
29日11:00～21:00 30日10:00～18:30 場所：旧新潟駅前通 流作場五差路～弁天公園

PLAY PUBLIC PLACE

2022.10.29 10.30土 日

旧新潟駅前通公共空間利活用社会実験
主催：新潟市　 後援：新潟駅前弁天通商店街振興組合、万代シテイ商店街振興組合、駅前町親和会

協力：新潟公務員法律専門学校、一般社団法人新潟市造園建設業協会、株式会社桑野写真館、新潟日産モーター株式会社

問い合わせ先：新潟市都市政策部

TEL 025-226-2696

未来の旧新潟駅前通を想像しながら、
食べたり飲んだり、おしゃべりしたり。
2日間限りのこの場所で、ゆっくり過ごしてみませんか。
プレイ・ストリート、はじまります！

旧新潟駅前通は、
歩行者中心のストリートへ
再編するために動きだしています。



GIVE ME CHOCOLATE

ちゃーしゅうや武蔵 万代店

パンとワインと三弥

松屋 新潟万代シテイ店

ステーキハウス ハングリー

パンも大谷

万代グリル ガルベストン by Soi

旨辛つけ蕎麦 満まる

大衆居酒屋おいちょ

Spanish Dining ＆ Bar GALICIA

煮込みと酒と錦弥

新潟料理と旬の食材 だしや

ほっこり居酒屋 瓢膳

pizzeria da.Ruffo

Anfang

コリアンダイニング ぽちゃ

PIZZERIA Vento e Mare新潟

寿司 川柳

新潟餡果子 萬代庵

ミートソースさとう

新潟東映ホテル

万代1丁目2-3 1F

万代1丁目1-22

万代1丁目1-22

万代1丁目1-22

万代1丁目1-22

弁天2丁目3-18

弁天2丁目3-23 2F

弁天2丁目4-2

弁天2丁目4-4 2F

弁天2丁目4-1

弁天2丁目4-1

弁天2丁目4-22

弁天2丁目3-3

弁天2丁目2-12

東大通2丁目3-14 2F

東大通2丁目3-7

東大通2丁目3-5

東大通2丁目2-13

東大通2丁目2-9

東大通2丁目2-9

弁天2丁目1-6

住所店名 29日 30日

11:30～21:00

11:00～21:00

11:00～21:00

11:00～21:00

11:30～21:00

11:00～20:00

13:00～19:00

12:00～21:00

11:00～21:00

17:00～21:00

12:00～21:00

18:00～21:00

17:00～21:00

11:30～13:30、17:00～21:00

11:00～18:00

11:00～20:00

11:30～18:30

10:00～18:30

11:00～18:30

10:00～18:30

11:30～18:30

11:00～18:30

13:00～18:30

11:00～18:30

11:00～18:30

休み

12:00～18:30

休み

17:00～18:30

休み

10:00～18:00

11:00～18:30

萬
代
橋

新
潟
駅

東
大
通

11:00～15:00
11:30～15:00 11:00～18:00

12:00～20:00

12:00～21:00

13:00～21:00

13:00～21:00

11:30～15:00

11:00～18:00（ご利用2日前までの要予約）

11:30～14:30、17:30～21:00

11:00～13:00

要予約11：30、13：00、18：00受け取りのみ対応。

※テイクアウトのラストオーダーは各店舗の終了時間の1時間前です。

※ラストオーダーは20:00です。  ※荒天等の事由により、中止となる場合もございます。予めご了承ください。 N

万代エリア老舗はんやの営むベーカリー「パン

も大谷」。これまで限定販売で行っていた、ウク

ライナのお母さんが作る“ボルシチとパン”を特

別にブース出品。新潟亀田蒸溜所のニューボー

ンのハイボールを併せて楽しんで！

パンも大谷A

味わい豊かなダシを用いた創作料理と、旬を映した新

潟の郷土料理を楽しめるお店「新潟料理と旬の食材 

だしや」。同店がプロデュースするCurryポックルの札

幌スープカレー、と釧路のザンギ（唐揚げ）などを提供。

親しみのある「おはぎ」に現代のエッセ

ンスを加え、和菓子の伝統と新潟の食

をかけ合わせた進化系和洋菓子を創り

上げる「萬代庵」。ブースでは、おしるこ

と、旬の果物、マスカルポーネチーズを

使った進化系和洋菓子を提供。

新潟料理と旬の食材 だしやB 新潟餡菓子 萬代庵C

看板メニューの細さ1ミリのマロンクリームは国

産栗を使用したモンブランプリンをはじめ、焼き

たてで提供されるクロワッサンやスコーン、クラ

フトビール、ナチュラルワインなどご主人選りすぐ

りの美味がそろう。

窯焼きピッツァの専門店「pizzeria da.Ruffo」。

ヤミツキ食感の本格的かつリーズナブルな

ピッツアは、オールイタリアの素材を用い、も

ちもちで軽めのピッツァ生地を追求している。

ワインの品ぞろえも豊富なので、お酒と一緒

にぜひ楽んで。

パンとワインと三弥D

pizzeria da.RuffoE

29日 ストリートマーケットゾーン出店店舗一覧土
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旧新潟駅前通

P

テイクアウトMAP テイクアウトでまちなかを楽しもう！

炭火と薫製の長所を併せ持つ”薪火”を

使い、肉・魚・野菜それぞれに合った調理

法でとっておきの一皿を提供する

「FIREPIT」。揺らめく薪火の炎を眺めな

がら、大切な人との特別なひとときをお

過ごしください。

3種の揚げ、蒸し、焼きと幅広いバリエーションで

味わうことができる、安心安全な国産鳥の鶏料理

を看板メニューに据えた「大衆居酒屋 おい

ちょ」。特に力を入れている一押しは手羽先。多

彩なドリンクメニューと一緒に楽しんで！

新潟東映ホテル

弁天公園

万代シテイ

旧
新
潟
駅
前
通り

コートホテル新潟

ホテル

アーバネックス

イン新潟

新潟公務員法律

専門学校

流作場五差路

大衆居酒屋おいちょF
薪焼イタリアン FIREPITG
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新潟駅

弁天公園

信濃
川

明石通

万代町通

東
大
通

萬
代
橋

「PLAY PUBLIC PLACE」は、令和4年

度に「にいがた２ｋｍ」で展開する公共

空間利活用プロジェクトの名称です。

公共空間を楽しく積極的に活用しなが

ら、人中心のウォーカブルなまちづくり

に取り組んでいきましょう。

PLAY PUBLIC PLACEとは？

３つのゾーンによる空間構成AREA MAP
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臨時駐輪場

旧新潟駅前通

P

駐輪場を芝生広場にして、座っ

て憩える場です。音楽演奏を聴

いたり、近隣のお店でのテイクア

ウト（テイクアウト店舗は21店

舗）を持ち込んでピクニッ

ク気分を味わってく
ださい。

パレット広場ゾーン

2 9日（土）は、近隣の飲食店

の参加（7店舗が出店!）によ

り、ストリートマーケットを実

施します。緑に囲まれた

空の下でお楽しみく

ださい。

ストリート
マーケットゾーン

道路のまんなかに座ってみ

たり、写真 を撮ったりしてみ

ましょう。旧新潟駅前 通の昔

と今を紹介したパネルもぜ

ひご覧ください。

プレイ
旧新潟駅前通ゾーン

に取り

◯ご利用の際は、人との間隔をあ

け、感染対策へのご協力をお願いい

たします。 ◯体調が悪い場合のご

利用は、ご遠慮ください。 ◯こまめ

に手洗いや消毒へのご協力をお願

いいたします。

利用時のお願い

交通規制のお知らせ
◯旧新潟駅前通は、社会実験の実施

期間中、一部通行止めとなります。 

◯市道南2-51号線は10月28日～10

月30日まで車両通行止めです。 ◯弁

天仮設自転車等駐車場は一部ご利用

ができません。臨時駐輪場をご利用く

ださい。 （期間：10月28日～10月30日）

弁天公園 流作場五差路新
潟
駅

臨時駐輪場

万代シティ

旧新潟駅前通

P

車両通行止

市道南2-51号線

新潟駅・万代地区周辺
将来ビジョン懇談会
新潟駅・万代地区周辺将来ビ

ジョンの中でも、旧新潟駅前通

は憩える場をつくっていく重要な

通りとして位置付けられています。

旧新潟駅前通
オープンミーティング
旧新潟駅前通のリニューアル

に向けて、地域の方 と々意見

交換を行いました。第2回を

11月に予定しています！

現在、将来の旧新潟駅前通のリニューアルに向けて、有識者の方や地域の方等と検討を進めていま

す。今回の社会実験で、将来の人中心の空間づくりや道路の利活用をご一緒に考えていきましょう！

旧新潟駅前通のリニューアルに向けた検討を行っています！

新潟市では、「にいがた２ｋｍ」において人に優しく歩いて楽しい「ウォーカブルな空間づくり」を推進していま

す。旧新潟駅前通周辺では、これまで将来的な道路空間づくりに向けた社会実験などを実施してきましたが、

今年度から旧新潟駅前通のリニューアルを見据え、エリアの魅力と価値を向上させるような将来の道路の

あり方や利活用などストリートデザインについて検討を進めています。

「旧新潟駅前通プレイ・ストリート」は、車の空間から、座れる

場所や憩える空間など人にとって居心地よい空間に変える社会

実験として、旧新潟駅前通周辺の将来の姿を広く皆様から考え

ていただくことを目的に実施します。是非この機会に、いつも

と違った旧新潟駅前通で、近隣のお店のストリートマーケット

や、テイクアウト企画、ライブイベント等でお楽しみください♪

旧新潟駅前通




