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3/7　 8土 日

同時開催 新築 ・ リノベ ・ 不動産フェア県下最大級！！

日報 住まいのリフォームフェア2020春
10：00～17：00
（日曜は16：30終了）入場無料

※指定駐車場に限る

出展者と相談で
駐車料金

駐車券1時間分進呈

2時間無料！
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主催 新潟日報社　共催 （株）リフォーム産業新聞社

http://fair.niigata-reform.jp/

後援 新潟県、新潟市、長岡市、上越市、（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター、（一社）日本住宅リフォーム産業協会、（一社）マンションリフォーム推進協議会、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合、
（一社）住宅リフォーム推進協議会、（一社）新潟県建築組合連合会、（公社）新潟県建築士会、新潟県木材組合連合会、新潟県瓦工事業協同組合、（一財）にいがた住宅センター、
（一社）新潟県建築士事務所協会、（公社）新潟県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会新潟県本部、（一社）新潟県設備設計事務所協会、新潟県中小企業団体中央会、
（一社）ベターライフリフォーム協会、新潟県住宅リフォーム推進協議会、（一社）リノベーション協議会

新潟 リフォームフェア



※イベント内容・出展者などが、一部変更になる場合があります。

■長岡会場 〈74社・団体〉

■新潟会場 〈94社・団体〉

■上越会場 〈51社・団体〉

リフォームをはじめ、新築、リノベーション、不動産、補助金など最新情報が満載！！

水まわり、外装、内装、省エネ機器など、一流メー
カーの最新商材が会場に大集合！実際に見て、
触れて、比べて、相談しながらお選びいただけます。
会場でしか手に入らないお買い得商品も多数！

住まいの最新商材大集合！
リフォームバーゲン＆ショールーム

家族構成に合わせた間取り、耐震性、寒さ・暑さ
対策、光熱費削減など、住まいに関する様々な問
題をその場で解決！直接プロに相談できる絶好の
チャンスです！

住まいのプロと直接相談
疑問・難問もすっきり解決！ 補助金や空き家の相談も！

リフォームや新築で活用できる、国や県･市町村の
補助金をご紹介。また、今問題になっている空き家
の対策についてもご相談いただけます。

無料・資料カウンター

補助金相談コーナー
【協力】長岡市、上越市

（一社）新潟県建築士事務所協会中越支部

規模の大小に関わらず
総合的なリフォーム相談ゾーン

総合リフォーム

インテリア・家具などの
商品展示・相談ゾーン

内装・家具

リノベーション・新築・不動産
などに関する相談ゾーン

新築・リノベ・不動産

資金・補助金などの
各種相談ゾーン

資金・各種相談

キッチン、バス、サニタリー等の
商品展示・相談ゾーン

水まわり

よりよいシニアライフのための
相談・展示・体験ゾーン

シニアライフ

住まいの省エネや断熱化等に
関する展示・相談ゾーン

省エネ・断熱・ドア・窓

小工事や、職人さんへの
相談ゾーン

職人さん・プチリフォーム

屋根・外壁・エクステリア等の
商品展示・相談ゾーン

屋根・外壁・エクステリア

食・美容・健康など、住まい以外の
暮らしに関する展示・相談ゾーン

くらし＋

リフォームも！ 新築も！ 不動産も！

住まいのお悩みをとことん解決します！！

総合リフォーム●アサツマ建築店●ありがとう工房（株）永井建設●（株）アンドクリエイト●is more●（株）魚野建築●（株）大井●オフィスHanako（株）●（株）光英住宅●（株）後藤工
務所●（株）坂詰製材所 サカヅメハウジング●佐藤建築●三協アルミ 一新助家ネットワーク●（株）シンセンリフォーム●（有）スキル 近藤栄一塗装店●須藤建築工業所・総合建設宮村
組・建築のくらしま・斎藤建築と仲間たち●住まいのリフォーム専門店アクト（アクト一級建築士事務所）●住友不動産（株）新築そっくりさん●住友林業ホームテック（株）●DAIKENリ
フォーム （株）大建建設一級建築士事務所●（株）高田建築事務所 リフォーム研究所●（有）宝建設●（株）角田塗装●（株）富樫工務所●ナガイリフォームサービス●（株）ナレッジライフ 
再生良家●にいがた・木のぬくもりが育てる愛奏の家つくる会●新潟県ガス協会・北陸ガス（株）・北陸ガス認定ガスショップ●（一財）にいがた住宅センター●（株）日本ハウスホールディン
グス リフォーム事業部新潟支店●PanasonicリフォームClub （株）ナカムラ●光・風・緑四季の家（株）大進建設●フクダハウジング（株）●（有）本田建築●（株）丸久建築●（株）満天●
ミサワリフォーム北越●Re;sa （株）長北工務店●リフォームアウトレット　新築・リノベ･不動産●（株）重川材木店 建築部●加藤建築●（株）シルト企画●千癒の家 （株）わいけい住宅
●（株）パパまるハウス●（株）モリタ装芸●ラフズスタイル（株） （株）レーベンホーム　水まわり●（株）ウッドワン●永大産業（株）●液体ガラス塗装工業（株）●クリナップ（株）●タカ
ラスタンダード（株）●TOTO（株）●パーパス（株）●パナソニック（株）●（株）LIXIL　省エネ・断熱・ドア・窓●旭ファイバーグラス（株）●エム・ティ・ケイ（株）●（株）Ost.オスト●カネ
カケンテック（株）●（株）コロナ●城東テクノ（株）●（株）泰平商会●東北電力（株）●新潟県●（株）新潟日立●ニチアス（株）●（株）日本アクア●日本住環境（株）●三菱電機住
環境システムズ（株）●YKKAP（株）　外壁･屋根・エクステリア●アイジー工業（株）●旭トステム外装（株）●（有）大那工業●ケイミュー（株）●（株）髙儀●ニチハ（株）●日鉄日新
製鋼建材（株）●塗替・張替 吉田建装●安田瓦協同組合●（株）家根惣●Re・テックウォール新潟　内装・家具●アイカ工業（株）●DAIKEN●東洋テックス（株）●（株）ノダ●丸三
製薬バイオテック（株）●吉野石膏（株）　資金・各種相談●生活協同組合パルシステム 新潟ときめき●（公社）全日本不動産協会新潟県本部●（公社）新潟県宅地建物取引業協会
●福井コンピュータアーキテクト（株）　シニアライフ●クリニカルカイロプラクティックグループ　くらし+●コープにいがた●生活協同組合コープクルコ●POLA

総合リフォーム●（株）アンドクリエイト●S'style home 斎藤建築●上村工務店●空間工房なごみ乃家 （有）永井建築●（株）コバヤシ住クリエイト●三協アルミ 一新助家ネットワーク
●城和工務店●住まいのリフォーム専門店アクト（アクト一級建築士事務所）●住友不動産（株）新築そっくりさん●住友林業ホームテック（株）●（株）総合住宅システム●ディテールホーム
●にいがた・木のぬくもりが育てる愛奏の家つくる会●（株）日本ハウスホールディングス長岡営業所●（株）ハーティーホーム●Panasonic リフォームClub ダイエープロビス（株）●ミサワ
リフォーム北越●三井のリフォーム 三井ホーム　新築・リノベ･不動産●大きな森 （株）永井工業 住宅事業部●KEEPS （株）KENYOU●クオリティハウス長岡 （株）新潟材協●（株）三
商 エコジオ工法●（株）高田建築事務所●チャコの家 加藤建築●ナチュラルウォール ●（株）ナレッジライフ●（株）能建 住まいの情報館 長岡店●橋本建設（株）●（株）桧家住宅
●（株）星野工務店●（株）モリタ装芸 長岡店●YAMATIKU/Dolive・LIFELEBEL●（一社）リノベーション協議会　水まわり●（株）ウッドワン●永大産業（株）●クリナップ（株）●タカラ
スタンダード（株）●TOTO（株）●パーパス（株）●パナソニック（株）●（株）LIXIL　省エネ・断熱・ドア・窓●旭ファイバーグラス（株）●エコ開発事業●エム・ティ・ケイ（株）●（株）コロナ
●東北電力（株）●新潟県ガス協会・北陸ガス（株）●日本住環境（株）●三菱電機住環境システムズ（株）●YKKAP（株）　外壁･屋根・エクステリア●アイジー工業（株）●旭トステム
外装（株）●（有）五十嵐建装●ケイミュー（株）●タカノ塗装●電気屋根融雪・床暖房システム （株）恵比寿加工●ニチハ（株）●日鉄日新製鋼建材●（株）羽賀板金●屋根・外壁・雨
といの専門工事店（株）杉本ルーフ●（株）家根惣　内装・家具●DAIKEN●（株）ニチベイ●（株）ノダ●丸三製薬バイオテック（株）●吉野石膏（株）　資金・各種相談●（株）エヌ・
シィ・ティ●グランド・フェザー新潟（株）●コープにいがた●生活協同組合コープクルコ　シニアライフ●カイロプラクティックヘルスケアセンター●ミスタービルドながおか・（有）長岡石材
センター職人さん・プチリフォーム●住まいの修理・相談センター長岡店／スミサン（株）●（株）塗建グループ

総合リフォーム●家’Sハセガワ（株）●ウシキ（株）●木のぬくもり体感研究会 片建設（株）●三協アルミ 一新助家ネットワーク●住まいのリフォーム専門店アクト（アクト一級建築士事務所）
●住まいるOSCAR上越営業所●住友不動産（株）新築そっくりさん●ディテールホーム●（株）能建 上越支店●（株）丸山工務店●リフォーム＆リノベーションいちぼくどう／（株）一木堂●リフォー
ム上越（株）●WaGOCORO design+works●LUXTERIOR　新築・リノベ･不動産●（株）内山工務店●ASJ新潟上越スタジオ〔（株）笠原建設〕●（株）オンダ建築デザイン事務所●（有）建
築工房クラフト●（株）三商 エコジオ工法●（株）高橋工務店・（株）高田デザインスタジオ●（一社）リノベーション協議会●Reve Bois Michel レーヴボワミシェル　水まわり●（株）ウッドワン●永
大産業（株）●液体ガラス塗装工業（株）●クリナップ（株）●タカラスタンダード（株）●TOTO（株）●パーパス（株）●パナソニック（株）●（株）LIXIL　省エネ・断熱・ドア・窓●旭ファイバーグラス
（株）●エム・ティ・ケイ（株）●京セラソーラーFC上越●（株）コロナ●石油連盟・石油システム中央推進協議会・新潟県石油商業組合●東北電力（株）●新潟県ガス協会・上越市ガス水道局●
三菱電機住環境システムズ（株）●YKKAP（株）　外壁･屋根・エクステリア●ニチハ（株）●日鉄日新製鋼建材（株）　内装・家具●DAIKEN●東洋テックス（株）●（株）ノダ●吉野石膏（株）
資金・各種相談●コープにいがた●生活協同組合コープクルコ●POLA　シニアライフ●カイロプラクティックセンター上越　職人さん・プチリフォーム●（株）塗建グループ



住まいセミナー住まいセミナー

※イベント内容・出展者などが、一部変更になる場合があります。

※予約なしで当日に聴講もできます。

WEBから事前予約できます！
新潟 リフォームフェア

エアコン1台の家を建てたら家族に笑顔が増えた！
賢いマイホーム計画教えます
2/22（土）　13：10～13：50

わが家の耐震改修 屋根、外壁リフォームの一番大切な事とは？

2/22（土）23（日）　11：20～12：00
長岡市耐震改修推進協議会 全国板金競技大会第1位　国土交通大臣賞受賞

（株）羽賀板金代表取締役　羽賀 満 さん

女性目線から考えるスマートな暮らし

3/7（土） 15：40～16：10
3/8（日） 10：40～11：10

3/7（土） 13：10～13：50
3/8（日） 14：00～14：40
（有）大那工業　代表取締役　大那 幸明 さん

オフィスHanako（株）　アドバイザー　若月 淑恵 さん

－千癒（ちゆ）の家－　代表　中山 修 さん

屋根、外壁リフォームの一番大切な事とは？
3/1（日） 10：40～11：10
　　　　 13：10～13：50

全国板金競技大会第1位　国土交通大臣賞受賞
（株）羽賀板金代表取締役　羽賀 満 さん

ファイナンシャルプランナー・住宅建築コーディネーター
加藤建築　牡蠣原 大輔 さん

お家に断熱をプラス！
健康・快適な暮らしセミナー
2/22（土）23（日）　14：50～15：30
LIXIL（株）新潟支店　リフォーム営業課
課長　小西 宏治 さん

ちょっと差のつく
快適な住まいのヒント
2/22（土）23（日）　15：40～16：00
三菱電機住環境システムズ（株）

ちょっと差のつく
快適な住まいのヒント
2/29（土）　13：10～13：50
三菱電機住環境システムズ（株）

女性建築家が提案する
水廻りリフォーム
3/1（日）　11：20～12：00
ASJ登録建築家
（株）笠原建設　齋藤 文子 さん

2/22（土）23（日）　10：40～11：10

わが家の耐震改修

上越市・新潟県建築士会上越支部

2/29（土） 10：40～11：10
3/1（日） 14：00～14：40

16畳用エアコン1台で家じゅうを冷暖房。
超省エネしながら快適な暮らしを教えます
2/23（日）　13：10～13：50
ハウスオブザイヤー・3年連続受賞
加藤建築　加藤 正勝 さん

あなたも愛犬も、安心で楽しく暮らせる
住まいづくりのポイントをお話します
2/22（土）23（日）　14:00～14:40
（株）コバヤシ住クリエイト
代表取締役　小林 義明 さん

家を買うのではなく、一生の健康を買うのです。
～本物の健康住宅をつくる工務店からの提案～

3/7（土）　10：40～11：10

■長岡会場　［全12講座］

■上越会場　［全9講座］

■新潟会場　［全14講座］

お家に断熱をプラス！
健康・快適な暮らしセミナー

築50年を超える住宅を
リフォームするには？
2/29（土）　11：20～12：00
ASJ登録建築家
（株）笠原建設　倉島 和弥 さん

創業50年の外装専門業者がお伝え
したい、外壁リフォームの大切なこと

3/7（土） 14：00～14：40
3/8（日） 13：10～13：50
（株）モリタ装芸 リノベーション課classical　課長 小倉 直之 さん

3/7（土） 14：50～15：30
3/8（日） 15：40～16：10
新潟リフォームクラブ ナガイリフォームサービス 代表 永井 弘 さん

2/29（土） 14：00～14：40
3/1（日） 14：50～15：30
LIXIL（株）新潟支店　リフォーム営業課　課長 小西 宏治 さん

リノベーション・オブ・ザ・イヤー2019審査員特別賞受賞
永く快適に楽しく暮らすデザインリノベーションの手法

10年連続開催！ 失敗しない！
新潟の外壁リフォームセミナー
3/7（土）　11：20～12：00
DAIKENリフォーム
（株）大建建設一級建築士事務所　店長 大瀧 翔平 さん

10年連続開催！ 失敗しない！
新潟の外壁リフォームセミナー
3/8（日）　11：20～12：00
DAIKENリフォーム
（株）大建建設一級建築士事務所　店長 番場 和也 さん

重川材木店が考えるリフォーム
『選択と集中』
3/8（日）　14：50～15：30
（株）重川材木店　一級建築士　佐藤 崇子 さん

新潟いい家の会から大事なお知らせ。
幸福になる住まいのつくりかた。
3/7（土）8（日）　12：10～12：40
（株）坂詰製材所
専務取締役　桐生 透 さん

安心してまかせられるのは、大手のメーカー
ですか！それとも地元の小さい工務店ですか！

来場&相談プレゼント来場&相談プレゼント
見積依頼
プレゼント
見積依頼
プレゼント

対象 ●ブースでの住まい相談　●住まいセミナー聴講

スペシャル賞　3会場合計15名様

応募〆切／2020年4/30まで

アウトドアグッズ賞　3会場合計15名様

生活応援賞　3会場合計200名様

参加賞　日用品ほか

【岐阜】飛騨牛【岐阜】飛騨牛【山形】米沢牛【山形】米沢牛【兵庫】 神戸牛【兵庫】 神戸牛

おいしいビールおいしいビール

麺類いろいろ麺類いろいろ

おいしいワインおいしいワイン

アラジン トースターヘアー
ドライヤー

プリンセス
テーブルグリル
ピュア

ドライブ
レコーダー

ウェアラブル
活動量計

CAPTAIN STAG
ハンモック&
スタンドセット

CAPTAIN STAG
ハンモック&
スタンドセット

CAPTAIN STAG
CSクラシックス

木製4段MOVEラック

CAPTAIN STAG
CSクラシックス

木製4段MOVEラック

CAPTAIN STAG
ブラックラベル
ヘキサステンレス

CAPTAIN STAG
ブラックラベル
ヘキサステンレス

CHUMS
チャムスベンチ
CHUMS

チャムスベンチ

CHUMS
チャムスバッグ
ウィズチェア

CHUMS
チャムスバッグ
ウィズチェア

CHUMS
ブービー
タンブラー

CHUMS
ブービー
タンブラー

CAPTAIN STAG
アルミ背付ベンチ
CAPTAIN STAG
アルミ背付ベンチ

CAPTAIN STAG
コットントートバッグ
CAPTAIN STAG
コットントートバッグ

snow peak
FDベンチRD
snow peak
FDベンチRD

snow peak
たねほおずき
snow peak
たねほおずき

マキタ
充電アダプタ
マキタ

充電アダプタ
ポケトル

ミニマグボトル
ポケトル

ミニマグボトル

snow peak
リトルランプ
ノクターン

snow peak
リトルランプ
ノクターン

STANLEY
ハッピーアワー
システム

STANLEY
ハッピーアワー
システム

STANLEY
真空ワイドマグ
STANLEY
真空ワイドマグ

UNIFLAME
山クッカー
UNIFLAME
山クッカー

UNIFLAME
ファイアグリル
UNIFLAME
ファイアグリル

ご来場の上、出展者へ見積依頼された方
先着300名様にプレゼント！

商品券1,000円分

※詳細は会場での配布資料でご確認ください。

●フェアご来場時に、会場で応募用紙をお渡しします。
●応募用紙に、応募者情報等の必要事項をご記入の
上、見積を依頼する会社にお渡しください。
●4月30日までに、事務局あて応募用紙・見積書を併
せてご送付いただくと、お申込完了です。
●事務局より商品券をご送付いたします（各会場先着
100名様・合計300名まで）

応募方法

※フェアのご来場が必須条件です。
※1家族につき1回の応募となります。
※人数に達し次第終了となります。

会場では、住まいのプロによる無料セミナーを3会場合わせて35
講座開催。入門編から、専門編、さらには応用編など、知りたい
内容を選んで気軽に聴講頂けます。



スペシャルセミナースペシャルセミナー

ハワイアンキルトひろ
ばハワイアンキルトひろ
ば

DIYひろばDIYひろば

ガーデン＆園芸ひろ
ばガーデン＆園芸ひろ
ば

ハンドメイドひろばハンドメイドひろば WESTアウトドアパー
クWESTアウトドアパー
ク

ＮＨＫ「趣味の園芸 やさいの時間」出演
恵泉女学園大学 教授

家庭菜園の強い味方 野菜づくりのお悩みＱ＆Ａ

藤田　智 さん
13：30～14：30

14：45～15：45

予約のとれない伝説の家政婦

会場で実演！
あっという間にできるおいしい作りおきレシピ

タサン志麻 さん

快適生活研究家

アウトドアのスペシャリストが贈る！ 男気キャンプ料理
～厚いステーキ肉をおいしく焼くBBQテクニック～

田中 ケン さん
13：30～14：30

ボンビーガールなどTVのDIY多数監修
週末職人工房・DIYプロダクション主宰

キャンプギアをDIY！
コンパクト収納サイドテーブルづくり

山田 芳照 さん

flower＆garden風花*kazabana 代表
花と緑のアドバイザー

芝井 紘子 さん

ハワイアンキルト作家
ハワイアンキルトサロンMana主宰

毎日の暮らしを華やかに彩る
ハワイアンキルトの世界へようこそ！

島田 桃子 さん

11：30～12：30

育てたお花で楽しむ 庭遊び、花遊び
～植物のある生活で心を豊かに～

10：30～11：15

近藤麻理恵設立の日本ときめき片づけ協会
ときめき片づけコンサルタント

こんまり流ときめき片づけ法
～今日から実践！ 片づけで出会える幸せの時間～

14：45～15：30

実演の
コンテナガーデン
プレゼント！

聴講の中から
書籍プレゼント！

聴講の中から
書籍プレゼント！

※イベント内容・出展者などが、一部変更になる場合があります。

聴講無料

聴講無料

オリジナル
アウトドアグッズ
プレゼント！

聴講無料

聴講無料

聴講無料

聴講無料

聴講無料

定員10名事前予約制

事前予約制

参加費 5,000円

ボンビーガールなどTVのDIY多数監修
週末職人工房・DIYプロダクション主宰

10万円でここまでできるＤＩＹ！
我が家の悩みを自分で解決！住まいの修繕術

山田 芳照 さん
10：15～11：15

11：30～13：00

会場で2品を実演！！
数量限定で試食もご提供！

ハンモックゆらゆらくつろぎコーナー
焚火入門 ～かんたん薪割り体験と焚きつけ作り～
アウトドアなんでも相談室
キャンプ体験インスタ撮影コーナー

ボルダリング＆最新コンパクトギア体験会
コンパクト&性能抜群の
人気アイテム紹介

キッズも楽しめるボルダリング
ウォールが会場に！

〈出店〉●kissa..●ケロケロ★Café●copine●Smile Ribbon●とちおのせつ子●メコ☆しろSweets
●m.f.k -my first kiss-●Atelier Snowflake●イラスト屋ひぐち●クマ縫い屋*cocobear*●サンダース
・ペリー♪●Sesame Salt●Cherry  blossom●TUKI NO NIWA●*nagomi*●緋色美●Love♡
Happiness●創作工房 隠れ家●Color Sand Glass Minmi●ちび まれ●手形アート教室＊ひまわり
＊●ネクサス･わかば●flower happiness（フラワーハピネス）●マシュマロケア Sally●party♥party
●筆文字屋cocoro●Tiny Happy●Ribonnu●親子deアートnicotte

©新居明子_ダイヤモンド社

鶏もも肉の
マスタード焼き キャロットラペ

●アロマ＆スイーツソープ
●塗り絵・似顔絵バッグ
●ハーバリウム
●子どもイヤリング
●スイーツデコ
●木工ワークショップ
●食品サンプルなど

●アロマ雑貨
●レジンアクセサリー
●タロット占い・手相鑑定
●粘土で作るマグネット
●ハーバリウム
●ガリレオリウム
●カラーサンドワークショップなど

●キャンドル
●ハーバリウム
●レジンアクセサリー
●筆文字でお名前色紙
●オリジナル布小物
●お子様手形足型アート
●ガリレオリウムなど

長岡会場 全7店 上越会場 全13店 新潟会場 全14店

土 曜　【長岡】2/22（土） 【上越】2/29（土） 【新潟】3/7（土） 日 曜 【長岡】2/23（日） 【上越】3/1（日） 【新潟】3/8（日）



ハワイアンキルトひろ
ばハワイアンキルトひろ
ば

グルメひろばグルメひろば

DIYひろばDIYひろば

ガーデン＆園芸ひろ
ばガーデン＆園芸ひろ
ば

日 曜 【長岡】2/23（日） 【上越】3/1（日） 【新潟】3/8（日）

参加お申込みはWEBから！

ハワイアンキルトの魅力にふれて楽しむ！

※イベント内容・出展者などが、一部変更になる場合があります。

定員／各回8名事前予約制

アロハシャツの
ポケットティッシュケースづくり

10：20～11：20

参加費 1,500円

かわいいネコドール
バックチャームづくり

10：20～11：20

参加費 1,500円

使い方いろいろ
ハワイアンプリントのポーチづくり

13：30～14：30

オリジナルアクセサリーを作ろう！
ハワイアンモチーフのブレスレット

11：40～12：40

参加費 1,000円

参加費 1,000円

デコって楽しむ！
きらきらデコメジャーづくり

14：45～15：45

参加費 1,500円

生地を選んで楽しく作ろう！
ティッシュボックスケース

13：30～14：30

参加費 1,000円

針を使わずたたむだけ！
フラワープリントのお財布づくり

11：40～12：40

参加費 1,500円

親子やペアで楽しむ
コインケースづくり

14：45～15：45

参加費 1,500円

http://fair.niigata-reform.jp/
新潟 リフォームフェア

春からのお庭やお花をもっと楽しむ！

お部屋で気軽に楽しむ
春の球根花でテーブルフラワー

11：40～12：40

参加費 3,000円

インテリアにもぴったり！
苔テラリウムづくり

10：20～11：20

参加費 2,000円

香り束ねる
フレッシュスワッグづくり

新潟ラベンダーのサシェ作りと
ピロースプレーづくり

10：20～11：20

参加費 2,000円

新潟ラベンダーの蒸留体験と
抽出精油を使うオリジナル石鹸づくり

多肉植物を使った
かわいい箱庭づくり

春いっぱいの
バスケットかご寄せ植え

11：40～12：40

参加費 2,000円

ブリキの鉢でおしゃれ楽しむ！
春の寄せ植え

ハワイアンキルトサロンMana
島田 桃子さん

ハワイアンキルトサロンMana
江口 知子さん

flower＆garden風花*kazabana 代表
花と緑のアドバイザー
芝井 紘子さん

13：30～14：30

参加費 3,000円

flower＆garden風花*kazabana 代表
花と緑のアドバイザー
芝井 紘子さん

新潟ラベンダー物語 代表
アロマレーヌ
真木 美智代さん

14：45～15：45

参加費 2,000円

新潟ラベンダー物語 代表
アロマレーヌ
真木 美智代さん

みどりデザイン研究所 代表
プランツアートクリエーター
ごんだいら あやこさん

13：30～14：30

参加費 2,000円

みどりデザイン研究所 代表
プランツアートクリエーター
ごんだいら あやこさん

アンソレイェプラース 代表
グリーンアドバイザー
佐藤 祥恵さん

14：45～15：45

参加費 2,000円

アンソレイェプラース 代表
グリーンアドバイザー
佐藤 祥恵さん

ハワイアンキルトサロンMana
島田 桃子さん

ハワイアンキルトサロンMana
島田 桃子さん

ハワイアンキルトサロンMana
江口 知子さん

ハワイアンキルトサロンMana
樋口 真由美さん

ハワイアンキルトサロンMana
島田 桃子さん

ハワイアンキルトサロンMana
樋口 真由美さん

コンパクト&性能抜群の
人気アイテム紹介

床のリノベーション
クッションフロアの貼り方

10：15～11：00
参加費 1,000円

ペイントマスター講座
アンティークに見せるテクニック
写真立て・額縁になる木枠づくり

11：40～12：40
参加費 2,000円

壁のリノベーション　
賃貸でもOK!! フリース壁紙の貼り方

13：00～14：00
参加費 2,000円

カッティングボードづくり

14：30～15：30
参加費 1,000円

親子参加可能　
キッズベンチづくり

13：30～14：30
参加費 3,000円

タイル張りも体験できる
タイルコースターづくり

14：45～15：45
参加費 2,000円

定員／各回8名事前予約制

定員／各回8名事前予約制

住まいを自分流に楽しむDIY講座！

ボンビーガールなどTVのDIY多数監修
週末職人工房・DIYプロダクション主宰

山田 芳照 さん

私が教えます！

春のお花ポット
大バザールも！

土 曜　【長岡】2/22（土） 【上越】2/29（土） 【新潟】3/7（土）

日 曜 【長岡】2/23（日） 【上越】3/1（日） 【新潟】3/8（日）土 曜　【長岡】2/22（土） 【上越】2/29（土） 【新潟】3/7（土）

日 曜 【長岡】2/23（日） 【上越】3/1（日） 【新潟】3/8（日）土 曜　【長岡】2/22（土） 【上越】2/29（土） 【新潟】3/7（土）

パンジー・プリムラ・キキョウ
リーガスベゴニアなど



グルメひろばグルメひろば

※イベント内容・出展者などが、一部変更になる場合があります。

全国30店超の絶品パン大集合！

パンpanフェスタ

チーズ&ロールケーキフェスタ!
全国の絶品スイーツ大集合!全国の絶品スイーツ大集合!

出張お茶フェス

東京
群馬

大阪

岡山

香川

栃木

東京

東京
岩手

三重

長野

石川神奈川

和歌山

福岡

静岡

山梨

沼田名物みそぱん
フリアンパン洋菓子店

幻の食パン
天然酵母パン専門店
ドラゴーネ

ゾンネンブルーメ
焼きたてパン工房
ゾンネンブルーメ

うしおじのクリームパン
大山牧場

むぎとし
わきたつ

とびばこパン
パン ド サンジュ 生クリームパン

清水屋食品

ブルーベリーブレッド
ペニーレイン

王様のクリームパン
長野県 麦香房ｅｐｉ

松阪牛ミートパイ
ドミニクドゥーセの店

バターロール生地を
バナナ型に繋いだパン
連結ロール
横澤パン

ゾネンブルーメン
ブロート
横浜ＭＵＧＩＹＡ

丸ごとりんご
ぱんの木

とろ生冷やし
五郎島金時あんぱん
MAPLE HOUSE

クルミの入った
クリームレーズン
コーナーポケット

濃厚フロマージュＢＯＸ
伊豆高原
フロマージュパン専門店
Ｍａｒｂｌｅ ｃｏｃｏ．

明太バターフランス
FUKUTARO

福岡

代官山あんぱん
代官山シェ・リュイ

絶品ローストビーフ丼 ジャークチキンサンド フルーツティールーロー飯 豚　汁 にいがた漁師飯 トロトロ和牛のどて丼 本場パキスタンカレー
出店／あべじ、Ｍt.Japan、天乃道、夢味豚養豚場、手裏剣、Masa de curry、Long board、パスタ古町、京都茶房たつ屋、cafe Komachi、上越ベイコク、そば一寿

※会場や開催日により、出店が異なります。

1日先着50名様限定
お持ち帰りそば
なんと約3人前1,000円！

そば打ち名人登場！

打ち立てそば祭り
その場で味わえる本格グルメ&カフェ・スイーツコーナー

大人気お茶LOVERSの祭典を3会場で出張開催！

北海道

くるみ鍋パン
王様のパン

山梨

ふじフォン
シフォン富士

チーズボックス
まるたや洋菓子店

宇治抹茶ＮＹチーズケーキ
伊藤久右衛門

幻のチーズケーキ
クリオロ

京都錦ろーる
京都フレーバーズ

熟成とろとろチーズケーキ
ケーキハウス ローザンヌ

ｄｒａｗｉｎｇ（落雁）
ＵＣＨＵ　ｗａｇａｓｈｉ

柚の果
菓匠 清閑院

りくろーおじさんのチーズケーキ
りくろーおじさんの店

アップル モナカ
大野農園

Ｋｉｒｉｓｈｉｍａ
鹿児島ふくれ菓子フクレ

スーパースターロールケーキ
新杵堂

県内各地から17店舗が出店

グ ル メ 屋 台

静岡

濃厚ベイクドチーズケーキ
佐野洋菓子研究部

京都 東京

大阪 岡山 京都 鹿児島

ちーず六方焼き
福島県　菓匠きねや

濃厚ＮＹチーズケーキ
アトリエアッシュプリュス

福島 千葉岐阜

濃厚プレミアムチーズケーキ
Ｇａｓｐａｒｄ　ＺｉｎＺｉｎ

京都

京都 福島 京都

高知

羊羹ぱん
菱田ベーカリー

ノアカレンズ
ラ・フーガス

シャンピニオン
駿河こんがり堂本舗

手作り
わらび餅2種

ネットで話題の
かわいい
和スイーツも
販売！

栃木

東京

三軒茶屋の超人気店
シニフィアン シニフィエ東京

静岡

県内人気パン
も

大集合！

新潟市

野上製パン店

新潟市

夕日ベーカリーはまぱん

新潟市

プレール

新潟市

新潟地粉パンの店cosa

新潟市

ブレッドカンパニー メリーズ

新潟市

ちいさなパン家 カシェット

三条市

サン・フォーレット

長岡市

和島トゥー・ル・モンド アルモニエ

長岡市

ドルチェ ヴィータ

長岡市

ブレッド アース

上越市

REGINA SWEETS&BAKERY

妙高市

赤倉観光ホテルベーカリー

村上市

天然酵母の薪窯パン工房 マリラ

豊かな風土の新潟は、実はお茶の名産地。
日本茶、ハーブティー、野菜茶など
生産者との会話も楽しめる、口福なひとときを♫

●まつのやま茶倉（十日町市）／神目箒茶
●Brillian（佐渡市）／さどのめぐみっ茶
●阿賀野屋（阿賀野市）／放し飼い鶏卵スイーツ
●hickory03travelers（新潟市）／浮き星・佐渡番茶
●鶴猫屋（新潟市）／新潟菊茶
●フーディーコネクト（上越市）／雪蓮茶
●越後薬草（上越市）／越後よもぎ茶
●田中清助商店（長岡市）／長岡産野菜茶
●une（長岡市）／くろもじ茶

●冨士美園・茶寮カネエイ（村上市）／村上茶など
●美豆伎庵 金巻屋（新潟市）／和菓子
●ピュアウーロン（新潟市）／中国茶
●連翹茶研究会／れんぎょう茶（新発田市）
●rucoto（新潟市）／スィーツ
●チャレンジド立野（佐渡市）／佐渡番茶
●山治園（新潟市）／自家焙煎ほうじ茶
●アフリカンパン ナミテテ（新潟市）／スイーツ・ルイボスティー

全全
国国

  

ワンコインで各ブースの
お茶をちょっぴり味見♪
おトクなお試しカップ１杯50円

★

★
★印写真撮影／フォトスタジオクリエイティヴコム 朝妻一洋




