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（長崎市ブランド振興会）
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氷彫刻実演・料理オブジェ展示
世界遺産をテーマにプロの技を詰め込んだ料理
オブジェや卓袱料理の展示、長崎にゆかりのあ
る坂本龍馬の氷彫刻は必見です！！

匠の技を目の前で!!匠の技を目の前で!!

ながさき和・華・蘭料理コンクール
「世界遺産と長崎の食文化」をテーマに和・洋・中のプロの料理人の趣向を凝らした
メニューと技をご覧ください!!

プロの技を実感!!プロの技を実感!!

ねんりんピック参加者から長崎市民へ 
長崎市民からねんりんピック参加者へ 

JR長崎駅
かもめ広場で
選手・応援の
みなさんをおまち
しております！

長崎のプロの料理人が魅せる匠の技長崎のプロの料理人が魅せる匠の技

長崎が誇る観光とお土産長崎が誇る観光とお土産

2015年に世界遺産に登録された長崎の史跡や建造物、さらに
2018年に世界遺産登録を目指す教会群など長崎の魅力をお伝え
いたします!!夜景スポットなどの見どころもご紹介!!

長崎といえば!? 世界遺産・観光PRブース世界遺産・観光PRブース

長崎の歴史や風土、食文化、伝統など長崎らしさが
いっぱいの特産品、お土産品を多数ご用意しており
ます！！

長崎自慢!! お土産品コーナー（長崎市ブランド振興会）お土産品コーナー（長崎市ブランド振興会）

砂糖文化発祥の地「長崎」のスイーツ・文化の情報が
盛りだくさん！！スイーツコンテストの歴代受賞作品も
紹介します！！

長崎の文化!! シュガーロードPRコーナーシュガーロードPRコーナー

10/16 日 限定イベント

10/15 土 限定イベント

※イベント内容、フードメニュー等は予告なく変更になる場合がございます。※時間・内容については変更する場合がございます。

10/1410/14 金

ピザ職人によるピザ回し①
健康お手玉
魚を使った新ご当地グルメ試食会（ド・ロさま海鮮パスタ）
県産品クイズ ステキな県産品プレゼント！①
コーヒーの美味しいいれ方教室
庖丁式
ワンポイント和菓子実演
シュガーロード長崎スイーツコンテスト表彰式
フレアカクテルショー　
県産品クイズ ステキな県産品プレゼント！②
ワンポイント日本料理教室
ワンポイント西洋料理教室
ピザ職人によるピザ回し②
長崎「食」の博覧会閉会宣言
新国舞踊「長崎の人」
民謡「南中ソーラン節」
ジャズバンド「バッキーズ」ライブ
「龍踊」演舞

10：00～10：25

10：30～10：55

11：00～11：25

11：30～11：55

12：00～12：25

12：30～12：55

13：00～13：25

13：30～14：25

14：30～14：55

15：00～15：25

15：30～15：55

16：00～16：25

16：30～16：55

17：00～17：05

17：20～17：25

17：40～17：45

18：20～18：50

19：20～19：50

ハウステンボス ピノキオ

もってこい長崎レクリエーション
グループ お手玉の会

鰻処 笹野食堂

トーホーフードサービス

シュガーロード連絡協議会

豆富料理 六弥太

四條流

夫婦川町鶴の会

桜寿会

バッキーズ

長崎女子高等学校龍踊部

ANAクラウンプラザホテル
長崎グラバーヒル 宮本隆司

ハウステンボス ピノキオ

時　間 内　　　　　容 出　演

長崎「食」の博覧会開会セレモニー
和太鼓演奏
魚を使った新ご当地グルメ試食会（長崎そっぷ）
庖丁式
コーヒーの美味しいいれ方教室
県産品クイズ ステキな県産品プレゼント！
ワンポイント和菓子実演
ワンポイント西洋料理教室
ワンポイント日本料理教室
フレアカクテルショー
ながさき和・華・蘭料理コンクール表彰式
ワンポイント中国料理教室
ふるさと納税PR
ねんりんピック長崎2016の唄
民謡「ばってん長崎」
「マジシャンＬＡＮ」マジックショー
「アボイドノート」ジャズオーケストラ ライブ

10：00～10：15

10：20～10：40

11：00～11：25

11：30～11：55

12：00～12：25

12：30～12：55

13：00～13：25

13：30～13：55

14：00～14：25

14：30～14：55

15：00～15：55

16：00～16：25

16：30～16：45

17：00～17：10

17：40～17：45

18：20～18：50

19：20～19：50

お告げの聖母保育園

旬彩ながや

長崎中央調理師会

トーホーフードサービス

長崎市ふるさと納税推進室

長崎県菓子工業組合
長崎支部

長崎県菓子工業組合
長崎支部

長崎県県産品愛用運動推進協議会
（長崎県物産ブランド推進課）

長崎県県産品愛用運動推進協議会
（長崎県物産ブランド推進課）

長崎県県産品愛用運動推進協議会
（長崎県物産ブランド推進課）

ANAクラウンプラザホテル
長崎グラバーヒル 松尾利廣
無量菴 伊良林 銀鍋
高島基晴
日本バーテンダー協会
長崎支部

日本バーテンダー協会
長崎支部

中華屋 竹林 岩永秀樹

長崎県調理師協会

横尾西武弥生会

長崎市立香焼保育所

マジシャンLAN

アボイドノート

時　間 内　　　　　容 出　演

歓 交迎 流

in かもめ
広場

歓 交迎 流歓 交迎 流
ひろば

6

6

「ねんりんピック長崎2016」と「長崎『食』の博覧会」コラボイベント!!
おもてなしのステージイベントや長崎らしい「食」と「おみやげ」がもりだくさん!! 

「歓迎交流ひろば」開所式

ステージではイベントもりだくさん!!ステージではイベントもりだくさん!!

ステキな県産品があたる長崎県産品クイズや

　　　　　　　ご当地グルメの試食会も開催！！ステキな県産品があたる長崎県産品クイズや

　　　　　　　ご当地グルメの試食会も開催！！

お昼は様々な
プロの料理人によるワンポイントレ

ッスン!!お昼は様々な
プロの料理人によるワンポイントレ

ッスン!!

スイーツコンテストを勝ち進んだ

長崎新スイーツも登場!!
スイーツコンテストを勝ち進んだ

長崎新スイーツも登場!!

フレアカクテルショーや
ピザ回しなどの
エンターテイメントも!!

フレアカクテルショーや
ピザ回しなどの
エンターテイメントも!!

夜はムードたっぷりな
ジャズの生演奏や
その他多彩なイベントが
いっぱい!!

夜はムードたっぷりな
ジャズの生演奏や
その他多彩なイベントが
いっぱい!!

ねんりんピック長崎2016の選手や関係者の皆さまを歓迎する交流ひろ
ばのオープニングセレモニーを開催!!
〈オープニングアトラクション〉
●星座保育園園児による「がんばらんば体操」

※氷彫刻（龍馬像）は11：00から製作開始（製作時間2時間程度）。

晴海台むつみ会

三川町新生クラブ

GOJITSU

太極拳「太極一段」

民謡「荒城の月」

ジャズバンド「GOJITSU」ライブ

18：20～18：25

18：40～18：45

19：20～19：50

時　間 内　　　　　容 出　演

14
10/

金
17：00～17：00～

「ねんりんピック応援団」
団長 がんばくん チアリーダー らんばちゃん

長崎ならではの「食」長崎ならではの「食」

長崎ならではのフードメニューを限定販売!! 

おもてなしフードコーナー

和・洋・中のプロが作った特別メニューがワンコインで登場!!

鯛めし、グラバー弁当、トルコライス、食べるラー油 などメニュー
※なくなり次第終了

ワンコイン販売コーナー

坂本龍馬の
氷彫刻
実演!!

長崎スパゲッチー

2018年に世界遺産登録を目指
す「潜伏キリシタン関連遺産」。
その構成資産を有する外海地区
で、かつてキリスト教の布教と共
に生きる術を教えたド・ロ神父が
信者と共に作った「幻のめん」。
手延べ製法による独特の食感を
お届けします。

〈サンフリード〉

角煮まん、角煮めしおにぎり

良質な豚の皮付き三枚肉にこだわり、国産の無添
加醤油で継ぎ足し使用している角煮たれでじっく
り煮込んだ角煮は、とろ
ける舌触りに仕上げてい
ます。また、その角煮を
100%国産小麦のまん
じゅう生地に挟み込んだ
こだわりの逸品です。

〈角煮家こじま〉

炭焼珈琲、アイスコーヒーなど

珈琲が日本に伝えられたのは
1600年代初め、長崎出島の
オランダ商館でした。今では
日本人の生活に深く浸透して
いる珈琲。対馬原木木炭で煎
りあげた独特の風味ある珈琲
をご堪能ください。

〈トーホーフードサービス〉

ハウステンボス特製パンチェッタ、チーズ

ハウステンボスロングセラーの「パ
ンチェッタ」！ハーブが香る味付け
豚バラ肉で味付けは一切不要。人
気No.1の焼いて食べるチーズ「カ
チョカヴァロ」は独特の弾力で癖に
なる食感。加熱するとトロっと溶け
て伸びるのが特徴。ぜひご賞味く
ださい。

〈ハウステンボス〉


