


うまさぎっしり新潟

水 産
 ● 上越漁業協同組合［天然まだいの昆布締め（鮮魚加工品）］ 5
 ● 株式会社今川屋［カニまるっと甲羅詰め　本ズワイガニオス］ 5
 ● 株式会社新堀［鮭山マス男商店　キングサーモン寒風干し半身丸ごとセット］ 6
 ● 株式会社三幸（銘品部）［生かんずり入サーモン塩辛（ロング瓶）］ 6
 ● 料亭二洲楼［鮭の味噌漬け］ 6
日 配
 ● 株式会社ごはん［米粉パン（ブラン）］ 7
 ● 株式会社横山蒲鉾店［きくらげ蒲鉾］ 7
 ● 株式会社早助屋［巻いごねり］ 7
 ●シュタープ株式会社［半熟玉子のスコッチエッグ］ 8
 ● パーティーキッチン　ココ［焼き鳥ごぼう］ 8
 ● 株式会社小国製麺［新潟名物イタリアン焼そば２人前］ 8
 ● 株式会社良寛［良寛コーヒー］ 9
 ● 株式会社佐野屋［栃尾油揚げ］ 9
グローサリー
 ● たいまつ食品株式会社［餅屋が作った赤飯］ 9
 ● 株式会社八色物産［雪下にんじんのじゅーす・ライスみるくいれました］ 10
 ● 株式会社ライフプロモート［減塩コンソメ・化学調味料無添加］ 10
 ● 有限会社アサップ［かんずり風味和風ほおずきソース］ 10
 ● 有限会社嶺村製麺所［妙高十割蕎麦（乾麺）200g］ 11
 ● 一般財団法人魚沼農耕舎［魚沼そばパスタ］ 11
 ● 有限会社いち粒［雪を割り掘り起こした人参98%ジュース］ 11
 ●Ｌｅ Ｖｅｒｇｅｒ Ｙａｍａｙｏ　ヤマヨ果樹園 
［ル レクチェジュース180ｍｌ（果汁100％ストレートジュース）］ 12

 ●カネヨ運輸株式会社　カネヨフーズ（塩蔵や）［国産きゃらぶき　6種］ 12
 ● 株式会社こだわり食品本舗［かぐら南蛮みそ（おにぎり用）A］ 12
 ● かまくら工房［笹かぜちまき］ 13
 ● 如月― KISARAGI―［サザエカレー］ 13
 ●とも子の神楽［佐渡産　かぐらドレッシング］ 13
 ● 有限会社ＳＫフロンティア［ひすいわさび乾燥粉末］ 14
 ● 上進漬物工業株式会社［新潟わらび炊き込みご飯の素］ 14
 ● 株式会社スタースーパーフーズ・インターナショナルジャパン 
［ライスオーツ（燕麦）］ 14

 ● 大栄魚類株式会社［乳酸菌入り南蛮海老辛味噌］ 15
 ● 株式会社ホクショク［越後良寛　まぐろの白だし］ 15
 ● 有限会社かんずり［和風激辛ソース　雷　金］ 15
 ● 株式会社峰村商店［峰村醸造　あまざけ］ 16
 ● 株式会社ササゲリバース［秘伝根昆布だし300ｍｌ／1.8L］ 16
 ● 株式会社ゆのたに［魚沼黄金もち（切餅）］ 16
 ● 有限会社西沢珍味販売［ワイン漬　鱈］ 17
 ● 合資会社小林醤油店［丸大豆仕込二ヶ年熟成天然醸造醤油　朱鷺むらさき］ 17
 ● 株式会社わたや［へぎそば乾麺］ 17
 ● Berries（ベリーズ）［ブルーベリーとブラックベリーのソース］ 18
 ● 株式会社クリタミートパーベイヤーズ 
［高圧処理食品　レトルトもつ（味付けなし）］ 18

 ● 株式会社ふるさと福島［顆粒あいの桑茶　決闘茶スティック］ 18
 ● 株式会社吉兆楽［越後雪室屋氷温熟成新潟こしひかりパックごはん］ 19
 ● 植木食品工業株式会社［こがねもち］ 19

 ● 越後農産株式会社［魚沼こがねもち　600ｇ］ 19
 ● 株式会社家寳（かほう）［金華辣油（きんからーゆ）］ 20
スイーツ・菓子
 ● 株式会社宮野食品工業所［お砂糖なしの大福　しお豆］ 20
 ● 有限会社新潟森林農園［あんころ白餅　4個入り］ 20
 ● おっととと！あきらです。［おつまみ！かぐらチーズ。］ 21
 ● kallwillstore（カルウィルストア）［ジーナスリム］ 21
 ● 株式会社神田酪農［糀クリスタル（甘酒ジェラート）業務用］ 21
 ● 株式会社内山藤三郎商店［カシューナゲット　チーズ］ 22
 ● 株式会社港製菓［豆大福］ 22
 ● 株式会社清野屋［お米の思い　和風くっきー］ 22
 ● 有限会社あめ友商店［銘菓　朱鷺の子（ル レクチェ・イチゴ）］ 23
 ● 株式会社DSプランニング［トマトDEドーナツ］ 23
 ● 株式会社さかたや［レモンケーキ］ 23
 ● P・K・C+パクチープラス［topping dessert　森の雪と果実］ 24
 ● 株式会社中村農園［煎り豆（さといらず）無添加　15g］ 24
 ●ファーストファーム株式会社［ヤギさんのアイスクリーム（プレミアム）］ 24
 ● 株式会社セイヒョー［笹だんご　3ヶ入Ｐ］ 25
 ● 岩谷口村発酵［有機発芽玄米あめ・黒米］ 25
 ● 株式会社FARM8 
［乳酸菌発酵酒粕ジェラート　ホンノリカスカナ］ 25
酒
 ● 株式会社アグリコア　越後ワイナリー［越後ワイン　雪季（せっき）赤］ 26
 ● 株式会社越後鶴亀［越後鶴亀　ワイン酵母仕込み　純米吟醸］ 26
 ● 荒井アンドアソシエイツ株式会社［妙高高原ビール　ダークラガー］ 26
 ● 株式会社天朝閣　瓢湖屋敷の杜ブルワリー 
［越乃米こしひかり仕込みビール］ 27

百年物語

 ● 株式会社石山木工所［アクセサリーケース］ 28
 ● 有限会社野村木工所［IKSKI（イクスキ）ティーテーブル］ 28
 ● 株式会社大湊文吉商店［乱れ組子「麻の葉」］ 29
 ● 株式会社ネオス 
［①ふくら（単品）／②壁飾りふくら（2種飾り）／③壁飾りふくら（3種飾り）］ 29

 ● 安達紙器工業株式会社［Paper Made Paper Knife　※2017年モデル］ 29
 ●プリンス工業株式会社［トギサムライ］ 30
 ● 株式会社諏訪田製作所［SUWADAつめ切りクラシックL］ 30
 ● マルナオ株式会社［携帯用箸セット　黒檀］ 30

IDS

 ● 一菱金属株式会社［まかないボウル130・180・220］ 31
 ● 有限会社おだきん［小千谷縮ロングシャツ等］ 31
 ● 株式会社横正機業場［ＳＩＬＯＫ］ 32
 ● 丸三安田瓦工業株式会社［YasudaKawara TSUKI］ 32
 ● 株式会社ワイ・エム・ケー長岡［B-1200-S　畳にやさしいベッド（2分割）］ 32
 ● 有限会社阿部仏壇製作所［nenrin（ねんりん）］ 33
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希望小売価格（税込）要相談
最もおいしい時期 春先（5月ごろの産卵前）
原材料 真鯛、花折昆布、酒
主原料産地 日本海糸魚川沖
内容量 70g（昆布は含まず）
賞味期限／消費期限 要冷凍6カ月
保存温度帯 冷凍
JANコード 4589780616039（まだい）
ケースサイズ（重量）14×20×1cm

● ●

ターゲット ‘うまみ’のわかる40歳以上の『和食』が好きな男女
利用シーン ちょっとした自分へのご褒美や休日の夕食など家族

のだんらんに。お気に入りの日本酒や白ワインに合
わせれば至福のひと時を過ごせます。炊き立てのご
飯との相性も抜群です。海鮮丼や海鮮サラダの付
け合わせでもおいしく召し上がれます

天然まだいの昆布締め（鮮魚加工品）

富山湾を背景とした糸魚川ジオパークの海の恵み、‘とれたて・天然’の
鮮魚を漁協施設内の加工所で加工しました。商品に使用している魚は、
水揚げ後すぐに加工室に持ち込み、北海道産の花折昆布を用い加
工。昆布の旨味を染み込ませるため24時間じっくりと冷蔵庫で熟成し
た後、高品質で冷凍が可能な急速冷凍機（3D冷凍機）を用いて冷
凍し、長期保管に対応しています。

上越漁業協同組合 https://www.facebook.com/joetsu.gyokyou/

お問合せ先 参事 小野 清隆　 025-566-5155
025-561-4034　 jf.joetsu@forest.ocn.ne.jp

希望小売価格（税込）1,944円
最もおいしい時期 ズワイガニ 11月～2月にとれたもの

毛ガニ 2月～5月にとれたもの
原材料 カニ
主原料産地 新潟県佐渡市
内容量 100g
賞味期限／消費期限 10カ月
1ケースあたり入数 20
保存温度帯 冷凍
JANコード 4589834490011
ケースサイズ（重量）30×35×17cm（2.5kg）

● ●

ターゲット シニア層のご夫婦で、家族が揃うハレの日
利用シーン ハレの日の家族団らんや友人とのホームパーティに最

適です。カニを食べながら弾む会話をお楽しみ下さい

カニまるっと甲羅詰め　本ズワイガニオス

カニ味噌たっぷりの甲羅の上にカニの身をまるっと盛り付けました。面倒
な手間もなくゴミが最小限！甲羅に盛り付けた後に真空包装をして加圧
加熱殺菌を施しており、安心してお召し上がりいただけます。解凍方法
は冷蔵庫での解凍をおすすめしております。電子レンジを使用する場合
は袋から出してあたためて下さい。

株式会社今川屋 http://www.imagawaya.jp/

お問合せ先 今川 和明
0254-41-2335　 0254-41-4454
info@imagawaya.jp

新潟には、原材料や製造方法にこだわるなど、
地域の特色を活かした「おいしい逸品」が多数あります。
「うまさぎっしり新潟」の多彩な商品をご紹介します。

5表記されている価格は2018 年1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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希望小売価格（税込）6,264円
最もおいしい時期 通年
原材料 キングサーモン（養殖、ニュージーランド産）、海水、海藻、昆布
主原料産地 キングサーモン（ニュージーランド）
内容量 1.1㎏
賞味期限／消費期限 180日
1ケースあたり入数 5セット入／ケース
保存温度帯 冷凍
JANコード 4562476451053
ケースサイズ（重量）25×60×3cm（5.5㎏）

● ●

ターゲット 40代以上の男女、美味しさを求めるシニア層、贈
答用に拘るご家庭や喜ばせたい方

利用シーン 贈答用に。送り先に先ずは見た目で驚かせ、食べて尚感動を与える。
鮭の概念をくつがえすことができる商品です。お子様からお年寄りま
で、美味しく召し上がる事が出来、笑顔を与える事が出来るでしょう

鮭山マス男商店　キングサーモン寒風干し半身丸ごとセット

ニュージーランド産の最高級ブランドの王様と言われるキングサーモンを
使用しました。漬け込みに使用する塩は新潟県で一番綺麗と言われる
「笹川流れ」の藻塩で漬け込み、一晩「冷風寒風干し」にした新潟な
らではの手法になります。余分な脂を落とし、旨みをぎゅっと閉じ込め、
角のないまろやかな藻塩の塩梅が食欲をそそります。

株式会社新堀 http://www.sakeyama.net/

お問合せ先 五十嵐 武史　 0256-66-1945
0256-66-1581　 t-ikarashi@niibori.co.jp

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、かんずり（唐辛子、糀、柚子、食塩）、食塩、清酒、発酵調味料、たん白加水分解物、調味料（アミノ酸等）、

酒精、酸味料、pH調整剤、酸化防止剤（ビタミンC）、トウガラシ抽出物、安定剤（キサンタン）、（原材料の一部にさけ、豚肉、大豆を含む）
主原料産地 アトランティックサーモン（ノルウェー）、米こうじ（新潟）、かんずり（新潟）
内容量 200g
賞味期限／消費期限 D＋19日
1ケースあたり入数 12本
保存温度帯 冷凍、販売時は解凍後チルド（10℃以下）
認証・認定機関の許認可 ISO22000取得
JANコード 4973515455961
ケースサイズ（重量）23.5×15.0×10.5cm（3.8kg）

● ●

ターゲット 30～50代の男女
利用シーン 熱々ごはんにのせて、またお酒のお供に。玉ねぎと共にパ

スタに和えたり、食パンにとろけるチーズとのせて和風ピザに

生かんずり入サーモン塩辛（ロング瓶）

人気商品「サーモン塩辛」のシリーズ商品です。トロトロの食感と絶妙
な塩加減はそのままに、上越妙高地域に古く上杉謙信の時代から伝わ
る、唐辛子と柚子を発酵させた伝統調味料【かんずり】で味付けまし
た。まろやかな辛味とさわやかな風味が後を引く逸品です。当商品には
加熱せず仕上げる【生かんずり】を使っておりますので大変風味が良い
のが特長です。

株式会社三幸（銘品部） http://www.kk-sanko.com

お問合せ先 大平 憲一　 025-273-2247
025-271-3143　 k-oohira@kk-sanko.com

希望小売価格（税込）5,400円
最もおいしい時期 通年（11月～12月）
原材料 ノルウェー産サーモン、味噌、砂糖
主原料産地 ノルウェー
内容量 800g
賞味期限／消費期限 冷蔵7日、冷凍30日／ 冷蔵14日、冷凍50日
保存温度帯 冷蔵、冷凍でも可
ケースサイズ（重量）（900g）

● ●

ターゲット 男性、女性問わず。30代以上
利用シーン 周りに付いている味噌を軽く取ってからグリルで焼

いてください。大根おろしと一緒に食べるとより一
層美味しく召し上がられます。玉ねぎ、椎茸などの
お野菜と一緒にアルミホイールに包んで蒸し焼きも
美味しく頂けます。少し贅沢なご朝食の一品で白
米と一緒に。お酒のおともに

鮭の味噌漬け

鮭は地元魚市場にて新鮮な質の良い素材を吟味し、程よく脂がのった
魚身と特製味噌だれが上手く調和するよう丁寧に切り分けております。
鮭ととても相性の良い、地元の越後味噌と日本酒を贅沢に使用し、代々
受け継がれる調合でみそだれをお造りしております。幅広い年代の方の
お口に合うよう、やさしい甘さの食べやすい味付けです。

料亭二洲楼 http://nisyuurou.com

お問合せ先 石橋 昭尚　 0256-32-0281
0256-33-0038　 akihisa@aq.wakwak.com

6 電話でお問合せの際は、『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/



日

配

希望小売価格（税込）253円
原材料 米粉、米胚芽糖、米油、甜菜糖、食塩、ドライイ

ースト、増粘剤（グァーガム）、ビタミンC
主原料産地 新潟県
内容量 2枚入り
賞味期限／消費期限 1週間
1ケースあたり入数 25個
保存温度帯 常温
JANコード 4512165500012
最低ケース納品単位 100個
ケースサイズ（重量）33.0×31.0×11.2cm

● ●

ターゲット おなかの調子が気になる方や、美容やアレルギーを
気にしている方

利用シーン 香ばしい香りと食物繊維入りなので小腹がすいた時
や主食の補助としてそのまま食べていただきたい

米粉パン（ブラン）

グルテンフリーの米粉パンです。小麦だけでなく、食物アレルギー特定
原材料等27品目を使用しておりません。魚沼産米の米糠を使用し、
風味豊かに焼き上げました。体を温めると言われる甜菜糖や、胚芽糠
に含まれる食物繊維（100g当たり3.6g）も摂取でき、おなかにやさし
いブランパンです。

株式会社ごはん http://www.uonuma-gohan.com

グ

お問合せ先 大島　 025-765-4834
025-765-5073　 t-oshima@uonuma-gohan.com

希望小売価格（税込）790円
最もおいしい時期 通年
原材料 魚肉（たら、ぐち）、きくらげ、卵白、植物油脂、砂糖、食塩、発酵

調味料、みりん、加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草、
ステビア）、保存料（ソルビン酸）、原材料の一部に小麦・乳・卵を含む

主原料産地 アラスカ、タイ、中国
内容量 230g
賞味期限／消費期限 20日間
1ケースあたり入数 40
保存温度帯 冷蔵
JANコード 4979858111014
ケースサイズ（重量）37×32×27cm（10kg）

● ●

ターゲット 全国各地で開催する百貨店等の物産展販売での購
入者。また、地元での購入者（特に中高年層）

利用シーン そのまま切って召し上がっていただくのが一番食感を味わえて美味しいです

きくらげ蒲鉾

創業明治30年の老舗が、当時からの職人の技術を伝え作り続けてき
た当店の看板商品です。良質の白身に食感の良いきくらげを練り込み
ぷりぷりとした食感が楽しめます。

株式会社横山蒲鉾店 http://www.yokoyama-kamaboko.co.jp/

お問合せ先 横山 隆之　 025-523-2059
025-523-5458　 yokoyama@yokoyama-kamaboko.co.jp

希望小売価格（税込）270円
最もおいしい時期 通年
原材料 いご草
主原料産地 日本海沿岸藻場
内容量 2本入
賞味期限／消費期限 D＋9日
1ケースあたり入数 10～50パック（混載の場合5パック）
保存温度帯 冷蔵
JANコード 4957117210012
ケースサイズ（重量）20×32×9cm（1.5kg）

● ●

ターゲット 女性40代～　主婦、ナチュラル・オーガニック志
向、食の安全性を意識する人

利用シーン 小鉢、箸休め、サラダ感覚で。甘口しょう油におろ
し生姜、刻み白ねぎで頂きます。飲めるくらいの濃
さのめんつゆに泳がすようにして食べるのもおすすめ

巻いごねり

佐渡ヶ島のソールフード。日本海の荒波にもまれて育った天然の海藻
『いご草』だけを煮込んで練り上げており、水溶性食物繊維が豊富です。

株式会社早助屋 http://igoneri.com/

お問合せ先 山内 三信　 0259-52-6577
0259-52-3477　 order@igoneri.com

7表記されている価格は2018 年1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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希望小売価格（税込）248円
最もおいしい時期 通年
原材料 水煮玉子(国産）、鶏肉（国産）、パン粉、玉葱、豚脂(国産）、小麦粉、食塩、

植物性たん白、卵粉末、ぶどう糖、香辛料、植物油、砂糖、全粉乳、酵母エ
キス／加工でん粉、調味料（アミノ酸）、リン酸塩（Na)、増粘多糖類、イース
トフード、クチナシ色素、（一部に卵、小麦、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

主原料産地 日本
内容量 1パック約120ℊ
賞味期限／消費期限 3日
1ケースあたり入数 20個入
保存温度帯 冷蔵
ケースサイズ（重量）39×30×8cm（2.5kg）

● ●

ターゲット お子様からお年寄りまでお楽しみいただけます
利用シーン いつもの食卓にはそのまま。特別な記念日はデミグラスソー

スとお召し上がりいただくと、ワンランク上の味わいになります

半熟玉子のスコッチエッグ

黄身がトロトロな半熟たまごをオリジナルのチキンベースで包み指定時間
内で調理していただくことでトロトロ半熟をキープします。彩鮮やかなスコッ
チエッグです。

シュタープ株式会社 http://www.shutapu.co.jp/

お問合せ先 更科 望　 025-388-3811
025-388-3810　 n-sarashina@shutapu.co.jp

希望小売価格（税込）518円
最もおいしい時期 通年
原材料 鶏肉（国産）、ごぼう、魚介エキス、みりん、醤

油、砂糖、穀物酢、調味料（アミノ酸等）、（原材
料の一部に小麦、大豆を含む）

主原料産地 ゴボウ（新潟県）
内容量 １パック100g
賞味期限／消費期限 21日／ 21日
1ケースあたり入数 10パック（１パック４切入）
保存温度帯 冷蔵５℃以下
最低ケース納品単位 1ケース

● ●

ターゲット お酒好き、お年寄りから子供まで
利用シーン 丼にして特製醤油ダレを上からかけ玉子焼きや漬け

物を添えて販売すると彩が鮮やかになります。お酒
のおつまみにどうぞ

焼き鳥ごぼう

ゴボウを国産鶏もも肉で巻いて焼き、味付しました。鶏肉とゴボウは相
性がよく風味を生かしたゴボウは、メインの肉より控えめに調和する味わ
いです。

パーティーキッチン　ココ

お問合せ先 髙井 雄甫　 0256-64-8822
0256-64-8822　 pkcoco@blue.plala.or.jp

希望小売価格（税込）オープン価格
最もおいしい時期 通年（7～8月）
原材料 めん：小麦粉、米粉、食塩、かんすい、クチナシ黄色素　焼そば

ソース：ウスターソース、糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、食塩、
デーツ、かつおエキス、他　トマトソース：野菜（玉ねぎ、にんじ
ん）、トマトペースト、食肉（牛肉、豚肉）、小麦粉、植物油脂、他

主原料産地 小麦粉（アメリカ、カナダ、他）
内容量 452g
賞味期限／消費期限 17日
保存温度帯 冷蔵
JANコード 4906074002727
ケースサイズ（重量）29×42×14cm（5kg）

● ●

ターゲット 若い男女
利用シーン 通常の焼そばのように麺と野菜を炒めて、添付のト

マトソースを湯煎して上からかけてお召上がり下さい

新潟名物イタリアン焼そば2人前

新潟県民に愛され続けて半世紀以上。極太の焼そば麺の上にミートス
パゲティのように特製のトマトソースをかけてフォークで食べるのが新潟流
です。

株式会社小国製麺 http://www.oguniseimen.com

お問合せ先 齋藤 成高　 0254-44-1092
0254-44-7600　 oguni@iplus.jp

8 電話でお問合せの際は、『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/
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希望小売価格（税込）216円
最もおいしい時期 通年
原材料 こがねもち米、小豆
主原料産地 新潟県、北海道
内容量 160g
賞味期限／消費期限 8カ月
1ケースあたり入数 6×4（24）
保存温度帯 常温
ケースサイズ（重量）33.6×27.9×17.8cm（4.9kg）

● ●

ターゲット 老若男女幅広い方たちにおすすめします
利用シーン 朝食や夜食など手軽に食べたい時

餅屋が作った赤飯

新潟県産こがねもち米を100％使用した赤飯です。

たいまつ食品株式会社 http://www.omochi.ne.jp/home/

お問合せ先 石塚 利宜
0250-58-6135　 0250-58-2845
ishizua@taimatyu.co.jp

希望小売価格（税込）270円
最もおいしい時期 通年
原材料 生乳（50％未満）、乳製品、砂糖・ぶどう糖果糖

液糖、コーヒー、食塩、カラメル色素、乳化剤、
pH調整剤

主原料産地 新潟県他
内容量 1000ml
賞味期限／消費期限 製造日を含む10日間
1ケースあたり入数 12本
保存温度帯 冷蔵
認証・認定機関の許認可 HACCP
JANコード 4971195010319

● ●

ターゲット コーヒー豆を荒挽きネルドリップした抽出液を使用して
いるため少し苦め、コーヒー好きの方におすすめです

利用シーン 朝食時やお風呂上りにおすすめです

良寛コーヒー

香料を一切使用せず、コーヒー豆を荒
挽きしネルドリップした抽出液に新鮮な
生乳を加えた本格派、大人向けの乳
飲料です。コーヒー豆は生乳本来の
風味を損なわないようブレンドしたコー
ヒー豆を使用しているため、味わい深
い仕上がりになっています。

株式会社良寛 http://www.ryoukan-milk.or.jp/

お問合せ先 権田 博　 0258-78-3105
0258-78-3117　 eigyou@ryoukan-milk.or.jp

希望小売価格（税込）216円
最もおいしい時期 通年
原材料 丸大豆（カナダ・アメリカ産）（遺伝子組み換えでな

い）、食用菜種油、豆腐用凝固剤（塩化マグネシウム）
主原料産地 カナダ・アメリカ
内容量 1枚
賞味期限／消費期限 D＋5日
1ケースあたり入数 10入り
保存温度帯 冷蔵
JANコード 4589614991011
ケースサイズ（重量）21.0×39.0×9.3cm（1.8kg）

● ●

ターゲット 男女を問わず、子供から御年寄りまで
利用シーン ご飯のおかずに、お酒のおつまみに。オーブントースター

か、フライパンでさっと焼くだけで表面はサクッと、中はジ
ューシー、お醤油をかければ、立派な一品料理の完成です

栃尾油揚げ

新潟県栃尾地域の名産品「油揚げ」です。弊社のこだわりは「商品
の厚み（ボリューム）と中身の密度の濃さ」にあります。また、焙煎菜
種油をブレンドし、揚げておりますので香ばしい香りが漂い、食欲をそそ
ります。弊社の揚げは「手揚げ」にこだわって製造しております。

株式会社佐野屋 http://www.settaya.com/

「

お問合せ先 平澤 伸一　 0258-84-7731
0258-84-7732　 hirasawa@settaya.com

9表記されている価格は2018 年1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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希望小売価格（税込）290円
最もおいしい時期 通年
原材料 人参（新潟県魚沼産）、ライスミルク【米（新潟県

南魚沼しおざわ産）】、レモン果汁（国産）、梅エキ
ス（国産）

主原料産地 新潟県魚沼市、南魚沼市
内容量 200ml
賞味期限／消費期限 製造より1年
1ケースあたり入数 20
JANコード 4573351820512

● ●

ターゲット 美容と健康への意識が高い中高年層
利用シーン 忙しい朝に朝食代わりとしておいしく素早く栄養摂

取ができます

雪下にんじんのじゅーす・ライスみるくいれました

糖類・保存料・着色料無添加で非加熱の100％天然飲料！ 雪室で
3カ月以上寝かせた新潟県魚沼産「雪下人参」をすりおろしたジュース
と南魚沼産コシヒカリと天然水のみで作った「らいすみるく」のコラボ。
にんじんとお米の栄養素をおいしくお手軽に摂れる濃厚で繊維質たっぷ
りのオーガニックジュースです。

株式会社八色物産 http://www.yairo-yukimuro.com/

お問合せ先 青木 昭彦
025-788-0420　 025-788-0369
aoki@yairo-yukimuro.com

希望小売価格（税込）302円
最もおいしい時期 通年
原材料 糖類（ぶどう糖、砂糖）、食塩、デキストリン、たん白加水分解物、野菜エキス粉

末、チキンエキス粉末、野菜粉末、香辛料、チキンオイル、（一部に鶏肉を含む）
主原料産地 日本
内容量 30g（2.5g×12）
賞味期限／消費期限 360日
保存温度帯 常温
認証・認定機関の許認可 ISO9001：2008
JANコード 4582314830178

● ●

ターゲット 味覚が形成される幼児期から大人まで。健康の観
点からご家族全員でお召し上がりください

利用シーン 水やお湯150mlに対し１袋を目安に使用。牛乳を使った料
理や炒め料理などにご利用頂けます。業務用１kgは、医療
機関・保育園・学校・老健施設様等でご利用頂いています

減塩コンソメ・化学調味料無添加

鶏の旨みと野菜（玉ねぎ・パセリ・セロリなど）をバランスよく組み合わ
せ「塩分43％減・リン68％減」しました。リン過剰摂取によるカルシ
ウム低下リスクにも配慮しました。化学調味料やアレルゲン7品目も含
みません。

株式会社ライフプロモート http://www.lifepromote.jp/

お問合せ先 中嶋 孝　 025-279-0700
025-279-0707　 info@lifepromote.jp

希望小売価格（税込）1,080円
最もおいしい時期 通年
原材料 食用ほおずき、つゆ（醤油、砂糖、果糖ぶどう糖

液糖他）、清酒、三温糖、かんずり、（原材料の一
部に大豆、小麦、さばを含む）

主原料産地 新潟県妙高市
内容量 200ml
賞味期限／消費期限 1年
保存温度帯 常温
JANコード 4573161900039
ケースサイズ（重量）26×29×23cm（6.1kg）

● ●

ターゲット アンチエイジングを気にする30代以上の女性
利用シーン 白身魚のカルパッチョや、サラダドレッシングなど

和洋中問わず様々な料理に利用いただけます

かんずり風味和風ほおずきソース

妙高の辛味香辛料かんずりと食用ほおずきを醤油ベースでブレンド。か
んずりの辛味を隠し味に、ほおずきのさわやかな酸味がうまくブレンド。
地元妙高の伝統と革新を感じさせるオリジナルソースです。

有限会社アサップ http://minna-de-hozuki.jp/

お問合せ先 柴田 陽二郎
0255-73-7772　 0255-75-1063
hozuki@asap-snow.com

10 電話でお問合せの際は、『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/
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希望小売価格（税込）756円
最もおいしい時期 通年
原材料 そば粉（新潟県妙高市産）
主原料産地 新潟県妙高市
内容量 200g
賞味期限／消費期限 365日
保存温度帯 常温
JANコード 4907980020119
ケースサイズ（重量）31.5×21.5×10.0cm（4.4kg）

● ●

ターゲット つなぎを使用しないそば通も納得の本物の十割蕎
麦です

利用シーン 冷蔵庫で1時間ほど冷水に浸し麺に十分に水分を
含ませてから茹でるとゆで時間の短縮の他により生
麺に近い食感に茹であがります。最後の蕎麦湯も
おいしくお召し上がりいただけます

妙高十割蕎麦（乾麺）200g

新潟県妙高市原通地区の農事組合法人ふるさと妙高との契約栽培に
よる在来種の玄蕎麦のみを使用し、特殊な製粉技術と製麺方法により
製造された『つなぎ』を使用しない本物の十割蕎麦です。

有限会社嶺村製麺所 http://msmen.jp/

お問合せ先 嶺村 康弘　 0255-72-2417
0255-73-7717　 minemura@silk.ocn.ne.jp

希望小売価格（税込）561円
最もおいしい時期 通年
原材料 小麦粉（新潟県産）、そば粉（魚沼産）、食塩
主原料産地 小麦粉（新潟県）、そば粉（新潟県魚沼市）
内容量 200g
賞味期限／消費期限 2年間
1ケースあたり入数 20袋
保存温度帯 常温
JANコード 4589487140011
ケースサイズ（重量）32.0×23.5×13.0cm（4.1kg）

● ●

ターゲット 30代以上の健康に気を配る女性
利用シーン いつもと違うそばを食べたくなったときにおすすめ。

つゆだけでなく、色々なソースに絡めてパスタとし
ておしゃれにいただけます。茹で時間を長めにする
ともっちりとした食感が味わえます

魚沼そばパスタ

自社圃場で穫れた魚沼産そばを使用、新潟県産小麦と塩でつなげたそ
ばパスタです。石臼挽き、特に風味と栄養が豊富な部分を使用してい
ます。ソースに絡めても、そばの風味がかおるのが特徴です。

一般財団法人魚沼農耕舎 http://www.uonuma-agri.or.jp

お問合せ先 小島 綾子　 025-797-2255
025-797-2562　 soumu@uonuma-agri.or.jp

希望小売価格（税込）302円
最もおいしい時期 通年
原材料 にんじん、レモン、うめエキス
主原料産地 新潟県
内容量 200ml
賞味期限／消費期限 1年／ 開栓後3～5日
1ケースあたり入数 20本
保存温度帯 常温
JANコード 4909112200048
最低ケース納品単位 4ケース
ケースサイズ（重量）25.5×31.0×16.0cm（7.8kg）

● ●

ターゲット 健康志向の方

雪を割り掘り起こした人参98％ジュース

雪下人参を主原料とした100％ジュース。繊維質をそのまま味わえるスト
レート搾り製法を採用。

有限会社いち粒 http://www.ichiryu-nouentai.com

お問合せ先 猪俣 光弘
025-761-7700　 025-761-7701
m.inomata@ichiryu-store.com

11表記されている価格は2018 年1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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希望小売価格（税込）670円
最もおいしい時期 通年（生果実が食べられる12月）
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
主原料産地 新潟県
内容量 180ml
賞味期限／消費期限 製造日より730日
1ケースあたり入数 30本
保存温度帯 高温多湿と直射日光を避けて保存して下さい
JANコード 4571310560066
ケースサイズ（重量）34.5×29.0×14.5cm（11.2kg）

● ●

ターゲット 御中元、御歳暮、結婚祝い、出産祝いの各種ギフト。企
業への手土産。20代から50代の女性、女子会のお土産に

利用シーン そのままロックでも、お好みで水や炭酸で割って、お
酒を合わせてカクテルに。冷凍庫で凍らせてシャーベ
ットや、ゼリーの素材として。湯煎してホットでもどうぞ

ル レクチェジュース180ml（果汁100％ストレートジュース）

砂糖等の甘さを一切加えないで丁寧に搾った無加糖無還元のストレート
ジュースです。原料に対しての搾汁率は40～45％と少なく大変貴重な
果汁です。素材本来の美味しさ甘さと香りがお楽しみ頂けます。冷凍
果実などは一切使用せず、旬の完熟果実のみを使うため、毎年12月
～1月にかけての一時にしか製造できません。

Le Verger Yamayo　ヤマヨ果樹園 http://www.niigata-yamayo.net

お問合せ先 小柳 雅敏　 025-362-5583
025-362-5887　 info@niigata-yamayo.net

希望小売価格（税込）540円
最もおいしい時期 通年
原材料 ふき
主原料産地 新潟県糸魚川市
内容量 100g
賞味期限／消費期限 製造日から6カ月
1ケースあたり入数 5パック
保存温度帯 常温
JANコード 4589480790015
ケースサイズ（重量）25.5×20.0×5.5cm（1.3kg）

● ●

ターゲット 40代～80代（特に首都圏在住の方）
利用シーン 酒の肴、食卓の一品やお茶のお供に。また、炊込

みご飯の素としてや、クリームチーズを添えて赤ワ
インなどにもオススメです

国産きゃらぶき　6種

自然豊かな糸魚川の地で育ったふきを仕入れ、塩蔵保存から製造・販
売に至るまで自社一貫生産を行うことにより通年を通して山の幸をお楽し
みいただけます。昔懐かしの佃煮風きゃらぶきです。

カネヨ運輸株式会社　カネヨフーズ　（塩蔵や） http://enzoya.com/

お問合せ先 青木 竜児
025-555-7311　 025-555-7312
info@enzoya.com

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 かぐら南蛮（新潟県産）、味噌、砂糖、水あめ、ブドウ糖、

鰹節エキス、昆布エキス、酒精、pH調整剤、グリシン、
酸化防止剤（ビタミンC）、（原材料の一部に大豆を含む）

主原料産地 新潟県
内容量 500g
賞味期限／消費期限 180日
1ケースあたり入数 10袋
保存温度帯 常温
JANコード 4582441400480
ケースサイズ（重量）18.0×29.0×13.5cm（5.2kg）

● ●

ターゲット 20代～60代。辛味のある南蛮みそを食すること
ができる方

利用シーン おにぎりの具、焼きおにぎりの塗りみそ

かぐら南蛮みそ（おにぎり用）A

南魚沼地方での魚沼コシヒカリを使ったご当地おにぎりで上位人気の具
材です。

株式会社こだわり食品本舗 http://www.kodawarishokuhin.co.jp/

お問合せ先 大橋 新　 0258-83-3700
0258-83-3777　 info@kodawarishokuhin.co.jp

12 電話でお問合せの際は、『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/
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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 新潟県魚沼産もち米、　他
主原料産地 もち米（新潟県魚沼市）、原材料は全て国内産
内容量 85g
賞味期限／消費期限 90日
1ケースあたり入数 100ケ
保存温度帯 冷凍
JANコード 4589791340251　他、お問合せください
ケースサイズ（重量）（９㎏）

● ●

ターゲット 産直商品、贈答に最適です。ご家庭の冷凍庫に常
備しご年配の方やお子様のおやつに手軽に便利
です

利用シーン 自然解凍、電子レンジ600W1分30秒、湯煎

笹かぜちまき

魚沼産もち米に8種の具材を取り合わせ地元の笹で包みました。
添加物、化学調味料不使用で、手軽に食べられる食品にいたしました。

かまくら工房

お問合せ先 片山 千惠子　 0258-82-6563
0258-82-7084　 fi grose2010@yahoo.co.jp

希望小売価格（税込）864円
最もおいしい時期 通年
原材料 サザエ、人参、玉ネギ、ピーマン、竹の子、他
主原料産地 日本、新潟県佐渡市
内容量 220g
賞味期限／消費期限 8カ月
1ケースあたり入数 12袋
保存温度帯 常温

● ●

ターゲット 手軽に食事をすませたい時
利用シーン うどんやラーメンにかけてもおいしい

サザエカレー

漁師の家庭では、肉のかわりに地元でとれたサザエを使ってカレーを作っ
ておりました。今は少なくなってきましたが昔なつかしい味です。

如月―KISARAGI―

お問合せ先 坂口 秋江
090-1613-5409　 0259-27-0120
s.tokino-yume.8026@docomo.ne.jp

希望小売価格（税込）540円
最もおいしい時期 通年
原材料 佐渡産神楽なんばん塩漬液、マヨネーズ、穀物酢、

食用オリーブ油、食用菜種油、砂糖、塩、コショー
主原料産地 新潟県佐渡市
内容量 200ml
賞味期限／消費期限 製造日から6カ月
1ケースあたり入数 20本以上から
保存温度帯 常温

● ●

ターゲット 辛みが好みの方、全般
利用シーン 生野菜、温野菜、フライのタルタルソースにブレン

ドなど

佐渡産　かぐらドレッシング

栽培期間中農薬不使用で育てた赤く熟した神楽なんばんの塩漬け液を
ベースに、マヨネーズ、オリーブオイルなどをブレンドしたピリ辛ドレッシン
グです。生野菜や温野菜に。フライのタルタルソースにブレンドしてもとっ
ても合います！

とも子の神楽

ば
お問合せ先 清野 智子

0259-27-2544　 0259-27-2544
tomoko_kagura1@ybb.ne.jp

13表記されている価格は2018 年1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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希望小売価格（税込）972円
最もおいしい時期 通年（冬季間）
原材料 本わさび（真妻種）
主原料産地 新潟県糸魚川市
内容量 15g
賞味期限／消費期限 360日／ 360日
保存温度帯 常温
JANコード 4571308890175
ケースサイズ（重量）26×21×10cm（0.7kg）

● ●

ターゲット 中高年
利用シーン わさび乾燥粉末を同量の水にて練って、お刺身やお寿司に。多め

の水でわさびソースに。辛さ・香りそのままに多種多様な料理に応
用がききます。特にチーズと相性が良くピザに付けたりクリームチ
ーズやドレッシング、マヨネーズやオリーブオイルと混ぜても。ステ
ーキやローストビーフにお醤油を添えて、わさび醤油もおすすめ

ひすいわさび乾燥粉末

既存のわさび粉が出せなかったわさび特有の突き抜ける刺激香が、当
社のわさびの王様”真妻種”と特殊低温乾燥機によって再現できました。
わさびは乾燥時の熱に弱くわさび特有の香りと辛さが失われる事から長
年の研究試作と長時間乾燥により漸く出来たわさび100％の乾燥粉末
です。常温にて長期保存が可能となりコンパクトで簡単便利、水と混ぜ
るだけで本わさびを堪能できます。

有限会社SKフロンティア http://www.midorikoubou.com

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

希望小売価格（税込）648円
最もおいしい時期 4月～6月
原材料 無洗米（もち米）、わらび、しょうゆ、なめこ、えのきたけ、発酵調味

料、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、飛魚エキス、かつおエキス、調味料（ア
ミノ酸等）、pH調整剤、（原材料の一部に小麦、大豆、魚介類を含む）

主原料産地 新潟県
内容量 330g
賞味期限／消費期限 181日
保存温度帯 常温
認証・認定機関の許認可 ISO9001認証取得
JANコード 4974335593017

● ●

ターゲット 小さなお子様のいるご家庭や新潟産のこだわりの原
料・お米（こがねもち）がわかる本物志向のお客様

利用シーン 鶏肉やお野菜を加えると、更に豪華な炊き込みご
飯が出来上がります

新潟わらび炊き込みご飯の素

新潟県産の原料を用いた、もち米が約1合セットになった炊き込みご飯
の素です。もち米（こがねもち）、わらび、なめこ、えのきたけ、しょう
ゆ、飛魚だしはすべて新潟県産を使用しております。お家のお米2合に
付属のもち米と具材を加えて炊飯すれば、簡単に山菜おこわ風炊き込
みご飯が作れます。

上進漬物工業株式会社 https://www.joushintsukemono.com

お問合せ先 営業部　寺澤 正　 0255-82-4455
0255-82-4456　 joushin-higashi@air.ocn.ne.jp

希望小売価格（税込）1,490円
最もおいしい時期 通年
原材料 オーツ麦（燕麦）
主原料産地 カナダ
内容量 1kg
賞味期限／消費期限 製造日より2年
1ケースあたり入数 20袋
保存温度帯 常温
JANコード 4573171840332
ケースサイズ（重量）54×30×35cm（21.5kg）

● ●

ターゲット 老若男女
利用シーン お好みの量をお米と同じ水の量と時間で簡単に炊け

ます。冷めてもおいしいのでおにぎりやお寿司にも
利用できます。リゾット、パエリア、チャーハンなど
も美味しくできます

ライスオーツ（燕麦）

〇調理が簡単（お米と同じに炊けます）〇もちもちして美味しい
〇食物繊維が豊富（水溶性・不溶性）〇今話題のＢグルガン
〇 たんぱく質、ビタミン、ミネラル（セレン、葉酸、ビオチン）がたっぷり
〇穀物の中では糖質が低くヘルシー

株式会社スタースーパーフーズ・インターナショナルジャパン http://starsuperfoods.jp/

お問合せ先 星 忠承　 025-793-1171
025-793-1172　 mail@starsuperfoods.jp

14 電話でお問合せの際は、『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/
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希望小売価格（税込）648円
最もおいしい時期 通年
原材料 米みそ（乳酸菌入り）、米発酵調味料、砂糖、異性化

液糖、小麦粉、南蛮えび粉末（新潟県産）、ポークエ
キス、豆板醤／調味料（アミノ酸等）、酢酸Na、酒
類、グリシン、（一部に小麦、えび、大豆、豚肉を含む）

主原料産地 新潟県
内容量 140g瓶詰
賞味期限／消費期限 製造日より365日
保存温度帯 常温
JANコード 4515941100307
ケースサイズ（重量）38.0×32.0×9.5cm（8.5kg）

● ●

ターゲット 30～50代の男・女
利用シーン 毎食の手軽な食材として。そのまま、おにぎりやパ

スタ、ラーメン等の具材。生野菜等のディップとして

乳酸菌入り南蛮海老辛味噌

新潟県産の南蛮海老頭を丸ごと粉末にして、米由来の乳酸菌入り米
味噌に漬込みました。少し辛みのある「おかず味噌」です。

大栄魚類株式会社 http://www.umisanmi.co.jp

お問合せ先 韮沢 吉郎　 025-257-6336
025-257-2335　 nirasawa@umisanmi.co.jp

希望小売価格（税込）939円
最もおいしい時期 通年
原材料 しょうゆ、食塩、まぐろ削りぶし、砂糖、みりん、水飴、醸造酢、酵

母エキス、こんぶ、アルコール、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
主原料産地 新潟県
内容量 360ml
賞味期限／消費期限 12カ月
保存温度帯 常温
認証・認定機関の許認可 JAS認定
JANコード 4975833400005
ケースサイズ（重量）14.0×20.8×21.0cm（4.06kg）

● ●

ターゲット 料理好きな方。忙しく調理の時間がとれないがおいしいものを食べたい方
利用シーン ご自宅で手軽に料亭のような味を再現できる液体だし。ご使

用例　お吸い物：白だし大2、水400ml　うどん：白だし大
5、水400ml　炊き込みご飯（1合）：白だし大2、水適量

越後良寛　まぐろの白だし

鹿児島県枕崎漁港で水揚げされたキハダマグロを原料に作られたまぐろ
節を「中厚」「薄」と2種類の削り節に加工。2段階で出汁を抽出し
ました。まぐろ節の特徴は、上品な風味・肉感たっぷりの旨みと自己主
張しすぎない事です。一部高級料亭のお吸い物も使用され、料理を旨
みで包み込んでくれます。そんなまぐろの削り節のだし汁に、やさしい風
味の特選うすくち醤油、五島灘のいそ塩等最低限の素材を合わせ、無
濾過（にごり仕立て）で瓶に詰めた越後良寛自慢の白だしです。

株式会社ホクショク http://www.echigo-ryokan.jp

お問合せ先 堀 渡　 0258-46-5155
0258-46-4918　 hori@echigo-ryokan.jp

希望小売価格（税込）540円
最もおいしい時期 夏
原材料 醤油（小麦・大豆含む）、キャロライナー・リーパ

ー、かんずり（唐辛子、糀、柚子、食塩）
主原料産地 新潟県妙高市
内容量 60ml
賞味期限／消費期限 1年間
保存温度帯 常温
JANコード 4953253000814
ケースサイズ（重量）45.0×28.5×14.0cm（14.1kg）

● ●

ターゲット 男女を問いませんが、とにかく辛い物が好きな方にお勧め
です。傾向として20代～40代の方に多いと感じています

利用シーン 他の調味料と同じように食卓で好きなお料理に振りかけ
てご利用いただきます。醤油ベースで酸味のない味付
けですので、どのような料理に合わせやすいソースです

和風激辛ソース　雷　金

原材料のキャロライナ・リーパーはギネスブックで世界一辛い品種に認
定されている唐辛子です。この唐辛子と、旨みのある調味料「かんず
り」を合わせて醤油で味を調えたことで、どんな料理にも合いやすい激
辛ホットソースとなりました。

有限会社かんずり http://kanzuri.com/

お問合せ先 森 健太郎　 0255-72-3813
0255-72-0344　 mori@kanzuri.com

15表記されている価格は2018 年1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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希望小売価格（税込）972円
最もおいしい時期 夏
原材料 米（国産）、米糀（国産）
主原料産地 日本
内容量 900ml
賞味期限／消費期限 7カ月
1ケースあたり入数 6本
保存温度帯 常温
JANコード 4977943834619
発注リードタイム 午前発注⇒翌営業日出荷
ケースサイズ（重量）32.5×27.0×19.0cm（9kg）

● ●

ターゲット あかちゃんからお年寄りまで、どなたにも
利用シーン 毎日飲んでほしいノンアルコール・醗酵飲料ですの

で、そのまま冷やしてお召し上がりください

峰村醸造　あまざけ

新潟市の真ん中、沼垂の地で明治38年より糀を
つくり続けて111年。味噌の醗酵に欠かせない
糀、その糀づくりから生まれるあまざけです。すっき
りした飲み口の良いあまざけに仕上げました。

株式会社峰村商店 http://www.minemurashouten.com

お問合せ先 小野塚 寛治
025-247-9321　 025-243-2486
onozuka@minemurashouten.co.jp

希望小売価格（税込）300ml 626円／1.8L 3,564円
最もおいしい時期 通年
原材料 昆布エキス、食塩、かつお節エキス、日高産根昆布、調味

料（アミノ酸等）、増粘多糖類、（原材料の一部に大豆を含む）
主原料産地 北海道
内容量 300ml／1.8L
賞味期限／消費期限 365日
1ケースあたり入数 300ml：12入×2合×5甲／1.8L：8本×5ケース
保存温度帯 常温
JANコード 4582432301130
ケースサイズ（重量）36.5×24.5×24.0cm

● ●

ターゲット 全世代
利用シーン お料理全般の旨味だしとして（浅漬け、昆布茶、

お吸い物、お味噌汁、炊飯、野菜炒め、ステーキ
たれ、ドレッシング、煮物等）

秘伝根昆布だし300ml／1.8L

日高産根昆布と昆布エキスに、昆布と相性の良い鰹節エキスを加えた
濃縮タイプです。昆布茶をはじめ、少量をお料理に加えるだけで旨さが
ぐっと引き立ちますので、お料理の隠し味に、また調味料としてお手軽
にご使用下さい。

株式会社ササゲリバース http://www.niigata-aji.net

お問合せ先 塩原 清　 0256-34-6100
0256-34-7765　 webmaster@sasage-gift.co.jp

希望小売価格（税込）1,080円
最もおいしい時期 通年（特に10月～2月がおすすめ）
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 600g
賞味期限／消費期限 2年
1ケースあたり入数 15
保存温度帯 常温
認証・認定機関の許認可 魚沼市推奨品
JANコード 4908392122026
ケースサイズ（重量）35.5×26.0×28.5cm（10kg）

● ●

ターゲット 40代～70代、品質の良さを実感していただける
世代

利用シーン 焼いたり煮たり、様々なお召し上がり方でお楽しみ
いただけます

魚沼黄金もち（切餅）

なめらかで、コシが強く、煮くずれしにくく、もち米の旨みが感じられるお
いしさ。新潟魚沼産のもち米「こがねもち米」を100パーセント使用。
自然豊かな魚沼の地下水をくみ上げて使用しております。

株式会社ゆのたに http://www.yuno.co.jp/

お問合せ先 株式会社ゆのたに　 025-793-1111
025-795-2048　 info@yuno.co.jp

16 電話でお問合せの際は、『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/
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希望小売価格（税込）400円
最もおいしい時期 通年
原材料 鱈、ワイン、砂糖、食塩、醤油、トレハロース、

調味料（アミノ酸）、メタリン酸Na、（原材料の一
部に小麦、大豆を含む）

主原料産地 鱈（ロシア）、ワイン（新潟県上越市）
内容量 60g
賞味期限／消費期限 150日
1ケースあたり入数 20
保存温度帯 常温
JANコード 4983879004064
ケースサイズ（重量）43.5×28.5×9.5cm（1.73kg）

● ●

ターゲット 中高年の女性
利用シーン 来客のおもてなしの逸品、プチイベント、お祝いご

とに

ワイン漬　鱈

しっとり柔らか、ワイン風味たっぷり、そのまま食べて美味、アクセントと
して炙っても美味。

有限会社西沢珍味販売 http://www.nishizawa-ch.co.jo

お問合せ先 永野 富士夫　 025-524-9818
025-525-9283　 info@nishizawa-ch.co.jp

希望小売価格（税込）540円
最もおいしい時期 通年
原材料 丸大豆（新潟県村上市産）、小麦（新潟県村上市

産）、食塩／アルコール
主原料産地 大豆、小麦（新潟県村上市）
内容量 360ml
賞味期限／消費期限 18カ月
1ケースあたり入数 11本
保存温度帯 常温
JANコード 4562147261738
ケースサイズ（重量）17.0×24.5×28.5cm（5kg）

● ●

ターゲット 食の安心・安全にこだわる食への意識の高い消費者
利用シーン 何にでもお使い頂けますが、刺身や寿司へのつけ

醤油がおすすめです

丸大豆仕込二ヶ年熟成天然醸造醤油　朱鷺むらさき

かつては絶滅の危機に瀕した新潟県産の小麦を100％使用した醤油。
もちろん、丸大豆も100％新潟県産です。さらに、小麦、大豆の生産
者情報を消費者が分かるよう、商品ラベルに記載しています。

合資会社小林醤油店 http://www.kobayashi-shoyu.co.jp/

お問合せ先 小林 徹平
0254-62-2088　 0254-62-2288
tep_kobayashi@kobayashi-shoyu.co.jp

希望小売価格（税込）324円
最もおいしい時期 通年
原材料 そば粉、小麦粉、小麦たん白、海藻、食塩
内容量 200g
賞味期限／消費期限 1年
1ケースあたり入数 20
保存温度帯 常温
認証・認定機関の許認可 製造工場：ISO9001
JANコード 4560447750013
最低ケース納品単位 2ケース
ケースサイズ（重量）22×50×20cm（4.28kg）

● ●

ターゲット そば好き、ご年配・お子さまのいる家庭
利用シーン ご家庭でお手軽に。のど越しが良いのでご年配・

お子さまのいる家庭でも喜ばれます

へぎそば乾麺

「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。歯切れの良さとツル
ツルとしたのど越しが特徴。創業大正10年
のそば屋がのど越しに徹底してこだわりました。
のど越しが良いので普通のそばが苦手なお
年寄りやお子さまにも好評です。

株式会社わたや http://www.watayasoba.co.jp

お問合せ先 和田 正樹　 0258-83-0588
0258-83-0587　 m.wada@watayasoba.co.jp

17表記されている価格は2018 年1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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希望小売価格（税込）924円
最もおいしい時期 通年
原材料 果実（ブルーベリー（佐渡産）、ブラックベリー（佐

渡産））、ビートグラニュー糖、レモン果汁
主原料産地 新潟県佐渡市
内容量 148g
賞味期限／消費期限 製造から10カ月
保存温度帯 常温
JANコード 4589763390017
最低ケース納品単位 1ケース（24個）
ケースサイズ（重量）21.5×27.5×87.0cm（8.1kg）

● ●

ターゲット 40代～60代の女性
利用シーン ヨーグルトソースに、アイスクリームに、チーズケー

キに、お肉のソースにバルサミコ酢などと合わせて

ブルーベリーとブラックベリーのソース

農薬を使用せずに自社で育てたブルーベリーとブラックベリーをミックスし
たソース状のジャムです。ブルーベリージャムは多くの業者が製造してい
ますが、ブラックベリーをプラスしたものは珍しく、ブラックベリーが加わる
事で爽やかなブルーベリージャムになります。添加物も使用しておらず、
健康志向の方におススメです。

Berries（ベリーズ） http://www.berries-sado.com

お問合せ先 神蔵 みゆき
0259-67-7662　 0259-67-7662
miyurin7@gmail.com

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 豚内臓
主原料産地 新潟県、石川県
内容量 1kg／500g
賞味期限／消費期限 製造後520日
1ケースあたり入数 8P／10P
保存温度帯 常温
最低ケース納品単位 要相談
発注リードタイム 7日
ケースサイズ（重量）37×26×19cm（8kg）

● ●

ターゲット もつ煮込が好きな方
利用シーン 急に、煮込みが食べたくなっても簡単に調理出来

ます

高圧処理食品　レトルトもつ（味付けなし）

高圧処理で湯解けが無く、長期保存可能。下処理がしてあるので簡単
に調理でき、箸で切れるほど柔らかく仕上げてあります。（製造特許取
得商品）

株式会社クリタミートパーベイヤーズ http://www.kurita-mp.co.jp/

お問合せ先 鷲尾 真紀
0258-39-7222　 0258-33-9393
washio-m@kurita-mp.co.jp

希望小売価格（税込）600円
最もおいしい時期 通年
原材料 桑の葉（新潟県産）、還元麦芽糖水飴末、二酸化ケイ素
主原料産地 桑の葉（新潟県）
内容量 1gスティック×5本
賞味期限／消費期限 2年
1ケースあたり入数 24個
保存温度帯 常温
JANコード 4589930880549
ケースサイズ（重量）19×25×7cm（1kg）

● ●

ターゲット 健康を気にされている中高年者、美容を気にされている女性
利用シーン お茶やジュースの代わりに、マイボトルと一緒に携

帯し、お食事と一緒にお召し上がり下さい。500ml
のペットボトルに水と決闘茶スティックを1本入れて
良く振って溶かしてお召し上がり下さい

顆粒あいの桑茶　決闘茶スティック

健康、美容ともに注目度の高い桑の葉茶を顆粒スティックにしました。
栽培期間中農薬不使用の新潟県産の桑の葉のみを使用した美味しい
健康茶です。1回分がスティックになっているので飲みやすく、携帯に
も便利です。

株式会社ふるさと福島 http://ai-kuwacha.com/

お問合せ先 涌井 由紀子　 0254-44-0050
0254-44-0051　 info@ai-kuwacha.com

18 電話でお問合せの際は、『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/
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希望小売価格（税込）205円
最もおいしい時期 通年
原材料 うるち米（新潟県産コシヒカリ）
主原料産地 新潟県
内容量 180g
賞味期限／消費期限 180日
1ケースあたり入数 12入り8合わせ
認証・認定機関の許認可 HACCP、営業許可書（飲食店）
JANコード 4530316013419
ケースサイズ（重量）36.5×57.5×40.0cm（18.5kg）

● ●

ターゲット 少量でも美味しいものが食べたいと考える方。主
に女性、30代中盤以降

利用シーン 朝の忙しい時間に、しっかりと美味しいご飯を食べ
たい。仕事から帰り夕飯準備の時間を短く簡単
に。和・洋・中とどんな食事にも良く合います

越後雪室屋氷温熟成新潟こしひかりパックごはん

新潟産コシヒカリ玄米を美味しさを引出す氷温熟成し天然雪の雪室保管
した後、精米仕立てを保存料や酸味料を使用せず大きな厚 でガス直
火炊きした、ご飯を無菌状態のままフレッシュパックしている為、炊立て
のような美味しさを味わえます。

株式会社吉兆楽 http://kichorak.com/

お問合せ先 小出 和司　 025-783-3070
025-783-3090　 koide_k@kichorak.com

希望小売価格（税込）464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
内容量 360g
賞味期限／消費期限 7カ月
1ケースあたり入数 20
保存温度帯 常温
JANコード 4970982100288
最低ケース納品単位 3ケース
発注リードタイム 5日
ケースサイズ（重量）34×29×16cm（7.2kg）

● ●

ターゲット 年齢問わず

こがねもち

一臼一臼丹念に搗き上げたこがねもちは、
色が白く、きめ細やかで、抜群のコシがあ
ります。

植木食品工業株式会社 http://www.uekifood.com

お問合せ先 植木 年彦
025-259-2831　 025-259-2833
uekifood@ruby.ocn.ne.jp

希望小売価格（税込）1,080円
最もおいしい時期 通年
原材料 水稲もち米（新潟県魚沼産）
主原料産地 新潟県魚沼地区
内容量 600g
賞味期限／消費期限 24カ月
1ケースあたり入数 12袋入り
保存温度帯 常温
JANコード 4546057070048
最低ケース納品単位 2ケース

● ●

ターゲット 老若男女
利用シーン チーズをのせて朝食に、お醤油をつけて海苔巻き

に、きなこ餅に

魚沼こがねもち　600g

魚沼の契約農家で栽培
した原料をクリーンルーム
で製造し酸素を吸う特殊
フィルムに包み2年間品
質が変わりません。個包
装にも賞味期限が印字
してあり期間内安心して
食べられます。

越後農産株式会社 http://park7.wakwak.com/～echigo-nosan/shohin/

お問合せ先 関 泰明　 090-4549-0651
0258-89-2873　 s.yasuaki@cb.wakwak.com

19表記されている価格は2018 年1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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希望小売価格（税込）151円
最もおいしい時期 通年
原材料 白あん、もち粉、エリストール、還元水飴、青えんどう、食塩、加工でん粉、

ソルビトール、乳化剤（乳成分由来）、酵素（大豆由来）、調味料（アミノ酸）
主原料産地 もち粉（タイ）、餡（カナダ、他）
内容量 1個
賞味期限／消費期限 冷凍で180日／ 5日
1ケースあたり入数 20入り
保存温度帯 冷凍、販売は常温
認証・認定機関の許認可 ISO9001認証取得
JANコード 4978807802874
ケースサイズ（重量）34.5×13.0×9.0cm（1kg）

● ●

ターゲット 和菓子を好む50～60代女性。カロリー・お砂糖を控えたい方
利用シーン そのまま、おやつや食後のデザートとしてお召し上が

り下さい。手軽な贈り物やお持たせとしてもおすすめ

お砂糖なしの大福　しお豆

元・新潟医療福祉大学准教授　渡邉榮吉氏監修のもと「食事制限
やダイエット中の方にも美味しい和菓子を食べていただきたい！」との一
心で開発した商品です。砂糖不使用なのに満足感のある美味しさで1
個わずか80キロカロリー。食事制限のある方も、そうでない方も一緒に
楽しめる、「まこごろ」と「思いやり」から生まれた商品です。

株式会社宮野食品工業所 http://www.miyano-mame.jp

お問合せ先 野崎 信昭　 0254-22-3322
0254-22-4789　 n-nozaki@miyano-mame.jp

希望小売価格（税込）184円
最もおいしい時期 通年
原材料 もち米（新潟県産）、こしあん、砂糖、トレハロー

ス、酒精、乳化剤、酵素、グリシン、（原材料の
一部に大豆、小麦、乳成分を含む）

主原料産地 日本
内容量 35g×4コ
賞味期限／消費期限 D＋4日
1ケースあたり入数 80（40×2）
保存温度帯 冷凍
JANコード 4539424061176

● ●

ターゲット あんこや餅好きな方。和菓子好きな方
利用シーン お彼岸、端午の節句など和菓子の時期

あんころ白餅　4個入り

森林農園が自社栽培した特別栽培米コシヒカリ、こがねもちで作ったあ
んころ餅です。20年以上有機肥料を施した土から作られたお米が原料
のお餅は、味、コク、食感三拍子揃った自信作です。

有限会社新潟森林農園 http://www.omochi.co.jp/

お問合せ先 森林 幸男
0250-24-3216　 0250-23-5850
info@omochi.co.jp

希望小売価格（税込）大 1,382円／mini 734円
最もおいしい時期 通年
原材料 大豆油、金華ハム、干し貝柱、干し海老、ニンニ

ク、ネギ、ゴマ、豚肉、唐辛子、四川山椒、豆板
醤（中国P県産3年熟成）、モンゴル岩塩

主原料産地 中国、日本
内容量 2種類（大200ml／mini50ml）
賞味期限／消費期限 1年
保存温度帯 常温
JANコード 大200ml　4580371550015

mini50ml　4580371559995
● ●

ターゲット 30～60代、味にうるさい女性
利用シーン 日常の料理に、パーティーに。そのまま辣油として使うほか、

チャーハンの仕上げの香味油や、酢などを混ぜてドレッシン
グに。麻婆豆腐や担々麺に入れると美味しさが倍増します

金華辣油（きんからーゆ）

中国の鰹節ともいえる「金華ハム」を中心に、
干し貝柱、干し海老、中国P県産3年熟成豆
板醤などを染み込ませた「旨味タップリ辣油」
です。食材とまぜるだけで、誰でも、簡単に本
格中華ができあがります。

株式会社家寳（かほう） http://kahou-china.com

お問合せ先 三浦 真美
025-378-0868　 mami.m@tcb-global.co.jp

20 電話でお問合せの際は、『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/
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希望小売価格（税込）390円
最もおいしい時期 通年（1月～3月）
原材料 さつまいも、アーモンドミルク、甘酒（米麹）、バナ

ナ、ラズベリー、ストロベリー、リンゴ、米粉、片栗
粉、ベーキングパウダー、ココナッツオイル、ゼラチン

主原料産地 新潟県三条市
内容量 75g
賞味期限／消費期限 4日間／ 冷凍保存可1カ月
1ケースあたり入数 ①セット売り6個　②バラ売り1箱60個
最低ケース納品単位 ①4ケース　②1箱
ケースサイズ（重量）17.0×25.5×7.9cm（0.19kg）

● ●

ターゲット 女性、アレルギー持ちの方
利用シーン 食後のちょっとしたご褒美に。また、野菜スイーツ

のある生活の提供もさせていただいております

ジーナスリム

表示義務の特定原
材料7品目と、大豆
を使用しないアレルゲ
ンフリースイーツです。
アーモンドミルク・ココ
ナッツオイル・甘酒な
ど美容成分の高い材
料や、新潟県産コシ
ヒカリの無農薬玄米
を使用してます。

kallwillstore（カルウィルストア） https://kallwillstore.com

お問合せ先 木村 智
090-4728-2923　 0256-46-4124
kallwillstore@gmail.com

希望小売価格（税込）4,320円
最もおいしい時期 通年（冬季）
原材料 牛乳、生黄糀、乳化剤、安定剤（増粘多糖類）、

（原材料の一部に乳を含む）
主原料産地 新潟県阿賀野市
内容量 2000ml
1ケースあたり入数 6個
保存温度帯 冷凍
認証・認定機関の許認可 農場：新潟県クリーンミルク生産農場認定
ケースサイズ（重量）28.5×37.5×29.5cm（9kg）

● ●

ターゲット 30代以上の健康、美容に意識の高い女性に食べてほしい
利用シーン 糀クリスタルは、砂糖、生クリーム不使用で自然な

味わいを楽しめます

糀クリスタル（甘酒ジェラート）業務用

『糀クリスタル』は、やすだ愛情牛乳100％と山崎糀屋さんの生黄糀
の甘酒のみで作られた贅沢なジェラートです。牛乳の栄養と生きたまま
腸に届く甘酒の健康効果で、手軽に美味しく食べられてうれしい75カロ
リー。食べるほど綺麗になれるジェラートです。

株式会社神田酪農 http://www.kandarakunou.com

お問合せ先 神田 和代　 0250-68-4652
0250-25-7010　 info@kandarakunou.com

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 ナチュラルチーズ、牛乳、卵、グラニュー糖、かぐ

ら南蛮、バター、コーンスターチ、レモン、リキュ
ール、アーモンド、ショートニング、食塩、（原材料
の一部にゼラチンを含む）

主原料産地 新潟県長岡市
内容量 1個
賞味期限／消費期限 冷凍45日／ 冷蔵1日
1ケースあたり入数 30個
保存温度帯 冷凍

● ●

ターゲット お酒の好きな方
利用シーン お酒のおつまみとして半解凍で

おつまみ！かぐらチーズ。

辛いチーズケーキです。

おっととと！あきらです。 しあわせチョコ.com

お問合せ先 星野 晃
0258-38-2002
0258-38-2002

21表記されている価格は2018 年1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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希望小売価格（税込）324円
最もおいしい時期 通年
原材料 カシューナッツ、小麦粉、でん粉、砂糖、粉末水飴、植物油脂、食

塩、ホエイパウダー、マルチトール、チーズパウダー、たん白加水分
解物、粉末醤油、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、膨脹剤、香料、
酸味料、甘味料（スクラロース）、（原材料の一部に乳、大豆を含む）

主原料産地 カシューナッツ（インド）
内容量 70g
賞味期限／消費期限 120日
保存温度帯 常温
発注リードタイム 混載10ケース以上
ケースサイズ（重量）26×22×10cm（0.83kg）

● ●

ターゲット 20歳以上の男女
利用シーン 小腹満たしのおやつとしてや、お酒の席のおつまみ

としてお食べ下さい。特に洋酒に合うおつまみです

カシューナゲット　チーズ

カマンベール・チェダー・ゴーダチーズの3種類を
パウダーにしてチーズのコクとうす塩味の軽い食感
に仕上げました。

株式会社内山藤三郎商店 http://www.d2.dion.ne.jp/～kaneto/

お問合せ先 内山 芳郎　 0250-38-2223
0250-38-5091　 kaneto@d2.dion.ne.jp

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 砂糖、もち粉、小豆、麦芽糖、赤えんどう豆、水あめ、還元水あめ、

食塩／加工デンプン、乳化剤、トレハロース、酵素（大豆由来）、重曹
主原料産地 砂糖（日本）
内容量 90g×10個（900g）
賞味期限／消費期限 製造より2年
保存温度帯 冷凍
認証・認定機関の許認可 ISO22000認証取得
JANコード 4965020006110
ケースサイズ（重量）41×62×17cm（10.8kg）※10個×12パック＝1ケース

● ●

ターゲット 全ての年齢層（子供からお年寄りまで）
利用シーン 年間通して、催事、スーパーの惣菜部門や、バイキ

ング、外食など幅広いシーンでご利用いただけます

豆大福

昔ながらの素朴な豆大福です。餅に混ぜ込んだ
豆の食感と自家製の粒あんの味わいをお楽しみく
ださい。

株式会社港製菓 http://www.niigata-minato.co.jp

が
の食
い

昔なが
豆の
ださい

お問合せ先 営業部　高橋 智春
025-270-3710　 025-270-3720
t-takahashi@niigata-minato.co.jp

希望小売価格（税込）324円
最もおいしい時期 通年（10月～3月頃最適）
原材料 小麦粉、ショートニング、マーガリン（大豆含む）、コシヒ

カリ粉、砂糖、加糖練乳、食塩（天日塩）、コーンスターチ
主原料産地 小麦粉（北海道、アメリカ）
内容量 12個
賞味期限／消費期限 180日
1ケースあたり入数 12袋
保存温度帯 常温
JANコード 4904036271082
ケースサイズ（重量）22.5×30.5×23.5cm（1.77kg）

● ●

ターゲット 10代からの甘党の女性へお勧めしたい
利用シーン 珈琲や紅茶などの飲料と合わせてお食べいただく事

をおすすめします

お米の想い　和風くっきー

小麦粉と新潟産米粉をミックスし
口溶けの良いくっきーに仕上げま
した。味付けに練乳の甘さと隠し
味に塩を使い仕上げに粉糖を掛
けた甘味のある和風調のくっきー
です。口に入れるとほろりとほどけ
るところが大きな特徴です。

株式会社清野屋 http://www.kiyonoya.co.jp/

お問合せ先 熊谷 壮一
025-274-5151　 025-274-7129
kumagai@kiyonoya.co.jp

22 電話でお問合せの際は、『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/
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希望小売価格（税込）680円
最もおいしい時期 通年
原材料 白餡（隠元豆）、砂糖、バター、卵、小麦粉、苺（越後姫）、洋

梨（レクチェ）、ココアバター、植物性油脂、脱脂粉乳、果糖ブ
ドウ糖液、澱粉分解物、寒天、トレハロース、ペクチン、加工澱
粉、酸味料、増粘多糖類、着色料（二酸化チタン、ベニコウジ、
クチナシ、黄4、赤3）、（原材料の一部にりんご、大豆を含む）

内容量 8個入り
賞味期限／消費期限 25日
保存温度帯 常温
JANコード 4529543500175
ケースサイズ（重量）13.0×13.0×5.5cm（0.18kg）

● ●

ターゲット お子様からご年配の方々まで

銘菓　朱鷺の子（ル レクチェ・イチゴ）

新潟のブランドフルーツ・洋梨（ル レクチェ）と、イチゴ（越後姫）を
使ったかわいいお菓子。

有限会社あめ友商店 http://ametomo.moo.jp/

お問合せ先 近藤 友一
0256-52-0365　 0256-53-2897
tkondo2010@hotmail.co.jp

希望小売価格（税込）1,080円
最もおいしい時期 通年
原材料 鶏卵、砂糖、小麦粉、水飴、トマトピューレ、ドライトマトパ

ウダー、はちみつ、米飴、香料、着色料（ラック、パプリカ）
主原料産地 新潟県新発田市
内容量 5個入
賞味期限／消費期限 45日／ 90日
1ケースあたり入数 30個
保存温度帯 常温
認証・認定機関の許認可 農業生産工程管理（GAP）
JANコード 4580326612010

● ●

ターゲット 20代～70代の女性
利用シーン お茶菓子として、お土産として。夏は冷蔵庫で冷や

していただくと、より美味しく食べられます

トマトDEドーナツ

しっとり食感の焼きドーナツ。商品も珍しくインパクトもあります。またパッ
ケージも非常に好評です。トマトが苦手な方も美味しく食べる事が出来
ます。（写真左は、姉妹品の「トマトDEカステラ」です。）

株式会社DSプランニング

お問合せ先 佐藤 大輔
0254-28-8443　 0254-28-8447
ds-plan@jupiter.ocn.ne.jp

希望小売価格（税込）160円
最もおいしい時期 通年
原材料 砂糖、卵、小麦粉、食用植物油脂、マーガリン、

ラム酒、脱脂粉乳／膨張剤、乳化剤、香料、着色
料（黄4）、（原材料の一部に大豆を含む）

主原料産地 卵（日本）、小麦粉（アメリカ）
内容量 1個
賞味期限／消費期限 D＋14日
1ケースあたり入数 20
保存温度帯 常温
JANコード 4905352946319
ケースサイズ（重量）31×46×9cm（1.1kg）

● ●

ターゲット 20代～40代のお菓子好きな女性
利用シーン 紅茶などを飲みながらリラックスして食べるお菓子

レモンケーキ

50年前から愛されているロングセラー商品です。新鮮な卵をたっぷりと
使用した自社工場製のふわふわスポンジが自慢です。

株式会社さかたや http://www.sakataya.co.jp/

お問合せ先 永野 真士
0256-97-1361　 0256-98-4866
okashi@sakataya.co.jp

23表記されている価格は2018 年1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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希望小売価格（税込）1,296円
最もおいしい時期 通年
原材料 砂糖（グラニュー糖）、あられ（国産餅米、水飴）、

りんご、洋なし、柿、苺、あん（小豆）、よもぎ
主原料産地 日本
内容量 50g
賞味期限／消費期限 270日
1ケースあたり入数 35本
保存温度帯 常温
JANコード 4984448011001
ケースサイズ（重量）40×45×15cm（8kg）

● ●

ターゲット 少し高くても安心安全な素材で作り手がわかる食品を求めてい
る人。中高年女性、30代以上のファミリー、OLさん、女子会

利用シーン 無糖ヨーグルトのトッピングにするのがおすすめ。そのままお茶
うけやコーヒー紅茶とともに。ワインに合わせてサングリア風に

topping dessert　森の雪と果実

100％新潟市南区のフルーツ農園で大切に作られた越後姫、ルレクチ
エ、柿、林檎を、毎年買い取れる分だけ特別に油も砂糖も一切使わな
いハードドライ加工してもらい、新潟銘菓ゆかりの無添加オリジナル菓子
「よもぎ味」「あんこ味」（笹団子味）と「プレーン味」をベストマッチで
ミックスした自然のスイーツ。フルーツ4味とゆかり3味あわせた7色の
味を楽しめます。白のほかラインナップにピンク、イエローあり。

P・K・C＋パクチープラス http://www.47club.jp/20M-000096kvy

お問合せ先 佐藤 洋子　 0250-47-7303
0250-22-0138　 pkcplus@gmail.com

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 15g
賞味期限／消費期限 9カ月
1ケースあたり入数 60袋
保存温度帯 常温
JANコード 4573454081506
最低ケース納品単位 1ケース
ケースサイズ（重量）25.5×35.5×10.5cm（1.3kg）

● ●

ターゲット 10代～80代位の男女に食して頂きたいです
利用シーン そのまま、お召上がり下さい。お子様のおやつとし

て、お茶うけや、お酒のおつまみに最適です

煎り豆（さといらず）無添加　15g

新潟県長岡市産「さといらず」の大豆を弊社で素煎り。原料の「さと
いらず」は、砂糖がいらないほど甘みが強いと言われている新潟県在来
種の青大豆です。栽培に手間がかかり生産量が限られている為に希少
で幻の大豆と呼ばれています。脂質が少ない代わりにとても甘みが強い
青大豆です。

株式会社中村農園 http://www.nakamura-farm.co.jp/docs/netoroshi/

お問合せ先 中村 郁雄　 0258-46-4275
0258-94-6388　025-333-0578（受注専用）
info@nakamura-farm.co.jp

希望小売価格（税込）500円
最もおいしい時期 通年
原材料 生ヤギ乳、砂糖、卵、植物油、粉末水飴、洋酒、

乳化剤、安定剤（ゼラチン）
主原料産地 生ヤギ乳（新潟県上越市）
内容量 90ml
1ケースあたり入数 6・12（ギフト用）、100　その他お問合せください
保存温度帯 冷凍
JANコード 4562269320740
最低ケース納品単位 1ケース
ケースサイズ（重量）19.0×26.0×16.5cm（2.47kg）

※100入のサイズ
● ●

ターゲット 20歳代～50歳代、特に女性
利用シーン お風呂上がりなどに絶品、贈答品としても最適

ヤギさんのアイスクリーム（プレミアム）

当社牧場の新鮮な絞りたて生ヤギ乳を100％使用し、独自のマル秘配
合・製法で気にされがちなヤギ臭をほとんど無くしながらも優れたヤギ乳
成分を生かした、濃厚でありながらも後味があっさりした舌触りのまろや
かな、全国でも希少なアイスクリームです。プレーン（ヤギミルク味）・
バニラ・抹茶・チョコレートの味を用意しております。

ファーストファーム株式会社 http://fi rstfarm.com

お問合せ先 蓑和 章
025-599-3778／090-3473-7632
025-599-3381　 minowa@fi rstfarm.com

24 電話でお問合せの際は、『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/
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希望小売価格（税込）486円
最もおいしい時期 通年
原材料 あん、うるち粉（国産）、もち粉（国産）、砂糖、

麦芽糖、でん粉、乾燥よもぎ、食用油脂（大豆含
む）、小麦粉／グリシン、酵素（大豆由来）

主原料産地 日本
内容量 3個
賞味期限／消費期限 冷凍1年半／ 解凍後4日
1ケースあたり入数 8P入×4
保存温度帯 冷凍
認証・認定機関の許認可 ISO22000：2005認証取得
JANコード 4904428500714
ケースサイズ（重量）（5.0kg）

● ●

ターゲット 老若男女問わず全年齢層（端午の節句、七夕、お彼岸、銘菓祭等）
利用シーン 手土産、お茶菓子、食後のデザート

笹だんご　3ヶ入P

戦国時代、越後上杉謙信公出陣の折、携行
保存食として、作られたと伝えられている笹だん
ご。越後伝統の味で新潟を代表する銘菓です。

株式会社セイヒョー http://www.seihyo.co.jp/

お問合せ先 佐藤 達雄　 03-3523-1862
03-3523-1863　 t.sato@seihyo.co.jp

希望小売価格（税込）30g 345円／205g 1,404円
最もおいしい時期 通年
原材料 有機黒米、有機大麦麦芽
主原料産地 有機黒米（日本）、有機大麦麦芽（ドイツ）
内容量 30g／205g
賞味期限／消費期限 1年
1ケースあたり入数 30g×40本／205g×12本
保存温度帯 常温
認証・認定機関の許認可 有機JAS認証取得

● ●

ターゲット 健康的、快適生活を目指す方に
利用シーン くだものやお菓子の「上からかけて」食べる

有機発芽玄米あめ・黒米

安心安全な「植物性の甘味」です。
※こちらは昨年度の商品画像となります。

岩谷口村発酵

お問合せ先 丸山 正明
0259-78-2325　 0259-78-2345
chousuke@e-sadonet.tv

希望小売価格（税込）350円
最もおいしい時期 通年
原材料 乳酸菌醗酵酒粕、豆乳、ビートグラニュー糖　※この製

品は新潟清酒の酒粕醗酵食品[さかすけ]を使用しています
主原料産地 新潟県
内容量 90ml
保存温度帯 冷凍
JANコード 4573437270217
ケースサイズ（重量）19.5×27.5×15.5cm（6kg）

● ●

ターゲット 20～30代女性。発酵食品や腸内環境改善などに興味のある方
利用シーン 乳酸菌発酵の酒粕が主原料なので、脂肪分を控えている方

や、動物性食品を避けている方にもおススメです。酒粕で
すがアルコールフリーで、フローズンヨーグルトのような風
味なので、年代や時間を問わずお召し上がりいただけます

乳酸菌発酵酒粕ジェラート　ホンノリカスカナ

乳酸菌発酵させたスーパー酒粕「さかすけ」を主原料に、植物素材だ
けで作られたジェラートです。氷菓なのに、アイスクリームのように滑らか
でコクがあります。もともと発酵食品の酒粕が、乳酸菌の作用で栄養
価が増し、さらにアルコールフリーなので、小さなお子様からご年配の方
まで召し上がれるヘルシーなスイーツです。

株式会社FARM8 http://farm8.jp/

お問合せ先 株式会社FARM8　 0258-77-0810
0258-77-0810　 info@farm8.jp

25表記されている価格は2018 年1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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希望小売価格（税込）1,836円
最もおいしい時期 10～12月
原材料 ぶどう（南魚沼市産）メルロー100％、酸化防止

剤（亜硫酸塩）
主原料産地 新潟県南魚沼市
内容量 750ml
賞味期限／消費期限 なし／ なし
保存温度帯 常温
JANコード 4933314177518
ケースサイズ（重量）25.5×34.0×33.0cm（16kg）

● ●

ターゲット 40-60代、男女、ワイン初心者・赤ワイン中級者
利用シーン 相性の良い料理：ローストポーク・刺身（赤身）な

ど比較的に脂が多くない料理。醤油ベースの味付
け料理にも相性良い

越後ワイン　雪季（せっき）赤

新潟県南魚沼市産メルロー100％原料。雪国な
らではの雪氷室で通年約5℃低温貯蔵・樽熟成
をした雪室貯蔵ワイン。程よく調和されたアロマと
ブーケ。柔らかなタンニンで飲み飽きしない味わい
になっています。

株式会社アグリコア　越後ワイナリー http://www.echigowinery.com

お問合せ先 遠藤 敦大
025-777-5877　 025-777-5855
agricore@echigowinery.co.jp

希望小売価格（税込）1,500円
原材料 米（国産）、米麹（国産米）精米歩合60％
主原料産地 日本
内容量 720ml
賞味期限／消費期限 360日
1ケースあたり入数 6本
保存温度帯 常温
JANコード 4517207101509
最低ケース納品単位 5c／s
発注リードタイム 3日
ケースサイズ（重量）18.5×26.5×33.0cm（7.2kg）

● ●

ターゲット 20～40代、男性・女性
利用シーン 冷やしてワイングラスでお飲みください

越後鶴亀　ワイン酵母仕込み　純米吟醸

従来の日本酒では出会えない味わ
いが魅力です。キリっとした酸味が
心地良く、甘い香り、やさしい甘
み、さわやかな酸を持ち合わせた今
の和食に合う新しい日本酒です。

株式会社越後鶴亀 http://echigotsurukame.com/

お問合せ先 高橋 秋宏
0256-72-2039　 0256-73-3875
tsurukame@h3.dion.ne.jp

希望小売価格（税込）483円
最もおいしい時期 通年
原材料 麦芽、ホップ
主原料産地 麦芽（ドイツ）、ホップ（チェコ）
内容量 330ml（ビン）
賞味期限／消費期限 90日／ 90日
保存温度帯 冷蔵
JANコード 4527884300027
ケースサイズ（重量）22.5×43.3×29.5cm（14.8kg）

● ●

ターゲット 30～60代の男女
利用シーン 食事に合わせて、いつもと気分を切り替えたいときに。

カマンベールチーズや、ミックスナッツなどのおつまみに、
揚げ物や肉料理（豚の角煮がおすすめ）に合わせて。
バニラアイスやチョコレートといったスイーツにも合います

妙高高原ビール　ダークラガー

高品質焙煎モルトをふんだんに使用した黒ビール。妙高高原の軟らかい
天然水を使い仕込むことで芳醇な味わいで、すっきりとした後味を楽しめ
るビールです。

荒井アンドアソシエイツ株式会社 http://www.alpen-blick.com/blog/tatra/

お問合せ先 鈴木 大介
0255-86-2600　 0255-86-5458
daisuke@alpen-blick.com

26 電話でお問合せの際は、『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/
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希望小売価格（税込）648円
最もおいしい時期 通年
原材料 麦芽、米、ホップ
主原料産地 麦芽（ドイツ）、ホップ（チェコ）、米（新潟）
内容量 330ml
賞味期限／消費期限 60日
1ケースあたり入数 1ケース20本入り
保存温度帯 冷蔵
JANコード 4539708000068
発注リードタイム  2～3日
ケースサイズ（重量）27×34×27cm（14kg）

● ●

ターゲット 20代～60代
利用シーン 贈答品に

越乃米こしひかり仕込みビール

地元新潟産こしひかり
を含んだビール。キレが
あり香り豊かなラガー
ビール。

株式会社天朝閣　瓢湖屋敷の杜ブルワリー http://www.swanlake.co.jp

お問合せ先 渡辺 康一
0250-63-2000　 0250-63-1800
beer@swanlake.co.jp

27表記されている価格は2018 年1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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希望小売価格（税込）15,552円
原材料 桐・タモ
主原料産地 新潟県加茂市（生産地）
1ケースあたり入数 1個
最低ケース納品単位 10ケース
発注リードタイム 1カ月
販売エリアの制限 問わない、海外の場合は代理店を通しての発送
ケースサイズ（重量）19.7×19.7×21.0cm

（750g（桐）・1050g（タモ））
● ●

ターゲット 女性　30～50代
利用シーン オブジェ、雑貨収納、器、鉢

アクセサリーケース

雫をイメージした木製のオブジェ型トレイ。日常を華やかに彩ってもらいた
い一品です。

株式会社石山木工所 http://ishiyama‐mokkousho.co.jp/

お問合せ先 石山 雅春
0256-52-0300　 0256-53-2379
info@ishiyama-mokkousho.co.jp

希望小売価格（税込）194,400円
原材料 スプルース材（染色塗装）
1ケースあたり入数 1
最低ケース納品単位 1
発注リードタイム 納期1カ月
販売エリアの制限 日本国内のみ

● ●

ターゲット 20代～60代
利用シーン 使い方はテーブル以外にもさまざまな使い方をして

ほしいです。インテリアとしてだけでなく日本文化
を感じるものとしてお楽しみいただければ幸いです

IKSKI（イクスキ）ティーテーブル

建具と家具を融合し、日本伝統の「美しさ」を表現できないかを長年思
案しておりました。建具には、古くから窓先に取り付けたり、引き戸や扉
にこれを用いた格子戸が用いられてきています。現在では、家屋建築
の様式も欧米化が定着しており、見かけることが少なくなってきていま
す。そこで格子戸の日本独自の技法を融合してみました。ティーテーブ
ルとしてはもちろんのこと、照明をつければ組子の陰影も楽しむことがで
きるテーブルです。

有限会社野村木工所 http://nomu.s1.bindsite.jp/

お問合せ先 野村 泰司
0258-33-2014　 0258-34-3712
n.tategu@sage.ocn.ne.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。

28 電話でお問合せの際は、『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/
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希望小売価格（税込）91,800円
原材料 秋田杉
主原料産地 日本
1ケースあたり入数 1個
発注リードタイム 通常1週間、在庫の無い場合受注後1カ月
販売エリアの制限 国内中心、海外の場合は電気器具別途で販売
ケースサイズ（重量）22.8×22.8×24.3cm

● ●

ターゲット 男女問わず感性の高い方
利用シーン 和室・洋室を問わず間接照明で空間演出します

乱れ組子「麻の葉」

純国産高級木材「秋田杉」
だけで創りました。組子細工
の地紋となる三ツ組（ミツク
デ）組子に、日本古来の文
様である麻の葉をはめ込み、
その柄が面によって変化を見
せます。これは組子を平面だ
けではなく立体として愉しもうと
いう斬新な意匠で、技術は一
級品の芸術です。そこから洩
れる光は更に不思議な空間を
演出します。

株式会社大湊文吉商店 http://www.oominatobunkichi.com/

お問合せ先 大湊 陽輔
0256-52-0040　 0256-52-0433
kakuto@rose.ocn.ne.jp

希望小売価格（税込）①1,080円／②2,484円／③3,132円
原材料 小国和紙、他
主原料産地 新潟県長岡市
発注リードタイム 1週間～2週間程度
販売エリアの制限 国内および海外

● ●

ターゲット 女性　お子様～ご年配の方まで
利用シーン ①「ふくら」の裏は小物を入れられるふたがついて

います。お守りやおみくじ、アクセサリー、お金、
匂い袋など自分だけのお願いごとを入れておくこと
ができます
②③壁掛け用のインテリアとして桐の台座に2種ま
たは3種のふくらを取り付けたとてもおめでたいイ
ンテリア。和室はもちろん洋間にもさりげないワン
ポイントとして部屋を飾ってくれます

①ふくら（単品）／②壁飾りふくら（2種飾り）／③壁飾りふくら（3種飾り）

「ふくら」は、古くから日本でおめ
でたいとされているカタチを和紙で
立体に成型した小物入れです。
カタチは松、竹、梅、扇、瓢箪、
鯛、達磨、小槌の8種類。文
字通りふっくらとして手のひらに納
まるサイズです。昔ながらの和柄
からモダンなデザインまでお好みに
合わせて選んでいただけます。

株式会社ネオス http://www.neos-design.co.jp　http://www.wa-love.jp

お問合せ先 小林・須藤　 0258-33-8836
0258-33-8837　 info@wa-love.jp

希望小売価格（税込）4,104円
原材料 バルカナイズドファイバー（紙）
主原料産地 日本
1ケースあたり入数 1
最低ケース納品単位 1
発注リードタイム 1週間
ケースサイズ（重量）21.0×6.0×0.4cm（30g）

● ●

ターゲット 50代～
利用シーン 手紙の封を開ける楽しみ

Paper Made Paper Knife　※2017年モデル

本来切られる存在である紙を切る道具と
して実現した紙製ペーパーナイフ。手紙
の封を開けるときのわくわくする気持ち、
童心に戻り紙を切ることの楽しさ、それら
を過ごすゆとりの時間が商品の持つ機能
性以上の満足感を提供します。

安達紙器工業株式会社 http://www.adachishiki.co.jp

お問合せ先 安達紙器工業株式会社
0258-24-2145　 0258-24-5597
aaa@adachishiki.co.jp

29表記されている価格は2018 年1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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希望小売価格（税込）30,240円
原材料 ステンレス鋼、ダイヤモンド砥石
主原料産地 日本
1ケースあたり入数 6個
JANコード シルバー：4953624004120
最低ケース納品単位 1個からでも可
発注リードタイム 1週間
販売エリアの制限 国内、海外可
ケースサイズ（重量）30×37×23cm（4kg）

● ●

ターゲット お祝品、こだわりの品を探す人へ
利用シーン 結婚式や新築時のお祝いなどに

トギサムライ

「トギサムライ」は、職人の研ぎ方と同じ「横一方向研ぎ」を実現した
包丁研ぎ器です。簡単・手軽に、切れ味がよく、また切れ味が長持ち
する包丁に研ぎあげることができます。

プリンス工業株式会社 http://prince-kk.jp/

お問合せ先 高野 信雄
0256-33-0384　 0256-35-2826
info@prince-kk.jp

希望小売価格（税込）7,020円
原材料 ハイカーボンステンレス鋼
主原料産地 日本
JANコード 4930491591601
発注リードタイム 都度確認
販売エリアの制限 国内のみ

● ●

ターゲット 爪にお困りの全ての方に
利用シーン 爪を切るとき

SUWADAつめ切りクラシックL

SUWADAは、切れ味を追及するために材料吟味から仕上げまで一貫し
て職人の手作業にこだわって製造しています。その緩やかに斜めにカー
ブした刃は、爪の形に沿って切ることができ、切り口が滑らかになるの
で、ヤスリがけが不要です。

株式会社諏訪田製作所 http://www.suwada.co.jp/

お問合せ先 斉藤 類
0256-45-6111　 0256-45-4528
suwada@suwada.co.jp

希望小売価格（税込）34,560円
原材料 黒檀、銀
主原料産地 日本
1ケースあたり入数 1個
JANコード 4934644560018
最低ケース納品単位 要相談
発注リードタイム 要相談
ケースサイズ（重量）3.0×13.0×22.5cm（247g）

● ●

ターゲット 40～50代　男性
利用シーン お出かけ先、お弁当のおともに

携帯用箸セット　黒檀

持ち手と先端以外は十六角にすることで、絶妙な持ち具合を感じます。
ケースには磁石を仕込み、スムーズな構造です。分割したお箸をケース
にしまい、デスク上に置けば、男のこだわりを感じる粋な道具です。

マルナオ株式会社 http://marunao.com

お問合せ先 田村 成美 ・ 渡邉 史織
0256-45-7001　 0256-45-7003
fukuda@marunao.com

30 電話でお問合せの際は、『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/
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希望小売価格（税込）1,944円～3,456円
原材料 18-8　STAINLESS　STEEL
JANコード 4971547000012（ボウル130）

4971547000029（ボウル180）
4971547000036（ボウル220）

最低ケース納品単位 1
発注リードタイム 1週間
販売エリアの制限 国内は弊社、海外は代理人が対応致します

● ●

ターゲット 女性：20代～50代
利用シーン ご家庭のキッチンやダイニング

まかないボウル130・180・220

”まかなう”は「賄い」であり「巻かない」。巻いていないのはステンレス
ボウルにつきもののカールした縁のこと。巻かないことで、洗うのが簡
単。また縦長のプロポーションは見た目より容積は大きく、外径が小さ
いため台所の占有面積はコンパクトに、回転径の小ささは混ぜる作業効
率を上げてくれます。

一菱金属株式会社 http://www.conte-tsubame.jp/

お問合せ先 江口 広哲
0256-63-7211　 0256-62-2246
info@conte-tsubame.jp

希望小売価格（税込）30,240円～
原材料 麻100％
1ケースあたり入数 10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
販売エリアの制限 国内のみ
ケースサイズ（重量）13×53×83cm（3kg）

● ●

ターゲット 女性用・40代以上を想定
利用シーン ちょっとしたお買い物にもご利用になれます。外出

着としてもお召し頂けます

小千谷縮ロングシャツ等

おしゃれなワンピースタイプのルームウェアです。生地は自然な凹凸シボ
が特徴な小千谷縮です。柔らかくガーゼのような肌触りは夏に限らず、
重ね着をすれば春秋も着用頂け、サラリとした爽やかな着心地が特徴
です。

有限会社おだきん

お問合せ先 小田島 克明
025-882-2136　 025-882-6503
zvg11401jp@yahoo.co.jp

1990年にスタートした「ニイガタＩＤＳデザインコンペティション」。
「地域発ブランド」を構築し得る産業の育成を目的に、生活市場に向けた「新しい商品」、

生活を支える「新しい仕組み」の提案を対象に開催しています。
2017年の受賞商品の一部をご紹介します。

31表記されている価格は2018 年1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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希望小売価格（税込）1,080円
原材料 SILK 100％
JANコード 4573142063012
発注リードタイム 通常2週間、在庫切れ2カ月
販売エリアの制限 国内のみ

● ●

ターゲット 30代前後の雑貨好き男女
利用シーン ホワイトデーなどプチプレゼントシーン

SILOK

昔、結納品に白い布を贈る慣習がありました。白には“相手の色に染ま
ります”という想いが込められていたのです。SILOKはお坊さんの衣に用
いる極上シルクに「ゆるかわ」イラストを織り込みました。さわるだけで
ほっとするクリーナーを現代の贈り物としてどうぞ。

株式会社横正機業場 http://yokosho.co.jp/

お問合せ先 横野 弘征
0250-42-2025　 0250-42-2847
hiro@yokosho.co.jp

希望小売価格（税込）2,376円～19,440円
原材料 粘土
主原料産地 新潟県阿賀野市
最低ケース納品単位 下代価格20,000円以上
発注リードタイム 受注後40日（欠品の場合要相談）
販売エリアの制限 国内、国外
ケースサイズ（重量）11.5×10.5×2.8～31.5×31.5×2.8cm

（130g～2.2kg）
● ●

ターゲット 30代から60代男女富裕層・ホテル・料亭関係
利用シーン 創作料理などの一品を皿に載せていただくと色映え

が良い

YasudaKawara TSUKI

安田瓦の特徴は独特な色（安田色、鉄色と呼ばれている）、他には無
いしわがありその器の表情が「月」のように見えることから「TSUKI」
と名付けられています。瓦特有の凸凹の表面はグリップ性があり箸で掴
みやすく食材も滑りにくいため盛り付けも美しく演出できます。

丸三安田瓦工業株式会社 http://www.marumikawara.com

ば ） 他 無
お問合せ先 遠藤 宗文

0250-68-3802　 0250-68-3711
marumi@amber.plala.or.jp

希望小売価格（税込）237,600円
原材料 籐（ラタン）
主原料産地 日本
1ケースあたり入数 ベッド1台で2個（2分割）
発注リードタイム 受注後40日
ケースサイズ（重量）110×110×42cm（19㎏※2個）

● ●

ターゲット 高齢者
利用シーン 畳の上でそして布団で使用できます

B-1200-S　畳にやさしいベッド（2分割）

丈夫で軽く、使うほど身体の曲線にフィットしてくれるラタンはベッドに最
適です。通気性もよく、季節を問わず1年を通して快適にお使いいただ
けます。当社のラタンベッドは2分割式になっておりますので収納するの
にも簡単です。特注寸法にも対応します。

株式会社ワイ・エム・ケー長岡 http://ymk-pro.co.jp/

お問合せ先 西脇 裕二
0258-89-7466　 0258-25-2456
nagaoka@ymk-pro.co.jp

32 電話でお問合せの際は、『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/
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希望小売価格（税込）21,600円～
原材料 木、ガラス、アクリル
主原料産地 木材（アメリカ）
1ケースあたり入数 1セット（仏具は除く）
最低ケース納品単位 1セット
発注リードタイム 最長で1カ月
販売エリアの制限 国内中心
ケースサイズ（重量）21.0×21.0×5.5cm（600g）

● ●

ターゲット 身近に祈りの空間が欲しい方、ペット用等
利用シーン 玄関や窓などの光が射す場所

nenrin（ねんりん）

小型かつインテリア
の邪魔をしないシン
プルな外観にし、現
代のライフスタイル
や住環境にマッチし
た形で、人々がより
身近に『祈り』をさ
さげる場を感じられる
ようデザインしまし
た。仏壇製造元と
しての経験を活かし
ました。

有限会社阿部仏壇製作所 https://www.kougi-butsudan.com/

お問合せ先 吉田 達洋
025-275-7801　 025-275-7802
abe-bu@ac.auone-net.jp

33表記されている価格は2018 年1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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•株式会社こだわり食品本舗  12
•合資会社小林醤油店  17
•株式会社ごはん 7

さ
•株式会社さかたや  23
•株式会社ササゲリバース 16
•株式会社佐野屋  9
•株式会社三幸（銘品部） 6
•シュタープ株式会社  8
•上越漁業協同組合  5
•上進漬物工業株式会社  14
•株式会社スタースーパーフーズ・ 
インターナショナルジャパン 14

•株式会社諏訪田製作所  30
•株式会社セイヒョー 25

た
•大栄魚類株式会社  15
•たいまつ食品株式会社  9
•株式会社DSプランニング 23
•株式会社天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー
 27

•とも子の神楽  13

な
•株式会社中村農園  24
•有限会社新潟森林農園  20
•株式会社新堀  6
•有限会社西沢珍味販売  17
•株式会社ネオス 29
•有限会社野村木工所  28

は
•パーティーキッチン ココ 8
•P・K・C+パクチープラス 24
•株式会社早助屋  7
•ファーストファーム株式会社  24
•株式会社FARM8  25
•プリンス工業株式会社  30
•株式会社ふるさと福島  18
•Berries（ベリーズ） 18
•株式会社ホクショク 15

ま
•丸三安田瓦工業株式会社  32
•マルナオ株式会社  30
•株式会社港製菓  22
•株式会社峰村商店  16
•有限会社嶺村製麺所  11
•株式会社宮野食品工業所  20

や
•株式会社八色物産  10
•株式会社ゆのたに  16
•株式会社横正機業場  32
•株式会社横山蒲鉾店  7

ら
•株式会社ライフプロモート 10
•株式会社良寛  9
•料亭二洲楼  6
•Le Verger Yamayo ヤマヨ果樹園  12

わ
•株式会社ワイ・エム・ケー長岡  32
•株式会社わたや  17

社名 50音順 INDEX

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/
※電話でお問合せの際は、『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。




