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日本酒を楽しもう

ENJOY SAKE !!

2014  winter

SUZU

素敵でおいしい！ NewStyle なお酒

新潟と日本酒とこれから。

日本酒をベースにカクテル
なんてアリ ! ? 大アリなんです。

「 カンパイは日本酒で！ 」
長岡でスタートしたおもしろ条例。

0101 0303

新潟県は清酒消費量全国一位！ 酒蔵が 92 軒もあるんで

す。そのうち最多蔵数 16 軒を誇る長岡市で県内初の「長

岡市 日本酒で乾杯を推進する条例」が公布されました。

なんだか長い名前の条例ですが、簡単にいうと「もっと

地酒で乾杯して、世界に日本酒の底力を見せてやろうぜ」

というもの。通称、カンパイ条例！ 僕たちも、この条

例にのっとって、県内の日本酒のおいしさをもっと多く

の人に届けたいと考えました。みんなで一緒に乾杯しま

せんか？
日本酒といえば、少し前まで「シブめ／おじさんぽい／ニオイが独特」

という印象でしたが、最近は「めでたい／オシャレ／甘い香り」という

イメージに変わってきたようです。なぜなら県内の酒蔵が “カッコいい

お酒” をどんどん発表しているから。日本酒ベースの果実酒やシャンパ

ン仕立てなど「少し苦手かも」と思っている方にこそ、味わって頂きた

いお酒を紹介します。

新潟の地酒は “淡麗辛口”。スッキリとしたキレの良さが

特徴です。古くからのんべぇたちに愛されてきた伝統的

な味は、食材本来のうま味を引き立てて融合する名脇役。

果実やハーブともよく合う懐の深さもあります。そのま

ま飲むのもおいしいですが、そこに “遊び” を加えて、

いろいろな楽しみ方を追求することで、今まで日本酒と

縁がなかった人にも新潟の地酒の魅力を知ってもらうキッ

カケになればと考えています。日本酒カクテル作りもその

取り組みの一つ。新潟の酒の持ち味を生かして、その可能

性の幅の広さを提案していきたい。そして、みなさんに日

本酒を飲むことをもっと楽しんでもらえたら、とてもうれ

しいです。

日本酒をワイングラスで

カジュアルに楽しんでほし

い、と「吉乃川女子部」の

みなさんと考案した、飲

みやすい日本酒カクテル。

ミントやレモン果汁を加

えた「SAKE ROCK」のほ

か 3 種類を用意しました。

全店舗で飲むことができ

ます。

長岡と新潟の６店舗の企画、メニュー

プロデュースをする他、講演や料理

教室を多数開催し地場産食材の魅力

を広める活動を手掛ける。

鈴木  将
Sho Suzuki

カンパイ条例

0202

SAKE カクテル

HARB MIX

Green Tea

GrapeFruit
Elder Flower

Sake

NIIGATA’S  SAKE  TO  THE  FUTURE

忘新年会は日本酒でカンパイ !!

日本酒 日本酒 
新潟といえばやっぱり日本酒。日本酒をめぐる新しい動き、あなたは知ってる？

NEW STANDARDNEW STANDARD特集

開封すると “泡を吹く
（＝福）” お酒。お祝い
の席にもおすすめ。

福酒
FUKU ZAKE

今代司by
Imayo Tsukasa

コラーゲン＆ヒアル
ロン酸入り。女性によ
る女性のためのお酒。

甘ったるくなく、キレ
のある後味が特徴の
“男前” な梅酒。

景虎梅酒
KAGETORA UMESYU

by 諸橋酒造
Morohashi Syuzo

梅とリンゴ酒

by 吉乃川酒造
Yoshinogawa Syuzo

「　楽しい新潟清酒の飲み方を提案したい　」

UME&APPLE

N E X T  I S S U EN E X T  I S S U E
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SUZU雑穀米・・・50g
大根・・・・・・・・・1/4本

もち米を多めにブレンドしキビ、

押し麦、大豆、あわ、小豆など

１６種類をミックスしたオリジ

ナル雑穀米。もちもちっとした

食感や小豆のブレンドで長岡の

「しょうゆ赤飯」をイメージ。使

用している穀物はすべて国内産。

白米とブレンドするだけで手軽

に SUZU の雑穀ごはんがお楽し

みいただけます！

200g 入り￥565（税込）

SUZUDELI（長岡市千秋）
FARM TABLE SUZU
（新潟市万代）

にて販売中！

12/19 ～ 12/25 の期間限定で SUZU各
店オリジナルのクリスマスオードブル
をご用意しております！ 旬の食材を使
用したカラフルで楽しい手作り料理で
クリスマスパーティーはいかが？
クリスマスオードブル    (3、4 人前 ￥3,000～　
※ご予算に合わせ対応いたします ) 

今年の SUZUのおせちは少人数でも楽
しめる贅沢ミニおせち！新潟和牛の
ローストビーフやのっぺいグラタンな
ど新潟食材を存分に味わえるメニューが
盛りだくさん！( お受け渡しは 12/31 のみ )

黄金千貫（コガネセンガン）、パープルス

イートロード、ムラサキマサリ、玉おとめ、

紅はるか、紅あずま…これは全部、魚沼の

八木利夫さんが手掛けるサツマイモの名前。

一つの野菜でこれだけの品種を扱うのは、

とても珍しいこと。しかも無農薬です。八

木さんは、給食の調理師さんをしている奥

さんと一緒に「安心して食べられる野菜」

にこだわって、さまざまな無農薬野菜作り

に挑戦するアグレッシヴなスタイルが魅力。

「アレを作って、コレを育てて」という僕

らのワガママに真摯に応えてくれる、心強

い味方です。八木さんが作った愛情たっぷ

りの野菜を楽しんでください！

・FARM TABLE SUZU 1 / 1

・おれっちの炙家ちぃぼう 12 / 31、1 / 1 ( ランチ営業は 1 / 5 から再開 )

・越後の台所　すずきち 12 / 31、1 / 1 ( ランチ営業は 1 / 5 から再開 )

国産 16 穀米
オリジナルブレンド

1 雑穀米は２時間浸水させる。大根は皮をむいて3cm
ぐらいの輪切りにして十字に切込みを入れる。

2 鍋にたっぷりの水と米のとぎ汁を入れ大根がやわら
かくなるまで煮る。

3 浸水した雑穀は100ccの水をいれ、水から約10分煮
て、ざるにあける。

4 ②の大根を水洗いしてぬめりを取り、鍋に昆布と水、
塩を少々入れてじっくりと火にかける（15分程度）

5 ③の雑穀に★の材料をいれてとろみがでてくるまで
煮込む。

6 大根を器に盛り、雑穀あんをかけ刻み柚子を飾り完成。

柚子・・・・・・・・・・少々
昆布・・・・・・・・・・適量

かつお出汁・・・・50cc
醤油・・・・・・・・・・
砂糖・・・・・・・・・・5g
みりん・・・・・・・・10cc
おろし生姜・・・・・少々

★

・SUZUDELI 無休

(2~3 人前 )

Christmas!! New Year!!

次号予告

お問い合わせ先　▶ ☎ 0258-35-7229
より詳しい情報はウェブサイトをご覧下さい。▼

http://www.shosuzukiinc.com

（ おれっちの炙家　ちぃぼう ）

年末年始休業日のおしらせ The SUZUTIMES vol.04
2015 年 2 月上旬発行予定！

第1回

farmer’s  story
八木さん   さつまいもと

オーナーシェフ鈴木将の

野菜がおいしいミニレシピ

おうちでパーティー！
SUZUのオードブル

SUZU   Horsd’oeuvre!!

八木  利夫 さん

魚沼市の野菜農家さん。
少量多品種生産で安心・
安全・美味しい野菜作
りにこだわっている。

雑穀米を使用して炊いた雑穀ごはん

「春をさがそう。新潟 Picn i c」

▶  ご予約、お問い合わせは各店まで！

毎回新潟の魅力ある農家さんと
野菜について紹介するミニコラム。
第2回は魚沼の山高く広大な場所で
野菜を育てる八木さんをご紹介！

#02

このサツマイモは、品種の特徴や大
きさ、糖度に合わせて焼いたり蒸し
たり。色んな料理にして皆さんに味
わっていただく予定です。

種類豊富に野菜が育っている八木さ

んの畑はいつ来ても楽しい場所。景

色も最高の場所です。

Toshio  Yagi

その他、年末年始オードブル (12/28～1/5 限定)
もご用意しております。

雑穀米のふろふき大根

S H O ’ S  R E C I P E

季節の野菜をおいしく味わうミニレシピコーナー

10cc

SUZUオリジナル
ブレンド雑穀米

USE IT!!



新潟和牛のローストビーフ

A4 から A5 クラスの新潟和牛を沼垂の麹と川
口産のローリエなどで時間をかけて仕込んだ
ローストビーフ。年末のパーティーや晴れの
日にぴったり!お持ち帰りでもご用意できます。
100g~¥1208~／FARM TABLE SUZU , SUZUDELI
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SAKE アクアパッツア

FARM TABLE SUZU の人気アクアパッツアが
鍋仕立てになりました！淡麗辛口の日本酒と
佐渡のトビウオのダシで仕込んだ極上の味わい。
M ¥1480 ／L ¥1980 ／FARM TABLE SUZU

5たっぷり冬野菜の自家製キッシュ

甘味の増した冬野菜をたっぷり使用した季節
限定のスズデリ贅沢キッシュ。
¥ 429 ／ SUZUDELI

6
濃厚なおぼろ豆富を豆乳のスープで仕立てた、
イソフラボンたっぷりのヘルシー湯豆腐。
¥ 280 ／ SUZUDELI

豆乳スープのあったか湯豆腐 のっぺいごはん

新潟の正月料理「のっぺい汁」が炊き込みご
はんに大変身。旬の根菜や干し貝柱の旨みが
ご飯に凝縮され、いつもののっぺいがちょっ
と贅沢な一品に。
¥1000 ／FARM TABLE SUZU , ちぃぼう
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7

柔らかく仕立てたジューシーな鶏ムネ肉の唐
揚げをオリジナルチリソースにからめた逸品。
¥ 360 ／ SUZUDELI

越の鶏のスイートチリソース

こだわりモツ鍋

 津南ポークのロースト　
～魚沼冬野菜のサラダ仕立て～
3 日間手をかけた津南のローストポークに、
魚沼のカラフル野菜と燕三条のフルーツを
使った特製バルサミコソースをあしらった、
彩りある一皿。辛口の新潟地酒との相性◎。
¥ 1200 ／ FARM TABLE SUZU, すずきち

11

手のひらサイズのかわいいかぼちゃの中に、
３種類のチーズを使用した特製のフォンデュ
ソースを IN ！お好みの具をソースと絡めてお
召し上がりください。※期間限定商品
¥1200／FARM TABLE SUZU,ちぃぼう,すずきち

冬の定番となったちぃぼうのモツ鍋。国内産
の新鮮なモツと鶏ガラ、豚骨を使った自慢の
自家製スープ。毎年人気の冬限定商品！〆の
ラーメンもおすすめ！
¥1600～(２人前～)／ちぃぼう

9

坊ちゃんかぼちゃのチーズフォンデュ2

Let’s パーティー！
忘新年会 PartyMenu

“     good by 2014.  Hello ! 2015    ”

SAKE アクアパッツア

FARM TABLE SUZU の人気アクアパッツアが
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旬の野菜を使ったパーティーメニューが盛りだくさん！
今年の忘新年会、あなたはどのメニューを選ぶ？

おれっちの炙家 ちぃぼう 越後の台所　すずきち SUZUDELI FARM TABLE SUZU

里芋のチョコレートトリュフ

ねっとりと甘味の強い里芋をチョコレートと
一緒に練りこんだベジスイーツ。柔らかい甘
さで、しっとりとした食感です。他では味わ
えない未体験スイーツをぜひお試しください。
¥400 ／ FARM TABLE SUZU, ちぃぼう
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長岡市千秋 2-278　リバーサイド千秋　１F

50 席 40 名から貸し切り可能

☎0258-94-4960
11:00 ～ 22:00 （ LO.21:30 )
定休日　無し

新潟市中央区八千代 2-5-7　BP２　２F

98 席 30 名の個室あり
40 名からフロア貸し切り可能

11:00 ～ 23:00 ( LO.22:00 )
☎025-240-4777

定休日　無し

長岡市堀金 1-3-13

89 席 最大 40 名の個室あり

Dinner  17:00 ～ 24:00 ( LO.Food 23:00/Drink 23:30 )

☎0258-35-7229

定休日　無し

Lunch  ( 土日のみ ) 11:30 ～ 15:00 ( LO.14:00 )

長岡市古正寺 2-78

12 名の個室あり48 席

Dinner 17:00 ～ 24:00 ( LO.Food 23:00/Drink 23:30 )

☎0258-28-8410

定休日　火曜日

Lunch  11:30 ～ 15:00 ( LO.14:00 )

※価格は全て税抜き表示です。※一部店舗により値段、器が異なります。

1111

22 99
88

すずきち参鶏湯

 韓国の定番薬膳料理をアレンジ。新潟ブラン
ド鶏「越の鶏」と新潟冬野菜をふんだんに使っ
た、コラーゲンいっぱい、野菜いっぱいのスー
プです。寒い季節におすすめ！
¥1645 ( 2 人前～) ／すずきち
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