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2018 年 3 月 27 日

新しい新潟駅はじまります

「CoCoLo 西 N＋」
～2018 年 4 月 15 日（日）１２時オープン～

株式会社トッキー（本社：新潟市中央区／代表取締役社長：古川岳史）は「CoCoLo 西 N＋（ココロニシ
エヌプラス）」を、新潟駅の高架化に合わせて 2018 年 4 月 15 日（日）12 時にオープンいたします。
CoCoLo 西 N＋では、「食文化を軸とした駅からはじまるまちづくり」をコンセプトに、新潟の豊かな食やモノ
の情報・魅力発信を目指して、オープン時に様々な企画、イベントを開催いたします。
■施設概要
計画地：JR 新潟駅 2 階西口付近
面 積：約 1,200 ㎡
ショップ数：5 ショップ
業種：食物販、カフェ、サービス他

＜店頭イメージパース＞

■CoCoLo 西 N＋

＜位置図＞

OPEN 記念イベント

●OPEN セレモニー「お米開き」
〔開催日時〕 4 月 15 日（日）11 時 40 分～
〔開催会場〕 CoCoLo 西 N+店舗前（西側連絡通路脇）
〔内容〕

米どころ新潟の食文化発信拠点施設開業を記念して新潟のお米を使った鏡
開きを行います。今後の食文化の発展とご来店いただいたお客様のご多幸
を祈念して、振る舞い米を先着 100 名様にプレゼントいたします。

●OPEN 記念フェア「CoCoLo N PROJECT」
〔開催期間〕 4 月 15 日（日）～27 日（金）
〔開催店舗〕 CoCoLo 新潟内各ショップ
〔内容〕

オープンを記念して、
「Niigata：新潟らしい商品、New：新しい商品、Next：
スタッフ一押し」の切り口で、各店おススメ商品をご紹介します。

●OPEN イベント「ニイガタ イイね！」
〔開催期間〕 4 月 15 日（日）～27 日（金）
〔開催場所〕 CoCoLo 西 N+内レストスペース
〔内容〕

長く新潟にお住いの人、初めて新潟に訪れた人が「お気に入りの新潟」を
紹介するコミュケーションボードを設置します。

●新之助にはどっち？
〔開催期間〕 4 月 15 日（日）
〔開催場所〕 CoCoLo 西 N+ ぽんしゅ館コンプレックス米穀部
〔内容〕

本来「南魚沼産コシヒカリ」を使う爆弾おにぎり家が、開業記念としてハ
レの日のお米「新之助」を用いたおにぎりを販売。辛子明太子酒粕風味、
辛子明太子ルレクチェ風味という新潟ならではの具材が期間限定で登場。
人気の高いメニューを今後定番商品とします。

●新潟しゅぽっぽ四蔵飲み比べ
〔開催期間〕 4 月 15 日（日）～22 日（日）
〔開催場所〕 CoCoLo 西 N+ぽんしゅ館コンプレックス角打ち部
〔内容〕

酒蔵は異なっていても原料米が同じ、造りも同じ。酒蔵の違いはどんな味
の違いを生み出すか…？実際に飲み比べて比較できます。
新潟しゅぽっぽとは、JR 東日本が設立した農業生産法人
JR 新潟ファームで生産された酒米を活用して、新潟県内の
酒蔵で作られている日本酒のブランドです。

●手造りガラス工房びいどろのグラスフラワーアレンジメント制作体験
〔開催日時〕 4 月 15 日（日）12 時～16 時
〔開催場所〕 CoCoLo 西 N+ぽんしゅ館クラフトマンシップ
〔内容〕

月岡のガラス工房びいどろによるグラスフラワー制作体験ワークショップ
です。お好みのグラスフラワーと花器を選んで、オリジナルのグラスフラ
ワーアレンジメント作りを体験できます。母の日の贈り物にも最適です。

〔参加費〕

有料（グラスフラワー、花器により価格は異なります）

●OPEN 記念プレゼント「ニイガタ カンパイ」
〔開催日時〕 4 月 15 日（日）16 時からなくなり次第終了
〔対象店舗〕 CoCoLo 西 N+各ショップ
〔引換場所〕 CoCoLo 西 N+店舗前（西側連絡通路脇）
〔内容〕

CoCoLo 西 N＋で、お買い上げのお客さま先着 200 名様に、
「しゅぽっぽオ
リジナルおちょこ」をプレゼントします。

■「km-0 niigata lab」 OPEN 記念イベント
新潟の食文化発信拠点の中核施設である「km-0 niigata lab」
（キロメートル ゼロ ニイガタ
ラボ）でも OPEN を記念して、今後の利用シーンのモデルとなるライブキッチンを軸とした
様々なイベントを開催します。

＜km-0 niigata lab イメージパース＞

●LIVE KITCHEN（ライブキッチン）
〔開催日時〕 2018 年 4 月 15 日（日）17 時～19 時 30 分
〔開催場所〕 CoCoLo 西 N+ km-0 niigata lab(kitchen stage)
〔出演者〕

長吉 和幸氏 （風花オーナーシェフ）

〔参加費〕

3,240 円（税込）

〔内容〕

地域や素材などのテーマを設定し、若手シェフがそれに挑戦する「ライブ
キッチン」
。初回 15 日は、食とアートで世界に名を馳せたスペインのクリ
エイティブシティビルバオで学んだ風花 長吉シェフが、新潟の米文化の
可能性をテーマにアイデアあふれる料理を提供します。

【定期開催スケジュール】
〔開催日時〕毎週月～土曜日 18 時～19 時 30 分 （予約優先・先着順）
〔開催場所〕 CoCoLo 西 N+ km-0 niigata lab(kitchen stage)
※ライブキッチンおよび今後のスケジュールに関する詳細なお問い合わせは
一般社団法人ピースキッチン新潟（025-211-8989）まで

●meets 越後姫（ミーツ エチゴヒメ）
〔開催日時〕 2018 年 4 月 15 日（日）15 時～16 時 30 分
〔開催場所〕 km-0 niigata lab(kitchen stage)
〔内容〕

新潟の誇る自慢のイチゴ「越後姫」を使った生産者とシェフのライブキッ
チンを開催します。ラボのカフェ営業中には、越後姫を使ったオリジナル
ドリンクやスウィーツが登場します。
（カフェメニューは 14 時 30 分からの提供）

■CoCoLo 西 N＋ショップ一覧
会社名

フリガナ

業種

ＮＯ

営業時間

ショップ紹介

店舗名
キロメートルゼロ
ニイガタラボ

1

km-0 niigata lab

一般社団法人ピースキッチン新潟

新潟ならではの「人・モノ・コト」が出会い、新たな化学反応を生み出すラボ。若手
料理人が地元の生産者と一緒になり、新しい料理の提供や食材の使い方をレク
チャーするキッチンスタジオや新潟周辺の美食観光の出発拠点として、より旅を
楽しむ場がうまれます。新潟に訪れる人、住まう人、作る人、学ぶ人が一体となっ
て美食を体感できる参加型のスペースになります。
株式会社ぽんしゅ館新潟

ポンシュカンコンプレックス

2

株式会社ぽんしゅ館新潟

4

bakery PAO

スターバックス

5

STARBUCKS

9：00～２１：00
※飲食ゾーンは
上記時間と異なり
ます

生活道具、食料品、書籍

新潟のクラフトマンシップをテーマにキッチン、リビング、ステーショナリーを中心
に、普段使いのイイ道具、歴史を重ねたイイ道具、使う人を豊かにするイイ道具
ぽんしゅ館クラフトマンシップ
が新潟駅に集合します。ご提供するのは“ワンランク上の暮らし方”です。また、職
人さんのトークや実演を通して「道具の声」をお届けして行きます。

株式会社山重

ベーカリーパオ

9：00～20：00

飲食、食料品

新潟の食を取りそろえた、「新潟食の文化交流拠点」が誕生します。コシヒカリで
ぽんしゅ館コンプレックス 握る贅沢なおにぎりやその素材としてのお米の販売、日本酒を媒体としたテイク
アウトも出来る新しいスタイルの角打ちＢａｒ、そして、新潟のご当地菓子、観光菓
（米穀部、角打ち部、日本酒部、
御菓子部）
子をセレクトしたショップなど…、新潟駅にさらに便利で楽しいスペースが誕生し
ます。
ポンシュカンクラフトマンシップ

3

キッチンスタジオ、コミュニケーションスペース

ベーカリー

「食べた人を笑顔に」をコンセプトに、熟練の職人が精魂こめてパン作りをおこ
なっています。小麦粉をはじめとする素材は上質なものを仕入れて使用しており、
それぞれの持ち味を感じてもらえるよう調理しています。通勤や通学など、駅をご
利用されるすべてのお客様が思わず立ち寄りたくなるおいしいパンを用意してお
待ちしております。
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社

9：00～20：00

7：00～２１：00

カフェ

アメリカ シアトル生れのスペシャルティ コーヒーストア。
ナイトロ コールド ブリューをはじめ、様々なコーヒー体験を楽しめます。
新潟県の伝統的な特産品である「羽越しな布」からインスピレーションを得て
デザインされた店内で、お客様思い思いのくつろぎの時間をお過ごしください。

7:00～22：00

■施設名称「CoCoLo 西 N＋」
「CoCoLo 西 N+」の「N」とは新潟（NIIGATA）の頭文字「N」を表現しており、新潟に新しい
価値とアクション、地域の皆様の思うさまざまな取り組みを「＋（プラス）
」し共に育ってい
く、そのようなプラットホームをイメージしたネーミングです。
そして、NEW、NEXT の意味合いも込めた頭文字「N」でもあります。
【お問い合わせ先】
株式会社トッキー 新潟駅開発推進部
担当：藤田、五十嵐、有座

℡：025（247）6301

