時はご利用時間の分散に
ご協力をお願いいたします。

窓を開け、
定期的に
換気を行っております。

レストランでは、各テーブルの
間隔を確保し消毒液を
ご用意しております。

衛生対策

換気の徹底

手指消毒の徹底

検温のお願い

定期的な窓、扉の開閉による

手洗い、手指の消毒、

ご来場に際してご自身で検温を

非接触決済の活用
クレジットカードや

自然換気を徹底しております

うがいの徹底をお願いいたします

お願いいたします。スクール時は

非接触決済などの活用を

係員による検温を行っております

お勧めしております

■舞子スノーリゾート
南魚沼市舞子2056-108

TEL:025-783-4100

■湯沢中里スノーリゾート
南魚沼郡湯沢町土樽5044-1 TEL:025-787-3301

不特定多数の方が
レンタル用品
頻繁に触れやすい場所は （板・ストック・ブーツ・ウエアなど）
の
特に徹底して消毒しております。
消毒を徹底しております。

取り組みの詳細はこちらをご確認ください
https://www.princehotels.co.jp/informations/ski̲coronavirus/

取り組みの詳細はこちらをご確認ください
https://www.smile-resort.com/winter/safety/
［スマイルリゾート県内スキー場］

精算をともなう場所・案内窓口
などに飛沫感染防止パネルを
設置しております。

■ムイカスノーリゾート
南魚沼市小栗山2910-114

TEL:025-773-3311

■ニノックススノーパーク
新発田市上三光大平国有林無番地
■キューピットバレイ
上越市安塚区雪だるま高原

TEL:0254-29-3315

TEL:025-593-2041

［プリンススノーリゾート県内スキー場］
■苗場スキー場
南魚沼郡湯沢町三国

TEL:025-789-4117

■六日町 八海山スキー場
南魚沼市山口 TEL:025-775-3311

■かぐらスキー場
みつまたステーション 南魚沼郡湯沢町三俣742 TEL:025-788-9221
田代ステーション 南魚沼郡湯沢町三国1066 TEL:025-789-3111
■妙高 杉ノ原スキー場
妙高市杉野沢 TEL:0255-86-6211

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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往年の感動を追体験!

トワイライトエクスプレスで昼食を

糸魚川市

約四半世紀にわたって国民に愛された豪華寝台特急「トワイライトエ
クスプレス」。その往年の姿を精巧に再現した展示車両が、糸魚川ジオ
ステーション ジオパルにて公開中です。10月末からは、食堂車を貸し
切っての昼食プランも予約受け付け開始。市内の老舗割烹や寿司店、
洋食店など5店舗から料理が選べます。車窓から流れる、運行当時の情
景をイメージした映像や、地元の美食を堪能し、往年の感動を追体験し
てみては。

再現車両見学
10:00〜15:00（期限なし、常設展示）
※見学不可日時についてはお問い合わせください。
料金 無料
時間

食堂車ランチ
［満席］29日(日)
設定日［満席］11月19日(木)、

12月3日(木)、13日(日)、17日(木)
11月18日(水)10：00〜12：00（抽選制）
時間 11:30〜12:30
定員 2〜6名
（1グループ限定)
料金 4,500円
（未就学児不可）
電話予約受付

場所

汐路

すし廣

鶴来家

春よし

糸魚川駅アルプス口1階

糸魚川ジオステーション

お問い合わせ先（一社）
糸魚川市観光協会
電話

025-555-7344

ブォーノ

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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つなん雪まつり

津南町

スカイランタン打ち上げ

「つなん雪まつり」
の代名詞となったスカイランタンが、
人々の願いをの
せて打ち上げられます。
東日本大震災・長野県北部地震の鎮魂と復興へ
の祈りをこめて始まった企画で、優しく暖かいランタンの灯りが夜空を
舞う光景はとても幻想的。
2020年3月に予定されていた実施は感染症
の影響で見送られたものの、
今回は感染予防対策を徹底し、
規模を縮小
して開催予定です。
「つなん雪まつり」
会場ではスカイランタンのほかに
も、
様々なイベントが開催予定となっています。
お問い合わせ先
電話

津南雪まつり実行委員会

025-765-5585
（津南町観光協会）

開催日

令和3年3月13日
（土）
※チケット購入者のみ入場可。

※感染症の状況により中止になることがあります。
詳しくはＨＰをご覧ください。

https://snowfes.info/

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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新発田市
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第十七回城下町しばた
全国雑煮合戦

〜ドライブスルー de テイクアウト〜
｢城下町しばた全国雑煮合戦｣は2004年に新発田城の三階櫓と辰巳櫓が復
元されたことを記念して新発田の街を盛り上げようとはじまったイベント。
例年、伝統の雑煮や工夫を凝らした創作雑煮など全国各地からさまざまな
雑煮が集結しグランプリを目指しますが、今回はコロナウイルス感染防止と
コロナ禍の影響を受けている飲食店の活性化のため、順位審査は行わず近
隣地域の出店に絞りドライブスルー方式で実施します｡
開催期間
開催場所
出店数
その他

2021年1月10日(日) 10:00〜15:00
新発田市 五十公野公園第2駐車場

20店舗(予定)※新発田市内の飲食店を中心に出店
・混雑防止のため、入場は申込制

・申込多数の場合、抽選となります｡

例年の様子

・申込はこちらから(12月1日(火)より受付開始)
http://zonigassen.com/

・ドライブスルー方式で会場での飲食はせず、テイクアウトのみ

・混雑防止のため、入場は完全予約制
・コロナ感染対策の徹底

・ステージイベントは行いません。
お問い合わせ先

新発田商工会議所青年部
電話:0254-22-2757

事務局

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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オンラインで旅気分を楽しもう！

十日町の魅力を
おうちで 体験！

オンライン観光「おうちで、〇〇！」
十日町市をオンラインで 観光 できるオンラインツアー。
スマホや
パソコンがあれば、
どなたでも無料で参加できます。配信はオンラ
イン会議アプリ
「Zoom」等を使って行われるので、
リアルタイムで
質問も可能です。配信中の途中参加・退室OKなのでお気軽にご
参加ください。

今後の開催予定
1月下旬…「おうちで、酒蔵見学！」〜米どころ十日町市のおい
しい日本酒の秘密〜
2 月 中…「おうちで、
クラフトビール工場見学！」

ー動画を
過去のツア
で
チャンネル
e
b
u
T
u
o
Y
配信中！

参加方法
十日町市観光協会HPのツアー情報ページからご確認ください。
https://www.tokamachishikankou.jp/tourinfo/47077/

お問い合わせ先
電話

十日町市観光協会

025-757-3345

FAX

025-757-5150

十日町市観光協会
YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCuvM-a0C4jxs5d2MUZ2xiuQ
第１回目「おうちで、森の学校キョロロ！」
〜里山にはどんな生き物がいるかな〜

第2回目「おうちで、笹山遺跡！」
〜広場から見る縄文時代の魅力体験〜

里山の自然や生き物を、
「 森の学校キョロロ」学芸員の小林さんが解
説！ 水の中にいる生物が登場したり、
ブナ林の地面に隠された秘密な
どを解説しています。

現在発掘中の遺跡現場に潜入! 国宝火炎型土器のエピソードや、
土器の中
に隠された数字の秘密などを学芸員の阿部さんが解説しています。この
動画をみたら、
十日町市博物館がもっと楽しくなること間違いなしです。

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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冬号

十日町青年会議所が
「この街を活気づ
けたい！」
という思いで企画したイベン
ト。
「おら」
とは越後妻有の方言で
「私」
と
いう意味で、各参加店が
「おら流」
の丼
ぶり=
「おら丼」
を提供します。
「おら丼」
には、妻有ポーク、つなんポーク、きの
こ、山菜など、越後妻有自慢の食材が
一品以上入っているので、ぜひ現地で味わって越後妻有の食の魅力を

特集：新潟の季節到来。冬だから訪れたい厳選スポット&イベント
十日町市
津南町

す!
た
満
味覚を
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まんぞく丼ぶり特集

越後妻有を味わう
「おら丼」

堪能してください。

画を
ポ動
レ
食
HPで公開中です！

お問い合わせ先

十日町青年会議所事務局

（十日町商工会議所内）

電話

025-757-5111

E-mail
URL

tokamachijc@waltz.ocn.ne.jp

https://oradon.org

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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村上市

冬号

特集：新潟の季節到来。冬だから訪れたい厳選スポット&イベント 10

村上の
「おいしい」
を味わってもらいたい。
そんな想いをどんぶりにのせて。

食材の宝庫
村上

す!
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満
味覚を
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まんぞく丼ぶり特集

村上どんぶり合戦&村上茶めぐり

「村上どんぶり合戦」
では旬の食材や地のもの、料理人の技やこだわりがつまっ
たお店自慢の一杯をご紹介。日本海の新鮮な魚介類・村上名産の鮭・村上牛はも
ちろん、それぞれのお店の特色が感じられる参加各店自慢の一杯をぜひご賞味
ください。プレゼント企画も開催！抽選で10名様に瀬波温泉の宿泊施設で使え
る宿泊割引券5000円分プレゼント！詳しくは特設webページをご覧ください。
そして今回はＪＲ村上駅の協力企画
「村上茶めぐり」
を同時開催。ぜひどんぶりを
食べて、
茶処を巡って、
村上銘菓を味わってみてください！

る
券が抽選で当た
◎￥5,000宿泊
も開催！
プレゼント企画
開催日程
開催場所

村上どんぶり合戦2020年秋・冬編、
（同時開催）村上茶めぐり
村上市内26店舗

お問い合わせ先

村上市観光協会

電話

2020年10月1日（木）〜2021年3月31日
（水）
（営業時間・定休日は各店舗による）

0254-53-2258

特設Webページ

https://murakami-donburi.wixsite.com/donburi-gassen

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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南魚沼市

冬号

特集：新潟の季節到来。冬だから訪れたい厳選スポット&イベント 11

本気丼

南魚沼、

「産地にしかできないこと」
をテーマに、
南魚沼産コシヒカ
リをお腹いっぱい味わってほしいという願いを込めて始
まった、食によるまちおこし事業です。6年目を迎えた今
年は、南魚沼市内51店舗・58種類の本気丼が揃いまし
た。
南魚沼が全国に誇るコシヒカリと、
各店舗こだわりの

（マジドン）

開催期間
開催場所

03

まんぞく丼ぶり特集

10月1日（木）〜2月28日（日）
南魚沼市内の飲食店51店舗

お問い合わせ先
電話

す!
た
満
味覚を

南魚沼市観光協会

025-783-3377

食材の共演。
ここにしかない食体験を提供します。
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