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【添付資料】 

・平成29年度「『新潟うまいもの』セレクション会議」委員一覧 

・平成29年度「『新潟うまいもの』セレクション会議」 支援対象商品一覧表 

 

 

（公財）にいがた産業創造機構 販売促進チーム 担当：波多野／佐藤／浅野 

〒950-0078 新潟市中央区万代島5番1号「万代島ビル」9階 
TEL：025-246-0044（直通） FAX：025-246-0030 E-mail：shoku@nico.or.jp 

<この件に関する問い合わせ先> 

～“新潟のこだわりの食”をバイヤーが評価～ 

首都圏等向け販路開拓支援『新潟うまいもの』23商品を決定！ 
 

NICO（公益財団法人にいがた産業創造機構）では、首都圏・関西圏の百貨店・スーパーマーケット

のバイヤー等からなる「平成29年度『新潟うまいもの』セレクション会議」の評価を経て、県内食品メー

カーが生産する個性豊かな23商品を販路開拓支援対象に決定しました。 

今後は、NICOが作成する総合カタログ「新潟うまいもの」に掲載するなど、首都圏等への様々な販

路開拓支援を展開していきます。 

 つきましては、報道等でお取り上げくださるようお願いいたします。 

 また、来年１月にメディア関係の皆様を対象とした試食会を新潟市内で開催いたします。詳細が決

まり次第、お知らせいたしますので、是非、ご出席をお願いします。   

１ 支援対象商品 

   23商品 （添付資料のとおり） 

 

２ 販路開拓支援 

◎会議での委員評価・アドバイスを踏まえた商品改善などのフォローアップ 

◎「スーパーマーケット・トレードショー2018」の当機構ブースでのPR（平成30年2月14日～16日） 

 幕張メッセで開催。毎年、全国からバイヤー等、8万人以上が来場。 

◎総合カタログ「新潟うまいもの」への掲載（平成30年2月～） 

 上記トレードショーなど様々な機会を捉えてバイヤーに配布。 

◎首都圏百貨店・スーパーなどへの個別訪問による商品紹介 

 



所　　属 役職等 氏　名

株式会社高島屋 バイヤー 天笠　亜佑子

株式会社阪急オアシス 日配商品部長 黒澤　憲一

株式会社ＪＡＬＵＸ マネージャー 小林　和臣

株式会社京急イーエックスイン
株式会社京急百貨店

専務取締役
取締役

近藤　裕次

株式会社新潟三越伊勢丹
食品・レストラン担当長　兼
食品・レストラン担当コンプライアンス部長

齋藤　康弘

株式会社三越伊勢丹 商品計画担当マネージャー 高橋　純平

株式会社五味商店 代表取締役 寺谷　健治

株式会社イトーヨーカ堂
食品事業部　食品信越担当
チーフマーチャンダイザー

根立　幸彦

株式会社ものづくり研究所 代表取締役 北條　　規

一般社団法人新日本スーパーマーケット協会 プランニングマネージャー 籾山　朋輝

平成29年度「『新潟うまいもの』セレクション会議」委員一覧



平成29年度「『新潟うまいもの』セレクション会議」　支援対象商品一覧表
                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  （企業名50音順）

№ 商品画像

商品名 カニまるっと甲羅詰め

企業名 株式会社今川屋

住所 新発田市稲荷岡2119

電話 0254-41-2335

商品説明

商品名
今夜も乾杯（上越産バジル＆ブ
ラックペッパー）

企業名 株式会社魚住かまぼこ店

住所 上越市春日新田5丁目21番15号

電話 025-543-2438

商品説明

商品名 越後柏崎　本格仕込あまさけ

企業名 株式会社越後みそ西

住所 柏崎市新道882

電話 0257-23-1893

商品説明

商品名 和風激辛ソース　雷　金

企業名 有限会社かんずり

住所 妙高市西条437-1

電話 0255-72-3813

商品説明

新潟の老舗みそ蔵が、米糀が引き出す自然な甘みにこだわり、無添加、無加糖、ノン
アルコールで醸した本格仕込みのあまさけです。原材料の米は、新潟県産こしひかり
を100%使用しています。

妙高の伝統調味料“かんずり”に世界一辛い唐辛子、キャロライナ・リーパをミックス
し、醤油で味を調えました。世界一の辛さ！かんずりが香る激辛ソースです。

佐渡産のカニを蒸しあげ、無添加のカニ本来の味を追求いたしました。
面倒な手間がなくゴミが最小限の商品です。

1

2

最上級のスケトウダラのすり身に地元上越産のバジルをを加えて、ブラックペッパー
等の香辛料を練り合わせることで、今までにない香り豊かな蒲鉾に仕上げました。

3

4



平成29年度「『新潟うまいもの』セレクション会議」　支援対象商品一覧表
                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  （企業名50音順）

№ 商品画像

商品名 にいがた神林軒刻み焼き豚

企業名 株式会社神林精肉店

住所 柏崎市西本町1-7-23

電話 0257-23-2224

商品説明

商品名 早うまスティック「ミックス」

企業名
農事組合法人
久比岐の里農産センター

住所 上越市頚城区上柳町43-1

電話 025-530-2304

商品説明

商品名 米みるく

企業名 有限会社グリーン

住所 長岡市飯塚1212

電話 0258-92-3178

商品説明

商品名 にいがた地鶏セット

企業名
株式会社クリタミートパーベイ
ヤーズ

住所 長岡市西宮内2-14

電話 0258-39-7222

商品説明

8

新潟産のお米を使い、糀から自社で製造し甘酒に加工しています。砂糖を使わず、糀
本来の自然の甘さです。さらに寒天を加えることにより、喉越しにもこだわっています。

7

新潟県産の豚バラ肉・もも肉を秘伝のたれで煮込み、さいの目にカットしました。野菜
サラダのトッピング、ご飯に乗せて丼に、チャーハン、おつまみに最適です。

もち米として代表的な「こがねもち」を使用し、搗いたお餅を食べやすくスティック状に
切りました。お子様や御年配の方でも細くて食べやすいお餅です。

長岡の自然豊かな山の中で育ったにいがた地鶏。しっかりとした歯ごたえと旨みが特
徴です。旨みが感じれる商品（ハム・味噌漬け・塩麴漬け・サラダチキン）をセットにし
ました。

5

6



平成29年度「『新潟うまいもの』セレクション会議」　支援対象商品一覧表
                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  （企業名50音順）

№ 商品画像

商品名 米粉パン（ブラン）

企業名 株式会社ごはん

住所
中魚沼郡津南町大字下船渡己
5895

電話 025-765-4834

商品説明

商品名 えごまのかき餅

企業名 佐渡の柿餅本舗

住所 佐渡市八幡町54

電話 0259-67-7856

商品説明

商品名 生かんずり入りサーモン塩辛

企業名 株式会社三幸

住所
（銘品部）
新潟市東区寺山3-3-1

電話 025-273-2247

商品説明

商品名 新潟県産　米粉カステラ

企業名 株式会社しばうま本舗

住所 北蒲原郡聖籠町蓮潟2989-2

電話 0254-20-8115

商品説明

9

新潟県産の米粉に魚沼産有機栽培の米胚芽糖を使用し、風味豊かに焼き上げたグ
ルテンフリーの米粉パンです。特定原材料等27品目のアレルギー対応。玄米米粉より
胚芽糠の割合が多いので食物繊維豊富でおなかにやさしい米粉ブランパンです。

10

もち米（こがね餅）、えごま、塩すべて佐渡産の原材料を使った、昔懐かしいえごま餅
のおかきです。日本でもほとんど作られていない珍しいかき餅です。

11

とろける食感と、まろやかな塩加減が特徴の「サーモン塩辛」に上越妙高伝統の香辛
料「かんずり」で味付けた新商品です。ピリっと辛いものが好きな方に贈る「新潟コラ
ボ」の商品です。

12

新潟県産鶏卵、新潟県産米粉と厳選した食材を使用したカステラです。
無添加にこだわった商品です。



平成29年度「『新潟うまいもの』セレクション会議」　支援対象商品一覧表
                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  （企業名50音順）

№ 商品画像

商品名 越後姫まるごとジャム

企業名 有限会社シマダ

住所 長岡市金沢1丁目8番10号

電話 0258-52-1925

商品説明

商品名 畑のするめ

企業名 NPO法人食の工房ネットワーク

住所 上越市下正善寺1027-2

電話 025-523-0621

商品説明

商品名
（冷凍）新潟県・朝採り黒埼の茶
豆

企業名 株式会社セイヒョー

住所 新潟市北区木崎下山1782番地1

電話 025-386-6881

商品説明

商品名
新潟朝ごはんシリーズ
乳酸菌入南蛮海老辛味噌

企業名 大栄魚類株式会社

住所 新潟市江南区茗荷谷711番地

電話 025-257-6336

商品説明

13

新潟ブランド苺、越後姫を粒まるごとに仕上げたジャムです。

14

自社製品の干し大根の酢漬けを乾燥したら見た目も味も似ているするめのような商品
が出来上がりました。畑の素材を使ったなんちゃって珍味です。

15

早朝に収穫された茶豆を、素早く冷凍加工し採れたての美味しさをそのまま袋詰めに
しました。茶豆特有の芳ばしい香り、コクのある甘みを通年でお手軽にお召し上がりい
ただけます。

16

新潟産の南蛮海老を米由来の乳酸菌入り味噌に漬込みました。
少し辛みのある「おかず味噌」です。乳酸菌入だけどすっぱくない、お米由来の乳酸菌
で身体にやさしい商品です。



平成29年度「『新潟うまいもの』セレクション会議」　支援対象商品一覧表
                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  （企業名50音順）

№ 商品画像

商品名 魚沼梅がゆ

企業名 たいまつ食品株式会社

住所 五泉市村松1345

電話 0250-58-6135

商品説明

商品名
たかの　新潟産こがねもち赤飯
（ごま塩付き）190ｇ

企業名 株式会社たかの

住所 小千谷市大字千谷甲2837-1

電話 0258-82-6500

商品説明

商品名 しんじょう詰合わせ

企業名 竹徳かまぼこ株式会社

住所
新潟市中央区東堀前通11番町
1775番地

電話 025-222-0223

商品説明

商品名
ドライフルーツ専科
Nature ナチュール　プレミアム

企業名 株式会社DSプランニング

住所 新発田市五十公野6205-33

電話 0254-28-8443

商品説明

17

農薬や化学肥料を地域比で五割以下に減らして栽培した新潟県南魚沼市産コシヒカ
リを100％使用し、ふっくら丁寧に仕上げたこだわりのおかゆです。保存食としても最
適です。

18

県産こがねもち米と自社で栽培監修した県産ささげ豆を使用し、ささげ豆の煮汁のみ
で色付けしたモチモチの赤飯です。電子レンジで温めるだけで手軽に美味しい赤飯が
食べられます。ささげ豆を使用した無菌米飯パック赤飯は他にはありません。

19

昔ながらの製法で石臼でなめらかにすり身にしたイトヨリダイの魚肉を贅沢に使い、山
芋と卵を合わせました。、一つ一つ絞り巾着姿にしております。蒸してから揚げる、こ
のひと手間が人気の秘訣です。ふっくらとした食感となめらかな舌触りが特徴です。

20

48時間かけてじっくりと低温乾燥し素材の酵素を壊さずうま味を凝縮。越後姫の香り
がより一層引き立ちます。砂糖、添加物不使用で他社のドライフルーツとは一味違い
ます。輸送が困難なブランド苺を全国へ発信したいです。



平成29年度「『新潟うまいもの』セレクション会議」　支援対象商品一覧表
                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  （企業名50音順）

№ 商品画像

商品名 豆富チーズケーキ

企業名 長岡福祉協会　野いちご工房

住所
長岡市関原町1丁目字中原
3195番地

電話 0258-47-5141

商品説明

商品名 大根ファミリー　切干大根

企業名 株式会社ふるさと福島

住所 胎内市中条2614

電話 0254-44-0050

商品説明

商品名 鮭の生ハム（熟成）

企業名 株式会社又上（またじょう）

住所 村上市岩船上町6-24

電話 0254-56-7055

商品説明

22

自社産の新鮮な大根を皮ごとカットし、乾燥した切干大根です。
カットが太目なので歯ごたえがバツグンでサラダに最適です。

23

塩引鮭を日本海の寒風にさらし、ほどよく水分を抜いて生ハム風に仕上げました。 鮭
の風味を活かした「熟成」のしっとりとした食感と旨味をお楽しみください。着色料、保
存料等は一切使用しておりません。

21

地元今井豆富店の肴豆豆富を地元関原酒造の塩麹で漬込み、チーズケーキに混ぜ
込んで滑らかに仕上げた、口どけのよいチーズケーキです。りんごがアクセントとなっ
ています。


