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NICO（公益財団法人にいがた産業創造機構）では、今年度「『新潟うまいもの』セレクション

会議」にて選定した支援商品「新潟うまいもの」23商品を紹介する「メディア関係者向け試食・

発表会」を開催します。 

今回の試食・発表会では、「企業による商品の紹介」や「セレクション会議委員による講評」

並びに「試食提供」を行います。 

また、今回の試食は、「新潟調理師専門学校」様のご協力により、試食提供するメニューの調

理・盛り付けを、専任講師の方に担当いただきます。 

個性豊かな逸品「新潟うまいもの」を味わい、また、作り手の思いを直接知っていただくとと

もに、食品流通のプロからなるセレクション会議委員とも交流いただく機会となりますので、ぜ

ひ、お気軽にお越しください。 

なお、お手数ではございますが、参加・取材いただける場合は、１月19日（金）までに、FAX又

はEメールにて、お知らせくださいますよう、お願いいたします。 

 

 

〇「新潟うまいもの」試食・発表会 開催概要 

 １ 開催日時  平成30年１月25日（木） 

12時00分～15時30分（終了予定） ※受付12時～ 

 

２ 会  場  新潟調理師専門学校 レストランルーム 

         （新潟市中央区東幸町8－8） 

 

３ 内  容  ・選定企業による商品紹介及び試食提供 

・セレクション会議委員2名による商品講評 

・平成29年度選定商品の展示 

・冊子「新潟うまいもの」の配布 

 

〇「新潟うまいもの」セレクション会議（平成20年度～） 概要 

 県内加工食品の販路拡大等を目的として、百貨店やスーパーマーケットのバイヤーなど食品

流通のプロを委員として招き、個性豊かな逸品を「新潟うまいもの」として選定しています。 

これまで235の商品が選定され、全国へ販路が広がっています。 

 

【添付資料】「メディア向け試食発表会・セレクション会議の概要」、申込書 
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<この件に関する問い合わせ先＞ 

平成29年度『新潟うまいもの』試食・発表会 1月25日開催 
首都圏のバイヤーたちが選んだ、個性豊かな23商品をご紹介！ 



【資料】 
 
１ 「新潟うまいもの」メディア向け試食・発表会 開催概要 

 (1)日 時 平成 30 年１月 25 日（木）12 時 00 分～15 時 30 分（終了予定） ※受付 12 時～ 

 

(2)場 所 新潟調理師専門学校 レストランルーム  

     （新潟市中央区東幸町 8－8） 

 

(3)出席者 

○セレクション会議委員 

・㈱高島屋 課長・バイヤー         天笠  亜佑子 氏 

  ・㈱新潟三越伊勢丹  

食品・レストラン・コンプライアンス担当長 部長 

                 齋藤 康弘  氏 

○平成 29 年度「新潟うまいもの」選出企業から 18 社参加予定 

 

(4)内 容 

選定企業による商品説明、試食提供、委員による商品講評を行います。 

○「新潟うまいもの」23 商品を展示、冊子「新潟うまいもの」を配布 

○企業による商品紹介（選定企業 23 社中 18 社が参加予定）      企業ごとにブースを設置 

○商品の試食提供                      ご自由に試食・取材下さい。 

 なお、新潟調理師専門学校様のご協力により、試食提供メニューの調理・盛り付けを専任講師の 

方に担当していただきます。 

12:00～13：00 試食・各企業への個別取材（フリータイム） 

13:00～14：00 NICO 事業説明・支援商品説明・委員による商品講評 

14:00～15：30 試食・各企業への個別取材（フリータイム） 

   ※12:00～13:00 と 14:00～15:30 はどちらも同じ内容で、フリーで個別取材いただく時間となり 

ます。お時間の許す限りご参加いただけますと幸いです。 

    

２ 「新潟うまいもの」セレクション会議の概要  

 (1)会議概要 

 

(2)これまでの経過と今後の予定 

  ５月 参加企業を募集 

６～８月 食品表示相談会・パッケージデザイン相談会を開催 

   ７月 一次審査を実施（35 社 54 商品を 24 社 24 商品に絞り込み） 

   ８月 セレクション会議（本会議） 

   10 月 セレクション会議 結果通知（23 社 23 商品を選定） 

１月 「新潟うまいもの」作成・バイヤー配布 

   ２月 「スーパーマーケット・トレードショー2018」の新潟ブースにて紹介 

 

(3)委員   別紙１のとおり 

 

(4)支援対象商品  23 商品（別紙２のとおり） 

原材料や製造方法などにこだわった県内加工食品について、首都圏百貨店のバイヤーなどから、

商談を見据えた実践的なアドバイスをもらい、首都圏など大消費地でのプロパー商品化や販路拡

大を図ることを目的として実施しており、今年度は、８月 24 日、25 日にホテル日航新潟で開催

しました。 

会議で選ばれた 23 商品はバイヤー向けカタログ「新潟うま

いもの」に掲載するほか、２月に幕張メッセで開催される「ス

ーパーマーケット・トレードショー2018」の新潟ブースにおい

て PR するなど、今後、販路開拓を支援していきます。 

 

 
平成 29 年度 セレクション会議 

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ ･ﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰ 2017 



【別紙１】

（五十音順・敬称略）

所　　属 役職等 氏　名 備　考

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・コンプライアンス担当長
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

【オブザーバー】 （五十音順・敬称略）

（公財）にいがた産業創造機構
NICOアドバイザー
IDS総合プロデューサー

黒川　玲

（公財）にいがた産業創造機構 NICO事業コーディネーター（食品産業支援） 白石　展子

平成29年度「新潟うまいもの」セレクション会議
委員一覧



【別紙２】 

 
平成 29 年「『新潟うまいもの』セレクション会議」 支援対象商品一覧 

（企業五十音順） 

№ 企業名 所在市町村 商品名 

１ 株式会社今川屋 新発田市 今川屋のカニまるっと甲羅詰め 

２ 株式会社魚住かまぼこ店 上越市 今夜も乾杯（上越産バジル＆ブラックペッパー） 

３ 株式会社越後みそ西 柏崎市 越後柏崎 本格仕込あまさけ 

４ 有限会社かんずり 妙高市 和風激辛ソース雷 金 

５ 株式会社神林精肉店 柏崎市 にいがた神林軒刻み焼き豚 

６ 
農事組合法人 
久比岐の里農産センター 

上越市 早うまスティックミックス 

７ 有限会社グリーン 長岡市 米みるく 

８ 
株式会社 
クリタミートパーベイヤーズ 

長岡市 にいがた地鶏セット 

９ 株式会社ごはん 津南町 グルテンフリー米粉ブランパン 

１０ 佐渡の柿餅本舗 佐渡市 えごまのかき餅 

１１ 株式会社三幸（銘品部） 新潟市 生かんずり入サーモン塩辛 

１２ 株式会社しばうま本舗 聖籠町 てづくり米粉カステラ 

１３ 有限会社シマダ 長岡市 越後姫まるごとジャム 

１４ 
NPO 法人 
食の工房ネットワーク 

上越市 畑のするめ 

１５ 株式会社セイヒョー 新潟市 （冷凍）新潟県・朝採り黒埼の茶豆 

１６ 大栄魚類株式会社 新潟市 新潟朝ごはんシリーズ乳酸菌入り南蛮海老辛味噌 

１７ たいまつ食品株式会社 五泉市 魚沼梅がゆ 

１８ 株式会社たかの 小千谷市 たかの 新潟産こがねもち赤飯（ごま塩付き）

１９ 竹徳かまぼこ株式会社 新潟市 しんじょう詰合せ 

２０ 株式会社 DS プランニング 新発田市 ナチュールプレミアム 越後姫 

２１ 
社会福祉法人 
長岡福祉協会 野いちご工房 

長岡市 とうふチーズケーキ 

２２ 株式会社ふるさと福島 胎内市 大根ファミリー切干大根 

２３ 株式会社又上（またじょう） 村上市 鮭の生ハム（熟成） 



（参加申込みは、この様式に限らず、任意様式での申し込みも可能です。） 

 
 

メディア関係者向け平成 29 年度『新潟うまいもの』試食・発表会 
 

 ◆日時：平成 30 年１月 25 日（木） 12 時 00 分～15 時 30 分 
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 ◆場所：新潟調理師専門学校 レストランルーム  

（新潟市中央区東幸町 8－8） 
 
 
お手数ですが、１月１９日（金）までに、 

この用紙のまま（販売促進チーム宛）ＦＡＸ（０２５－２４６－００３０） 

又はメール（shoku@nico.or.jp）して下さい 

 

 

メディア関係者向け平成 29 年度『新潟うまいもの』試食・発表会 
参加申込書 

 
 

貴社名 

 

お名前   

部署・役職等   

ＴＥＬ   

ＦＡＸ   

ご記入いただきました個人情報はにいがた産業機構から本件についてご連絡させていただく際に利用します。 

 

12:00～13：00 試食・各企業への個別取材（フリータイム） 

13:00～14：00 NICO 事業説明・支援商品説明・委員による商品講評 

14:00～15：30 試食・各企業への個別取材（フリータイム） 

※12:00～13:00 と 14:00～15:30 はどちらも同じ内容で、フリーで個別取材 

いただく時間となります。 

お時間の許す限りご参加いただけますと幸いです。 
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