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すてきなとっておきに出会えるクチコミサイト！

¥0¥0issued by najilaboissued by najilabo
take FREEtake FREE

JCBギフト券、amazonギフトカード、人気テーマパークチケットなど

映画鑑賞券、日帰り温泉入浴券など

1.なじらぼ!にアクセス 2.会員登録（無料） 3.クチコミを投稿

クチコミ投稿で
ポイントが貯まる！

随時追加される
プレゼントに応募できる！

メルマガ登録で
お得情報が届く!

マイページでお店や
イベントを登録できる！

1Day1Day
PASSPORTPASSPORTPASSPORT

ポイント交換で豪華賞品をゲットできる!

P
P

NEW！

GOURMETGOURMETGOURMET

JCB GIFT CARD

amazon

クチコミ会員登録募集
 クチコミ

20,700件
以上！

掲載店

3,700件
以上！

クチコミすると良いこと5つ。

生活雑貨アンジュールS h o p  D a t a

アピタ西店　　  新潟市西区小新5-7-21 アピタ西店1F／025-201-1255／9：00-21：00
松崎店　　　　新潟市東区新松崎3-2-7／025-250-8808／10：00-22：00

女池上山店　　新潟市中央区女池上山5丁目15-15／025-280-0666／10：00-22：00　
アピタ亀田店　  新潟市江南区鵜ノ子4-466 アピタ新潟亀田店2F／025-385-8001／10：00-21：00

オススメギフト
infomation

＊ 化粧十草 各1,200円／＊ HIBI箸置き 各450円
＊ 彫hanaco箸ナチュラル 500円／＊ 彫hanaco箸ブラウン 600円

＊ うらら 各900円

＊ 化粧こま筋 各800円

日常使いのちょっといい器。
とっておきの「夫婦茶碗」を
見つけてみませんか？

＊

※税別金額表示

3
Step

クチコミ

ココから会
員登録

毎月　　　　　 は
写真付きクチコミでポイント３倍

写真付きクチコミで
ポイントGET！

のつく日は

の日

のつく日は

クチコミ
の日3

クチコミの日に
クチコミしよう！

1
ルール

写真を撮って
一緒に投稿しよう！

2
ルール

対象店舗は今掲載
されているお店！

3
ルール

人気店舗お食事券人気店舗お食事券 テーマパークチケットテーマパークチケット 各種金券各種金券

貯まったポイントは
お得な商品と交換

3日　　13日　 23日

毎月

紙なじらぼ！ Vol.14 2017年1月1日発行
発行：新潟なじらぼ！　企画/制作/印刷：株式会社ジョーメイ  〒950-0807 新潟市東区木工新町1193番地  TEL.025-278-9838

全ての特集は
ここからチェック

SPECIAL CONTENTS
ただいま掲載中のコンテンツをご紹介！

第2金曜日更新

平日毎日更新第1・3水曜日更新

第2木曜日更新

ココからチェック

←

ココからチェック

←

ココからチェック

←

ココからチェック

←

毎週月曜・水曜・金曜日更新

ココからチェック

←

新潟５大ラーメン「新潟あっさり」「燕三条背脂」
「長岡生姜醤油」「新潟濃厚味噌」「三条カレー」から
話題の次世代ラーメンまで、新潟県内のラーメン
店をご紹介。編集部が厳選した毎月更新される魂
のこもったラーメンから、お気に入りの一杯との
出会いをお届します。

旬のフルーツを使ったおすすめケーキやカフェの
人気パンケーキは勿論、熟練の職人の作る和菓子
など、季節のおすすめスイーツを毎月２品ご紹介。
友人宅へ遊びに行く時の手土産や家族の誕生日
ケーキ、ちょっとだけ贅沢したい時…自分へのご
褒美スイーツはいかがですか？

新潟のゆるキャラ“ササダンゴン”となじらぼ！イ
メージキャラクター“あらぼー”が夢のコラボ。新
潟のイベントや観光スポットを、お散歩しながら
紹介していくおさんぽブログ。

毎月変わるテーマに沿って“今日の旨い”を日替
わりでご紹介。平日毎日更新される記事から「友
達とのランチ」や「恋人とのディナー」などの参
考にGOOD！今日は何食べよう？って悩んだ
ら、まずはチェック！必ず食べたいメニューが
見つかるはず！

世界に誇るMADE IN 新潟のこだわりアイテムを
ご紹介。地元新潟で長年培ってきた技術によって
造られる製品や、新潟の土壌でしか生産できない
品などを「ぼく」が体験・体感したレポートを発信。
大切な人への贈り物や、県外の方へのお土産探し
の参考にいかがですか？

good contents!

「なじらぼ」で検索!

@najilabo で検索!

SNS INFO

Facebook

T
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2,869tweets／3,405follow／6,470follower

Thank you 347good
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新潟県庁旅行コーナー
〒950-0965
新潟市中央区新光町4-1
新潟県庁生協売店内
営業時間／8：15～18：00
TEL／025-250-6335
定休日／日曜、祝日、他

海外旅行予約はコチラから!

台北
Taipei

　　本統治時代の酒工場の跡地をリノベーションして、
アート・イベント空間に様変わりした「華山1914文創園
区」は、人気のかき氷店「ICE MONSTER」をはじめとした
カフェレストラン、ショップ、ライブハウスなどエンター
テイメント的な活動の場。

　　北近郊の旅で一度は行っておきたい場所といえば、やはり九份（キュ
ウフン）が思い浮かぶ。今や定番コースともなっているが、ゆっくり歩いて
みると奥が深く、映画「千と千尋の神隠し」のモデルとなったと言われる
街。街並はもちろんだが、映画冒頭で現れるトンネルも見ることができる。

　　董品や美術品が数多く集まる文化
的な反面、上海中心大厦（上海タワー）な
どの高層ビルが多い先進的面も持ち合
わせている都市。数ヵ月行かないと道が
変わってしまう程に目まぐるしく変化
を続ける都市だが、裏路地には屋台など
ノスタルジックな空間も。 　　は-30℃、夏は30℃と１年の寒暖差が非常に大きいが、1年のうち最

も多くの観光客が訪れるのは、極寒の冬時期だ。世界三大氷祭りの１つ「ハ
ルビン氷祭り」が毎年1月5日頃から2月末頃まで開催される。
主な会場は「太陽島公園」、「兆麟公園」、「氷雪大世界」の３か所となり、氷の
像から城のような建築までスケールが計り知れない。夜になると色鮮やか
にライトアップされ、デートスポットとしては最高のシチュエーション。 　　ッサージやエステなど、美容で有名な街でもあるが、食通に最も行って

もらいたい街だ。郊外に位置する烏耳島（オイド）では、チョゲグイ（貝焼
き）をはじめとした魚介を焼いてこれでもかと食べられる。焼けた貝はワサ
ビソースと、チョコチュジャンソースをつけて一口でパクリ。

　　国といったら忘れてはいけないのが焼肉だ。焼肉の聖地・馬場洞（マ
ジャンドン）では、韓国の高級牛・韓牛（ハヌ）をはじめとした韓国産牛をメ
インで扱う焼肉専門店が多く、肉を買って店内で焼いて食べるのがマジャ
ンドンスタイル。新鮮で比較的リーズナブルな価格で食べられるのが特徴。

航空券 日本円海外通貨パスポート

レンタルはコチラ!

W　RLD
TRIP 新潟空港から

ひとっ飛び
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美商 新潟空港店 アビ
〒950-0001
新潟市東区松浜町3710
新潟空港ビルディング 2F
営業時間／8:30～18：00
TEL／025-256-7131
定休日／無休

Check List

ポット　10日間 700円

3hours
55minits

上海
Shanghai 3hours

40minits ハルビン
Harbin 2hours

10minits

ソウル
Seoul 2hours

30minits

TEL、FAX、インターネットで申し込み
 予約1

店舗または自宅で受取り
 受取2

着払いで簡単発送
 返却３

海外用ヘアーアイロン・
ドライヤー・カールドライヤー　

　　海で最も刺激的なスポットとして、注目したいのが田子坊（タゴボウ）
だ。もともとは町工場と住宅が混在していたが、若いアーティストが集ま
りアート文化や、チャレンジショップなどが立ち並ぶようになった。夜の
ムーディーな独特の雰囲気をもっとも感じられるジャジーな空間。

海外用ヘアーアイロン・
ドライヤー・カールドライヤー　

用途に合わせて選べるサ
イズ

オシャレの必需品も揃ってる

旅行中もゆっくり

　　　　ティータイム
不安な海外データ通信を解決! 旅の必需品は楽々レンタル!

 オススメ海外アプリ

1 2 3

中国、韓国、台湾対応

アプリをダウンロードするだけ。
簡単設定で楽々。

利用開始を押してから24時間で
自動切断されるから安心。

国内でご契約のデータ定額
サービスのデータ容量を

国内だけでなく海外でも使えます。

詳しくは店舗スタッフまで

※税込金額表示

※税別金額表示
必要なときだけ使える 使えるデータ量は

国内と同じ

980円 　 24時間

auショップ新発田店
〒957-0062　新潟県新発田市富塚町3-288-6
営業時間／10：00～20：00
TEL／0800-700-1347　定休日／無休
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穴場スポットがいっぱい
!

今年こそは、新潟発着

海外旅行に行ってみよう
。

スーツケース　S,M,Lサイズ　3日間 3,000円～ 10日間 1,500円

check!Webでも

SHOP
INFO

SHOP
INFO

SHOP
INFO

世界データ定額アプリ ※Android
　ios対応

渡航先でワンタッチで
利用開始

＝

[　　 ]auユーザー
限定


