ン
ルルックキッチ
クリームシチュー ￥350（TAX IN）
自家製のなめらかホワイトソースと、
その日に仕
入れる旬の食材がたっぷりのクリームシチュー。
“ホッ”とする味付けはお惣菜屋さんならでは、
お
子様からお年寄りの方までみんなが好きな味わ
いです！

チャッペス食堂
牡蠣のクリームリゾット

￥850（TAX IN）

白米、玄米、雑穀米を混ぜてクリームのみで仕上げたリゾットはお米の
つぶつぶ感がしっかり！身体にも良さそう！笹切りにしたごぼうも歯ご
たえをUPしてくれます。
パセリとブラックペッパー、
にんにくが効いてい
て大人な味わい。牡蠣は大きすぎず小さすぎず…リゾットと馴染む大き
さで、磯の香りがふわぁっと広がるので一口毎に幸せを感じられます。

ッチン
ポンドリーフキ
パスタグラタン

¥1,000（TAX IN）

パスタグラタンはリングイネにマッシュルーム入りの濃厚なホワイト
ソースがからんでいて、
その上にチーズ、
エビ、
ベーコン、
チキン、
プチト
マト、
マッシュポテトがトッピング！ホワイトソースは、
まったり濃厚だ
けど味が濃すぎないので最後まで飽きることなくおいしく頂けます。

グラタンにドリアにシチュー…
何がお好き？
冬の突き刺すような寒さまではいかないこの季節。
寒い時期＝鍋、なんて単純に考えてはいけません！
お鍋はもうちょっと寒くなってから。
今の季節にぴったりなメニューと言えば、
クリーム系のお料理ではありませんか？
定番メニューから、斬新なものまで厳選の6皿をご紹介します！

c
Bouquet Blan

11月号
厳選6品ご紹介
毎日更新されるオススメ料理を WEB でチェック >>>

パングラタン

￥750（TAX IN）

大きめにカットしたバケットをカリカリに焼き、
チーズクリームソー
スを絡め、パン粉をかけてオーブンで焼いているので、
カリカリ＆
しっとり食感。
おすすめの食べ方は、
まずシンプルに濃厚チーズで
頂き食事感覚で、半分位食べたら“はちみつ”を投入！たっぷりかけ
てもOK！すると程よい甘みがプラスされデザートに早変わり！

SHOP INFO

で！
詳しくはWEB

ポンドリーフキッチン
〒950-0932 新潟市中央区長潟2-3-7
☎025-385-6250

ロースト・カフェ
レモンクリームパスタ グリーン野菜と
スモークサーモン
￥1,300（TAX IN）
ルッコラ、
アスパラ、
ブロッコリー、
レタス…ヘルシーな食材たっぷり
でサラダかと思うほどのグリーン野菜のボリューム！極めつけはカッ
トレモンを絞ってさらに爽やかに！スモークサーモンの彩と塩気が味
と見た目を引き締めます。
クリームソースも重くなく、
かといって水っ
ぽくもなく、絶妙なバランスでリピーター続出の好評メニュー♪

ルルックキッチン
〒950-0075 新潟市中央区沼垂東3-5-22
☎025-245-6789

チャッペス食堂
〒950-0941 新潟市中央区女池2-2-28
☎025-311-1403

Bouquet Blanc

ア食堂
グルグルイタリ
国産鶏のモモ肉のハチミツソテー
かぼちゃのニョッキのゴルゴンゾーラクリーム
￥1,278（TAX IN）

鶏モモ肉のソテーは、皮はパリッと中はジューシー。
はちみつの甘味とかぼ
ちゃのニョッキの甘みがバランスよく、
ゴルゴンゾーラクリームの塩気とブ
ラックペッパーの辛味が味を引き締めます。
モチモチのニョッキにちりばめ
られたクルミが食感のアクセントになってとっても好バランス！

〒950-0911 新潟市中央区笹口1-20-13ヌービルB1
☎025-248-8877

ロースト・カフェ
〒950-0134 新潟市江南区曙町3-2-7
☎025-381-1210

グルグルイタリア食堂
〒950-0063 新潟市東区上王瀬2-55フレスポ赤道
☎025-278-9948

は

オススメギフト information

新潟の情報が
いっぱい！

SPEC I
スペシャル

新キャラクター誕生!

ク！
WEBでチェッ

その月のテーマ料理を
日替 わりでご 紹 介。自
分のお気に入りを見つ
けてランチにディナー
の参考にバッチリ！

世界に羽ばたくMADE
IN 新潟！そんな商品と
企 業 をご 紹 介。驚きの
アイテムが目白押し！

ありがとうのタグ付お茶漬け
各￥300＋TAX

ちりめん・みつば・梅と３種類からお好きな
お味がお選び頂けます。

ダウニーブランケット
各￥1,600＋TAX

肌 触りが大 変よくふかふかのブランケット
が欠かせない存在に。

グルメ

CONT ENT S

ただいま掲載中のコンテンツをご紹介！

今回は秋のほっこりギフトをご紹介！

どこへ行こうか迷ったら…
そんなときは「なじらぼ！」へ！
みんなから寄せられたクチコミや、
編集部からのオススメ情報が
随時更新中！

多 彩な
ジャンル

AL

コンテンツ

「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」の新潟５大ラーメン
は勿論！編集部が選んだ
オススメの一杯をご紹介。

ショッピング

レジャー ビューティー

ライフ

クチコミがあったお店だけを掲載します！
ユーザーが紹介する信頼できる情報のみ！

ゆずシリーズの入浴剤

パシェ
フェイスタオル

・ゆずと生姜のあったか風呂セット

￥1,000＋TAX

各￥500＋TAX

・ほかほかゆず湯

タオルで 最も人気のサイズはフェイスタオ
ル！中でもPOPなカラーの花柄のタオルは
自家用にも贈り物用にも好評。

寒い冬はやっぱりゆず湯！体の芯から
ぽっかぽか♪

とっておきの情報や穴場スポットに出会える！
なじらぼ

検索

〉
〉
お問い合わせは 〉
株式会社ジョーメイ「新潟なじらぼ！」
編集部

Tel.025-278-9838 info@najilabo.net

■近江店

￥500＋TAX

生活雑貨アンジュール

新潟市中央区上近江3-19-37
【TEL】025-280-0666
【営業時間】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
【TEL】025-385-8001
【営業時間】10:00〜21:00

■松崎店

新潟市東区新松崎3-2-7
【TEL】025-250-8808
【営業時間】10:00〜22:00

あらぼー

和 菓 子から洋 菓 子・カ
フェスイーツまでオスス
メスイーツをご紹介！大
人 のご 褒 美 、いかがで
しょうか？

【荒波（あら）＋なじらぼ（ぼ）＝あらぼー】
誕生秘話

新潟の「なじらね？」を研究しているラボ…なじラボ！
ある日本海の波が激しく暴れている日、
研究所のクチコミに荒波が混ざり込んでしまった…。
どっかーーーーん！！
モクモクモク…。
煙の中から出てきたのは、
クチコミと日本海の荒波が合わさって生まれたクチコミモンスター！

芸 術とも言える匠 人の
技。見て、食べて楽しめ
る逸品をご紹介。

■アピタ西店

その他にも楽しいコンテンツがたくさん！

新潟市西区小新白鳥474
アピタ新潟西店1F
【TEL】025-201-1255
【営業時間】9:00〜21:00

2014

ンバー登録
HOW TO メ

扱説 明書
取
！
ぼ
ら
じ
な
新潟

！
クチコミ投稿でポイント GET

1

2

「なじらぼ！」
にパソコ
ン・スマートフォン・携
帯電話からアクセス

「 会 員 登 録 」ボタン
から、ニックネーム
などの情報を入力

オススメのお店・スポットのクチコミ投稿でポイントが貯まる！
１件につき

10 POINT

１件につき

20 POINT
！
ポイント交換で GET

掲載店・スポット
へのクチコミ

未掲載店・スポット
へのクチコミ

amazonギフト券

特集

！
プレゼント応募で GET

毎月第1・3木曜日 なじらぼ！の最新情報やお店のお得情報が届く！

！
マイページを GET
キニイッタ！お店や、行きたいイベントを登録できる！

グラタンに
ドリアにシチュー…
何がお好き？

仮 登 録 メール の
URLからアクセス
登録完了！

クチコミ投稿もカンタンにできます！

1

まずはクチコミ投稿ページへ！

2

オススメのお店・スポットのクチコミ投稿

3

編集部のCHECK！そして掲載！

随時追加されるプレゼントマニアに応募！

！
メルマガでお得情報 GET

3

チコミ投稿
ク
O
T
W
O
H

JCB商品券

1000 POINT 1,000円分

ギフト券

Vol.1

ドメイン指定受信をされている方は
「@najilabo.net」を登録してください。

貯まったポイントを、商品と交換！

500 POINT 500円分

会員
登録

November

新潟がもっと好きになる！ 新潟なじらぼ！発のWEB連動フリーペーパー。

登録はたったの3ステップ！もちろん無料で登録できます！

カンタン&無料登録でおトクな情報や商品をGET!
ぜひ新潟なじらぼにアクセスしてください！

11

紙

新潟なじらぼ！トップページ・お店ページの「クチコミボタン」
にア
クセス！スマートフォン・携帯の方は、QRコードからもいけます！

美味しかったメニューやオススメしたい点を具体的に教えてください！

創刊記念号！

なじらぼ！編集部がチェクしてからのクチコミ掲載です。掲載店のクチコミは１〜
３日、未掲載店のクチコミは取材後の掲載になりますのでお時間がかかる場合が
あります。
また、誹謗中傷など悪いことは一切掲載していませんので、
良いと思った
素敵なクチコミを投稿お待ちしております。

新潟のお店情報は なじらぼ
発行：新潟なじらぼ！

紙なじらぼ！ Vol.1 2014年11月1日発行
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.025-278-0707

検索

