
たこ焼きスマイル
新発田市住吉町4-1964 住吉東パーキング
TEL／080-4208-4870　営業時間／10：00～18：00（定休日／月～金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※材料なくなり次第終了

たこ焼き8個
￥400円（税込）

穴の直径 4.7ｃｍの大きなたこ焼き器を使用した、スマイルのたこ焼きの最大

の特徴は、外は“フワフワ”中は“トロトロ”なところ。生地にかつお出汁をたっ

ぷり入れているのでこの食感が生まれます！さらに、キャベツたっぷりでヘル

シー、やわらかな真ダコも歯ごたえ十分。焼き立てをお渡ししたいと、極力作

り置きはしていないので来店の事前に連絡をしていくのがお勧め。

Piatto giorni
新潟市中央区万代島2-14 ピアBandai内
TEL／025-384-4955　営業時間／9：00～21：00（定休日／木 ※祝日の場合は翌日）
※前日までに要予約

ピクニックボックス
￥900（税抜）
内容は日替わりのお惣菜4種、パン、サラダと品数豊富！少しずついろいろつ

まみたい女心をバッチリわかってますね。ピアBandaiの魚・肉・野菜のほかオー

ガニック野菜など季節の食材を取り入れて化学調味料は使っていない。「素材

の味を味わってほしい」「お客様に楽しんでほしい」という思いもボックスの

中に詰まっているんです。

MISS JUICE
新潟市中央区東堀通5番町423-6
TEL／025-201-8591　営業時間／7：00～19：00（無休）

COLD PRESS
S￥870 M￥1,540 S￥840 M￥1,480 S￥780 M￥1,350 S￥780 M￥1,350

薬剤師・野菜ソムリエ・管理栄養士の女性によるヘルシーカフェのコールドプレス

ジュース。コールドプレスジュースとは、低速ジューサーで材料を押しつぶすように

搾るフレッシュな野菜・フルーツジュースのこと。DETOX　GREEN は、腸内を

キレイにしてくれるデトックス効果あり！BRIGHT　GREEN は、不足しがちなビ

タミン Cと鉄分補給に最適！BEAUTY　ORANGE はβカロテンが健やかな体を

作ります！REFRESH YELLOW は、ココロとカラダを元気にしてくれるようなフ

レッシュな香り！

クレープハウス 果実の星野屋
小千谷市城内1-5-20
TEL／0258-82-4355　営業時間／9：00～20：00（無休）

抹茶あんみつスペシャルクレープ
￥620（税込）
自家製クレープ生地に、星野屋仕立てのホイップクリーム、寒天と黒蜜が包ま

れています。果物の甘さを感じてほしいから、生地もホイップクリームも甘さ

は控えめ、いくらでも食べられそうです。

夏でもいちごはフレッシュなものを使っているんです！さすが果物屋さん！

PIZZERIA BAR NAPOLI 新潟本店
新潟市中央区春日町3-4
TEL／025-244-1110　営業時間／11：00～翌4：00（無休）

マルゲリータ
￥500 + 箱代￥100（オーダー時間／11：00～17：00税込・17：00～ラスト税別）
1 枚ずつ生地を丁寧に手で伸ばし、400～500℃の高温で焼き上げるのでサ

クッ！もちっ！食感。イタリア食材にこだわって、トマトソース、モッツァレ

ラッチーズ、フレッシュバジルのシンプルに焼き上げる王道ピッツァ。

90秒ほどで焼きあがるので、気軽に購入できるのもうれしいですよね !

古町糀製造所 古町本店
新潟市中央区古町通2番町533
TEL／025-228-6570　営業時間／11：00～18：00（無休）

糀ドリンク生姜 ※温・冷
￥380（税込）
糀ドリンクは砂糖不使用。お米の甘さだけ！もちろん、アルコール分は 0 なの

でお酒っぽさもなし！温かいタイプと冷たいタイプで味の表情が違うので、飲

み比べて自分の好みの味を見つけてほしいですね。プレーンな糀ドリンクの他

に季節ごとに限定フレーバーも登場しますので、こちらも注目していただきた

い！米どころ新潟に住んでいるなら必飲！日本食の原点を知れ、お米に無限の

可能性を感じる一品。

おにぎり村
新潟市中央区関屋田町4-532-1
TEL／025-233-2050　営業時間／7：30～13：30（定休日／水+不定休）

おにぎり：さけ・すじこ・しらす青菜
￥145 ￥185 ￥155（　　）

やわらかいのにしっかり握られたご飯の中に、具がたっぷり！おにぎり村のお

にぎりの最大の特徴。すじこは、筋を取り生臭さを無くすために一工夫。すじ

こが苦手な方でも食べやすい！鮭もお店で焼いて細かくほぐしている！お米は、

新潟産コシヒカリ☆お米の状態に合わせて研ぎ方、炊き方も変え、海苔もその

年のお米に合うものを選んでいます。
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ただいま掲載中のコンテンツをご紹介！
S P E C I A L  C O N T E N T S

月毎のテーマに添ってオススメ料理を日
替わりでご紹介。自分のお気に入りを見
つけてランチやディナーの参考に。

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？

見て感動！食べて感動！芸術とも言え
る匠人の技と逸品をご紹介。貴方の舌
を唸らせる一品が此処に有る。

世界に羽ばたくMADE IN 新潟の商品
と企業をご紹介。こだわりのアイテムが
目白押し。

オススメギフト

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

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

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

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

〒950-2054 新潟市西区寺尾東1-5-37
TEL 025-210-5526
・昼  11：00～14：30
・夜  18：00～21：00（スープ無くなり次第）

■近江店 ■アピタ亀田店 ■松崎店 ■アピタ西店

information

〔2015年3月13日WEBに更新〕

WEBでチェック！
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白海老そば ￥700（税込）

なじらぼ 検索

クチコミ投稿はとってもカンタン！

クチコミポイント

ポイント交換

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！

メルマガ
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
キニイッタ！お店や、行きたいイベントを登録できる!

プレゼント
新潟県内シネマ鑑賞券・「ぼくらが世界に誇る！MADE IN 新潟プロダクツ」
紹介商品…etcお店からのプレゼントなど随時追加中！

10POINT掲載店・スポット
へのクチコミ

１件につき

20POINT未掲載店・スポット
へのクチコミ

１件につき

500 POINT amazonギフト券
500円分 1000 POINT JCB商品券

1,000円分

SHOP
       DATA

クチコミで貯まったポイントは交換できる!

H

I
パソコン・スマートフォン・携帯電話から「なじらぼ」を
検索。もしくはwww.najilabo.netを入力。

なじらぼを検索
ニックネームや生年月日などの項目を入力。登録したメール
アドレスに送られる確認URLへアクセスで登録完了。

会員登録（無料）1 2
オススメしたいお店・スポット
のクチコミを投稿。

クチコミ投稿3

平日毎日
更新

第4木曜
更新

第1・第4
水曜更新

第3木曜
更新

会員登録は
コチラ

issued by najilabo

take
FREE

なじらぼ編集部が選ぶ

※表示価格は全て税抜き価格です。
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クチコミ PICK UP
女性　40代 
ランチの生パスタがとっても美味しいです。私
が食べたのはキノコと牛のラグーソースのパス
タでしたが、キノコの味わいと、力強い牛肉の旨
みが平たい生パスタにからんでとっても美味し
かったです。人気店らしく混んでいたので、予約
がおすすめです。今度は夜来たいなー(́∀` ）

新潟がもっと好きになる

グルメ ショッピング レジャー ビューティー ライフ

多彩な

ジャンル

掲載店

更新中！
特集コンテンツ

3,100

12の
以上！

タオルハンカチ
各￥500

renewal

手ぬぐい　各￥800

メンズハンカチ　各￥500

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。

特集

今治産ガーゼハンカチ
各￥500

etc…

WEBでチェック！

濃厚な海老の香りただよう至極
の逸
品！

予約なしで入店できます。混雑時でも20分以内
に案内されるのでスムーズです。スタッフは、若
い人からベテランの人までいます。とにかく店
の雰囲気がいいですね。スタッフが明るく挨拶
してくれます。値段もお手頃ですので、気になっ
ている方は是非行ってみてください。

男性　20代 

夜はワインメニュー
が豊富

で、3種類選べる小
皿料理が

美味しいですよ！是
非行って

みてください！

from なじら
ぼ！ 編集部

シックな店内でメ
ンズエス

テもあり、男性のカ
ッコイイ

を追求できるお店で
すよね！

from なじら
ぼ！ 編集部


