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］
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6
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寅きち 鮭焼漬［新潟中央水産市場株式会社］
6
鮭塩こうじ漬［株式会社見田元七商店］
7
鮭一口煮びたし［鮭物産株式会社］
7
サーモン塩辛 ロング瓶200ｇ［株式会社三幸］
7
いかのふっくら焼［ヤマキ食品］
8
まるかじりメギス［土の香工房cotocoto］
8
幻魚の干物［株式会社ゆめ企画名立］
8
佐渡産 海の五食やさい［株式会社髙木屋］
9
みがきにしんの糀漬［有限会社宮川糀や］
9
はたはた南蛮漬け［有限会社まえた］
日 配
9
ヤギ乳100％使用 ヤギさんのバター［ファーストファーム株式会社］
10
わさび屋のワサチーノ［有限会社ＳＫフロンティア］
10
長岡巾着茄子の辛子茄子［有限会社たちばな］
10
めぎすつみれだんご［有限会社一印かまぼこ屋］
11
麹のおちち 食べるタイプ［佐渡発酵株式会社］
グローサリー
11
県内素材限定 越後味噌［株式会社いせん］
11
越後 赤味噌［株式会社峰村商店］
12
KAMOSCO 十年熟成味噌×ハバネロ［合資会社小林醤油店］
12
飛魚漬だしつゆ［株式会社フタバ］
12
みどりのラー油［株式会社わたや］
13
かんずり 酒盗［有限会社かんずり］
13
かにみそ 身入り［新潟県観光物産株式会社］
13
きむらのすり胡麻 彩烹風味［有限会社やまき鮮魚店］
14
かぐら南蛮味噌［あさひ山］
新潟県山古志産かぐら南蛮入りなす味噌 80ｇ瓶
14
［株式会社こだわり食品本舗］
14
穂のか菜のか スパイスジンジャーシロップ100g［つなぐ株式会社］
15
魚沼こしひかりのかゆ 白粥［株式会社SOIL］
15
黒米がゆ（くろまいがゆ）
［株式会社ヒカリ食品］
15
菜めしの素［有限会社大地］
笑顔になれるお味噌汁10個入りありがとうギフトセット［株式会社ふふふ］ 16
16
玄米パスタ（太麺）
［ジョイントファーム株式会社］
16
グルテンフリーパスタNatura［百姓の米屋 株式会社新潟農園］
17
カレー味から揚げ粉80ｇ［株式会社鳥梅］
17
しめ張もち［有限会社細矢農園］
17
関隆 栽培米 魚沼産こがね餅［株式会社ゆのたに］
18
香ばし玄米スライス［農事組合法人久比岐の里農産センター］
18
佐渡の柿もち［佐渡の柿餅本舗］
18
妻有そば［株式会社玉垣製麺所］

雪室珈琲プレミアムアイス［にいがた雪室ブランド事業協同組合］
雪蓮茶（ゆきはすちゃ）
［月蓮茶荘］
食べてもおいしい魚沼そば茶［株式会社イチカラ畑］
抹茶入り玄米茶 雪室こめ茶［有限会社正香園］
ドレスアップフラワーティ（乾燥食用花使用）
［株式会社脇坂園芸］
雪を割り掘り起こした人参ミックスジュース［有限会社いち粒］
ごせんそだちアロニア・ポリフェノール果実ミックスジュース
［株式会社サンファーム泉］
ハーブソーダ［有限会社四季の定期便］
あま酒（無添加）
［太田醸造株式会社］
スイーツ・菓子
RiｚRizプリン［Patisserie RizRiz］
パッションフルーツシャーベット［カイセイ農研株式会社］
豆乳ジェラート Soy Fu（プレーン）
［佐久間食品株式会社］
新潟 醤油餅［株式会社大阪屋］
お米のおかし ささだんご［P・K・C+パクチープラス］
お米ほろほろ7個入［株式会社丸屋本店］
お米の想い 揚げもち醤油［株式会社清野屋］
アルミ羽衣あられ［株式会社ブルボン］
煎り豆（長岡肴豆）無添加 20g［株式会社中村農園］
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百年物語
包丁 漆 三徳170mm［新潟精密鋳造株式会社］
しゃもじ 宴［プリンス工業株式会社］
鰹節削り器 赤香 青紙×ウォルナット［有限会社山谷製作所］
Sweet morning 黒檀［マルナオ株式会社］
電子マネークリップ［ストーリオ株式会社］
麻ノ葉六角小箱 桜［猪俣美術建具店］
Ｉ
ＫＳＫ
ＩTable-Z［有限会社野村木工所］
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にいがた防災セレクション
ライス72Ｈ［株式会社バイオテックジャパン］
3通りの食べ方のできる「わかめご飯」［有限会社エコ・ライス新潟］
本格中華 ほたて粥［まつや株式会社］
レスキューフーズ 一食ボックス カレーライス［ホリカフーズ株式会社］
災害対応食 クリームシチュー［株式会社大沢加工］
胎内高原の水6年保存水 1.5L［胎内高原ハウス株式会社］
携帯用防災頭巾「おまもり頭巾ちゃん」
［NPO法人おぢや元気プロジェクト］
Ａ4シェルター・タフ［株式会社マキトー・コンフォート］
融雪くん（5kg）
［株式会社コンパル］
浅野式トビ［有限会社浅野木工所］
エコストッパーゼロ［株式会社ティーエフサービス］
グリ－ンマナ－［進展工業株式会社］
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クラフトマンクラブ
ティーセット リーフ［硝子工房クラフト・ユー］
鎬の卵カップ［村山大介陶芸研究所］
12ヶ月のたまごろう［岡田蝋燭店］
山羊革手染ファスナー式長財布［工房 藍美］
フラワーベース おにぎり［ワタナベ加工］
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ご挨拶
この度は、
「新潟特集号」をご覧いただき、誠にありがとうございます。
公益財団法人にいがた産業創造機構（ＮＩＣＯ）は、
「新潟県の産業をもっと
元気に」を使命に、新商品開発や販路開拓などにチャレンジする新潟県内企業を
応援しています。
今回、本誌では、「新潟うまいもの」
、
「百年物語」
、
「防災セレクション」、
「ク
ラフトマンクラブ」といった、ＮＩＣＯがこれまで商品開発等を支援してきた、
選りすぐりの逸品をご紹介しています。
食の「美味さ」
、世界に誇る技の「巧さ」
、おもてなしの「上手さ」
。
新潟には、豊かな自然や歴史、文化、人が支える、多彩な「うまさ」があります。
これを機会に、新潟の商品が皆さまの目に留まり、より多くの新潟県産品をお
取扱いいただけることをお願い申し上げ、発行のご挨拶とさせていただきます。

平成29年３月
公益財団法人にいがた産業創造機構

〜 表紙の写真について 〜
「かんずり 雪さらし」
新潟県妙高市（旧新井市）に古くから伝わる
香辛調味料「かんずり」
。
「かんずり

雪さらし」は、かんずりの原料

となる唐辛子を雪の上にさらす製造工程の一
つで、毎年、大寒の日（１月）から行います。
白一色の雪原が、色鮮やかな赤色に染まる風
景は、新潟県の冬の風物詩です。

青
果

新潟うまいもの
新潟の豊かな風土と伝統の技、そしてアイディアから生まれた、新潟のこだわりの逸品。
「新潟うまいものセレクション会議」において
食の専門家の評価を経て選定された
NICOが自信を持ってお勧めする、新潟の「うまいもの」です。

毎年度、選定商品を掲載したカタログ「新潟うまいもの」を発行しています。送付を希望する場合は、
販売促進チーム（TEL：025-246-0044、E-mail：shoku@nico.or.jp）へご用命ください。

かわいい大根

◆外◇◆商◇◆ス◇◆百◇◆ホ◇

株式会社たべたがり
希望小売価格（税込）307 円
最もおいしい時期
通年
柴大根、天津青長大根、紅芯大根、京さくら大根
原材料
（新潟県産）
主原料産地
新潟県長岡市
内容量
25g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 365 日
1ケースあたり入数 10 袋
保存温度帯
常温
JANコード
4571450880123
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
AM受注翌日発送
利用シーン

農薬不使用栽培の大根を4 種類ミックスしまし
た。アレンジひとつで食卓をかわいく彩ります。
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サラダの具材や煮込み料理など、お料理の彩りに

お問合せ先 小林 薫
◆tel◇ 0258-89-7741
◆mail◇ info@tabetagari.jp

電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

佐渡の島黒豚ハンバーグ

◆外◇◆商◇◆百◇◆業◇◆ギ◇

株式会社クリタミートパーベイヤーズ

利用シーン

餌からこだわって育てた黒豚です。化学調味料、保存料不使用。余
計なつなぎはなく豚肉をたっぷり使用しているのでジューシーに仕上がっ
ています。

産

ターゲット

畜

希望小売価格（税込）オープン価格
最もおいしい時期
通年
豚肉（新潟県産）
、玉葱、液卵、生パン粉（小麦、
原材料
大豆を含む）
、塩糀、牛乳、黒こしょう
主原料産地
新潟県佐渡市
内容量
100g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇製造後 12カ月
1ケースあたり入数 30 袋
JANコード
4562349030163
最低ケース納品単位 お問合せください
中高年齢層、化学調味料などの不使用にこだわっ
ている方
ちょっとぜいたくな夕食に、お祝いの日にお家ごは
んで。お友達、知人にちょっとした手土産や贈り物
として。塩麹で味付けをしていますが、わさびや大
根おろし、ポン酢などをかけてもおいしいです。

お問合せ先 鷲尾 真紀
◆tel◇ 080-1200-1408 ◆mail◇ washio-m@kurita-mp.co.jp

にいがた神林軒塩麹漬

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆業◇◆ギ◇

株式会社神林精肉店

希望小売価格（税込）648 円
最もおいしい時期
通年
原材料
豚ロース肉（新潟県産）
、塩麹（米、食塩）
、胡
椒、ゆずパウダー（乳成分を含む）
主原料産地
新潟県
内容量
豚ロース肉 1 枚約 80ｇ×2 枚
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 15 日
1ケースあたり入数 20 袋
保存温度帯
冷蔵
JANコード
4589633040028
最低ケース納品単位 1ケース／日
発注リードタイム
4日
ケースサイズ（重量） 19×14×2cm（4kg）

新潟県産の上質な豚ロース肉を塩麹に漬けました。塩麹のアクセントに
ブラックペッパーと柚子パウダーを配合。ブラックペッパーの辛みとゆず
パウダーの爽やかさが特長の味になっています。冷めても柔らかくおいし
いです。

ターゲット
利用シーン

30 代〜、男女問わず
夕食時、昼食時や外出時のお弁当

お問合せ先 神林 一吉
◆tel◇ 0257-23-2224 ◆mail◇ kazu@kisnet.or.jp

村上牛茶漬

◆外◇◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆業◇◆ギ◇

株式会社ジーオーエル（新潟村上田村屋）

新潟村上が誇る名誉賞受賞ブランド黒毛和牛「村上牛」。その特長で
ある「旨味、香り、甘み」を一切損なわずお茶漬けにできないかと考え
ました。日本料理の技法「水塩」、純米酒、塩糀のみで「塩しぐれ
煮」にすることで、村上牛の特長を活かしたお茶漬けに仕上げました。
出汁は、かつお節、昆布、焼きあご、塩でバランスのとれた味わいに
仕上げてあります。2013 年、2014 年と2 年連続で全日空ファースト
クラス機内食に採用いただきました。

希望小売価格（税込）1,944 円
最もおいしい時期
通年
〔本品〕国産牛（村上牛）
、純米酒、塩糀、塩（笹
原材料
川流れ）
〔出汁〕米発酵調味料、食塩、砂糖、昆
布エキス、鰹節エキス、焼きあごエキス、酵母エキ
ス、アルコール、調味料（アミノ酸等）
、酸味料
主原料産地
新潟県村上市
内容量
本品 80g（出汁 12g×3 パック）
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 60 日
1ケースあたり入数 12 個
保存温度帯
冷蔵
JANコード
4562329800021
最低ケース納品単位 1ケース
ターゲット
利用シーン

30 代後半〜の男女
ちょっとしたぜいたくを味わいたい日、贈り物

お問合せ先 田村 崇幸
◆tel◇ 025-211-3175 ◆mail◇ zoljet16@kzc.biglobe.ne.jp

表記されている価格は 2017 年 2 月 1 日時点、消費税 8% の価格となります。※本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
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塩引鮭 粗ほぐし

◆小◇◆他◇

株式会社総合食品さいとう

水

希望小売価格（税込）800 円
最もおいしい時期
通年
原材料
白鮭（国産）
、食塩
主原料産地
北海道・新潟
内容量
100g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 60 日
1ケースあたり入数 20 袋
JANコード
4560144511733
最低ケース納品単位 1ケース

産

ターゲット
利用シーン

塩引鮭をあえて粗く大振りのほぐし身にしており、後からの味付けは一切
していないため、塩引鮭本来の味を堪能していただけます。最大のポイ
ントは、常温保存可能な点です。

「新潟県村上市の塩引鮭」という名を知っている、
もしくは聞いたことのある40 代以上の男女
おにぎりの具として召し上がっていただくのが一番
のおすすめです。朝に作ったおにぎりが、お昼には
塩引鮭の塩分がご飯になじみ、おいしく召し上がっ
ていただけます。 または、そのままご飯にふりかけ
て食べていただくのもおすすめです。

お問合せ先 齋藤 正志
◆tel◇ 0254-53-0156 ◆mail◇ shop@saitofood.jp

寅きち 鮭焼漬

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇

新潟中央水産市場株式会社
希望小売価格（税込）1,296 円
最もおいしい時期
通年
銀鮭（チリ産）
、清酒、みりん風調味料、醤油（原
原材料
材料の一部に大豆、小麦を含む）
主原料産地
チリ産
内容量
9切
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 90 日
1ケースあたり入数 20 袋
保存温度帯
冷凍
JANコード
4560323273742
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
7日
ターゲット
利用シーン

新潟の郷土料理の焼漬けです。

小さなお子様からご年配の方
湯煎などで温めてお召し上がりください

お問合せ先 坂脇 慶
◆tel◇ 025-222-3524
◆mail◇ honsya@chuuousuisan.co.jp

鮭塩こうじ漬

◆百◇◆小◇

株式会社見田元七商店
希望小売価格（税込）864 円
最もおいしい時期
通年
サーモントラウト（チリ産）
、米糀（新潟県産コシヒ
原材料
カリ）
、天日塩
主原料産地
サーモントラウト（チリ産またはノルウェー産）
内容量
約 200ｇ（約 50ｇ×4 切）
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 30 日
1ケースあたり入数 20 袋
保存温度帯
冷凍
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
5 日程度
ターゲット
利用シーン

脂のりがよいサーモンを使用し、塩こうじは新潟県産コシヒカリを使用し
ています。
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50 〜 70 代女性
そのまま焼くのはもちろん、焼いてからほぐして鮭
フレーク風、焼いてから和風だしの鍋の具材に

お問合せ先 見田 純平
◆tel◇ 025-381-7855 ◆mail◇ info@moto7.jp

電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

鮭一口煮びたし

◆外◇◆中◇◆商◇◆メ◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆業◇◆ギ◇

鮭物産株式会社

産

元々、古来より伝わる鮭の保存食です。鮭加工品では珍しく、一口大
にカットしてあります。原材料は、地元・岩船漁港水揚げの天然秋鮭
の雄のみを使用しています。徹底した下処理で鮭のぬめりを取り、職人
の手作業でのカット。研究を重ねたタレに漬け込んで完成させた逸品で
す。地元の村上市では加熱せず、常温のままで熱々のご飯のおともに
して食べます。

ターゲット
利用シーン

水

希望小売価格（税込）1,080 円
最もおいしい時期
通年
鮭（村上産）醤油、砂糖、酒精、みりん、調味料
原材料
（アミノ酸等）食物油（一部に大豆・小麦を含む）
主原料産地
新潟県村上市沖
内容量
280g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 30 日
1ケースあたり入数 80 袋
JANコード
4534427002836
最低ケース納品単位 1ケース
20 代から60 代までの主婦層
袋を切ってそのままでおいしく召し上がっていただけ
ます。お子様のお弁当、酒肴、急な来客へのもて
なしにも

お問合せ先 園辺 英司
◆tel◇ 0254-52-1990
◆mail◇ salmon-house@juno.ocn.ne.jp

サーモン塩辛 ロング瓶 200ｇ

◆他◇

株式会社三幸

希望小売価格（税込）1,080 円
最もおいしい時期
通年
原材料
アトランティックサーモン、米こうじ、いくら、清
酒、食塩、発酵調味料、唐辛子、調味料（アミノ
酸等）
、酒精、酸味料、pH調整剤、唐辛子抽出
物、安定剤（キサンタン）
、酸化防止剤（ビタミン
C）
、
（原材料の一部に大豆、豚肉を含む）
主原料産地
ノルウェー、チリ、スコットランド
内容量
200g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇出荷日から20 日間
1ケースあたり入数 12 個
JANコード
4973515447089
最低ケース納品単位 2ケース

極上の脂の乗ったアトランティックサーモンを新潟県産塩麹でじっくり熟
成し、北海道産塩いくらを混ぜ合わせた豪華な「親子漬」です。サー
モンのピンク・いくらの赤・麹の白の彩りが食欲をそそり、トロットロの食
感と塩麹による絶妙な塩加減はご飯・お酒が止まらなくなるおいしさです。
スーパーマーケットトレードショー2017にて、フード30 選に選出。

ターゲット
利用シーン

20 代〜 50 代男女
ギフト、手土産、お取り寄せ

お問合せ先 銘品部 大平 憲一
◆tel◇ 025-273-2247 ◆mail◇ k-oohira@kk-sanko.com

いかのふっくら焼

◆外◇◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆他◇

ヤマキ食品

希望小売価格（税込）723 円
最もおいしい時期
通年
原材料
いか（国産）
、濃口醤油、砂糖、塩、調味料（ア
ミノ酸等）（原材料の一部に大豆、小麦を含む）
主原料産地
石川県
内容量
200g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 1 年
1ケースあたり入数 60 袋
保存温度帯
冷凍（-8℃以下）
JANコード
4562327210013
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
3日
ケースサイズ（重量） 40×40×20cm（12kg）
ターゲット
利用シーン

大きなイカを選別しているため、身が厚く食べごたえがあります。水揚げ
直後に船の上で凍結した鮮度抜群のイカは、プリプリしていて食べごた
えがあります。

食卓を預かるグルメな40 代の女性
晩酌のおつまみに

お問合せ先 黒﨑 識正
◆tel◇ 025-229-9262 ◆mail◇ info@souzaburou.com

表記されている価格は 2017 年 2 月 1 日時点、消費税 8% の価格となります。※本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
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まるかじりメギス

◆商◇◆小◇◆業◇◆ギ◇

土の香工房cotocoto

水

希望小売価格（税込）540 円
最もおいしい時期
9 月〜 6 月
原材料
ニギス、魚醤（ニギス・天日塩・麦麹）
主原料産地
新潟県上越沖
内容量
30ｇ
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 120 日
1ケースあたり入数 50 袋
JANコード
4580352780141
最低ケース納品単位 1ケース

産

ターゲット
利用シーン

上越地域で庶民的な魚としてよく食されているメギス（正式名ニギス）
は、白身の魚で、足が非常に速く痛みやすいため、ほとんど県外には
出回ることがありません。船上で廃棄されていた未利用魚のメギスから
魚醤を作り、メギスにふりかけて乾燥させています。

日本酒好きな30 〜 80 代の男性。カルシウムを積
極的に摂りたいと思っている50 〜 80 代の女性
そのまま丸かじりしていただくのが一番です。旅の
おともに、いつでも気軽に袋から出して召し上がっ
ていただけます。アレンジレシピとして、お酒を少
しふりかけて天ぷらにすると、メギスの魚醤の香り
と食感が楽しめます。

お問合せ先 早津 知祥
◆tel◇ 025-546-7127 ◆mail◇ cotocoto@zb.wakwak.com

幻魚の干物

◆外◇◆商◇◆ス◇◆百◇◆業◇

株式会社ゆめ企画名立

幻魚（ゲンギョ）とは、富山から上越沖の深海に生息する深海魚です。
鮮度劣化が早いため、外部流通しない幻魚を新鮮なまま干物にしまし
た。見た目は奇妙ですが、脂が乗っている上質な白身魚です。2013
年の「ご当地じまん合戦 地域ならではの食部門」グランプリ受賞。
優れた特産品であると上越市が認めた「メイド・イン上越」認証品。
株式会社マガジンハウス「BRUTUS 2017.2.1 号」帰ってきた！日本
一の「お取り寄せ」特集姿干し部門準グランプリ。

希望小売価格（税込）540 円
最もおいしい時期
通年
原材料
ゲンギョ（新潟県産）
主原料産地
上越市名立区
内容量
6尾
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 90 日
1ケースあたり入数 30 袋
保存温度帯
冷凍
JANコード
4571151200190
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
お問合せください
ターゲット
利用シーン

上質な食を知っている、40 〜 60 代のシニア層
軽くあぶって柔らかくなったらあつあつをそのままが
一番。さっと衣にくぐらせて天ぷらもおいしいです。
オーブントースターやフライパンでも焼けます。

お問合せ先 西野 優子
◆tel◇ 025-531-6300 ◆mail◇ y-nishino@umiterasu.co.jp

佐渡産 海の五食やさい

◆外◇◆中◇◆メ◇◆ス◇◆小◇◆ホ◇◆業◇

株式会社髙木屋

希望小売価格（税込）214 円
原材料
めかぶ、もずく、あかもく、こんぶ、わかめ
主原料産地
新潟県佐渡市
内容量
100g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 180 日
1ケースあたり入数 20 袋
JANコード
4909289013960
最低ケース納品単位 1ケース
ターゲット
利用シーン

海水の透明度が高いことで知られる佐渡島では、風味豊かなわかめ・め
かぶ・もずく・あかもく・昆布が収穫されます。これらの海藻を細かく刻
み、絶妙な割合で混ぜ合わせました。5種類の海藻が調和して、独特の
風味と強い粘りをお楽しみいただけます。使い切りやすい100g袋です。
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お子様、40代以上で健康志向の方、咀嚼が難しく
なった高齢者に
無調味ですので、お好みで味付けできます。その
まま和え物に加えたり、醤油やめんつゆを加えてご
はんのおともに。また、温かいお味噌汁・お吸い
物・スープ・麺類に加えるととろみが出て体が温ま
ります。細かく切ったイカ、オクラ、マグロと共に
軍艦巻きに乗せてもおいしいです。

お問合せ先 松井 真吾
◆tel◇ 025-783-7011 ◆mail◇ s-matsui@takagiya.com

電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

みがきにしんの糀漬

◆ス◇◆百◇

有限会社宮川糀や

産

利用シーン

水

希望小売価格（税込）540 円
最もおいしい時期
通年
原材料
みがきにしん、米糀、食塩、食酢、みりん、酒
主原料産地
ベーリング海（米国）
内容量
100g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 6カ月
1ケースあたり入数 50 袋
保存温度帯
冷凍
JANコード
4589609750265
最低ケース納品単位 1ケース
販売エリアの制限
関東一円
ケースサイズ（重量） 30×30×30cm（6kg）
酒の肴、ご飯の副食

日
配

全乾燥のみがきにしんを、家伝の糀とその加工技術で漬け込んだ商品。
フライパンにクッキングシートを敷き、中央で軽くあぶると、柔らかくふっく
らと仕上がり、焼けた糀とにしんの香りがおいしさを引き立てます。無添
加・無着色のため、安心して召し上がっていただけます。

お問合せ先 宮川 利実
◆tel◇ 0254-92-2453

はたはた南蛮漬け

◆外◇◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇

有限会社まえた

希望小売価格（税込）432 円
最もおいしい時期
通年
原材料
はたはた（日本海産）
、調味酢（米酢、砂糖、醤
油、米発酵調味料、食塩、酵母エキス）
、小麦粉、
食用大豆油、食塩、有機唐辛子、昆布エキス、長
葱エキス（原材料の一部に大豆、小麦粉を含む）
主原料産地
日本海
内容量
95g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 60 日
1ケースあたり入数 20 袋
JANコード
4940585054981
最低ケース納品単位 1ケース
ターゲット
利用シーン

日本海で水揚げされた「はたはた」をカラッと揚げた後、南蛮酢に漬込
み、有機唐辛子で味を引き締めた商品です。骨ごと召し上がっていただ
けます。

20 〜 30 代（特に子供がいる家庭）
ご飯のおかずやお酒のおつまみに。玉葱、人参な
どを加えると一層ボリュームが出ます。さっぱりとし
た食感をお楽しみいただけます

お問合せ先 前田 隆
◆tel◇ 025-371-0363

◆mail◇ takashi@maeta.net

ヤギ乳 100％使用 ヤギさんのバター

◆商◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆ギ◇

ファーストファーム株式会社

希望小売価格（税込）2,000 円
最もおいしい時期
通年
原材料
生ヤギ乳、塩
主原料産地
生ヤギ乳（新潟県上越市）
内容量
70g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 6カ月
1ケースあたり入数 1 個〜
保存温度帯
冷蔵
JANコード
4562269320085
最低ケース納品単位 1ケース/日
発注リードタイム
3 〜 10 日
ターゲット
利用シーン

当社牧場の新鮮な搾りたて生ヤギ乳 1リットルからわずか20ｇ程度しか
できない、とても希少なヤギ乳製品です。独自製法でヤギ臭もなく、脂っ
ぽさが口に残らない、純白であっさりとした舌触りのまろやかなバターです。

30 代〜
トーストした食パンなどにたっぷり塗ってお召し上が
りください

お問合せ先 蓑和 章
◆tel◇ 025-599-3778 ／ 090-3473-7632
◆mail◇ minowa@ﬁrstfarm.com

表記されている価格は 2017 年 2 月 1 日時点、消費税 8% の価格となります。※本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
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わさび屋のワサチーノ

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇

有限会社ＳＫフロンティア

日

糸魚川市のミネラル豊かな地
下水で育った、わさび最高品
種の真妻の酒粕漬と、イタリ
アチーズの王様・パルミジャー
ノチーズを、独自にブレンドしま
した。濃厚なチーズと爽やかな
わさびの風味がお口に広がる
洋風わさび漬です。

希望小売価格（税込）583 円
最もおいしい時期
通年
酒粕、わさび、チーズ、水飴、ビタミンB１、安定
原材料
剤（増粘多糖類）
主原料産地
新潟県糸魚川市
内容量
75g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 90 日
1ケースあたり入数 12 個入り2 合わせ
JANコード
4571308890427
最低ケース納品単位 2ケース
ターゲット
利用シーン

配

老若男女
さまざまなパーティーシーンの前菜や添え物として。
ワインやお酒と相性がよく、中でもスモークサーモ
ンやカナッペとは非常によく合います。マヨネーズ
と混ぜて野菜ディップやフランスパンなどにもおす
すめです。

お問合せ先 渋谷 一正
◆tel◇ 025-555-3940 ◆mail◇ midori@shibuya-k.jp

長岡巾着茄子の辛子茄子

◆外◇◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆業◇◆ギ◇

有限会社たちばな

希望小売価格（税込）600 円
最もおいしい時期
通年
長岡巾着茄子、漬け材料（砂糖、食塩、酢、辛子
原材料
粉）
、着色料（ウコン）
、酸化防止剤（V.C）
主原料産地
長岡巾着茄子（新潟県長岡市）
内容量
160g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇製造から3カ月
1ケースあたり入数 12 個
保存温度帯
冷蔵
JANコード
4560210672078
最低ケース納品単位 3ケース
発注リードタイム
3日
ケースサイズ（重量） 22.5×26.5×19cm（2.2kg）

越後長岡野菜の殿様「長
岡巾着茄子」の辛子漬けで
す。独特のコリコリとした食
感と、ツーンとくる辛さがクセ
になる逸品です。

ターゲット
利用シーン

40 〜 60 代
ご飯のおとも、お酒のおつまみなど

お問合せ先 松田 大輔
◆tel◇ 0258-32-1533 ◆mail◇ tachibana@misodama.jp

めぎすつみれだんご

◆ス◇◆百◇◆業◇◆ギ◇

有限会社一印かまぼこ屋
希望小売価格（税込）420 円
最もおいしい時期
通年
原材料
魚肉（糸魚川産メギス）野菜（たまねぎ、にんじ
ん）澱粉、食塩
主原料産地
新潟県糸魚川市
内容量
6個
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 21 日
1ケースあたり入数 24 袋
JANコード
4985312000008
最低ケース納品単位 1ケース
ターゲット
利用シーン

糸魚川で水揚げされた新鮮なメギス（ニギス）だけを使い、頭と内臓を
取り除いてから中骨ごと練り上げています。味付けは天日塩と、つなぎに
馬鈴薯澱粉をしているのみで、化学調味料は一切使用しておりません。
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食の安全と栄養価にこだわる40 歳代からの女性、
酒の肴にこだわる男性
夕食の一品に、寒い時期にはお鍋やおでんの具材、
春から夏にはフライパンで焼いてお食べください。
お味噌汁に入れると、出汁の効いたつみれ汁になり
ます

お問合せ先 松本 利恵
◆tel◇ 025-552-0411 ◆mail◇ kamabokoyasan@gmail.com

電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

麹のおちち 食べるタイプ

◆外◇◆中◇◆商◇◆ス◇◆ホ◇

佐渡発酵株式会社

希望小売価格（税込）620 円
最もおいしい時期
通年
原材料
米、米麹
主原料産地
新潟県佐渡市
内容量
190g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 180 日
1ケースあたり入数 15 個
保存温度帯
冷蔵
JANコード
4589939670028
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
10 日
ターゲット
利用シーン

日
配

お問合せ先 浜田 正敏
◆tel◇ 0259-78-2288
◆mail◇ info@sadohakko.com

県内素材限定 越後味噌

グローサリー

原料米には佐渡産コシヒカリのみを使用し、麹はすべて自家製です。
約 3 週間かけてじっくりと乳酸発酵させました。

乳酸発酵食品に関心の高い自然派の方
そのまま食べたり、パンにつけて食べてください。
調味料としても使えます

◆百◇◆ギ◇

株式会社いせん

希望小売価格（税込）800 円
最もおいしい時期
通年
原材料
大豆（遺伝子組み換えでない）
、米、塩
米（新潟魚沼産）
、大豆（新潟県）
、塩（日本海新
主原料産地
潟笹川流れ）
内容量
700g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 180 日
1ケースあたり入数 10 個
保存温度帯
常温（夏場は要冷蔵）
JANコード
4562358880308
最低ケース納品単位 2ケース
発注リードタイム
4日
ターゲット
利用シーン

全て新潟県産の素材にこだわり、代々受け継がれた木樽で仕込んだ天
然醸造の味噌です。

30 代〜 70 代 女性
味噌汁はもちろんのこと、味噌ドレッシングや味噌
焼きおにぎりもおすすめです

お問合せ先 萩野 翔
◆tel◇ 025-784-3361

◆mail◇ sho@isen.co.jp

越後 赤味噌

◆商◇◆百◇◆小◇

株式会社峰村商店
希望小売価格（税込）486 円
最もおいしい時期
通年
大豆（新潟県産、遺伝子組み換えでない）
、米（新
原材料
潟県産）
、食塩、酒精
主原料産地
新潟県
内容量
300g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 180 日
1ケースあたり入数 8 個
保存温度帯
常温
JANコード
4977943833186
最低ケース納品単位 5ケース
ターゲット
利用シーン

新潟県産大豆(遺伝子組み換えでない）と新潟県産米でじっくりと仕込
んだお味噌です。大豆の旨みと芳醇な香りが特長の昔ながらの越後味
噌です。

原材料産地を気にされる方
お味噌汁はもちろん、みそ田楽や鮭のムニエル、な
めろう、かす汁など

お問合せ先 志村 毅
◆tel◇ 025-247-9321
◆mail◇ shimura@minemurashouten.co.jp

表記されている価格は 2017 年 2 月 1 日時点、消費税 8% の価格となります。※本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
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KAMOSCO 十年熟成味噌×ハバネロ

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆業◇◆ギ◇

合資会社小林醤油店

日本伝統の醸す（かもす）

グローサリー

食文化が作り上げた十年熟
成味噌をベースとし、激辛唐
辛子のハバネロを配合した和
風辛口ソースです。十年間
熟成させた味噌の濃厚で芳
醇な風味と激辛・ハバネロと
のコラボレーションをお楽しみ
ください。 特に若い世代に
向けてパッケージも手に取っ
てもらえるようインパクトがある
ように作っています。柚子を
使用した「KAMOSCO 一
年熟成味噌×ゆず×ハバネ
ロ」もあります。

希望小売価格（税込）432 円
最もおいしい時期
通年
原材料
米みそたまり、米みそ、ハバネロ、食塩、酒精
主原料産地
味噌（新潟県）
、ハバネロ（メキシコ）
内容量
60ml
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 365 日
1ケースあたり入数 30 本
保存温度帯
常温
JANコード
4562147269802
最低ケース納品単位 1ケース
ターゲット
利用シーン

辛いものを好む方
様々な料理に数滴かけてお召し上がりください。カ
レー、麻婆豆腐、チャーハン、トンカツ、焼き肉、
焼き鳥、ラーメン、うどんなどがおすすめです。

お問合せ先 小林 徹平
◆tel◇ 0254-62-2088
◆mail◇ tep̲kobayashi@kobayashi-shoyu.co.jp

飛魚漬だしつゆ

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆業◇◆ギ◇

株式会社フタバ

希望小売価格（税込）648 円
しょうゆ（本醸造）
、砂糖、発酵調味料、食塩、飛
原材料
魚、かつおぶし、かつお節エキス、さばぶし、にぼ
しエキス、清酒、調味料（アミノ酸等）
、酒精、カ
ラメル色素、酸味料、
（原材料の一部に小麦、大豆
を含む）
しょうゆ(本醸造)(新潟)、飛魚(長崎・熊本)、かつ
主原料産地
おぶし(静岡、鹿児島、その他)、さばぶし(静岡、
鹿児島、熊本、宮崎、愛媛)
内容量
395g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 12カ月
1ケースあたり入数 12 本
JANコード
4960002049925
最低ケース納品単位 1ケース

脂質の少ない国産飛魚の幼魚（小トビ）をまるごと1 本漬けています。
姿物を1 本まるごと入れることで、じわじわと旨みがつゆに溶け出し、ま
ろやかな味になります。びん詰め前に滅菌処理していますので、安心し
てご使用ください。

ターゲット
利用シーン

めん類好きな方（特にそば好きの方）
そば、そうめん、ひやむぎ、うどん、冷やっこなど

お問合せ先 土田 康晴
◆tel◇ 0256-45-7272 ◆mail◇ tsuchida@futaba-com.co.jp

みどりのラー油

◆商◇◆ス◇◆百◇

株式会社わたや

新潟県小千谷市特産のかぐら南蛮を原料にしたみどり色のラー油です。
少し遅れてくるさわやかな辛みが料理の味を引き立て、きれいなみどり色
が料理の色合いを際立たせます。料理雑誌「料理王国」の「料理王
国 100 選 2017」優秀賞に輝きました。日常の食卓にちょっとした驚き
を与える調味料です。スーパーマーケットトレードショー2017にて、フー
ド30 選に選出。
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希望小売価格（税込）734 円
最もおいしい時期
通年
原材料
食用大豆油、食用なたね油、食用ごま油、かぐら
南蛮粉末、ハラペーニョ粉末、香辛料抽出物、着
色料（クチナシ、ウコン）
、香料、酸化防止剤（V.E）
、
（原材料の一部に大豆を含む）
主原料産地
新潟県小千谷市
内容量
45g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 180 日
1ケースあたり入数 20 本
保存温度帯
常温
JANコード
4560447750204
最低ケース納品単位 2ケース
ターゲット
利用シーン

少し辛いものが好きな女性
日常の食卓

お問合せ先 和田 正樹
◆tel◇ 0258-83-0588 ◆mail◇ m.wada@watayasoba.co.jp

電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

かんずり 酒盗

◆外◇◆中◇◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆業◇

有限会社かんずり
希望小売価格（税込）540 円
最もおいしい時期
通年
かつお（内臓）
、食塩、発酵調味料、かんずり（唐
原材料
辛子、糀、柚子）
、醸造酢、日本酒、ブドウ糖果
糖液糖、乳糖、アミノ酸液、砂糖、他（原材料の
一部に乳、大豆、りんごを含む）
かつお（静岡県、タイ）
、かんずり（新潟ほか国内）
主原料産地
内容量
80g
1ケースあたり入数 48 本（6 本×8セット）
保存温度帯
常温
JANコード
45149627
ターゲット
利用シーン

お問合せ先 長谷川 隆
◆tel◇ 0255-72-3813 ◆mail◇ hasegawa@kanzuri.com

かにみそ 身入り

グローサリー

本鰹の胃と腸だけを長期自然熟成させたかつお酒盗に、唐辛子、糀、
柚子、塩を3 年熟成させた「かんずり」を合わせました。発酵食品同
士を組み合わせることでかんずりが酒盗の生臭さを消し、旨みを引き出し
ます。常温陳列可能で、賞味期限が 9カ月と、長期保存ができます。

30 代〜 60 代の塩辛・珍味が好きな方、こだわり
の味に関心がある方
そのままおつまみに、またはご飯にのせて。冷奴や
生野菜、クリームチーズなどとも相性が良く、和洋
を問わずお酒のつまみにぴったりです。

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆業◇

新潟県観光物産株式会社
希望小売価格（税込）1,080 円
原材料
かにみそ（かにの内臓）
、かにの身、植物油、みり
ん、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、カニエキス、調
味料（アミノ酸等）
、酒精、
（原材料の一部に小麦、
大豆、さば、ゼラチンを含む）
主原料産地
国産（日本海 新潟沖）
内容量
60g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇製造後 120 日間
1ケースあたり入数 20 本
JANコード
4984229150851
最低ケース納品単位 1ケース／日
ターゲット
利用シーン

原料の「ベニズワイガニ」は、新潟県村上市で水揚げされたものを使
用。かにの身もたっぷり入れてじっくり炊き上げます。1 本でかに6 杯分
のかにみそを使用しているため、非常に濃厚な味に仕上がっています。

一人暮らしの 30 代女性。よく自宅で女子会をす
る方。
酒の肴として。辛口の酒によく合います。ワインな
どの洋酒には、クリームチーズと混ぜ、クラッカー
につけると相性が良いです。

お問合せ先 間宮 博之
◆tel◇ 025-276-2121 ◆mail◇ syokuhin@nk-bussan.co.jp

きむらのすり胡麻 彩烹風味

◆外◇◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇

有限会社やまき鮮魚店

希望小売価格（税込）540 円
最もおいしい時期
春・秋
原材料
ゴマ（いり胡麻）
主原料産地
パラグアイ
内容量
100g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 180 日
1ケースあたり入数 24 個
保存温度帯
常温
JANコード
4580203240046
最低ケース納品単位 2ケース
ターゲット
利用シーン

完全にペーストにした他社の胡麻ペーストとは違い、皮を少しだけ残すこ
とで風味が増しています。胡麻和え料理にしたときなど、風味と食感の
両方を楽しんでいただけます。風味や油の強さなど、伝統の胡麻の味
が再現できる胡麻を厳選しました。

50 歳以上の女性
野菜や山菜が豊富な時期の胡麻和え料理、胡麻酢
に。ラーメンなどに混ぜて隠し味として。胡麻マヨ
ネーズなど、様々な料理や調味料に使えます。

お問合せ先 木村 明弘
◆tel◇ 025-259-7278
◆mail◇ a.kimura.yamaki@saihoufuumi.jp

表記されている価格は 2017 年 2 月 1 日時点、消費税 8% の価格となります。※本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
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かぐら南蛮味噌

◆外◇◆中◇◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆業◇

あさひ山

希望小売価格（税込）650 円
原材料
味噌、神楽南蛮（新潟県産）
、砂糖、大葉（国
産）
、清酒、植物性油脂（原材料の一部に大豆、
小麦を含む）
主原料産地
新潟県
内容量
120g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇製造日より6カ月
1ケースあたり入数 35 本
JANコード
49332530173674
最低ケース納品単位 1ケース
ターゲット
利用シーン

グローサリー

新潟県長岡市の伝統野菜の一つである唐辛子「神楽南蛮」を使用
し、越後味噌、砂糖、大葉などと一緒に混ぜ合わせた肴味噌です。か
ぐら南蛮の辛さと越後味噌と大葉の香りが口の中に広がり、何度食べ
ても飽きのこないおかず味噌です。

普段から新潟のお米のおいしさを実感し、新潟なら
ではのご飯のおかずとともにお米を楽しみたいと考
えている方
温かいご飯にのせて、ご飯のおとも、おにぎりの具
として。野菜などにつけて酒の肴に。炒め物など
の料理にもご利用いただけます。

お問合せ先 物販事業部 外商課 長谷川 忠
◆tel◇ 0258-92-6737 ◆mail◇ hasegawa@asahi-shouzi.co.jp

新潟県山古志産かぐら南蛮入りなす味噌 80ｇ瓶

◆ス◇◆百◇

株式会社こだわり食品本舗

希望小売価格（税込）648 円
最もおいしい時期
通年
原材料
味噌、茄子（新潟県山古志産）
、かぐら南蛮（新
潟県山古志産）
、水あめ、砂糖、ぶどう糖、昆布
エキス、チキンエキス、鰹節エキス、酸化防止剤
（ビタミンC）
、
（原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉
を含む）
茄子（新潟県山古志）
、かぐら南蛮（新潟県山古志）
主原料産地
内容量
80g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 270 日
1ケースあたり入数 10 本
JANコード
4582441400466
最低ケース納品単位 2ケース
ターゲット
利用シーン

標高 400ｍの山古志（新潟県長岡市）高原でのびのびと育った、か
ぐら南蛮と丸なすをエスニックな調味味噌と取り合わせました。

お問合せ先

中高年
ご飯に乗せて。お酒のおつまみ、豆腐の薬味など

株式会社こだわり食品本舗

◆tel◇ 0258-83-3700

穂のか菜のか スパイスジンジャーシロップ 100g

◆mail◇ info@kodawarishokuhin.co.jp

◆百◇◆小◇◆他◇◆ギ◇

つなぐ株式会社

希望小売価格（税込）1,512 円
最もおいしい時期
通年
原材料
生姜、てんさい糖、米飴、レモン、シナモン、カル
ダモン、クローブ
主原料産地
黄金生姜（高知県）
内容量
100g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 6カ月
1ケースあたり入数 12 個
JANコード
4580384281012
最低ケース納品単位 1ケース
ターゲット
利用シーン

生姜スライスのシロップ煮をそのまま瓶詰めにしています。1スプーンでし
っかりスパイシーな味をお楽しみください。
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冷え性の女性、健康志向の女性、温活女性
ミルクティーに入れてジンジャーチャイに、紅茶やお
湯に入れてヨーグルトに、チーズと一緒にトーストに
のせて焼く

お問合せ先 相馬、渋川、船久保
◆tel◇ 025-244-7168 ◆mail◇ r.tunagu@gmail.com

電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

魚沼こしひかりのかゆ 白粥

◆ス◇◆百◇

株式会社SOIL

希望小売価格（税込）197 円
最もおいしい時期
通年
原材料
うるち米（魚沼産 100％）
主原料産地
新潟県魚沼産
内容量
200g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 6カ月
1ケースあたり入数 20 入り4 合わせ
保存温度帯
常温
JANコード
4512165200158
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
3〜4日
販売エリアの制限
沖縄（別途送料有）
ケースサイズ（重量） 33×31×11.2cm（4.4kg）
ターゲット
利用シーン

お問合せ先 大島 知美
◆tel◇ 025-765-1198 ◆mail◇ info@uonuma-soil.com

黒米がゆ（くろまいがゆ）

グローサリー

魚沼コシヒカリの甘み・風味を大切にお米から炊きあげたおかゆです。

老若男女
非常時、体調不良時、とろみをつける料理など

◆商◇◆ス◇◆百◇

株式会社ヒカリ食品

希望小売価格（税込）194 円
最もおいしい時期
通年
原材料
米（新潟県魚沼産コシヒカリ、新潟県産黒米）
主原料産地
新潟県
内容量
250g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇製造日から1 年
1ケースあたり入数 24 個
保存温度帯
常温
JANコード
4980398000225
最低ケース納品単位 2ケース
発注リードタイム
3〜4日
ケースサイズ（重量） 39.5×24×21cm（7.9kg）
ターゲット
利用シーン

魚沼産コシヒカリを五分づきにし、
栄養価の高い黒米を加えていま
す。もっちりとしたおかゆに仕上が
っています。

お米の味にこだわっている中高齢者
朝食、夜食、体調がすぐれない時、ご飯が足りな
い時

お問合せ先 梶 しずよ
◆tel◇ 0250-43-5611 ◆mail◇ okayu@smile.ocn.ne.jp

菜めしの素

◆ス◇◆小◇◆ホ◇◆業◇

有限会社大地
希望小売価格（税込）432 円
最もおいしい時期
通年
原材料
野沢菜、みそ、ごま油、かつお節エキス、昆布エ
キス、食塩、ごま、うこんパウダー、調味料（アミ
ノ酸等）
、調味料（原材料の一部に大豆を含みます）
主原料産地
新潟県
内容量
100g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 90 日
1ケースあたり入数 20 袋
保存温度帯
常温
JANコード
4580168045083
最低ケース納品単位 1ケース
ターゲット
利用シーン

野沢菜をシンプルに塩漬けし、程よく塩出ししたのち、炒めながら水分を
飛ばして味噌を加え、少し焦がして香ばしく仕上げてあります。昔ながら
の素朴な味わいと手作り感たっぷりの製法で作られた商品です。

中高年世代
炊きたてご飯に混ぜるだけでも、一手間加えてチャ
ーハンにしても、おいしく召し上がっていただけます

お問合せ先 宮澤 知美
◆tel◇ 025-761-4070 ◆mail◇ daichi@kuranokura.com

表記されている価格は 2017 年 2 月 1 日時点、消費税 8% の価格となります。※本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
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笑顔になれるお味噌汁 10 個入りありがとうギフトセット

◆商◇◆メ◇◆百◇◆小◇◆ホ◇

株式会社ふふふ

希望小売価格（税込）3,348 円
原材料
味噌（大豆（非遺伝子組換え）
、米、食塩、かつ
お節粉末、魚介エキス）
、最中種（もち米）
、乾燥
豆腐（大豆、デキストリン、澱粉）
、わかめ、ねぎ
（ねぎ、ぶどう糖）
、調味料（アミノ酸等）
、豆腐用
凝固剤、消泡剤、他（原材料の一部に大豆を含む）
主原料産地
味噌、最中（日本）
、具材（日本・アメリカ・カナ
ダ・ニュージーランド・ベトナム・中国ほか）
1ケースあたり入数 10セット
JANコード
4562316735145

グローサリー

器に入れ、最中の中央に1〜1.5cmの穴を開けその穴にお湯を注ぎ込
むと、まるで打上げ花火のように、最中の中から具材があふれ出します。
器の中はまさに宝石箱。その様子を見ているだけで、みんなが笑顔にな
るでしょう。ハート型の最中に、可食プリントされた「ありがとう」の文
字は感謝の気持ちをかわいらしく表現しています。送り主の先様に対す
る気持ちに加え、個性やセンスを表現できるものを贈りたい。そんな方
に、ふふふの最中味噌汁「笑顔になれるお味噌汁」をお勧めします。

ターゲット
利用シーン

20 〜 40 代の女性
「自分が貰っても使わない、困ってしまうものは贈り
たくない。」
「もうありふれた贈り物はいや。」
「貰っ
たら、贈り主を褒めてあげたくなるようなものが良
い」という皆様。老若男女・国籍を問わず貰った
方が笑顔になれる「とっておきの贈り物」です。

お問合せ先 韮澤 拓
◆tel◇ 0256-33-8579

◆mail◇ 335489＠fufufunofu.com

玄米パスタ（太麺）

◆外◇◆ス◇◆百◇

ジョイントファーム株式会社
希望小売価格（税込）360 円
最もおいしい時期
通年
原材料
うるち玄米（新潟県産）
、馬鈴薯澱粉（国産）
、さ
といも（新潟県産）
主原料産地
新潟県
内容量
100g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 1 年
1ケースあたり入数 40 個入
保存温度帯
常温
JANコード
4582153871394
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
お問合せください
ターゲット

専門家からいただいた「麺はのどごし」という言葉に重きを置き、商品
開発を行いました。里芋を入れることにより、つるっとしたのどごしとモチ
モチとした食感を実現できました。小麦粉や添加物は不使用のため、ア
レルギーをお持ちの方や健康志向の方にも、おすすめの商品です。

利用シーン

30 代〜 50 代男女、アレルギーにお困りの方や健
康志向をお持ちの方
夏であれば冷製、冬であれば鍋の〆に

お問合せ先 大野 敦子
◆tel◇ 0256-41-5466 ◆mail◇ info@gensenmai.net

グルテンフリーパスタNatura

◆外◇◆中◇◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇

百姓の米屋 株式会社新潟農園

グルテンフリーの
米粉パスタです。
しっかりとした歯ご
たえと弾力、想
像以上のもちも
ち食感です。半
生パスタならでは
のフレッシュ感が
ありながら、常温
でも８カ月の保存
が可能です。
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希望小売価格（税込）300 円
最もおいしい時期
通年
原材料
新潟産コシヒカリ、玄米
主原料産地
新潟市
内容量
120g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 8カ月
1ケースあたり入数 24 袋
保存温度帯
常温
JANコード
4546329092013
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
4〜5日
ケースサイズ（重量） 40×27×14cm（3.3kg）
ターゲット
利用シーン

健康志向の高い消費者、食物アレルギーの専門店
昼食〜夕食時の主食

お問合せ先 関本 善史
◆tel◇ 0250-23-3077
◆mail◇ info@n-kome.jp

電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

カレー味から揚げ粉 80ｇ

◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇

株式会社鳥梅

希望小売価格（税込）216 円
最もおいしい時期
通年
原材料
小麦粉、米粉（国産）
、カレー粉、食塩、グラニュ
ー糖、こしょう、粉末醤油、加工デンプン、調味料
（アミノ酸）
（原材料の一部に大豆を含む）
主原料産地
小麦粉
内容量
80g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 9カ月
1ケースあたり入数 12 袋入 8 合わせ
保存温度帯
常温
JANコード
4957929003031
最低ケース納品単位 8ケース
ターゲット
利用シーン

お問合せ先 佐藤 一也
◆tel◇ 025-382-3033 ◆mail◇ kj-butsuryu@toriume.co.jp

しめ張もち

グローサリー

米粉を使用しているため、衣がパリパリに仕上がります。お子様でも食
べられるよう、辛さのないカレー味の味付けにしています。塩レモン味か
ら揚げ粉もあります。

食べ盛りのお子様がいる40 代主婦
夕飯の食卓や、時間が経っても衣のパリパリ感が
残るため、お弁当などに最適です

◆ス◇◆百◇◆小◇

有限会社細矢農園
希望小売価格（税込）972 円
最もおいしい時期
12 月〜 3 月
原材料
水稲もち米（南魚沼市旧塩沢町産）
主原料産地
新潟県南魚沼市塩沢地区
内容量
500g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇製造より4カ月
1ケースあたり入数 21 個
保存温度帯
常温直射日光を避けなるべく涼しいところ
JANコード
4562467532129
最低ケース納品単位 1ケース／日
発注リードタイム
5日

しめ張もち米は、病気に弱く、倒伏しやすいため栽培が難しく、少数の
農家しか栽培していない貴重なもち米です。おもちに加工して食べてみ
ると、噛めば噛むほど甘みを感じ、一般的なおもちとは一線を画す味で
す。職人の技術が活かされた「手のし」もちで、少量限定生産の商
品です。

ターゲット
利用シーン

お正月をご家族で過ごす家庭
1 年のはじまりのお正月、ご家族や、ご親戚と過ご
す、貴重なお時間に。雑煮やおしるこ、やきもちな
どにしてお召し上がりください

お問合せ先 柏倉 隆
◆tel◇ 025-782-9545

◆mail◇ hosoya@hyper.ocn.ne.jp

関隆 栽培米 魚沼産こがね餅

◆商◇◆ス◇◆百◇◆業◇◆ギ◇

株式会社ゆのたに

希望小売価格（税込）734 円
最もおいしい時期
通年
原材料
水稲もち米（魚沼産こがねもち米 100％）
主原料産地
新潟県魚沼市
内容量
400g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 2 年
1ケースあたり入数 20 袋
保存温度帯
常温
JANコード
4908392122071
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
4 営業日
ケースサイズ（重量） 43×30×20cm（9kg）
ターゲット
利用シーン

単一生産者（関隆さん）の栽培米のみを原材料として使用したシング
ルパックです。魚沼のおいしい水で蒸し上げました。

味の違いがわかるシニア世代や次世代を担うお子様
雑煮、磯辺焼き、鍋物など。家族団らんのひとと
きに、おいしいものを食べたい特別な正月に

お問合せ先 卸営業本部 吉田 誠
◆tel◇ 025-793-1111 ◆mail◇ ytsk-m.y@lily.ocn.ne.jp

表記されている価格は 2017 年 2 月 1 日時点、消費税 8% の価格となります。※本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
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香ばし玄米スライス

◆商◇◆ス◇◆小◇◆他◇

農事組合法人久比岐の里農産センター
希望小売価格（税込）324 円
最もおいしい時期
通年
原材料
水稲もち米（新潟県産）
主原料産地
新潟県上越市
内容量
150g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 90 日
1ケースあたり入数 30 個
保存温度帯
常温
JANコード
4522111001043
最低ケース納品単位 1ケース
ターゲット
利用シーン

グローサリー

食物繊維が豊富で体に良いと言われている玄米の餅を薄くスライスし、
素早く調理できるように商品化しました。もち米は自家生産している新潟
県産特別栽培米のこがねもちを使用。トースターで2〜3 分焼けば、玄
米の香ばしい香りがしておいしく召し上がっていただけます。

30 代〜 50 代女性、または、健康志向の方
朝の忙しい時間帯にすばやく調理でき、腹持ちが
良いので、一人暮らしの女性やご家族でお子さん
がいる方の朝食にぴったりです。会社での休憩中、
学校帰りの子供のおやつにも。

お問合せ先 柳澤 嘉孝
◆tel◇ 025-530-2304 ◆mail◇ info@kubikimochi.or.jp

佐渡の柿もち

◆百◇◆小◇◆ギ◇

佐渡の柿餅本舗
希望小売価格（税込）540 円
最もおいしい時期
通年
原材料
もち米：こがね餅（佐渡産）
、干し柿（佐渡産）
、塩
（佐渡産）
主原料産地
もち米（佐渡）
、柿（佐渡）
、塩（佐渡）
内容量
4 個入り（150g）
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 60 日
1ケースあたり入数 24 個
JANコード
4571481470010
最低ケース納品単位 2ケース／月
ターゲット
利用シーン

食材のもち米、おけさ柿の干し柿、塩に至るまで、すべて佐渡産のも
のを使用。素朴でほんのりやさしい甘さのお餅です。

お子様から、ご高齢の方まで
焼き餅で素朴な味をお楽しみいただく。また、ほん
のりとしたやさしい甘さがあるので、チーズやトマ
ト、オリーブなどと相性が良く、柿餅ピザにも。ワ
インやお酒にピッタリです。

お問合せ先 五十嵐 敏郎
◆tel◇ 0259-67-7856 ◆mail◇ sado705@rhythm.ocn.ne.jp

妻有そば

◆外◇◆商◇◆ス◇◆百◇◆ホ◇

株式会社玉垣製麺所
希望小売価格（税込）259 円
最もおいしい時期
通年
小麦粉、そば粉、海藻（炭酸カリウム）
、食塩、加
原材料
工でん粉、カラメル色素
主原料産地
小麦粉（アメリカ・カナダ・オーストラリア）
、そば
粉（中国）
、海藻（日本）
内容量
200g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇製造後 1 年
1ケースあたり入数 20 袋
JANコード
4975107100013
最低ケース納品単位 5ケース

当社が位置する十日町市は、昔から織物の産地として知られています。
この地域のそばは、つなぎに海藻の「布のり」を使用しますが、これは
織物の加工に「布のり」を使用していたことから由来しているといわれ
ています。当社の「妻有そば」にも、この「布のり」を使用しており、
その最大の特徴は「弾力性」とつるつるとした「口当たり」です。布
のりを使うことで弾力のあるコシが生まれ、のど越しのよいそばとなります。
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ターゲット
利用シーン

へぎそばをご家庭で手軽に楽しみたい中高齢の
男女。
茹で上げたそばを冷水でしっかりとしめ、独特なコ
シとのどごしをお楽しみください。薬味には「から
し」がおすすめです。

お問合せ先 尾身 浩
◆tel◇ 025-752-2563

電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

◆mail◇ omi@tsumarisoba.co.jp

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

雪室珈琲プレミアムアイス

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇

にいがた雪室ブランド事業協同組合

ターゲット
利用シーン

10ケース）

飲料にこだわりのある30 〜 50 代の方へ
ティータイムに、グラスにたっぷりと氷を入れて、そ
のままご賞味ください。低温熟成による、濃厚かつ
まろやかなのどごしが体感できます。

お問合せ先 山崎 宝雄
◆tel◇ 025-250-0102
◆mail◇ yamazaki.yukimuroya@gmail.com

雪蓮茶（ゆきはすちゃ）

グローサリー

（1） 雪 室 貯 蔵 の 珈 琲 豆 使
用。室温 0 度の雪室に約 1カ
月貯蔵するため、酸味、雑味の
角が取れ、まろやかな味に
（2）加圧式抽出で珈琲本来の
味を引き出しました。濃厚な味を
堪能いただけます。（3）スーパ
ーマーケットトレードショー2016
にて、フード30 選に選出

希望小売価格（税込）756 円
最もおいしい時期
春〜秋
原材料
コーヒー
主原料産地
ブラジル・ベトナム
内容量
1000ml
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 365 日
1ケースあたり入数 12 本
保存温度帯
常温
JANコード
4993549061006
最低ケース納品単位 5ケース（北海道・九州・四国

◆商◇◆ス◇◆ホ◇

月蓮茶荘

希望小売価格（税込）432 円
最もおいしい時期
通年
原材料
半発酵茶・後発酵茶・蓮
主原料産地
半発酵茶・後発酵茶（中国）
、蓮（新潟県）
内容量
30g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 2 年
1ケースあたり入数 30 個
保存温度帯
常温
JANコード
4562454770053
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
3 営業日
ケースサイズ（重量） 32×23×24.5cm

新陳代謝の促進効果があると言われ、べトナム王宮の女性たちが愛し、
中国の楊貴妃も愛飲していたという「蓮茶」。 別名「美人茶」とも呼
ばれ、新潟県上越市の高田城址公園の外堀に咲く蓮に黒烏龍茶・ジ
ャスミン茶・プアール茶をブレンドしたオリジナルティーを作りました。冬は
雪に覆われる城址公園のお堀で、毎年可憐に咲く蓮の力強い生命力を
蓄えたおいしいお茶です。100g入りもあります。

ターゲット
利用シーン

美と健康を求めている女性
毎食時（どんな食事にも合います）
。夏期には水出
しにしてもおいしく召し上がっていただけます

お問合せ先 柴田 英昭
◆tel◇ 025-520-7144 ◆mail◇ mail@getsuren.jp

食べてもおいしい魚沼そば茶

◆外◇◆商◇◆メ◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆他◇◆業◇

株式会社イチカラ畑

希望小売価格（税込）540 円
最もおいしい時期
通年
原材料
そばの実
主原料産地
そばの実（新潟県）
内容量
100ｇ
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 1 年
1ケースあたり入数 24 袋
保存温度帯
常温
JANコード
4562355080220
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
5 営業日
ケースサイズ（重量） 12×17×5.5cm（2.9kg）
ターゲット
利用シーン

大粒蕎麦の実をそのまま食べることができる逸
品です。

健康意識の高い消費者
そのまま食べても、そば茶やお茶漬け、トッピング
としても

お問合せ先 田村 裕介
◆tel◇ 0258-86-6966 ◆mail◇ ichikarainfo@gmail.ｃｏｍ

表記されている価格は 2017 年 2 月 1 日時点、消費税 8% の価格となります。※本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
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抹茶入り玄米茶

有限会社正香園

雪室こめ茶

◆ス◇◆百◇
希望小売価格（税込）648 円
最もおいしい時期
通年
原材料
玄米、緑茶、抹茶
主原料産地
静岡、三重、鹿児島、新潟、京都
内容量
100g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 365 日
1ケースあたり入数 12 袋
保存温度帯
常温
最低ケース納品単位 4ケース
発注リードタイム
3日
ターゲット
利用シーン

グローサリー

雪室貯蔵した茶葉に、新潟県産コシヒカリをブレンドした抹茶入り玄米
茶。コシヒカリの香りが特長の品です。熱湯をそのまま注いでもおいしく
抽出できるため、手軽に淹れることができます。

主婦
忙しい朝に、時間のない時

お問合せ先 松木 成徹
◆tel◇ 025-552-6376 ◆mail◇ y̲matsuki@tea-seikoen.com

ドレスアップフラワーティ（乾燥食用花使用）

◆商◇◆メ◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆業◇◆ギ◇

株式会社脇坂園芸

商品に使用しているエディブルフラワー
（食用花）
・ハーブは農薬を使用せず自
社栽培しているため、安心して食用と
して提供できます。エディブルフラワー
は丁寧に収穫調整し、専用の乾燥機
で時間をかけて乾燥させ、鮮やかな色
合いを残したまま仕上げます。ハーブ
の味・香りに合わせ、ドライエディブル
フラワーの色と味が生きるよう絶妙なバ
ランスで配合しています。

希望小売価格（税込）オープン価格
最もおいしい時期
通年
原材料
エディブルフラワー・ハーブ
主原料産地
新潟県阿賀野市境新
内容量
1 袋 3g入り
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 1 年
1ケースあたり入数 20 袋
保存温度帯
常温暗所
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
7日
ターゲット
利用シーン

幅広い年齢層
女子会やパーティ・家族の団らんなど、穏やかな気
分になりたい時。大切な方への贈り物としても最適
です。菓子・スイーツなどと組み合わせてどうぞ

お問合せ先 脇坂 裕一
◆tel◇ 0250-62-6772 ◆mail◇ wakky510@icloud.com

雪を割り掘り起こした人参ミックスジュース

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆ギ◇

有限会社いち粒

希望小売価格（税込）421 円
最もおいしい時期
通年
原材料
人参・りんご果汁・レモン果汁・ウメエキス
主原料産地
人参（新潟県）
、りんご（長野県）
、レモン（愛媛
県）
、うめ（群馬県）
内容量
350ml
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 365 日
1ケースあたり入数 12 本入り3 合わせ
JANコード
4909112800156
最低ケース納品単位 1ケース

自然の力「雪」×魚沼農家の「技」から誕生した逸品です。ひと口
飲めば、
「人参」とは思えないおいしさに驚きます。このジュースは雪下
人参とふじリンゴをすりおろしたストレート搾り100％ジュース。食物繊維
がたっぷり含まれた濃厚なジュースに仕上がっています。また、砂糖や
ビタミンＣなどを一切加えず、無添加・無着色・成分無調整で製造。
素材本来のおいしさを堪能いただけます。
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ターゲット
利用シーン

40 歳以上の健康志向の方
ストレート搾りの飲料のため、アレンジせずそのまま
お召し上がりいただけます。独特な人参臭がないた
め、離乳食や野菜嫌いの方に。季節の贈り物とし
ても適しています。

お問合せ先 猪俣 光弘
◆tel◇ 025-761-7700 ◆mail◇ m.inomata@ichiryu-store.com

電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

ごせんそだちアロニア・ポリフェノール果実ミックスジュース

◆外◇◆商◇◆メ◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆他◇◆ギ◇

株式会社サンファーム泉

希望小売価格（税込）1,500 円
原材料
アロニア（新潟県産）
、梅（新潟県産）
、きび糖、
レモン果汁
主原料産地
アロニアベリー（新潟県産）
内容量
500ml
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 9カ月
1ケースあたり入数 12 本
JANコード
4560451830022
最低ケース納品単位 1ケース
ターゲット
利用シーン

お問合せ先 樋口 紘一
◆tel◇ 0250-47-8808 ◆mail◇ sunfarm.izumi@wonder.ocn.ne.jp

ハーブソーダ

グローサリー

アロニアベリーをぎゅっと絞ったジュ
ースです。ワインにも似た渋味が特
長的な大人な味の果汁ジュース。
毎日50ccほど飲んでいただくこと
で、不足しがちなポリフェノールを補
えます。

50 代オーバーの女性。お子さん達が手を離れ、肉
体的にも金銭的にも、ご自身の健康に気を遣える
ようになってくる方々を中心と捉えております
そのまま飲むのはもちろん、夏場は炭酸水で割って
綺麗なサイダーに、冬場は紅茶割りに。お酒がお
好きな方は焼酎で割るのがおすすめです

◆外◇◆商◇◆小◇◆ホ◇

有限会社四季の定期便
希望小売価格（税込）378 円
最もおいしい時期
通年
原材料
ハーブティー（カモミール＆レモングラス）
主原料産地
新潟県
内容量
275ml
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 180 日
1ケースあたり入数 30 本
保存温度帯
常温
JANコード
4571239382008
最低ケース納品単位 1ケース／日
発注リードタイム
5 日以内
ターゲット
利用シーン

美味しい新潟の水をベースに、自社栽培ハー
ブを使用して作った炭酸水。カモミールの甘い
香りと、レモングラスの透き通るフレッシュ感が
爽快なハーブフレイバーが特長です。

健康志向の方
食事ととともに常飲。リフレッシュ時、リラックス
時、スポーツ時や、リゾート、ゴルフ場、エステサ
ロンなど

お問合せ先 白鳥 賢
◆tel◇ 0256-35-3508

◆mail◇ siki-21@alto.ocn.ne.jp

あま酒（無添加）

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆業◇

太田醸造株式会社

希望小売価格（税込）324 円
最もおいしい時期
9 月〜 4 月の期間
原材料
米
主原料産地
米（新潟県産）
内容量
300g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 90 日
1ケースあたり入数 20 個
JANコード
4963207001354
最低ケース納品単位 2ケース
ターゲット
利用シーン

原料の米は、100％糀を使用。あま酒は、飲む
点滴と言われています。原料の米は、全量新潟
県産です。9月〜 4月の限定生産です。砂糖不
使用。加糖タイプの「濃厚 あま酒」もあります。

お子様からご年配の方。特に、仕事にお疲れの方、
美へこだわりがある女性。
お好みの濃さに薄めてから（2 倍が目安）
、80℃前
後に沸かしてお飲みください。牛乳や豆乳などと
半々に割って召し上がっていただいてもおいしい
です。

お問合せ先 太田 憲一
◆tel◇ 0255-72-4134 ◆mail◇ ohtamiso@abelia.ocn.ne.jp

表記されている価格は 2017 年 2 月 1 日時点、消費税 8% の価格となります。※本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
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RiｚRizプリン

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆業◇◆ギ◇

Patisserie RizRiz
希望小売価格（税込）302 円
最もおいしい時期
通年
卵、牛乳、生クリーム、ビート糖、黒糖、もち玄
原材料
米、米、バニラ、ハチミツ
主原料産地
新潟県上越市
内容量
90ml
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 5 日
1ケースあたり入数 96 個
保存温度帯
冷蔵
最低ケース納品単位 1ケース
ターゲット
利用シーン

新潟上越の食材をふんだんに使用し、
オリジナルなプリンに仕上げました。濃
厚卵黄プリン、新潟御米プリン、和風
玄米プリンの３種類があります。

食に興味を持っている30〜40代女性。上越出身、
または新潟上越に親しみを持つ方
帰省のお土産として。香りと風味を楽しみながら、
紅茶やお茶とともにおやつに。

お問合せ先 飯塚 恵子
◆tel◇ 025-522-2300 ◆mail◇ shop@riz-riz.jp

パッションフルーツシャーベット

◆外◇◆中◇◆商◇◆メ◇◆百◇◆業◇◆ギ◇

カイセイ農研株式会社
スイーツ・菓子

希望小売価格（税込）オープン価格
最もおいしい時期
通年
パッションフルーツ、砂糖、ブドウ糖、粉末水飴、
原材料
安定剤（増粘多糖類）
主原料産地
新潟県村上市
内容量
120g
1ケースあたり入数 12 個
保存温度帯
冷凍
JANコード
4562124670508
最低ケース納品単位 4ケース
発注リードタイム
3日
ケースサイズ（重量） 15.5×25.5×15cm（1kg）
ターゲット
利用シーン

雪国新潟で温室ハウスを利用して栽培されたパッションフルーツのシャー
ベットです。雪国新潟の昼夜の寒暖差によって、パッションフルーツの
甘さと酸味が強くなり、南国産のものとはまた違った深い味わいとなって
います。

30 〜 40 代女性
暑い日やお風呂上がりのデザートに

お問合せ先 中村 竜也
◆tel◇ 0254-52-5060 ◆mail◇ nangoku@able.ocn.ne.jp

豆乳ジェラート Soy Fu（プレーン）

◆百◇◆ホ◇◆業◇◆ギ◇

佐久間食品株式会社

希望小売価格（税込）345 円
最もおいしい時期
通年
原材料
豆乳、てんさい糖、安定剤（増粘多糖類）
主原料産地
大豆（新潟県産）
内容量
90g
1ケースあたり入数 6 個
保存温度帯
冷凍
JANコード
4974028108108
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
2日
ケースサイズ（重量） 70×70×43cm（600g）
ターゲット
利用シーン

栄養価が高く優れた食品を多くの方に広めたいという創業者の想いを62
年間引き継いでいます。大豆の皮に含まれる独特のえぐみを取り除くた
め、脱皮加工した新潟県産大豆だけを使用。爽やかな甘みと香りを実
現させました。豆乳ジェラート Soy Hu（いちご）もあります。
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健康面を気にしている20 〜 30 代、小さなお子様
がいるご家庭
野菜をふんだんに使うレストランなど

お問合せ先 佐久間 康之
◆tel◇ 0256-33-2273 ◆mail◇ sanjo1003mame@gmail.com

電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

新潟 醤油餅

◆商◇◆ス◇◆百◇

株式会社大阪屋
希望小売価格（税込）1,104 円
最もおいしい時期
通年
原材料
マルトース、砂糖、もち粉（新潟県産）
、くるみ、
水飴、醤油（大豆、小麦を含む）
、澱粉加工品、
味醂、乳化剤
主原料産地
新潟県（もち粉）
内容量
6個
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 21 日
1ケースあたり入数 15 袋入 2 合わせ
JANコード
4529978860615
最低ケース納品単位 1ケース
ターゲット
利用シーン

新潟県産「こがねもち」から作る米
粉を100%使用しております。旨み
のある溜まり醤油仕立てのお餅に、
香ばしいくるみをたくさん入れました。

子供からシニアまで
そのままでも、砂糖醤油につけてもおいしくお召し
上がりいただけます。

お問合せ先 竹中 慶久
◆tel◇ 025-276-1411
◆mail◇ m.kikaku@niigata-osakaya.com

お米のおかし ささだんご

◆商◇◆メ◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆業◇◆ギ◇

P・K・C+パクチープラス

スイーツ・菓子

希望小売価格（税込）756 円
最もおいしい時期
通年
原材料
グラニュー糖、あられ（国産餅米、水飴）
、あん（小
豆）
、よもぎ
主原料産地
国産
内容量
60g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 365 日
1ケースあたり入数 54 本（混載可）
JANコード
4984448006151
最低ケース納品単位 1ケース
ターゲット

新潟では、明治時代から寒い冬にお湯に溶いて飲むおやつとして重宝
されてきました。芯に一粒あられを使った約 6ｍｍの「お米のおかし」
は、無添加にこだわって作りました。新潟名物ささだんご味＝「よもぎ」
味、
「あんこ」味で開発しました。シリーズ商品として、他に無添加コー
ヒー&ミルクの「越のだいち」、白ベースの「白雪きらら」もあります。

利用シーン

少し高くても、安心安全な素材で作られた、作り手
が分かる食品を求めている人。女性、かわいいも
のが好きな人。無添加にこだわる方
そのままお茶うけとして。コーヒー紅茶の砂糖代わ
りに。無糖ヨーグルトのトッピングにもおすすめ

お問合せ先 佐藤 洋子
◆tel◇ 0250-47-7303 ◆mail◇ pkcplus@gmail.com

お米ほろほろ7 個入

◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆業◇

株式会社丸屋本店

希望小売価格（税込）550 円
最もおいしい時期
通年
バター、アーモンド、小麦粉、砂糖（和三盆等）
、
原材料
米粉、脱脂粉乳
バター（北海道）
、アーモンド（アメリカ）
、麦粉（ア
主原料産地
メリカ他）
、砂糖（アメリカほか）
、米粉（新潟）
内容量
7 個入
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 30 日
1ケースあたり入数 20 個
保存温度帯
常温
JANコード
4582292646518
最低ケース納品単位 １ケース
発注リードタイム
3日
ターゲット
利用シーン

新潟県産コシヒカリの米粉を使用した焼き菓子です。米粉とよつ葉バタ
ー、和三盆糖を練り込み焼き上げました。米粉独特のほろほろとした口
どけをお楽しみください。

30 〜 49 歳の女性
仕事や家事の合間のちょっとしたひと時に

お問合せ先 本間 健二
◆tel◇ 025-271-9111 ◆mail◇ kenji@maruyahonten.com

表記されている価格は 2017 年 2 月 1 日時点、消費税 8% の価格となります。※本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
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お米の想い 揚げもち醤油

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆ギ◇

株式会社清野屋

希望小売価格（税込）432 円
最もおいしい時期
通年
もち米（新潟県産）
、植物油脂、しょうゆ（大豆・
原材料
小麦を含む）
主原料産地
もち米（新潟県）
内容量
11 枚
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 120 日
1ケースあたり入数 12 袋
保存温度帯
常温
JANコード
4901075015615
最低ケース納品単位 2ケース
3日(北海道、九州、東北、関西、四国については
発注リードタイム
追加で 2 日以上必要)
ターゲット
利用シーン

新潟県産米 100％使用。蒸篭で蒸したもち米を杵でつき、そのまま食
べてもおいしい餅生地を丁寧に米油で揚げ、新潟県産大豆で作ったお
醤油で味付けをしています。

40 歳の男女、米菓好きの方
日本茶などと一緒に

お問合せ先 熊谷 壮一
◆tel◇ 025-274-5151 ◆mail◇ kumagai@kiyonoya.co.jp

アルミ羽衣あられ

◆ス◇◆百◇◆小◇

株式会社ブルボン
スイーツ・菓子

希望小売価格（税込）108 円
最もおいしい時期
通年
原材料
もち米（国産）
、でん粉、植物油、食塩、ごま、
藻塩／調味料（アミノ酸等）
、酸化防止剤（ビタミ
ンE）
主原料産地
もち米（国産）
内容量
47g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 6カ月
1ケースあたり入数 10 袋入り6 合わせ
保存温度帯
常温
JANコード
4901360275304
最低ケース納品単位 10 袋
ターゲット
利用シーン

発売して半世紀（50 年）以上の歴史ある商品です。国産もち米を使
用し、じっくり香ばしく焼き上げた「あられ」をあっさり塩味で仕上げまし
た。パッケージ表にも「国産米 100％使用」の表示を入れています。

40 代〜 60 代男女
お茶のおともやおやつに、お酒・ビールのおつま
みに

お問合せ先 渡辺 結
◆tel◇ 0257-23-5014

煎り豆（長岡肴豆）無添加 20g

◆mail◇ watanabe-yui@bourbon.co.jp

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇

株式会社中村農園

希望小売価格（税込）オープン価格
最もおいしい時期
通年
原材料
大豆（新潟県長岡市産）
主原料産地
新潟県長岡市
内容量
20g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 6カ月
1ケースあたり入数 60 袋
保存温度帯
常温
JANコード
4573454081483
発注リードタイム
最短当日〜 14 日で発送（在庫数、受注数により
異なります）
ケースサイズ（重量） 25.5×35.5×10.5cm（1.3kg）

新潟県長岡市特産「長岡肴豆」の大豆を素煎りしました。砂糖や塩
などの味付けや添加物は一切使用しておりません。 原料の長岡肴豆
は、新潟県長岡市周辺でしか栽培されていない、「幻の大豆」と呼ば
れる在来種の青大豆です。とても甘みが強く、独特の風味が特長で
す。食べやすいよう、食べ切りサイズにしています。

24

ターゲット
利用シーン

10 代〜 80 代くらいの男女
そのままでも、お子様のおやつやお茶うけ、お酒の
おつまみにも。

お問合せ先 中村 郁雄
◆tel◇ 0258-46-4275 ◆mail◇ info@nakamura-farm.co.jp

電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

2003 年にスタートした「百年物語プロジェクト」
。
「百年後にも大切にしていきたい生活文化を、楽しみ、維持し、継承していくための道具」
をコンセプトに、新潟の多様な企業がそれぞれの最高の商品を開発し続けています。
百年物語は、新潟から世界に向けて、
上質な生活道具を創造・提案する新潟発の国際ブランドです。

百年物語

百年物語 2017 最新モデルと過去 12 年間の商品を集大成にした「百年物語 総合カタログ」を発行し
ました（平成 29 年 2 月発行）
。 送付を希望する場合は、販売戦略チーム（TEL：025-246-0063、
E-mail：hyaku@nico.or.jp）へご用命ください。

包丁 漆 三徳 170mm

◆商◇◆百◇

新潟精密鋳造株式会社

希望小売価格（税込）20,520 円
原材料
刃先部：15Ｃｒステンレス刃物鋼材
ハンドル部：国産ステンレス鋳物
産地/生産地
新潟県燕市砂子塚 726-3
重量
210g
1点あたり商品サイズ 50×300×18mm
1ケースあたり入数 1 個
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
在庫ありの場合は3 日、在庫なしの場合は60 日
ケースサイズ（重量） 32×2×6.5ｃｍ（280ｇ）
ターゲット
利用シーン

「包丁」シリーズの「漆」。柄にこだわった “手と一体になる「柄」を
持つ包丁”。持ちやすさ、ロストワックス鋳造だからこそなし得た柄の空
洞を表現した包丁。漆を使ったカラーは黒と朱色の2色展開となります。

40 〜 60 代男女
調理時

お問合せ先 佐藤 剛
◆tel◇ 0256-98-5121
◆mail◇ t.sato@niigata-cast.co.jp

表記されている価格は 2017 年 2 月 1 日時点、消費税 8% の価格となります。※本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
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しゃもじ 宴

◆百◇◆小◇

プリンス工業株式会社
希望小売価格（税込）12,960 円
原材料
へら部：フッ素樹脂（耐熱 260℃）
ハンドル部：積層強化木
産地/生産地
日本
重量
80g
1点あたり商品サイズ 70×200×17mm
1ケースあたり入数 5 個
JANコード
クリア：4953624005035
黒：4953624005042
白：4953624005059
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
10 日
ケースサイズ（重量） 14.5×22×8cm（715.1g）

ハンドル部には耐久性の高い積層強化木、へら部にはご飯がつきにくい
フッ素樹脂を使用。手に取ったときの使いやすさや手触りを大事に、使
用感のバランスを取りました。、売場で扱いやすく、販売につながるよ
う、ケースのまま展示ができるデザインにしました。

ターゲット
利用シーン

30 代以上。お祝い、こだわりの品を探す人へ
結婚式や新築時のお祝いなどに

お問合せ先 高野 信雄
◆tel◇ 0256-33-0384 ◆mail◇ info@prince-kk.jp

鰹節削り器 赤香 青紙×ウォルナット

◆百◇◆小◇◆他◇

有限会社山谷製作所

百年物語

希望小売価格（税込）13,500 円
原材料
箱：ウォルナット
鉋：青紙鋼、白樫
産地/生産地
新潟県三条市
重量
490ｇ
1点あたり商品サイズ 205×65×58mm
1ケースあたり入数 1 個
JANコード
4940033155277
最低ケース納品単位 お問合せください
発注リードタイム
在庫ありの場合 2 〜 3 日
ケースサイズ（重量） 31.5×9.5×11.5cm（750ｇ）
ターゲット
利用シーン

「テーブルで食事をしながら削りたての鰹節を味わいたい」。そんな楽しさ
溢れるライフスタイルに応える「鰹節削り器」です。削りたての鰹節の
「赤香」色をそのままネーミングに起用しました。テーブルに置いても違
和感のないサイズとシンプルなデザインに仕上げています。

食にこだわりがあり、ひと手間を惜しまない方
食事しながら削りたての鰹節を味わう

お問合せ先 山谷 俊輔
◆tel◇ 0256-34-5989
◆mail◇ info@dai-ya.com

Sweet morning 黒檀

◆商◇◆百◇◆小◇

マルナオ株式会社

希望小売価格（税込）12,960 円
原材料
黒檀、銀
産地/生産地
新潟県三条市
1点あたり商品サイズ 15×70×235mm
1ケースあたり入数 1 個
JANコード
4934644560506
最低ケース納品単位 3ケース
発注リードタイム
お問合せください
ターゲット
利用シーン

八角箸を使って焼魚や漬物、サラダをつかみ、
雑炊やスープ、シリアルをスプーンですくって食
べる。持ち替えることなく2つで全てを食べてし
まう。気持ちの良い朝の時間をお楽しみくださ
い。（八角箸、黒檀スプーンL、カトラリーレス
トのセットになります）
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高品質な商品でワンランク上の生活をお求めの方
朝食時に。どんなジャンルの朝食でもこのセット1
つで食べていただけます

お問合せ先 渡邉 史織
◆tel◇ 0256-45-7001
◆mail◇ fukuda@marunao.com

電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

電子マネークリップ

◆百◇◆小◇◆他◇

ストーリオ株式会社

国産の天然無垢材を最薄
部1mm、本体重量わずか
20gほどの曲げ木のカード
クリップに仕上げました。
掴みやすく、読み取り機に
タッチしやすい電子マネーク
リップです。ステンレス製ク
リップが電子マネーやカード
をしっかり保持し、3 枚まで
収納できます。

麻ノ葉六角小箱

猪俣美術建具店

希望小売価格（税込）6,372 円
原材料
カエデ材(強化加工済）
、ステンレス
産地/生産地
新潟県
重量
20g
1点あたり商品サイズ 70×113×10mm
1ケースあたり入数 1 個
最低ケース納品単位 10 個
発注リードタイム
3 営業日
ケースサイズ（重量） 15.4×2.3×11.2cm（80g）
ターゲット
利用シーン

30 〜 50 代男性
改札やお店でスマートに支払いができます

お問合せ先 木村 和久
◆tel◇ 0258-81-0006
◆mail◇ avanwood@storio.co.jp

桜

◆商◇◆百◇◆小◇

ターゲット
利用シーン

組子を蓋にあしらい、丸く削り出すことで、見た目だけではなく手触りも
楽しめる小箱です。組子が透けており、中が見えるのがポイントです。

百年物語

希望小売価格（税込）15,400 円
原材料
サクラ材
産地/生産地
日本
重量
80ｇ
1点あたり商品サイズ 81×95×55mm
1ケースあたり入数 1 個
最低ケース納品単位 2 個
発注リードタイム
2カ月
ケースサイズ（重量） 12×12×8.2cm（200ｇ）
40 〜 70 代
宝石やポプリを入れて飾る

お問合せ先 猪俣 一博
◆tel◇ 025-523-6760
◆mail◇ info@k-ino.jp

ＩＫＳＫＩTable-Z

◆商◇◆百◇◆小◇

有限会社野村木工所
希望小売価格（税込）97,200 円
原材料
ウォールナット
重量
6ｋｇ
1点あたり商品サイズ 200×600×300mm
1ケースあたり入数 1 個
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
1カ月
ケースサイズ（重量） 40×63×40cm（7㎏）
ターゲット
利用シーン

建具と家具を融合し、日本伝統の「美しさ」を表現しました。古くから
親しまれている格子戸の日本独自の技法を椅子に融合しています。コー
ヒーテーブルとしてはもちろんのこと、格子部分をスライドさせることで、
デザインの変化も楽しむことができるテーブルです。

20 〜 60 代
テーブルはもちろん、インテリアとしても。日本文
化を感じるものとしてお楽しみいただければ幸いです

お問合せ先 野村 泰司
◆tel◇ 0258-33-2014
◆mail◇ n.tategu@sage.ocn.ne.jp

表記されている価格は 2017 年 2 月 1 日時点、消費税 8% の価格となります。※本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
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にいがた

防災セレクション
新潟に蓄積されたモノづくりの技術と
中越大震災等の被災経験から学んだ教訓を活かして創り上げた、選りすぐりの防災商品。
日常の防災から避難生活のケアまでシーンに応じた新潟発の
「真に役立つ防災・救済用品」を提案しています。

ライス 72Ｈ

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆業◇

株式会社バイオテックジャパン
希望小売価格（税込）367 円
最もおいしい時期
通年
うるち米（国産）
、還元デンプン分解物、寒天、加
原材料
工デンプン、酸味料
主原料産地
国産
内容量
1 食分 200ｇ
賞味期限／消費期限 ◆賞◇製造から5 年
1ケースあたり入数 40 食分(200g×40 食)
保存温度帯
常温
JANコード
4532021800018
最低ケース納品単位 1ケース
防災用品

弊社が得意とする植物性乳酸菌の発酵技術を利用して、開けてすぐに
食べることができるごはんを作りました。災害直後を想定して商品設計を
していますので、食器がなくてもお召し上がりいただけます。電気・水・
ガスが使用できる場合は、湯煎をすると暖かいご飯として召し上がってい
ただけます。食品衛生法によるアレルゲン物質 27 品目を含む原料は使
用していないため、アレルギーがある方でも安心。袋の底にスプーンと
塩が付いていますので、ご飯のみでもどうぞ。

ターゲット
利用シーン

50 代女性。家族の非常食備蓄を管理されている
方、防災備蓄を検討されている方
備蓄食としてだけではなく、キャンプや登山などの
レジャーやイベントなど幅広く利用していただけます

お問合せ先 小黒 康史
◆tel◇ 0250-63-1555 ◆mail◇ info@biotechjapan.co.jp

3 通りの食べ方のできる 「わかめご飯」

◆商◇◆他◇

有限会社エコ・ライス新潟

希望小売価格（税込）410 円
最もおいしい時期
通年
うるち米（新潟県産）
、わかめ（宮城県産）
、塩
原材料
主原料産地
新潟県、宮城県
内容量
100g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 5 年
1ケースあたり入数 50 袋
保存温度帯
常温
JANコード
4530493215675
最低ケース納品単位 1ケース/日
発注リードタイム
10 営業日
ケースサイズ（重量） 27×43×24.5cm（5.5kg）
ターゲット

「わかめご飯」「白飯」「かゆ飯」の 3 通りの食べ方ができます。わか
めが別袋になっているため、体調に合わせて塩分調整ができます。特
定原材料 27 品目不使用のため、食物アレルギーの方も安心して食べ
ていただけます。
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利用シーン

幼児、女性、高齢者、食事制限者（食物アレルギ
ー、人工透析患者）
災害時、海外旅行、キャンプなど

お問合せ先 豊永 有
◆tel◇ 0258-66-0070

電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

◆mail◇ eco-net@nekonet.ne.jp

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

本格中華 ほたて粥

◆商◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆他◇

まつや株式会社

希望小売価格（税込）357 円
原材料
水稲うるち米（国産）
、難消化性デキストリン、ガ
ラスープ（食塩、乳糖、チキンエキス、砂糖、酵
母エキス、ポークエキス、野菜エキス、他（原材料
の一部に乳、鶏肉、豚肉、ごまを含む）
主原料産地
うるち米（新潟県ほか）
内容量
1 食（38g）
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 5 年
1ケースあたり入数 50 個
JANコード
4510549005061
最低ケース納品単位 1ケース
ターゲット

100 余年にわたる米加工技術で実現した長期保存タイプの即席お粥で
す。パッケージにお湯を直接注いで約 5 分でできあがり。鶏だしベース
に北海道産ホタテ貝柱が入った中華風の味付けです。1 袋にレタス約
1.5 個分の食物繊維も入って、味わい・素材感・機能性にもこだわっ
た商品です。

利用シーン

備蓄に、レジャーに。避難生活者の方々やキャン
プ・登山客。お粥が好きな方、海外渡航客
非常食や夜食、朝食の時間のない時や二日酔いの
朝に。水のみでも調理可能のため、夏バテ対策にも

お問合せ先 韮澤 隆博
◆tel◇ 025-387-3325 ◆mail◇ matuya@ruby.ocn.ne.jp

レスキューフーズ 一食ボックス カレーライス

◆商◇

ホリカフーズ株式会社

ターゲット
利用シーン

付属の発熱剤と発熱溶液の化学反応で食品を温めます。

防災意識の高い方々
災害時、火や水がない状況でも、熱々のカレーラ
イスを召し上がっていただけます。

お問合せ先 高野 正成
◆tel◇ 025-794-5333 ◆mail◇ m.takano@foricafoods.co.jp

災害対応食 クリームシチュー

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆他◇

株式会社大沢加工

希望小売価格（税込）オープン価格
原材料
野菜（じゃが芋、玉ねぎ、人参）
、ウインナーソー
セージ、クリーム、チキンブイヨン、バター、ポー
クブイヨン、食塩、蛋白加水分解物、香辛料、増
粘剤（加工デンプン）
、調味料（アミノ酸等）
、酸
化防止剤（ビタミンC）
、クチナシ色素、香辛料抽
出物、くん液、香料、
（原材料の一部に卵、乳、
小麦、大豆、鶏肉、豚肉を含む）
主原料産地
じゃが芋（国産ほか）
、ウィンナー（国産ほか）
、玉
ねぎ（国産ほか）
、人参（中国ほか）
内容量
420g
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 3 年
JANコード
4933467207346
ターゲット
利用シーン

非常時でも、食事の際には少しでも日常を感じていただけるよう、家庭
的な味わいや具材感にこだわりました。また、咀嚼力の弱い高齢者が
食べやすいように、ウィンナーは皮なしの柔らかいものを使用しています。

年齢・性別を問わずどなたでも
備蓄食、非常食、保存食。保存食で定番の「乾パ
ン」や「ビスケット」との相性も良いです。

お問合せ先 関 康則
◆tel◇ 025-792-0884

◆mail◇ seki@kk-osawa.co.jp

表記されている価格は 2017 年 2 月 1 日時点、消費税 8% の価格となります。※本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
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防災用品

希望小売価格（税込）993 円
原材料
カレー：野菜（たまねぎ、にんじん）
、カレールー、
牛肉、食物繊維（難消化性デキストリン）
、エキス
調味料、コーン油、たんぱく加水分解物、にんに
く、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）
、
（原材料
の一部に乳成分、小麦、豚肉、大豆、りんご、バ
ナナを含む）／白米：うるち米（国内産）
、pH調
整剤
内容量
ごはん 200ｇ、カレー180ｇ
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 1270 日
1ケースあたり入数 12セット
JANコード
497713978006
最低ケース納品単位 5ケース

胎内高原の水 6 年保存水 1.5L

◆商◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆他◇◆業◇

胎内高原ハウス株式会社

希望小売価格（税込）2,592 円
最もおいしい時期
通年
原材料
水（鉱水）
主原料産地
新潟県胎内市
内容量
1.5L
賞味期限／消費期限 ◆賞◇ 6 年
1ケースあたり入数 8 本
保存温度帯
常温
JANコード
4571289751045
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
100ケース以下即納・100ケース以上 1カ月
販売エリアの制限
国内
ケースサイズ（重量） 19.4×32.1×31.6cm（12.7kg）
利用シーン

硬度 14 度で軟水に属する、自然から生まれた天然水。まろやかな口あ
たりと爽やかな清涼感でおいしく飲んでいただけます。摂氏 120 度で30
秒間加熱殺菌し、耐熱容器に充填しており、未開封ですと6 年の長期
保存が可能です。

防災備蓄に

お問合せ先 田中 昭一
◆tel◇ 0254-48-0202 ◆mail◇ tainaisuit@basil.ocn.ne.jp

携帯用防災頭巾 「おまもり頭巾ちゃん」

◆商◇ ◆メ◇◆百◇◆他◇

NPO法人おぢや元気プロジェクト

希望小売価格（税込）5,800 円※送料別途
原材料
綿生地 100%（三層構造）
産地/生産地
日本（生地、染色、縫製）
重量
135ｇ
1点あたり商品サイズ ポーチ時：180×255×15mm
頭巾時：355×260×10mm
1ケースあたり入数 1 枚〜
最低ケース納品単位 1 枚
発注リードタイム
お問合せください
ケース重量
135g
防災用品

ターゲット
利用シーン

子供を災害から守りたい。突然の災害に対しての備えはありますか。
「おまもり頭巾ちゃん」は、ランドセルに入るB5サイズの薄型防災頭巾。
綿素材で火災時には濡らしてかぶれます。色はピンク、レッド、スカイブ
ルー、サンドベージュ、レタスグリーンの5 色です。

幼稚園児・保育園児・小学生をお持ちの保護者様
外出時の防災、落下物から頭部を守る。普段は軽
いポーチとして使用可能。防寒対策にも

お問合せ先 若林 和枝
◆tel◇ 0258-82-2650
◆mail◇ info@ojiya-genki.jp

Ａ4シェルター・タフ

◆他◇

株式会社マキトー・コンフォート
希望小売価格（税込）2,700 円
原材料
ポリプロピレン、ほか
産地/生産地
中国
重量
450g
1点あたり商品サイズ 300×225×18mm
1ケースあたり入数 30 個
JANコード
4582462639999
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
3日
ケースサイズ（重量） 59×33×24.5cm（15kg）
ターゲット
利用シーン

防災対策として、携行性のよいA4ファイルケース型の簡易ヘルメット。
災害時の初期避難行動をサポートします。透明な本体は視界が広く、
外の人からは顔が見えやすいので、集団行動がしやすい仕様です。LED
ライト・笛・多目的ビニルシート・自分防災カードセット付き。
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学校や会社の防災担当者
移動中に遭遇する災害に対して自助をサポートする

お問合せ先 巻渕 達夫
◆tel◇ 025-284-1853
◆mail◇ cfh@makitou.com

電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

融雪くん（5kg）

◆商◇◆小◇

株式会社コンパル

主原料は「尿素」を使用。従
来の融雪剤の原料と比較する
と、金属（車など）の腐食性が
小さくサビが少ないため、駐車
場などの散布に適しています。
また、尿素は園芸肥料として用
いられることから、植物の周辺
に散布しても悪影響が少ない、
環境に優しい製品です。

希望小売価格（税込）オープン価格
原材料
尿素、金属防錆剤
産地/生産地
日本
重量
5kg
1点あたり商品サイズ 480×330×120mm
1ケースあたり入数 4 袋
JANコード
4935682007992
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
1〜2日
ケースサイズ（重量） 52×37×19cm（20kg）
ターゲット
利用シーン

年齢・性別問わず
冬の積雪、凍結時の玄関前の転倒やスリップ防止に

お問合せ先 浅野 優次
◆tel◇ 0256-35-6417
◆mail◇ compal@winpal.net

浅野式トビ

◆商◇◆他◇

有限会社浅野木工所
希望小売価格（税込）8,000 円
原材料
頭本体：鉄製メッキ処理
柄：木柄ホワイトアッシュ材
産地/生産地
日本製
重量
約 1.2kg
1点あたり商品サイズ 1800×150×35mm
1ケースあたり入数 10 個
JANコード
4994898251759
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
10 日
ケースサイズ（重量） 11×23×191cm（約 12kg）
ターゲット
利用シーン

消防士、警察、防災に関わる方々
災害現場や捜索現場など

防災用品

火災や地震、津波などの災害、緊急時に使用。
捜索用としても役に立ちます。現場の声を形にして、
使いやすい頭本体や柄に仕上げました。消防用として
の外壁はがしやガレキ処理などに便利です。陸上、水上
での捜索用としてどうぞ。木柄なので、落としても水に浮き
回収しやすいという特長があります。

お問合せ先 浅野 雅之
◆tel◇ 0256-32-1800
◆mail◇ asano01@oregano.ocn.ne.jp

エコストッパーゼロ

◆商◇◆メ◇◆百◇◆ス◇◆小◇◆ホ◇

株式会社ティーエフサービス
希望小売価格（税込）3,980 円
原材料
本体：ペーパーボード、すべり止め：ウレタンゴム、
ピン：PP
産地/生産地
日本
重量
110g
1点あたり商品サイズ 108×128×23mm
1ケースあたり入数 2 個
JANコード
4582418910233
最低ケース納品単位 1セット
発注リードタイム
約3日
ケースサイズ（重量） 11×4.7×13cm（245g）
ターゲット
利用シーン

地震の揺れによる、コピー機、複合機、キャスター付きラックなどの走
り出しを防止。開閉式で設置時にコピー機を持ち上げる必要がなく、対
角2 輪の設置で済みます。

コピー機、複合機、キャスター付きラックなどの所
有者
地震の災害時に備えて

お問合せ先 渡辺 雅樹
◆tel◇ 0256-64-8212
◆mail◇ info@tf-service.jp

表記されている価格は 2017 年 2 月 1 日時点、消費税 8% の価格となります。※本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
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グリ−ンマナ−

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆他◇

進展工業株式会社
希望小売価格（税込）500 円
原材料
親水性もみがら炭
産地/生産地
新潟
重量
16ｇ
1点あたり商品サイズ 120×180×10mm
1ケースあたり入数 100 袋
最低ケース納品単位 1 箱
発注リードタイム
1 週間
ケースサイズ（重量） 40×27×18cm（約 2.5kｇ）
ターゲット
利用シーン

農業廃棄物の「もみがら」を特殊炭化した「親水性もみがら炭」で、
水や油を吸着し、優れた消臭効果を持つ液体回収材です。災害時な
ど、汚物が流せなくなった時は、ゴミ袋をトイレにセットし、グリ−ンマナ
−を投入すれば簡易トイレとして使用できます。使用後はゴミ袋を縛って
そのまま捨てられるので、手を汚さず、簡単に処分が可能です。

老若男女
災害時、アウトレジャ−でのトイレ・汚物・残液など
の処理、環境に考慮した処理材、ペットのねこトイ
レの液体回収・消臭

お問合せ先 和田 一雄
◆tel◇ 025-267-3762
◆mail◇ wada@shin-ten.com

防災用品

「新潟県クラフトマンクラブ」では、クラフト製品を生産する事業者が
「Made in にいがた」の自信作の販売促進等に取り組んでいます。
モノづくりの “こだわり” と作り手の “ぬくもり” 、匠の技の “伝承” と “新たな発展” を
感じていただける、真心のこもったクラフト商品です。

クラフトマンクラブ

ティーセット リーフ

◆百◇◆小◇◆他◇

硝子工房クラフト・ユー
希望小売価格（税込）10,800 円
原材料
耐熱ガラス
産地/生産地
新潟県
重量
1kg
1点あたり商品サイズ 170×350×150mm
1ケースあたり入数 3 個
最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム
1 週間以内
ケースサイズ（重量） 52×37×17cm（3kg）
ターゲット
利用シーン

耐熱ガラスで手作りされたティーポットとティーカップのセット。ポットは紅
茶やハーブティーなどの茶葉がジャンピングしやすいまん丸タイプ。注ぎ
口に取り付ける茶こし式で簡単便利。カップソーサー不要の高台付カッ
プは、手作りならではのデザインです。
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女性
お友達を招いてのお茶会、紅茶やハーブティーの愛
好家

お問合せ先 徳間 保則
◆tel◇ 0257-21-4287
◆mail◇ craft-u@eos.ocn.ne.jp

電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

鎬の卵カップ

◆商◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆他◇

村山大介陶芸研究所
希望小売価格（税込）オープン価格
原材料
半磁器土
1点あたり商品サイズ 口径 80×高さ80mm
数により受注制作(3カ月〜）
。お問合せください
発注リードタイム

暮らしに寄り添った陶磁
器の器を全て手作りで制
作しています。透明感が
際立つ水色の釉薬の器
や食卓に溶け込むナチュ
ラルテイストな器など用途
に合わせた色・形のチョ
イスが可能です。鎬の器
シリーズのカタログを用意
しています。お気軽にお
問合せください。

ターゲット
利用シーン

老若男女
普段使いや、贈答用に

お問合せ先 村山 千恵
◆tel◇ 025-758-2690
◆mail◇ info@muradai.com

12ヶ月のたまごろう

◆商◇◆ス◇◆百◇◆小◇◆ホ◇◆他◇

岡田蝋燭店

希望小売価格（税込）3,564 円
原材料
ミツロウ、はぜ蝋、ヌカ蝋、ヒマ硬、灯芯
産地/生産地
新潟市
重量
120g
1点あたり商品サイズ 2×3.5cm
1ケースあたり入数 1 箱
最低ケース納品単位 1 箱
発注リードタイム
1 週間
ケースサイズ（重量）お問合せください
ターゲット
利用シーン

お問合せ先 岡田 和也
◆tel◇ 025-256-8356
◆mail◇ kazuya@okadarousoku.ecweb.jp

山羊革手染ファスナー式長財布

クラフトマンクラブ

お花の採れない冬の時期に、お花をお供えできないのは申し訳ないとい
う思いから絵蝋燭が生まれました。新潟県の鳥である朱鷺の卵をモチー
フに、12ヶ月の柄を手描きで仕上げた絵蝋燭です。灯明としても、お
花代わりの飾りとしてもお使いいただけます。

30 〜 60 代男女
月命日など季節の変わり目

◆百◇◆小◇

工房 藍美

希望小売価格（税込）18,360 円
原材料
本体：山羊革手染／裏地：合成皮革
産地/生産地
新潟市
重量
約 120g
1点あたり商品サイズ 約 105×200×20mm
1ケースあたり入数 1 個
発注リードタイム
お問合せください
ターゲット
利用シーン

山羊革に1 点ずつ手で刻印し、手染、手かがりで仕立てた軽くて柔ら
かい長財布です。特長は、手染めの風合いと、柔らかさ、軽さです。
内部は仕切り3カ所、ファスナー式の小銭入れ付き、カード独立ポケッ
ト8 枚分。

30 〜 70 代女性
デイリーユース

お問合せ先 作田 直人
◆tel◇ 025-224-1687
◆mail◇ sac-mas@nifty.com

表記されている価格は 2017 年 2 月 1 日時点、消費税 8% の価格となります。※本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
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フラワーベース おにぎり

◆小◇

ワタナベ加工

希望小売価格（税込）1,500 円
原材料
アクリル樹脂
産地/生産地
新潟県
重量
約 65g
1点あたり商品サイズ 83×44×70mm
1ケースあたり入数 お問合せください
最低ケース納品単位 お問合せください
発注リードタイム
お問合せください
ケースサイズ（重量）お問合せください

アクリル板からパーツを切り
出し組み立てたおにぎり形
のフラワーベースです。花
器としてはもちろん、楊枝・
箸・ペン立てなどにご利用
いただけます。オーダー寸
法での製作も可能です。

ターゲット
利用シーン

老若男女
飲食店や雑貨店、贈り物などに

お問合せ先 渡辺 健一
◆tel◇ 090-4600-6515
◆mail◇ kakou@watanabe.so-net.jp

クラフトマンクラブ
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電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/

社名 50 音順

あ
有限会社浅野木工所 
あさひ山 
株式会社いせん
株式会社イチカラ畑 
有限会社一印かまぼこ屋 
有限会社いち粒 
猪俣美術建具店 
有限会社エコ・ライス新潟 
有限会社ＳＫフロンティア
株式会社大阪屋 
株式会社大沢加工 
太田醸造株式会社 
岡田蝋燭店 
NPO 法人おぢや元気プロジェクト
か
カイセイ農研株式会社 
硝子工房クラフト・ユー
有限会社かんずり
株式会社神林精肉店 
株式会社清野屋 
農事組合法人
久比岐の里農産センター
株式会社クリタミートパーベイヤーズ 
月蓮茶荘 
工房 藍美 
株式会社こだわり食品本舗 
合資会社小林醤油店 
株式会社コンパル
さ
佐久間食品株式会社 
鮭物産株式会社 
佐渡の柿餅本舗 
佐渡発酵株式会社 
株式会社三幸 
株式会社サンファーム泉 
株式会社ジーオーエル
（新潟村上田村屋）
有限会社四季の定期便 
ジョイントファーム株式会社 
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22
7
18
11
7
21
5
21
16

進展工業株式会社 
ストーリオ株式会社 
有限会社正香園 
株式会社 SOIL 
株式会社総合食品さいとう

32
27
20
15
6

た
有限会社大地 
胎内高原ハウス株式会社 
株式会社髙木屋 
有限会社たちばな
株式会社たべたがり
株式会社玉垣製麺所 
土の香工房 cotocoto 
つなぐ株式会社 
株式会社ティーエフサービス
株式会社鳥梅 

15
30
8
10
4
18
8
14
31
17

な
株式会社中村農園 
新潟県観光物産株式会社 
新潟精密鋳造株式会社 
新潟中央水産市場株式会社 
にいがた雪室ブランド事業協同組合 
有限会社野村木工所 

24
13
25
6
19
27

は
株式会社バイオテックジャパン
P・K・C+ パクチープラス
Patisserie RizRiz 
株式会社ヒカリ食品 
百姓の米屋 株式会社新潟農園 
ファーストファーム株式会社 
株式会社フタバ
株式会社ふふふ 
プリンス工業株式会社 
株式会社ブルボン
有限会社細矢農園 
ホリカフーズ株式会社 

28
23
22
15
16
9
12
16
26
24
17
29

ま
有限会社まえた

商品情報についてのご連絡

※最新の情報はウェブサイトをご覧ください。http://www.buyersguide.jp/
※電話でお問い合わせの際は、『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

9

株式会社マキトー・コンフォート
まつや株式会社 
マルナオ株式会社 
株式会社丸屋本店 
株式会社見田元七商店 
株式会社峰村商店 
有限会社宮川糀や
村山大介陶芸研究所 

30
29
26
23
6
11
9
33

や
ヤマキ食品 
有限会社やまき鮮魚店 
有限会社山谷製作所 
株式会社ゆのたに
株式会社ゆめ企画名立 

7
13
26
17
8

わ
株式会社脇坂園芸 
ワタナベ加工 
株式会社わたや
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