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“新潟のこだわりの食”をバイヤーが評価！ 
 ～ 平成30年度「『新潟うまいもの』セレクション会議」を開催します ～ 

 

NICO（公益財団法人にいがた産業創造機構）では、県内加工食品の販路開拓を目的として、百貨

店・スーパーマーケット等のバイヤーを委員として招き、新潟のこだわりの食品を選出する「『新潟うま

いもの』セレクション会議」を開催します。 

会議では、初参加13社を含む県内企業21社（26品）がプレゼンテーションを行い、委員から商品の魅

力や新規性、競争力（市場性）など商談を見据えた実践的なアドバイスをいただきます。 

特に優れていると認められた商品は、今後、当機構が作成する総合カタログ「新潟うまいもの」に掲

載するほか、「スーパーマーケット・トレードショー2019」（H31/2/13～2/15幕張メッセ）においてPRする

など、販路開拓の支援を行います。 

ついては、是非、ご来場のうえ取材くださいますようお願いいたします。 

 

【平成30年度「新潟うまいもの」セレクション会議】 

１  日時 

平成30年9月12日（水）13：00～17：20 

平成30年9月13日（木） 9：30～15：05 

２  会場 

ホテル日航新潟 3階 孔雀の間 （新潟市中央区万代島5-1） 

３  その他 

会議では、評価にあたり委員が商品の試食を行います。 

報道関係の皆様もご試食いただけますので、是非、ご来場ください。 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

（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 

【添付資料】 

・平成30年度「『新潟うまいもの』セレクション会議」日程予定表 

・平成30年度「『新潟うまいもの』セレクション会議」参加商品一覧 

・平成30年度「『新潟うまいもの』セレクション会議」参加委員一覧 

・総合カタログ「新潟うまいものvol.10」（平成29年度「『新潟うまいもの』セレクション会議」選出商品） 

<この件に関する問い合わせ先> 



9月12日（水）

No. 参　加　者 市町村名 支援希望商品 審査時間 備考

13：00～13：10

1 ㈱髙木屋 南魚沼市 塩蔵佐渡わかめ 13：10～13：30

2 ㈲宮村製麩所 新発田市
①新発田麩
②4回巻車麩15枚入り

13：30～13：55 初参加

3 ㈱松月堂 小千谷市
①黄味小判
②越乃われ氷

13：55～14：20 初参加

休憩（15分） 14：20～14：35

4 山崎醸造㈱ 小千谷市 大豆を使わないおみそ調味料 14：35～14：55 初参加

5 巻機工房 南魚沼市 巻機なんばん味噌 14：55～15：15 初参加

6 はらんなか 津南町 さつまいもチップス 15：15～15：35 初参加

7 きさらぎ 佐渡市 サザエカレー 15：35～15：55 初参加

休憩（15分） 15：55～16：10

8 ㈲渡辺鶏園 糸魚川市 越の丸茄子のみそジャム 16：10～16：30

9 ㈲ファクトリー童夢 新潟市 イカの沖漬け 16：30～16：50 初参加

10 ㈱アグリコア　越後ワイナリー 南魚沼市
①越後ワイン　雪季　赤　雪室熟成
②越後ワイン　雪季　白　雪室貯蔵

16：50～17：15 初参加

17：15～17：20

10社 13商品

No. 参　加　者 市町村名 支援希望商品 審査時間 備考

1 ㈱ホクショク 長岡市
①越後良寛　のどぐろの白だし
②新潟県産醤油　郷土の実り

9：30～9：55

2 佐渡の柿餅本舗 佐渡市 佐渡の古代餅 9：55～10：15

3 ホリカフーズ㈱ 魚沼市 おいしく元気　魚沼コシヒカリのおぞうすい 10：15～10：35 初参加

休憩（15分） 10：35～10：50

4 シュタープ㈱ 新潟市 半熟たまごのスコッチエッグ 10：50～11：10 初参加

5 ㈱サンファーム泉 五泉市 豚肉に会うジャム 11：10～11：30

6 信越工業㈱ 長岡市 ひげにんにくパウダー 11：30～11：50 初参加

11：50～11：55

昼食 11：55～13：00

7 つなぐ㈱ 新潟市 スパークリングジンジャー　ROSE 13：00～13：20

8 ㈱能水商店 糸魚川市 最後の一滴 13：20～13：40 初参加

9 ㈱農業法人久比岐の里 上越市
①玄米かきもち
②こだわりかきもち

13：40～14：05

14：05～14：20

10 ㈱宮野食品工業所 新発田市 お砂糖なしの大福　しお豆 14：20～14：40 初参加

11 ㈱神林精肉店 柏崎市 にいがた神林軒牛肉昆布巻き 14：40～15：00

15：00～15：05

11社 13商品

計 21社 26商品

休憩（5分）

休憩（15分）

平成30年度　「『新潟うまいもの』セレクション会議」
日程予定表

平成30年9月12日（水）～13日（木）
ホテル日航新潟

あいさつ、概要説明

9月13日（木）

休憩（5分）

休憩（5分）

【21社26商品】



平成30年度「新潟うまいもの」セレクション会議　参加商品一覧

№ 商品画像

商品名 塩蔵佐渡わかめ

企業名 (株)髙木屋

住所 南魚沼市舞子1992

電話 025-783-7011

商品名 新発田麩

企業名 (有)宮村製麩所

住所
新発田市岡田1807-6
食品団地内

電話 0254-22-2950

商品名 4回巻車麩

企業名 (有)宮村製麩所

住所
新発田市岡田1807-6
食品団地内

電話 0254-22-2950

商品名 黄味小判

企業名 (株)松月堂

住所 小千谷市平成1-3-11

電話 0258-82-2618

1

2②

2①

3①



平成30年度「新潟うまいもの」セレクション会議　参加商品一覧

№ 商品画像

商品名 越乃われ氷

企業名 (株)松月堂

住所 小千谷市平成1-3-11

電話 0258-82-2618

商品名 大豆を使わないおみそ調味料

企業名 山崎醸造(株)

住所 小千谷市東栄3丁目7番4号

電話 0258-83-3460

商品名 巻機なんばん味噌

企業名 巻機工房

住所 南魚沼市長崎2255

電話 025-775-7467

商品名 さつまいもチップス

企業名 はらんなか

住所 中魚沼郡津南町谷内1023-5

電話 025-765-3073

4

5

3②

6



平成30年度「新潟うまいもの」セレクション会議　参加商品一覧

№ 商品画像

商品名 サザエカレ－

企業名 きさらぎ

住所 佐渡市梅津1689-7

電話 0259-58-7195

商品名 越の丸茄子のみそジャム

企業名 有限会社渡辺鶏園

住所 糸魚川市平牛2116

電話 025-550-6680

商品名 イカの沖漬け

企業名 (有)ファクトリー童夢

住所 新潟市中央区白山浦2-106-5

電話 0259-67-2555

商品名
越後ワイン　雪季（赤）　雪室熟
成

企業名 (株)アグリコア　越後ワイナリー　

住所 南魚沼市浦佐5531-1

電話 025-777-5877

10①

8

7

9



平成30年度「新潟うまいもの」セレクション会議　参加商品一覧

№ 商品画像

商品名
越後ワイン　雪季（白）　雪室貯
蔵

企業名 (株)アグリコア　越後ワイナリー　

住所 南魚沼市浦佐5531-1

電話 025-777-5877

商品名 越後良寛のどぐろの白だし

企業名 (株)ホクショク

住所 長岡市新産2丁目11-11

電話 0258-46-5155

商品名 新潟県産醤油　郷土の実り

企業名 (株)ホクショク

住所 長岡市新産2丁目11-11

電話 0258-46-5155

商品名 佐渡の古代餅

企業名 佐渡の柿餅本舗

住所 佐渡市八幡町54

電話 0259-67-7856

11②

10②

11①

12



平成30年度「新潟うまいもの」セレクション会議　参加商品一覧

№ 商品画像

商品名
おいしく元気
魚沼コシヒカリのおぞうすい

企業名 ホリカフーズ(株)

住所 魚沼市大石59-1

電話 025-794-5536

商品名 半熟たまごのスコッチエッグ

企業名 シュタープ(株)

住所
新潟市北区木崎字尾山前871-
16

電話 025-388-0111

商品名 豚肉に会うジャム

企業名 (株)サンファーム泉

住所 五泉市赤海1-14-56

電話 0250-47-8808

商品名 ひげにんにくパウダー

企業名 信越工業(株)

住所 長岡市西川口528

電話 0258-89-2320

16

15

13

14



平成30年度「新潟うまいもの」セレクション会議　参加商品一覧

№ 商品画像

商品名
スパークリングジンジャー
ROSE

企業名 つなぐ(株)

住所 新潟市中央区神道寺1−12−15

電話 025-244-7168

商品名 最後の一滴

企業名 (株)能水商店

住所 糸魚川市能生9396

電話 025−556−6950

商品名 玄米かきもち

企業名 (株)農業法人久比岐の里

住所 上越市頚城区上柳町43-1

電話 025-530-2304

商品名 こだわりかきもち

企業名 (株)農業法人久比岐の里

住所 上越市頚城区上柳町43-1

電話 025-530-2304

19②

18

17

19①



平成30年度「新潟うまいもの」セレクション会議　参加商品一覧

№ 商品画像

商品名 お砂糖なしの大福　しお豆

企業名 (株)宮野食品工業所

住所 新発田市中田町3-1297-1

電話 0254-22-3322

商品名 にいがた神林軒牛肉昆布巻き

企業名 (株)神林精肉店

住所 柏崎市西本町1-7-23

電話 0257-23-2224

21

20



（五十音順・敬称略）

所　　属 役職等 委員名

株式会社高島屋 MD本部バイヤー 天笠　亜佑子

株式会社京急イーエックスイン
専務取締役業務統括兼チェー
ン事業部長

近藤　裕次

株式会社新潟三越伊勢丹
営業本部
新潟三越店営業第二担当長

斎藤　康弘

株式会社JALUX
ダイレクトマーケティング部
通販企画課マネージャー

鈴木　俊之

株式会社三越伊勢丹 セールスマネージャー 高橋　純平

株式会社五味商店 代表取締役社長 寺谷　健治

奥羽産業有限会社 食品部本部長 長澤　睦

株式会社阪急フーズ 取締役 常務執行役員 廣田　亘

株式会社ものづくり研究所 代表取締役 北條　規

一般社団法人全国スーパーマーケット協会 シニアディレクター 籾山　朋輝

平成30年度「『新潟うまいもの』セレクション会議」
委員一覧
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