うまさぎっしり

新潟から
47 社が大集合
！
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メイン 通 路
…米

… 麺類

… 日配

… 調味料

… 畜産加工品

… グローサリー

… 水産加工品

… 飲料・酒類

※出展企業（商品）および会場マップは変更となる場合があります。

〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル 9F
TEL. 025-246-0044 FAX. 025-246-0030
URL https://www.nico.or.jp/ E-mail shoku@nico.or.jp

スマートフォン等からも
ご覧いただけます。

… 和洋菓子・冷菓

… その他

1

越乃梅里

純米吟醸

4933810420026

株式会社DHC酒造

DHC酒造は新潟市北区で100年以上に渡り
日本酒を造り続けています。

ワイングラスでおいしい日本酒アワード2021【最高金賞】やや
辛口な味わいと、フルーティな吟醸香とのバランスが絶妙な仕
上がり。

2

クリスタルクリアケーキ
株式会社

4969108501382

岩崎

安心・安全な品質管理及びおいしさに
こだわった商品づくりをしております。

神秘的な宝石をイメージして作った水まんじゅうです。
上質な風味豊かな餡やクリームで丁寧に仕上げました。

希望小売価格（税抜）
：1,300円 原材料：米、米麹 主原料原産国・地
域：新潟県 内容量：720ml 商品サイズ：縦縦80㎜×横80㎜×高さ
305㎜ 1ケースあたり入数：12本 最少ケース納品単位：3ケース 賞
味期限：365日

住 所／〒950-3322 新潟県新潟市北区嘉山1-6-1
ＴＥＬ／025-387-2025 ＦＡＸ／025-387-3702
ＵＲＬ／http://www.bairi.net/
Ｅ-mail／hnakagawa@dhc.co.jp

住 所／〒940-0877 新潟県長岡市稲保４丁目750−10
ＴＥＬ／0258-25-2388 ＦＡＸ／0258-25-3500
ＵＲＬ／http://www.iwasaki-iroha.jp/
Ｅ-mail／n-iwasaki@iwasaki-iroha.jp

しお豆

4978807340215

株式会社宮野食品工業所

うす塩味で食物繊維が豊富。
皮が残らずふっくら食べやすい。

厳選した青えんどう豆を熟練した職人がムラなくふっくらと炊き上
げています。
そのままビールのおつまみやお子様のおやつなどいろ
いろな用途にご利用できます。
2022年春からリニューアル予定
（規
格：115ｇ、
JAN：4978807341984）
。
※パッケージも変更予定。
希望小売価格（税抜）
：130円 原材料：青えんどう、食塩/調味料（アミノ
酸）、着色料（黄4・青1） 主原料原産国・地域：イギリス、カナダ 内容
量：130g 商品サイズ：L45㎜×W80㎜×H140㎜ 1ケースあたり入
数：10入 最少ケース納品単位：8ケース 賞味期限：製造日を含め12日

住 所／〒957-0006 新潟県新発田市中田町3丁目1297-1
ＴＥＬ／0254-22-3322 ＦＡＸ／0254-22-4789
ＵＲＬ／https://www.miyano-mame.jp/
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黄金あらた

4

へぎそば生（なま）そば冷凍流通

4560447750419

へぎそば処わたや

株式会社ゆのたに

当社は、新潟魚沼の恵まれた自然環境の中で
食品を製造している会社です。

創業100年のそば屋がこだわり続けた
へぎそばの生そば

あ、これいいね！新しいお餅の食べ方発掘。国内産水稲もち米を
100%使用した専用の切り餅と味付け油あげのセットです。味付
け油あげに切り餅を入れ、電子レンジで温めるだけの簡単調理！

住 所／〒950-0943 新潟県新潟市中央区女池神明3-4-9
ＴＥＬ／025-250-0102 ＦＡＸ／025-250-7538
ＵＲＬ／http://www.yukimuroya.jp
Ｅ-mail／yamazaki.yukimuroya@gmail.com

12 田舎の笹だんご

13-1 岩もずくのり

希望小売価格（税抜）
：740円 原材料：そば粉（国内製粉）、小麦粉、小麦たん白、海藻（ふのり）、こんにゃく粉、醸造酢、
砂糖、食塩 主原料原産国・地域：そば粉（国内製粉）、小麦粉（国内製粉）、海藻（青森県） 内容量：220ｇ 商品サイ
ズ：縦240㎜×横160㎜×高さ30㎜ 1ケースあたり入数：20袋 最少ケース納品単位：１ケース 賞味期限：270日

希望小売価格（税抜）
：700円 原材料：のり（国産）、もずく（佐渡産）、醤油（大豆・小麦
を含む）、砂糖、醗酵調味料、ブドウ糖果糖液糖、醸造酢/ソルビット、調味料（アミノ酸
等）、増粘多糖類、カラメル色素、酒精 主原料原産国・地域：のり（国産）、もずく（佐渡
産） 内容量：150g 商品サイズ：縦65㎜×横65㎜×高さ63㎜ 1ケースあたり入
数：20個 最少ケース納品単位：１ケース 賞味期限：製造日から１年間

住 所／〒956-0014 新潟県新潟市秋葉区荻島3丁目20-43
ＴＥＬ／0250-24-3216 ＦＡＸ／0250-23-5850
Ｅ-mail／info@omochi.co.jp

住 所／〒952-0512 新潟県佐渡市羽茂大橋3382番地
ＴＥＬ／0259-88-3663 ＦＡＸ／0259-88-3108
Ｅ-mail／maruhafu@nk-bussan.co.jp
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4903260241069

山崎醸造株式会社

13-2

雪国生まれのおいしい人参ジュース

住 所／〒948-0055 新潟県十日町市高山2-819-7
ＴＥＬ／025-761-7700 ＦＡＸ／025-761-7701
ＵＲＬ／https://www.ichiryu-nouentai.com/
Ｅ-mail／nouentai@ichiryu-store.com

糀入味付納豆
株式会社

大力納豆

納豆の原材料は、
「大豆、納豆菌」
・・・
そして『水』でございます。
古くより魚沼の地で愛され続けております「夏納豆」を商品
化しました。糀と納豆【発酵×発酵】この上なきコラボレー
ションと存じます。そのままお召し上がりいただけるお手軽
便利な納豆です。

希望小売価格（税抜）
：720円 原材料：コーヒー豆 主原料原産国・地域：エチオピア・エルサル
バドル 内容量：180g 商品サイズ：W95㎜×D65㎜×H175㎜ 1ケースあたり入数：8入り
最少ケース納品単位：5ケース 賞味期限：製造より180日

希望小売価格（税抜）
：260円〜300円（オープン価格） 原材料：大
豆（国産）
（遺伝子組み換えでない）、納豆菌、糀、食塩、砂糖、みりん
主原料原産国・地域：国産・北海道 内容量：120ｇ 商品サイズ：
150㎜×100㎜×25㎜ 最少ケース納品単位：混載４CS〜 賞味
期限：D+２９

住 所／〒950-0072 新潟県新潟市中央区竜が島1-4-4
ＴＥＬ／025-249-7400 ＦＡＸ／025-249-7080
ＵＲＬ／https://suzukicoffee.co.jp/
Ｅ-mail／shinichiro@suzukicoffee.co.jp

住 所／〒946-0035 新潟県魚沼市十日町360-6
ＴＥＬ／025-792-0411 ＦＡＸ／025-792-7089
ＵＲＬ／http://www.dairikinatto.co.jp
Ｅ-mail／info@dairikinatto.co.jp

4909112800163

新潟県産の原材料を使用した商品企画
および販売をしております。

住 所／〒947-0004 新潟県小千谷市東栄3丁目7番4号
ＴＥＬ／0258-83-3460 ＦＡＸ／0258-83-3001
ＵＲＬ／http://www.echigojishi.co.jp/
Ｅ-mail／h.takahashi@echigojishi.co.jp

8

佐渡産の岩もずくと国産のりの佃煮を合わせて煮込み、もず
くのシャキシャキした食感を楽しめる一品です。白飯にはもち
ろん、おにぎりの具、パスタにあえても美味しくいただけます。

有限会社いち粒

住 所／〒946-0084 新潟県魚沼市宇津野57-1
ＴＥＬ／025-793-1111 ＦＡＸ／025-795-2048
ＵＲＬ／http://www.yuno.co.jp/
Ｅ-mail／t-endo@yunotani-onigiri.com

月岡の芸妓文化を想起させるような、最高グ
レードのエチオピアゲイシャと丁寧に温 泉 水
で精製したエルサルバドルのピーベリーを配
合することで、新潟が誇る月岡温 泉の華やか
さを表現しました。

佐渡島の海産物、農産物を使った加工及び販売。
業務用原料の製造販売。

希望小売価格
（税抜）
：830円 原材料：もち米
（新潟県産こがねもち）
、
つぶあん、
上新粉
（新潟産こ
しひかり）、よもぎ、水あめ、トレハロース、乳化剤、
（一部に大豆を含む） 主原料原産国・地域：日
本・新潟県 内容量：65ｇ×5個 商品サイズ：幅197㎜×奥行(マチ）
90㎜×高さ240㎜ 1ケー
スあたり入数：40
（20×2） 最少ケース納品単位：１ケース 賞味期限：常温５日間、
冷凍365日

希望小売価格（税抜）
：430円 原材料：にんじん、レモン、うめエキス
主原料原産国・地域：日本・新潟県 内容量：350ml 商品サイズ：
60mm×60mm×180mm 1ケースあたり入数：12本 最少ケース
納品単位：3ケース 賞味期限：365日

オリジナルパッケージで世界に
一つだけのコーヒーを作ります。

4984229114532

マルハフーヅ株式会社

当社一番人気！新潟人気和スイーツ！自社栽培米こがねもち
米とコシヒカリ使用。よもぎ香る濃厚な色合いと、コシのある
生地が自慢です。笹の葉で包みスゲで結ぶ作業は一つ一つ
まごころ込めて手作業で行っております。

希望小売価格（税抜）
：475円 原材料：米こうじ（国内製造）、玄米、食塩/酒精 主原料原産国・
地域：玄米（新潟県産） 内容量：300g 商品サイズ：縦90㎜×横115㎜×高さ65㎜ 1ケース
あたり入数：10個 最少ケース納品単位：1ケース 賞味期限：製造日より1年

株式会社鈴木コーヒー

4539424037508

新潟森林農園

希望小売価格（税抜）
：680円 原材料：水稲もち米（新潟県産こ
がねもち） 主原料原産国・地域：水稲もち米（新潟県） 内容
量：500g 商品サイズ：縦280㎜×横210㎜×高さ40㎜ 最
少ケース納品単位：1ケース 賞味期限：2年

4993549012053

希望小売価格（税抜）
：700円 原材料：コーヒー 主原料原産国・
地域：ブラジル、ベトナム 内容量：1000ｍｌ
商品サイズ：縦
70㎜×横70㎜×高さ240㎜ 1ケースあたり入数：12本 最少
ケース納品単位：５ｃ/ｓ 賞味期限：365日

住 所／〒959-1794 新潟県五泉市村松1345番地
ＴＥＬ／0250-58-6135 ＦＡＸ／0250-58-2845
ＵＲＬ／https://www.omochi.ne.jp/
Ｅ-mail／hosikawa@taimatsu.co.jp

新潟県津南町産「人参」の繊維質がたっぷり含まれた濃厚な
味わい。まるでフルーツのような甘みのある人参をストレート
製法で搾ったスムージー仕立て。
「雪下人参のおいしさ」が詰
まった１本です。

銘店コーヒー 泉慶・華鳳ブレンド粉

越後雪室屋

へぎそばは、つなぎに海藻の布海苔を使う新潟伝統のそ
ば。しなやかでコシが強くツルツルとしたのど越しが特徴。
100年に渡る当社のこだわり商品です。打ちたてをそのま
ま冷凍し、風味・食感は打ちたてのままです。

大豆を使わないおみそ調味料300g

4974806018001

14 わかとちの山菜 −漬物惣菜仕立て− 食べきりパック

13-3

ご飯のおともシリーズ

2

16

（水）

出展

菊芋きんぴら 4582441400824
魚沼漬
4582441400107

株式会社こだわり食品本舗

かぐら南蛮や菊芋などこだわりの
地域原料を使った惣菜や漬物を販売

味、香り、食感の三拍子が揃った「菊芋きんぴら」と
「魚沼漬」。菊芋きんぴらはごま油が香る甘口醤油味。
魚沼漬は菊芋・舞茸・かぐら南蛮が入ったピリ辛醤油
味。どちらもごはんやお酒にピッタリです。

2

17

（木）

出展

全6種 お問合せください

株式会社Mt.ファームわかとち

山々に囲まれた雪国の小集落 わかとち より
暮らしに根付く食文化の提案

『もっと身近に もっと手軽に 山の香りを食卓に』
新潟魚沼わかとち集落の山菜を小分けにアレンジ。
ふだん使いのおかずの中にワンポイント、里山の味
をトッピング。自分好みのペアリングが楽しめます。

希望小売価格（税抜）
：276円 原材料：山菜類（新潟県産使用材料）、野菜類（新潟県産使用材料）、漬け原材料（味噌、塩、醤油、昆布・鰹つゆ
等）、調味料（アミノ酸） 主原料原産国・地域：
［山菜・野菜類］新潟県小千谷市若栃集落 ［漬け原材料・調味料］日本 内容量：50g 商品
サイズ：縦200mm×横130mm×高さ10mm 1ケースあたり入数：40個（混載可） 最少ケース納品単位：1ケース 賞味期限：100日

住 所／〒949-8726 新潟県小千谷市真人町戊378-1
ＴＥＬ／0258-82-1410 ＦＡＸ／0258-82-1410
ＵＲＬ／https://wakatochi.jp/
Ｅ-mail／wakatochimof@yahoo.co.jp

4993549061006

焙煎後のコーヒー豆を雪室貯蔵する事で、酸味や雑味の
角が取れまろやかに。こだわりのエスプレッソ抽出で美味
しさをギュッと閉じ込めました。雪国だからこそできた深い
味わい。SMTS2016フード30選選出商品。

希望小売価格（税抜）
：500円 原材料：
【切り餅】水稲もち米（国内産）
【味つけ油あげ】
油あげ
（丸大豆、
植物油）
（国内製造）
、
砂糖、
醤油
（小麦
を含む）、醸造酢、昆布エキス、食塩/豆腐用凝固剤、加工でん粉、酸化
防止剤
（ビタミンE) 主原料原産国・地域：水稲もち米
（国内産） 内容
量：228g 商品サイズ：縦150㎜×横45㎜×高さ220㎜ 1ケースあ
たり入数：8入り 最少ケース納品単位：30ケース 賞味期限：180日

米と塩だけで作りました。大 豆の代わりに玄米を
使って、旨みを引き出しました。麹から出る甘みと、
玄米からの旨み、熟成させたことによる豊かな発酵
香が感じられる、みそ風調味料です。
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10-11 雪室珈琲プレミアムアイス 1000ｍℓ
雪国新潟で育まれた古来からの知恵と、
食文化を発信していく物語。

自社栽培の米を主原料とし、新潟特産品の
笹団子等を製造販売しております

年々需要が増している、
アレルギー対応食品です。

当年産（その年にとれたお米）だけで搗いたお餅です。
もち米は、
「特別栽培米新潟県産こがねもち」のみを使用
しています。

たいまつ食品株式会社

有限会社

住 所／〒947-0021 新潟県小千谷市本町2-3-34
ＴＥＬ／0258-83-0588 ＦＡＸ／0258-83-0587
ＵＲＬ／https://www.watayasoba.co.jp/
Ｅ-mail／m.wada@watayasoba.co.jp

4908392122347

お餅屋さんが作った いなりもち 4902635978708

「米」に係わる安全・安心な製品の開発・
製造・販売に注力しています。

希望小売価格（税抜）：2,400円 原材料：砂糖（国内製造）、白あん（白いんげん豆、砂糖、その他）、りんごフラワーペースト（砂糖、りんご、植物油脂、その他）、いちごあん（白生あん、砂糖、その他）、こしあん（砂
糖、小豆、水あめ、その他）、ブルーベリーあん（白いんげん豆、砂糖、ブルーベリー、その他）、マロンあん（白いんげん豆、砂糖、栗、その他）、マンゴーあん（白いんげん豆、砂糖、マンゴー）、紫芋あん（白生あん、砂
糖調製品、加糖紫芋、その他）、梅あん（白生あん、調整糖、その他）、豆乳フラワーペースト（植物油脂、砂糖、水あめ、豆乳、その他）、クリーム、白生あん（白いんげん豆）、水飴、加糖練乳、加工黒糖、豆乳粉末、き
なこ、抹茶、寒天、インスタントコーヒー、コーヒー濃縮シロップ、食塩／加工澱粉、トレハロース、ソルビット、グリシン、酸味料、香料、増粘多糖類、着色料（カロチノイド、コチニール、カラメル、ラック）、ｐＨ調
整剤、酵素、リン酸塩（Ｎａ）、漂白剤（亜硫酸塩）（、一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む） 主原料原産国・地域：砂糖（国内製造）、白あん（国内製造）、りんごフラワーペースト（国内製造）、いちごあん
（国内製造）、こしあん（国内製造）、ブルーベリーあん（国内製造）、マロンあん（国内製造）、マンゴーあん（国内製造）、紫芋あん（国内製造）、梅あん（国内製造）、豆乳フラワーペースト（国内製造）、クリーム（国
内製造）、白生あん（国内製造） 内容量：480ｇ（40ｇ×12個） 商品サイズ：180㎜×230㎜×45㎜ 1ケースあたり入数：16箱 最少ケース納品単位：１ケース 賞味期限：180日

3

9

希望小売価格（税抜）：500円 原材料：「菊芋きんぴら」菊芋（新潟県産）、アミノ酸液、発酵調味料、砂糖、醤油、水あめ、ごま油、昆布エキス、鰹節エキス、食塩、酵母エキ
ス、唐辛子/調味料（アミノ酸等）、酒精、ｐH調整剤、酸味料、甘味料（ステビア）、酸化防止剤（ビタミンC）、貝殻焼成カルシウム、
（一部に小麦・大豆・ごまを含む）「魚沼
漬」菊芋（新潟県産）、まいたけ（新潟県南魚沼市産）、かぐら南蛮（新潟県山古志産）、漬け原材料（アミノ酸液、発酵調味料、醤油、砂糖、水あめ、昆布エキス、鰹節エキス、食
塩、酵母エキス）/調味料（アミノ酸等）、酒精、ｐH調整剤、酸味料、甘味料（ステビア）、酸化防止剤（ビタミンC）、貝殻焼成カルシウム、
（一部に小麦・大豆を含む） 主原料
原産国・地域：菊芋（新潟県産） 内容量：130g 商品サイズ：60㎜φ×高さ80㎜ 1ケースあたり入数：10本 最少ケース納品単位：２ケース 賞味期限：270日

住 所／〒947-0054 新潟県小千谷市若葉3-130
ＴＥＬ／0258-83-3700 ＦＡＸ／0258-83-3777
ＵＲＬ／http://kodawarishokuhin.co.jp/
Ｅ-mail／info@kodawarishokuhin.co.jp

15 かんずり小袋
有限会社かんずり

２ｇ入り

2

18

（金）

出展

4953253002474

新潟産唐辛子を使用し、３年間発酵させる
調味料「かんずり」の製造メーカー

新潟産唐辛子を雪にさらし、糀・柚子・食塩
を加え、三年間熟成・発酵させた深みのある
辛味調味料「かんずり」の小袋タイプ。総菜、
お弁当、飲食店の味変等にどうぞ。常温保管
で１年間賞味期限有。

希望小売価格
（税抜）
：無し 原材料：唐辛子
（国産）
、
糀、
柚子、
食塩 主原料原産国・地域：唐辛子
（新潟県） 内容量：2g 商品サイズ：縦50㎜×横35㎜×高さ0.2㎜ 1ケースあたり入数：6,000
（500×12袋） 最少ケース納品単位：500
（１袋） 賞味期限：365日

住 所／〒944-0023 新潟県妙高市西条437-1
ＴＥＬ／0255-72-3813 ＦＡＸ／0255-72-0344
ＵＲＬ／https://kanzuri.com
Ｅ-mail／hasegawa@kanzuri.com

16 笹だんご白玉

２食入

4573486440555

越後しらたま本舗株式会社

17 生黄糀500g
山﨑糀屋株式会社

昭和16年創業、平成30年に新会社として
スタートした白玉粉製造元です

希望小売価格（税抜）
：700円 原材料：米(こしいぶき)
主原料原産国・地域：新潟県 内容量：500g 商品サ
イズ：縦260㎜×横180㎜×厚み30㎜ 1ケースあた
り入数：10個 最少ケース納品単位：１ケース 賞味
期限：冷凍-18度以下で１年間

住 所／〒950-1455 新潟県新潟市南区新飯田659
ＴＥＬ／025-378-1251 ＦＡＸ／025-378-1252
ＵＲＬ／https://www.e-shiratama.com/
Ｅ-mail／otsuki-t@e-shiratama.com

住 所／〒959-4402 新潟県東蒲原郡阿賀町津川４５２
ＴＥＬ／0254-92-2030 ＦＡＸ／0254-92-3090
ＵＲＬ／www.yamazakikoujiya.com
Ｅ-mail／info@yamazakikoujiya.com

4965020007582

株式会社港製菓

19 天鷹唐辛子焙煎鬼殺し使用 にんにく辛味噌 130ｇ

新潟県産ブランド枝豆の新潟茶豆を使用した茶豆
大福。風味と食感を生かす粗びきとペーストの２種
類を使用した茶豆あんを新潟県産こがね餅粉で
作った大福で 包みました。茶豆の香り・うまみを
ぜひご賞味ください。

希望小売価格（税抜）
：140円 原材料：枝豆（新潟県産）、砂糖、もち粉、水あめ、白いんげん豆、上新粉、麦芽糖、澱粉分解物、還元水あめ、食
塩／加工デンプン、乳化剤、酵素、着色料（クチナシ）（
、一部に大豆を含む） 主原料原産国・地域：新潟県 内容量：50g 商品サイズ：縦
92㎜×横115㎜×高さ33㎜ 1ケースあたり入数：100個入り 最少ケース納品単位：運賃元払い配送ロット10ケース 賞味期限：365日

住 所／〒〒950-0041 新潟県新潟市東区臨港町三丁目4609番地9
ＴＥＬ／025-270-3710 ＦＡＸ／025-270-3720
ＵＲＬ／http://www.niigata-minato.co.jp/
Ｅ-mail／t-takahashi@niigata-minato.co.jp

住 所／〒940-2127 新潟県長岡市新産２丁目11-11
ＴＥＬ／0258-46-5155 ＦＡＸ／0258-46-4918
ＵＲＬ／http://echigo-ryokan.jp
Ｅ-mail／sakurai@echigo-ryokan.jp

20 白がゆ

21 ３種のミックスナッツ

4980398000201

ヒカリ食品

4905235040806

株式会社 内山藤三郎商店

新潟県産コシヒカリと五泉の良水だけで作った
「おかゆ専門」メーカーです。

ISO22000の認証取得。安心・安全を第一に
美味しい商品を作ります。

パンチのきいた刺激充分黒胡椒味のアーモンド。ほんのり甘い
ハチミツ味のクルミ。満足頂けるチーズ味に加工したカシュー
ナゲット。お酒のおつまみ、お茶請けやお子様のおやつに使え
る３種の万能ミックスナッツです。

希望小売価格（税抜）
：オープン価格 原材料：うるち米(新潟県
産コシヒカリ) 主原料原産国・地 域：日本・新潟県 内容量：
280ｇ 商品サイズ：160㎜×160㎜×25㎜ 1ケースあたり
入数：20 最少ケース納品単位：3ケース 賞味期限：5年6ヶ月

住 所／〒959-1803 新潟県五泉市下条88番地
ＴＥＬ／0250-43-5611 ＦＡＸ／0250-43-5600
ＵＲＬ／http://www.hikari-shokuhin.co.jp
Ｅ-mail／okayu@smile.ocn.ne.jp

4906074002727

株式会社小国製麺

米粉を使用した麺類の製造・開発を
行っております。

半世紀以上新潟県民に愛され続けている新潟名物B級
グルメ「イタリアン」を商品化しました。極太の焼きそば麺
にトマトソースをかけてお召し上がりいただく仕様です。
希望小売価格（税抜）
：450円 原材料：
【めん】小麦粉、米粉、食塩／かんすい、クチナシ色素、
（一部に小麦を含む）
【焼そばソース】野菜（玉ね
ぎ、にんじん、にんにく）、トマトペースト、食肉（牛肉、豚肉）、小麦粉、大豆油、砂糖、食塩、香辛料、たん白加水分解物／調味料（アミノ酸等）、増
粘剤（加工でん粉）、カラメル色素、
（一部に小麦・牛肉・豚肉・大豆を含む）
【トマトソース】ウスターソース、糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、食塩、
濃縮デーツ、かつおエキス、濃縮野菜・果実ミックスジュース、シナモン／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酒精、増粘剤（加工でん粉）、酸味
料、香辛料抽出物、香料、
（一部に大豆・りんご・オレンジを含む） 主原料原産国・地域：小麦粉（アメリカ、カナダ）、米粉（国産） 内容量：
452.0g 商品サイズ：縦170㎜×横270㎜×厚50㎜ 1ケースあたり入数：10個 最少ケース納品単位：４ケース 賞味期限：17日間

住 所／〒959-2600 新潟県胎内市清水9‐154
ＴＥＬ／0254-44-1092 ＦＡＸ／0254-44-7600
ＵＲＬ／http://www.oguniseimen.com/
Ｅ-mail／oguni-mt@iplus.jp

希望小売価格（税抜）
：1,780円 原材料：魚沼産こしひかり 主原
料原産国・地域：新潟県魚沼 内容量：２kg 商品サイズ：縦210
㎜×横140㎜×高さ160㎜ 1ケースあたり入数：５袋 最少ケー
ス納品単位：１ケース 賞味期限：
（目安）精米日より１ヶ月

希望小売価格（税抜）
：128円 原材料：パン粉（国内製造）、豚肉（国産）、玉ねぎ、豚ハツ、豚脂、牛脂、粒状濃縮大
豆たん白、でん粉、ウスターソース、小麦粉、砂糖、食塩、小麦粉加工品、香辛料、植物油脂、植物性たん白、デキス
トリン、粉末卵白、大豆粉／調味料（アミノ酸）、増粘多糖類、加工デンプン、乳化剤、
（一部に小麦・卵・乳成分・牛
肉・大豆・豚肉・りんごを含む） 主原料原産国・地域：パン粉（国内製造）、豚肉（国産） 内容量：90g 商品サイ
ズ：縦8㎝×横8㎝×高さ2.5㎝ 1ケースあたり入数：60枚 最少ケース納品単位：3合1甲 賞味期限：365日

住 所／〒949-6366 新潟県南魚沼市君沢156-1
ＴＥＬ／025-783-3070 ＦＡＸ／025-783-3090
ＵＲＬ／http://www.kichorak.com/
Ｅ-mail／ymmizuno@kichorak.com

住 所／〒950-1334 新潟県新潟市西蒲区上小吉651-1
ＴＥＬ／025-375-8061 ＦＡＸ／025-375-8771
ＵＲＬ／https://www.matsui-foods.co.jp/
Ｅ-mail／k-shibuki@matsui-foods.co.jp

26 おもち屋さんの玄米粉焼ドーナツ（鬼ぐるみ）

4994514888994

27 じっくり煮込んだビーフシチュー
安心安全で美味しく笑顔になれる、
惣菜・お弁当を製造販売しております。

旨味のある新潟県産鬼ぐるみを贅沢に使用した、黒糖味の
モチモチ食感がクセになる冷凍焼ドーナツです。栄養価の
高い玄米粉(自社栽培米100％(JGAP認証))を使用してい
るので健康志向の方にオススメです。

デミグラスソースは赤ワインを加え４時間じっくり
煮込み、厚く切った牛バラ肉は箸で簡単に切れるく
らい柔らかいです。本格的な洋食レストランの味を
簡単にご家庭で味わえる一品です。

希望小売価格（税抜）
：320円 原材料：玄米粉（玄米/新潟県産）、鶏卵、黒糖、食用ごま油、鬼ぐるみ(新潟県阿賀町産)/ベーキン
グパウダー(一部に卵・ごま・くるみを含む） 主原料原産国・地域：玄米粉（新潟県産）、鶏卵（新潟県産又は秋田県産）、黒糖（沖
縄県産）、食用ごま油（ナイジェリア、タンザニア等）、鬼ぐるみ(新潟県阿賀町産) 内容量：１個入 商品サイズ：縦218mm×横
138mm×厚20mm 1ケースあたり入数：20個 最少ケース納品単位：１ケース 賞味期限：製造日から冷凍で180日

希望小売価格
（税抜）
：398円 原材料：デミグラスソース
（自社製造）
、
牛肉
（アメリカ産）
、
じゃがい
も
（国産）
、
人参
（国産）
、
ブロッコリー
（エクアドル産） 主原料原産国・地域：牛肉
（アメリカ産） 内
容量：182ｇ 商品サイズ：縦170㎜×横170㎜×高さ50㎜ 1ケースあたり入数：弊社コンテナ
使用時14P 最少ケース納品単位：100P 賞味期限：D+３

住 所／〒950-1122 新潟県新潟市西区木場2355番地
ＴＥＬ／025-377-2855 ＦＡＸ／025-377-1752
ＵＲＬ／https://www.shop-aoki-farm.jp/
Ｅ-mail／naoya@aoki-farm.jp

住 所／〒954-0076 新潟県見附市新幸町2-8
ＴＥＬ／0258-66-0866 ＦＡＸ／0258-66-0877
ＵＲＬ／http://www.himawari-foods.co.jp/
Ｅ-mail／n-takano@himawari-foods.co.jp

28 花いろいろ５P

4939883401887

29 越乃黄金豚焼上げハンバーグ

【美味いものはうまいものからつくられる】
巧みな職人技のこだわりおかき

自社ブランドの良質な原料を活かした商品の
開発・ご提案をしております。

新潟県産銘柄豚「越乃黄金豚」を使用した焼上げ済みハン
バーグです。旨みの強いウデを荒挽きにすることで肉肉し
い食感をだし、上質な脂を加えることでジューシーに仕上
げています。湯煎かレンジ調理の簡便商品です。

希望小売価格（税抜）
：350円 原材料：アーモンド、クルミ、カシューナッツ、小麦粉、でん粉、砂糖、澱粉分解物、ハチミツシーズニング、黒胡椒シーズニング、粉
末水飴、チーズシーズニング、砂糖調整品（砂糖、マルチトール）、食用精製加工油脂、植物油脂、食塩、醤油、唐辛子／調味料（アミノ酸等）、炭酸カルシウム、膨脹
剤、香料、甘味料（ステビア、スクラロース）、香辛料抽出物、酸味料、リン酸三カルシウム、ピロリン酸第二鉄、微粒二酸化ケイ素、甘味料（スクラロース）（
、一部に
小麦・乳成分・アーモンド・クルミ・カシューナッツ・大豆・鶏肉を含む） 主原料原産国・地域：アーモンド（アメリカ産）、クルミ（アメリカ産）、カシューナッツ（イ
ンド産） 内容量：80g 商品サイズ：縦195㎜×115㎜×高さ20㎜ 1ケースあたり入数：12入 最少ケース納品単位：混載10ケース以上 賞味期限：120日

希望小売価格（税抜）
：600円 原材料：水稲もち米(新潟県産)、醤油、黒大豆、食塩、砂糖、チーズパウダー、植物油
脂、海苔、赤紫蘇、梅干パウダー、他 主原料原産国・地域：水稲もち米(新潟県産) 内容量：５袋 商品サイズ：縦
175㎜×横290㎜×奥行351㎜ 1ケースあたり入数：10 最少ケース納品単位：3ケース〜 賞味期限：120日

希望小売価格（税抜）
：400円 原材料：豚肉、玉ねぎ、卵、パン粉、
背脂、ケチャップ、牛乳、塩、胡椒、ナツメグ 主原料原産国・地域：
豚肉（新潟県） 内容量：120g 商品サイズ：縦200㎜×横140㎜
1ケースあたり入数：30P/ケース ３ケース/甲 最少ケース納品
単位：１甲（３ケース） 賞味期限：365日

住 所／〒956-0112 新潟市秋葉区新保1226
ＴＥＬ／0250-38-2223 ＦＡＸ／0250-38-5091
ＵＲＬ／https://www.touzaburou.com/
Ｅ-mail／kaneto@d2.dion.ne.jp

住 所／〒957-0058 新潟県新発田市西園町1-11-22
ＴＥＬ／0254-22-2131 ＦＡＸ／0254-22-3589
ＵＲＬ／https://www.sakura-do.jp/
Ｅ-mail／ha-terao@sakura-do.jp

住 所／〒950-0951 新潟県新潟市中央区鳥屋野450-1
ＴＥＬ／025-284-7500 ＦＡＸ／025-284-7501
ＵＲＬ／http://www.uoshoku.co.jp
Ｅ-mail／kei.yamakawa@uoshoku.co.jp

新潟

4528546110213

小川屋

明治26年創業。お魚とお肉の焼漬、漬魚を
主に新潟の“うまい”を未来へ

新潟郷土料理「焼漬」。上質な鮭を丁寧に白
焼し、秘伝のタレに漬け込みました。どこか
懐かしく甘じょっぱい味わいとふっくらしっ
とりとした食感が楽しめます。袋から開けて
そのままお召し上がりいただけます。

30 網代焼
株式会社

ちょこ

4571129525706

株式会社ウオショク

新潟県産米を使用したさくら堂の人気味５種のお
かき、食べきりサイズの詰め合わせです。カマン
ベールチーズおかき、黒豆もち、品川巻、しそ煎餅、
はつねおかき。お手土産にも喜ばれます。

23 匠の焼漬 さけ

4954128200681

株式会社ひまわり食品

さくら製菓株式会社

赤ちゃんからお年寄りまで美味しく食べられる新潟県産
コシヒカリ100%使用した白がゆです。製造日より5年
6ヶ月ご賞味いただけますので保存食等に最適です。非
常時には袋を開けてそのまますぐに召し上がれます。

22 新潟名物イタリアン焼きそば2人前

和豚もちぶたの角切り肉を練り込んだ噛むほどに
肉のジューシーな旨みが味わえるメンチカツです。

自社栽培・自社製造にこだわり、
安心・安全な食品を提供します。

辛いものが好きな方に。天鷹唐辛子を焙煎した焙煎鬼殺
しを使用し、味噌・にんにくをベースに調合した万能調味
料です。様々な食卓シーンにご使用いただけます。

4513035800423

肉惣菜、開発いたします！
自信ありますメンチカツ！

株式会社青木農場

新潟の醤油屋です。心こもる物づくり・
心豊かなサービスが自慢です。

希望小売価格
（税抜）
：450円 原材料：米みそ
（国内製造）
、
にんにく、
唐辛
子、
砂糖、
食塩、
ごま、
醸造酢、
こしょう/カロチノイド色素、
（一部に大豆・ご
ま含む） 主原料原産国・地域：米みそ
（国内製造）
、
にんにく
（国内製造）
、
唐辛子
（国内製造） 内容量：130g 商品サイズ：縦58㎜×横58㎜×高
さ79㎜ 1ケースあたり入数：30 最少ケース納品単位：１箱 ※バラ売り
は要相談 賞味期限：製造より12ヶ月

株式会社

4985934143619

25 MS国産豚角切りメンチカツ
株式会社マツイフーズ

南魚沼地区を中心に契約栽培された玄米を700トン貯雪
の雪蔵倉庫で通年５℃以下の超低温保管で鮮度を保持。
更に凍る直前の氷温熟成でお米を美味しさを引き出しま
した。
『美味しいお米を、もっと美味しく』

株式会社ホクショク

ISO22000認証取得の餅菓子製造卸メーカー。
OEM製造承り中。

4530316150138

雪の恵みで作り上げた『美味しいお米を、
いつも美味しく、もっと美味しく』

乾燥させない生の米こうじ。自家製で味噌、甘
酒、塩糀などの調味料作りに適しています。

希望小売価格（税抜）
：380円 原材料：白玉餅：もち米（新潟県産）、うるち米（新潟県産）、よもぎ、笹粉末／グリシン、ｐH調整剤 餡：小豆（国
産）、砂糖、還元水飴、塩／グリシン 主原料原産国・地域：白玉餅：もち米（新潟県）、うるち米（新潟県） あんこ：小豆（北海道） 内容量：190g
商品サイズ：縦225㎜ｘ横150㎜ｘ高さ30㎜ 1ケースあたり入数：10袋 最少ケース納品単位：５ケース（混載可） 賞味期限：６ヶ月

24 雪蔵仕込み氷温熟成魚沼産こしひかり
株式会社吉兆楽

創業明治元年、新潟県阿賀町の糀屋。
米糀加工品を無添加で製造販売。

超ローカルな製菓材料「笹だんご用白玉粉」から生まれた、
よもぎ入り白玉餅。常温で長期保存可能。
新潟産米を使用した白玉餅をマグカップなどに入れて水に
浸して２分温めるだけ。
国産あずきの粒あん付きで２食入り。

18 茶豆大福

4571327930067

4901798012793

清野屋

地場菓子にちょっとした付加価値を付け
商品改良（10月〜3月限定で販売）

国産米にえび粉を練り込み魚型にしたおせんべいにチョ
コ掛けをし明治40年から続く味に進化を加えました。
チョコの甘味も控えめにし甘さと少し苦味とえびを感じる
新味です。

31 国産大豆のとちお油揚げ
小林総本舗有限会社

創業28周年。栃尾の地で名物の大きな
「とちお油揚げ」を製造しております。
新潟県産大豆で作りました。従来のとちお油揚げをさらに厚く
し、よりジューシーに仕上げました。香り高い菜種油で職人に
よる１枚１枚手揚げによるしっとりとした、とちお油揚げです。

希望小売価格
（税抜）
：900円 原材料：鮭、
醤油、
砂糖、
みりん、
酒、
赤唐辛子、
セロリ/酒精、
（原材料の一
部に小麦・大豆・さけを含む） 主原料原産国・地域：鮭（チリ産） 内容量：３切入 商品サイズ：縦15
㎜×横250㎜×高さ120㎜ 1ケースあたり入数：24 最少ケース納品単位：1 賞味期限：冷蔵30日

希望小売価格（税抜）
：500円 原材料：うるち米(国内産)､砂糖類(砂糖、中双糖)、ココアバター、全粉乳、カカオマ
ス、醤油、食塩、えび粉 / 加工澱粉、膨張剤、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に乳成分・小麦・えび・大豆を含む)
主原料原産国・地域：うるち米(国内産) 内容量：4袋(25ｇ×4袋) 商品サイズ：縦70㎜×横200㎜×高さ240
㎜ 1ケースあたり入数：12袋 最少ケース納品単位：５ケース以上 リードタイム15日 賞味期限：150日

希望小売価格（税抜）
：280円（オープン価格） 原材料：大豆（新潟県
産）
、
菜種油/凝固剤
（塩化マグネシウム＝にがり) 主原料原産国・地域：
新潟県 内容量：１枚 商品サイズ：縦200㎜×横80㎜×高さ40㎜ 1
ケースあたり入数：８枚 最少ケース納品単位：３ケース 賞味期限：製
造日含め５日間

住 所／〒950-0105 新潟県新潟市江南区大淵１６３１
ＴＥＬ／025-276-1311 ＦＡＸ／025-277-1755
ＵＲＬ／http://www.niigata-ogawaya.co.jp
Ｅ-mail／nishikata@niigata-ogawaya.co.jp

住 所／〒950-0863 新潟県新潟市東区卸新町2丁目916番地
ＴＥＬ／025-274-5151 ＦＡＸ／025-274-7129
ＵＲＬ／http://www.kiyonoya.co.jp
Ｅ-mail／kumagai@kiyonoya.co.jp

住 所／〒940-0133 新潟県長岡市巻渕3-652-3
ＴＥＬ／0258-52-2656 ＦＡＸ／0258-52-2688
ＵＲＬ／https://shop.ng-life.jp/kobayashisouhonpo/
Ｅ-mail／souhonpo@soho-net.ne.jp

4946650008002

32 新潟ベジにゃフル にいがたトマト糀ミネストローネ

4524618120050

阿部幸製菓株式会社

女性中心の開発チームが企画。新潟県産のこだわりの素
材を使用し、愛らしい猫のシルエットをパッケージにあしら
いました。白根産のトマトに、新潟県で作った塩こうじを加
えまろやかな味わいに仕上げました。

希望小売価格（税抜）：360円 原材料：野菜（キャベツ（国産）、じゃがいも、トマト（新潟県産）、にんじん）、オニ
オンソテー、トマトペースト、塩こうじ（新潟県製造）、ナチュラルチーズ、砂糖、チキンエキス、ベーコン、香辛料、
食塩／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン）、パプリカ色素、香辛料抽出物、
（一部に乳成分・大豆・鶏
肉・豚肉を含む） 主原料原産国・地域：野菜（キャベツ（国産）） 内容量：142g 商品サイズ：正面幅120㎜×
奥行き30㎜×高さ160㎜ 1ケースあたり入数：30入 最少ケース納品単位：3ケース 賞味期限：360日

住 所／〒947-8585 新潟県小千谷市上ノ山4-8-16
ＴＥＬ／0258-83-3210 ＦＡＸ／0258-82-2639
ＵＲＬ／https://www.abeko.co.jp/
Ｅ-mail／t-fujikawa@abeko.co.jp

34

4974790923190

株式会社たかの

越後の米にこだわって魚沼から
あなたの食卓へ直送

新潟県の「乳酸菌ヤマコシ株」で開発した
麹菌と乳酸菌の力発酵あまざけＷ

越後福田屋

新潟県東蒲原郡阿賀町の中山間地で
お米の生産・販売をしています。

住 所／〒950-0084 新潟県新潟市中央区明石２丁目３番44号
ＴＥＬ／025-247-9321 ＦＡＸ／025-243-2486
ＵＲＬ／ http://www.minemurashouten.co.jp
Ｅ-mail／onozuka@minemurashouten.co.jp

住 所／〒959-4418 新潟県東蒲原郡阿賀町野村1751-1
ＴＥＬ／0254-92-5588 ＦＡＸ／0254-92-7890
ＵＲＬ／http://www.echigofarm.com/
Ｅ-mail／wakisaka@echigofarm.com

住 所／〒957-0054 新潟県新発田市本町1丁目7番5号
ＴＥＬ／0254-22-2350 ＦＡＸ／0254-23-6233
ＵＲＬ／https://www.ichishima.jp/
Ｅ-mail／info@ichishima.jp

35

八海山 ねり酒粕 300g

4560143130270

株式会社魚沼新潟物産

37 雪下人参ドレッシング

42

もも太郎

さっぱりしていて後味がいい「かき氷バー」。氷の食感をその
まま残し、清涼感を味わえるかき氷バーとなっております。
味は昔懐かしい、いちご味のかき氷バーとなっております。

44 善屋へぎそば蕎へぎ

住 所／〒955-0046 新潟県三条市興野1-2-46
ＴＥＬ／0256-33-0163 ＦＡＸ／0256-35-4061
ＵＲＬ／http://www.hangobei.jp/
Ｅ-mail／info@hangobei.jp

住 所／〒942-1526 新潟県十日町市松代3652番地12
ＴＥＬ／025-597-2556 ＦＡＸ／025-597-2539
ＵＲＬ／https://www.matsudaisoba.co.jp/
Ｅ-mail／kz-sekiya@matsudaisoba.co.jp

39 ふたばのおだし

46 プレミアムプリン

新潟県産米粉、国産玄米粉を主原料に
米粉パン、米パン粉を製造

新潟県産米粉を主原料に100％使用した米粉パンです。特定
原材料を含むアレルギー物質28品目を一切、持ち込まない専
用工場で製造、トーストして頂くと外はカリカリ、中はモチモチ
食感です。
希望小売価格（税抜）
：オープン価格 原材料：米粉（うるち米（新潟県産))、食用こめ油、
てんさい糖、生イースト、食塩/トレハロース、pH調整剤（酢酸Na）、増粘剤（HPMC) 主
原料原産国・地域：米粉（新潟県） 内容量：１個 商品サイズ：縦85㎜×横80㎜×高さ
190㎜ 1ケースあたり入数：12個 最少ケース納品単位：１ケース 賞味期限：14日

住 所／〒995-2600 新潟県胎内市清水9-153
ＴＥＬ／0254-44-8100 ＦＡＸ／0254-44-8200
ＵＲＬ／http://www.tainai.co.jp/
Ｅ-mail／katsuhiko.o@tainai.co.jp

株式会社

フタバ

鰹節から野菜まで、いろいろな味・サイズ
「だしパック」はお任せください

「だし屋」が作った野菜のだしパック。甘みと香りが特徴の
２種類の玉ねぎ、国産キャベツ・人参・生姜、セロリシード
を配合。パックを破いて調味料としても使えます。化学調
味料・保存料無添加 ヴィーガン認定取得。
希望小売価格（税抜）
：1,250円 原材料：でん粉分解物(国内製造)、玉ねぎエキスパウダー(でん粉分解物、玉ねぎ)、食塩、玉ねぎ、酵母
エキス、キャベツ、人参、ぶどう糖、生姜、セロリシード 主原料原産国・地域：でん粉分解物(国内製造)、玉ねぎ（兵庫、北海道）、キャベツ
（主に熊本）、人参（産地県限定無し）、生 姜（ 主に鹿児島）、セロリシード（インド） 内容量：
（７g×15P）／袋 商品サイズ：縦80㎜×横
180㎜×高さ240㎜ 1ケースあたり入数：15袋 最少ケース納品単位：２ケース 賞味期限：製造より１年

住 所／〒959-1136 新潟県三条市川通中町477番地
ＴＥＬ／0256-45-7272 ＦＡＸ／0256-45-7165
ＵＲＬ／https://www.futaba-com.co.jp/
Ｅ-mail／www-admin@futaba-com.co.jp

45 国産焼鳥３本パック

醤油・塩

食肉の生・加熱加工全般の製造会社です。
お客様のアイデアを商品化します。
国産原料を使用。手作業で丁寧に串へ刺し、焼き上げまし
た。醤油たれは当社オリジナル、塩味はしっかり塩・胡椒の
効いた味付けです。
希望小売価格
（税抜）
：360円 原材料：鶏モモ肉、
鶏皮、
鶏レバー・ハツ、
つく
ね、
他 主原料原産国・地域：国産 内容量：３本 商品サイズ：縦250㎜×
横150㎜
（袋サイズ） 1ケースあたり入数：３本×10袋 最少ケース納品単
位：３本×10袋／８合
（ロット応相談） 賞味期限：製造日より１年
（冷凍）

住 所／〒956-0112 新潟県新潟市秋葉区新保405番地1
ＴＥＬ／0250-38-5930 ＦＡＸ／0250-38-5925
Ｅ-mail／kondou-shokuhin@zb.wakwak.com

4978568656563

マルシン食品株式会社

常温加工を得意とするメーカー。
OEM可能。多数実績あり。

しっとりとした食感と上品な甘さが特長の
国産紅はるかさつまいもと、甘みの強い北海
道産えびすかぼちゃを使用し、濃厚な味わ
いとほっくり優しい甘さをご賞味頂けます。

希望小売価格（税抜）
：3,500円 原材料：
［おいもプリン］牛乳（国内製造）、さつまいもペースト、砂糖、乳等を主要原料とする食品、加糖卵
黄、葛でん粉、寒天加工品(粉飴、寒天)、食塩／香料、乳化剤、㏗調整剤、(一部に乳成分・卵・大豆を含む)、
［ぱんぷきんプリン］牛乳(国内製
造）、砂糖、かぼちゃペースト、乳等を主要原料とする食品、加糖卵黄、葛でん粉、寒天加工品(粉飴、寒天)、食塩／香料、乳化剤、㏗調整剤、
(一部に乳成分・卵・大豆を含む) 主原料原産国・地域：紅はるか（国産）、かぼちゃ（北海道産） 内容量：70g×12個（おいもプリン・ぱん
ぷきんプリン×各6個） 商品サイズ：縦75㎜×横75㎜×高さ28㎜ 最少ケース納品単位：混載10ケース 賞味期限：製造日より270日

住 所／950-2054 新潟県新潟市西区寺尾東2-9-39
ＴＥＬ／025-260-1155 ＦＡＸ／025-260-0434
ＵＲＬ／http://www.ms-hana.co.jp/
Ｅ-mail／na̲shinbo@ms-hana.co.jp

１９代続く果樹園がお届けする
果汁100％ジュース

コンドウ食品株式会社

新潟小千谷市、十日町 市の名産へぎそば。つなぎに海藻
（ふのり）を練りこみ、歯ごたえがよく、口当たり滑らかでの
どごしが良いお蕎麦です。

住 所／〒950-3308 新潟市北区下大谷内378番地51
ＴＥＬ／025-259-8761 ＦＡＸ／025-259-8757
ＵＲＬ／http://www.fukudaya529.co.jp
Ｅ-mail／hideo@fukudaya529.co.jp

野菜【15P】4960002012158

4979419208504

創業70年、乾めん製造会社です。

希望小売価格（税抜）
：380円 原材料：小麦粉(国内製造)、そば粉、
海藻ゲル、小麦たん白、食塩/増粘剤(アルギン酸エステル)、(一部に
そば・小麦を含む) 主原料原産国・地域：オーストラリア、中国、日
本他 内容量：240g 商品サイズ：縦縦20 ㎜×横80 ㎜×高さ
230㎜ 1ケースあたり入数：20 最少ケース納品単位：10ケース
賞味期限：730日

4571310560011

Le Verger Yamayo ヤマヨ果樹園

住 所／〒950-1404 新潟県新潟市南区大郷2460
ＴＥＬ／025-362-5583 ＦＡＸ／025-362-5887
ＵＲＬ／http://www.niigata-yamayo.net/
Ｅ-mail／info@niigata-yamayo.net

株式会社松代そば善屋

希望小売価格（税抜）
：500円 原材料：人参(新潟県産)、醸造酢、醤油、食用植物油脂(食用サフラワー油、食用ごま
油)、果糖、玉ねぎペースト、こんぶだし酢、食塩、香辛料、かつおだし酢/増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミン
C)、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) 主原料原産国・地域：人参(新潟県産) 内容量：200ml 商品サイズ：縦19㎝
×横Φ５㎝×高さΦ５㎝ 1ケースあたり入数：12本 最少ケース納品単位：２ケース(24本) 賞味期限：180日

（果汁100％ジュース）

希望小売価格（税抜）
：2,153円 原材料：西洋梨（新潟県産ルレクチェ）/
酸化防止剤（ビタミンC）、pH調整剤 主原料原産国・地域：新潟県 内
容量：500ml 商品サイズ：直径67㎜×高さ288㎜ 1ケースあたり入
数：12本 最少ケース納品単位：２ケース 賞味期限：製造日より２年

住 所／〒950-3304 新潟県新潟市北区木崎1782-1
ＴＥＬ／025-386-6881 ＦＡＸ／025-386-0411
ＵＲＬ／http://www.seihyo.co.jp
Ｅ-mail／m-watanabe@seihyo.co.jp

4904369107584

43

ルレクチェジュース

新 潟 県 特 産の西 洋 梨 ルレクチェを丸ごと搾ったプレミアム
ジュースです。素材本来の美味しさをそのまま味わって頂くため
に砂 糖 等 の甘さを一 切 加えていない無 加 糖 無 還 元の 果 汁
100％ジュース。

希望小売価格（税抜）
：330円 原材料：砂糖(国内製造)、砂糖・異性
化液糖、りんご濃縮果汁/安定剤）
（増粘多糖類、寒天）、香料、ムラサ
キイモ色素、酸味料、甘味料（スクラロース） 主原料原産国・地域：
砂糖（国内製造） 内容量：85ml×6 商品サイズ：縦175㎜x横
145㎜x高さ56㎜ 1ケースあたり入数：8 最少ケース納品単位：
要相談 賞味期限：無

希望小売価格
（税抜）
：オープン 原材料：天草(国産)／食酢 添付たれ しょうゆ(小麦・大豆を含
む)、
すだち、
みりん、
糖類(砂糖、
ぶどう糖果糖液糖)、
かつおエキス、
昆布エキス、
酵母エキス／アル
コール 主原料原産国・地域：日本･新潟 内容量：150g／たれ25g 商品サイズ：縦10㎝×横
10㎝ｘ高さ８㎝ 1ケースあたり入数：ご相談 最少ケース納品単位：ご相談 賞味期限：60日

タイナイ

4904428301595

株式会社セイヒョー

雪の下で越冬させることにより、人参本来の甘みが
際立った人参です。玉ねぎと醤油を合わせ和風ド
レッシングに仕上げました。化学調味 料や合成保
存料は使わない非加熱製法のドレッシングです。

株式会社

柔らかな甘みと、すっきりとした後味。最高クラスのブランド米
「新之助」を純米大吟醸に仕上げました。日本酒が苦手な人で
も美味しく飲める味わい。和食との相性も抜群で、食中酒として
おすすめします。

新潟県の企業として、皆様に愛されるよう努力しています。

創業１８１４年の八百屋が目利きした、
畑のごちそうをお届けいたします。

4560176735251

北越後の城下町・新発田の歴史と文化を
未来へつなぐ

希望小売価格（税抜）
：3,800円 原材料：米（国産）、米こうじ（国産米）
主原料原産国・地域：日本・新潟 内容量：500ml 商品サイズ：縦66
㎜×横66㎜×高さ305㎜ 1ケースあたり入数：12本 最少ケース納品
単位：１ケース 賞味期限：360日（未開封）

地元佐渡天草、伊豆天草を使用し、３回に分けて搾り込
む製法で、磯の香ツルツル、モチモチした食感とのど越
しの良いところてんに仕上げました。添付のすだちたれ
との絶妙な味のバランスの良さを、ご賞味ください。

38 焼いておいしいおこめパン

市島酒造株式会社

希望小売価格（税抜）
：1,300円 原材料：水稲もち米（国内産もち
米100%） 主原料原産国・地域：もち米（国内産） 内容量：500g
商品サイズ：縦280㎜×横190㎜×高さ40㎜ 1ケースあたり入
数：20入 最少ケース納品単位：1ケース単位 賞味期限：540日

八百屋半吾兵衛

越後福田屋の素材に拘ったこんにゃく、
ところてんを是非、ご賞味ください。

4954631278801

希望小売価格（税抜）
：1,000円 原材料：米（国産）、米糀 主原料原産
国・地域：米（国産）、米糀（国内製造） 内容量：500ｍｌ 商品サイズ：
縦70㎜×横70 ㎜×高さ240㎜ 1ケースあたり入数：12本 最少ケー
ス納品単位：１ケース 賞味期限：７ヶ月

住 所／〒949-6775 新潟県南魚沼市宮2294-3
ＴＥＬ／025-770-2237 ＦＡＸ／025-770-2238
ＵＲＬ／www.hakkaisan.co.jp
Ｅ-mail／nakamata@hakkaisan.co.jp

4977384610308

41 王紋 純米大吟醸 新之助

在来品種の古代米である「やなどり」は栽培が難しく、年々
生産者が減り、現在市販用では越後ファームだけが生産
している「幻のもち米」です。伸びが良く、口に入れた瞬間
に上品な甘さが広がる美味しいお餅です。

希望小売価格
（税抜）
：オープン価格 原材料：酒粕
（国内製造） 主原料原産国・地域：米
（国産）
・米麹
（国産米）
・醸造アルコール
（国内製造） 内容量：300g 商品サイズ：縦165㎜×横135㎜×高さ17㎜
1ケースあたり入数：20個 最少ケース納品単位：要ご相談 賞味期限：300日

住 所／〒947-0052 新潟県小千谷市大字千谷甲2837-1
ＴＥＬ／0258-82-6500 ＦＡＸ／0258-82-6620
ＵＲＬ／http://www.takano-niigata.co.jp
Ｅ-mail／kanisawa@takano-niigata.co.jp

4562248013601

新潟県の「乳酸菌ヤマコシ株」植物乳酸菌と米麹菌の発酵あま
ざけＷは、お米と麹だけで作ったあまざけ乳酸菌飲料です。乳
酸菌発酵の爽やかな酸味とあまざけの甘みでバランス良く仕上
げました。乳・砂糖・甘味料不使用。

清酒八海山の酒粕を使用し、酒粕の持つ性質・効果を
活かしながら、加温熟成することで甘味と旨味が増して
います。練上げて製造することで柔らかくペースト状に
なり、調理の際に使いやすい、通年販売の酒粕です。

希望小売価格（税抜）
：250円 原材料：うるち米 主原料原産国・
地域：新潟県魚沼産 内容量：180g 商品サイズ：縦16㎝×横
12.5㎝×高さ2.8㎝ 1ケースあたり入数：12パック 最少ケース
納品単位：10ケース 賞味期限：240日

40 やなどり餅

越後ファーム株式会社

年中使えて、
用途が広い、
柔らかく
使い勝手の良い、
清酒八海山の酒粕です。

新潟県魚沼の棚田で栽培した「魚沼産こしひかり」を雪中
貯蔵した原料米を使用。そのお米を「蒸気加圧加熱方式」
という炊飯方法でふっくら、モチモチ、つやつやに炊き上げ
ました。

36 ところてんすだちたれ付

4977943836262

峰村醸造＜（株）峰村商店＞

新潟県産素材を使用したレトルトシリーズ。
かわいい猫のパッケージ。

棚田栽培魚沼産こしひかり180ｇ

33 麹菌と乳酸菌の力 発酵あまざけＷ

総合案内所

公益財団法人 にいがた産業創造機構
豊かな風土と伝統の技、
アイデアから
生まれたこだわりの逸品を紹介。
当機構が実施してきた「新潟うまいものセ
レクション会議」、
「売れる食品づくりブラッ
シュアップ会議」、
「 県産食品ブランド力向
上支援事業」等において、流通バイヤーや
食の専門家による高評価やアドバイスを受
けた商品などをご紹介しています。是非お
立ち寄りください。

各種

表参道・新潟館 ネスパス
表参道駅から徒歩１分“にいがた”の旬の情報を発信するアンテナショップ“ネスパス”
県産品の販売、飲食の提供、イベントの開催を通じ、新潟の情報を発
信するとともに、県内生産者へのフィードバックにも取り組んでいます。
また、観光センターや移住と仕事の相談窓口も設置しています。

物産販売、飲食

新潟県産品の販売（1F「新潟食楽園」）と、
新潟の食文化を発信する飲食の提供（1F
「にいがたの味 静 香庵」、B1F「お食事
処 新潟・食楽園」）を行っています。

所在地
営業時間

イベント

1F「イベントスペース」では、週末を中心に
「新潟の食」などをテーマとしたイベントを
開 催しています。立ち飲みスペースでは、
気軽に新潟清酒と新潟の味が楽しめます。

東京都渋谷区神宮前4-11-7 TEL：03-5771-7711
E-mail：nespace@nico.or.jp

FAX：03-5771-7712

10：00〜18：30

※館内施設により異なる
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため変更する場合があります。

ホームページ https://www.nico.or.jp/nespace/

新潟県関西情報発信拠点「新潟をこめ」
大阪駅直結！食を中心とした新潟県の魅力を関西圏に発信するアンテナショップ
大阪・梅田にある「新潟をこめ」は、2019年度のオープンから２周年を迎えました。
新潟県産品約1,100商品を販売するほか、観光情報も充実しています。また、常時20
銘柄以上の新潟清酒や、新潟米を使った握りたておにぎりを提供する立飲みカウン
ターを併設し、関西で新潟の美味しさを堪能できます。
「新潟をこめ」でぜひ新潟県の魅力をたっぷりお楽しみください。
所在地
営業時間

大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街4-1 ホワイティうめだイーストモール扇町ゾーン
10：00〜21：00（立飲みカウンター11：00〜21：00）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間短縮の場合があります。

ホームページ https://niigataokome.com/

「日比谷OKUROJI」内 新潟セレクトショップ

ニイガタ

NIIGATA 1〇〇

有楽町駅から新橋駅間の高架下商業施設「日比谷OKUROJI」内ある
新潟セレクトショップ「NIIGATA1〇〇（ニイガタイチマルマル）」は
昨年度のオープンから１周年を迎えました
同店舗では、新潟が誇る本物の職人技の道具をテーマにした「百年物語」を中心に
展示、販売し、店内には「角打ち」スペースを設け、新潟が誇る酒、こだわりの「食」
を楽しむことができます。「NIIGATA1〇〇（ニイガタイチマルマル）」にて、是非、
新潟の知られざる魅力を体感してください。
所在地
営業時間

東京都千代田区内幸町一丁目7番1号 「日比谷OKUROJI」H05
11：00〜21：00
（火曜定休）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間短縮の場合があります。

ホームページ https://niigata100.com/
ECショップ https://www.jreastmall.com/shop/c/c53/

イチマルマル

