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オー ナー シェ フ鈴木 将の
野菜がおいしいミニレシピ

SHO’ S
RECIPE

第５回

長岡巾着茄子ジ ン ジ ャ ー の
カナッペ

Spring 2016

ローカルグルメを
みんなで味わおう！

材料（ 4 人分）
長岡巾着茄子
ゆずジンジャーソース ······80g

1

バケットを厚切りにスライス
して軽く焼いておく。

2

クリームチーズは一口大に
カットする。

3

バケットの上にクリームチーズ、
巾着茄子ゆずジンジャーソース、
一味唐辛子の順に盛りつけ完成。

バケット（厚切り）··········4 枚
クリームチーズ ·················80g

USE
S!!
I
H
T

旬の野菜を使用し
た
オリジナルレシピ
！

S HO S U Z U K I
長岡巾着茄子
ゆずジンジャー
120g 入り
630 円（税別）

一味唐辛子 ······················· 少々

長岡巾着茄子ジ ン ジ ャ ー の

1

和風ペペロンチ ー ノ

2

材料（ ２人分）
長岡巾着茄子
ゆずジンジャーソース ······80g
パスタ（乾麺）················160g
唐辛子 ·······························1 本
にんにく ···························1 粒
ちりめんじゃこ ················20g
オリーブオイル ·············· 適量
塩、コショウ ··················· 適量
水菜 ·························· お好みで

CHIIBOU

SUZUKICHI

パスタのボイル用に鍋にお湯を
準備する ( 水分に対して塩分約
2 パーセント )
別の鍋にオイルを入れ、潰した
ニンニクを入れ香りが出てきた
ら唐辛子を入れ軽く火を通し、
巾着茄子ゆずジンジャーソース、
じゃこを入れる。

3

パスタを茹でる。

4

茹で汁 100cc 程度を 2 の鍋に入
れ、パスタを鍋に移しよく混ぜ
ながら塩コショウで味を整えて
完成。

身が引き締まってずっしりと重い、長岡の
伝統野菜巾着茄子をゆずと生姜で甘辛く煮
ています。程よく食感が残る茄子は味が染
みていてご飯のお供にぴったり。パスタや
お肉のしょうが焼きのソースとして、湯豆
腐などの薬味替わりにも使えます。

こちらは各店舗店頭、または WEB ショップ
の通信販売にてお買い求めいただけます。
WEB ショップページ
http://www.shosuzukiinc.com/web-shop

FARM TABLE SUZU

farmer’s story
加勢さん と ガンジー牛

ノミーのひとつ。SUZU では地域に根付いた郷土食を現代風にアレンジし、地域オリジナルの食を楽しんで頂きたいと考えています。
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昭和 47 年より長岡市和島にて加勢牧場を

POINT

3

おれっちの
炙り家

越後の台所 すずきち

ちぃぼう

進化する生産者

四季がはっきりとしていて、日本海と越後三山、

雪解け水で作る米･野菜、先人達の知恵が詰まっ

伝統的な品種や栽培方法を受け継いで、地域の

信濃川を有す新潟は、食材が本当に豊か。特に

た保存食など豪雪地帯だからこそ育まれた食文

ことを思いやりながら環境保全型の農業を行う

野菜は少量多品種で、神楽南蛮や体菜、おもい

化は豊か。日本で人口が最も多かった明治時代

生産者がたくさんいます。そんな農家さんと一

のほか、巾着なす、肴豆、白雪こかぶ、だるま

に多様な文化が流入、食の幅が広がり「越後の

緒に新しい野菜作りや伝統野菜の継承を続けて、

れんこんなど数え切れないほど。

食い倒れ」という言葉も生まれました。

食文化を盛り上げていきます。

んは 18 歳の時に牧場経営をはじ

FARM TABLE SUZU

め、「どこよりもおいしい牛乳を
作りたい」という想いから、ガン

串焼きや玄米塩麹チキンと春
キャベツのグリルなど８品。

炭火串焼きや桜鯛のカルパッ
チョなど。7 品のコース。

越の鶏のダッチグリルや村
上鮭のアヒージョなど 9 品。

大切に育てて今に至る。一頭一頭

野菜のソムリエコース
¥5,000 （税別）

春の贅沢コース
¥4,907 （税別）

FTS コース
¥4,907 （税別）

作る牛乳やジェラートは全国に

農家、台所、大地、と更に肉と
野菜と魚介の割合が異なる３つ
のコースに分かれる。それぞれ
桜鯛や新玉ねぎ、ふきのとう、
津南ポークなど旬の新潟食材を
ふんだんに使用。料理数 10 品
と盛りだくさんのコース。

旬のお刺身や、筍と越の鶏
グリルなど 8 品のコース。

春野菜と桜鯛のせいろ蒸し、津
南ポークステーキなど 12 品。

春の旬づくしコース
¥5,555 （税別）

NIIGATA
スペシャルコース
¥6,296 （税別）

お刺身、津南ポークの炭火焼
き、日によって異なる旬の３
皿など８品のコース。

やってます !
※10 名様から

Text : 荒木法子

栗原里奈

栗原里奈

※旧長岡市内の範囲にかぎり無料。
その他詳しくはご相談下さい。

一般的な牛乳よりも栄養価が高く、うま味も
強く後味はさっぱり。その希少性から欧米で
は「ゴールデンミルク」と呼ばれています。

現在牧場にいるのは、はじめに譲り受けたみ
ちるの子孫約 12 頭。代々 NHK 連続ドラマ小
説の主人公の名前を付けているそう。

「 新潟なすカルチャー 」 2016 年７月上旬発行予定

2016 Spring

寿々瀧

Direction : 鈴木将

ファンがいる。

新潟はなす王国。地域と密接に結びついた新潟のなす文化に迫る！
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に愛情を注いで拝借した生乳から

ご要望に合わせてコースをお作
りします。新潟の美味しいをお
届けするスペシャルコース。

無料送迎

NEXT ISSUE

発行 : 有限会社

ジー牛の「みちる」を譲り受け、

大人数大歓迎！

お花見や大人数でのパーティーに♪
※前日までにご予約下さい。

越後の食い倒れ

約 12 頭を育てています。加勢さ

SUZU コース
¥3,981 （税別）

¥5,000（税別）5~6 人前

旬の食材を味わう

のうち長岡市･和島の加勢牧場で

ちぃぼうコース
¥3,981 （税別）

¥3,000（税別）3~4 人前

地域のことを思いやって

性が高く、日本には 200 頭、そ

すずきち当日コース
¥4,074 （税別）

SUZUDELI オードブル

豪雪と清水が育んだ

産のガンジー牛は、世界的に希少

SPRING PARTY COURSE
SUZU

SU Z U DE LI

新潟ならではの

イギリス海峡にあるガンジー島原

送迎会コー
ス
春の歓

食を中心に風土、文化、歴史などを感じ味わう＝ガストロノミー。高級なお料理だけでなく、日常の気軽に味わえる食もガストロ

POINT

加勢 勉 さん

Tsutomu Kase

経営。現在は従乳製品の製造･販売も行う。

SUZU gastronomy

POINT
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Photo : 桑原隆行
Design : 泉田茜

お問い合わせ先

inf o @sho suz uk iinc .c o m

より詳しい情報はウェブサイトをご覧下さい。

http ://www.sho suz uk iinc .c o m

THE SUZUTIMES vol.7

みんなでローカルフードを持ち寄って
ギャザリング･パーティーをしよう !

今、欧米で流行っているパーティ−スタイル「ギャザ
リング」。みんなで楽しくておいしい時間を共有する
ために、それぞれが食べ物を持ち寄ってカジュアルに
テーブルを囲むこと。せっかく持ち寄るなら、ちょっ
とオシャレに地元のおいしいものを食べてほしい 、と
SUZU 各店では、持ち帰りメニューを用意しています。
事前に予約を頂くとお渡しもスムーズ。 ぜひ旬の
メニューで楽しいギャザリングを♪

持ち帰りができるお店はこちら！

（左）佐渡ミルク使用「SUZU ジェ
「 すずきち弁当 」（ 750 円・税別 ）。

（左）
「DELI 4 品パック」
（1250 円・

（1 本 150 円〜・税別）。蜂蜜をかけ

雑穀ごはんと旬の新潟の食材を使っ

税別）
。手作りのお惣菜を好きに組

持ち帰りは 50 円引き。（上）２種

て味わう人気メニュー「ゴルゴン

たヘルシーなおかずが 6 品ほど入っ

み合わせることが出来る。
（上）単

の味噌とナッツ入り「越後味噌

ゾーラのナンピザ」
（780 円・税別 ）。

たお弁当。当日対応可能。

品でも。1 パック（280 円〜・税別）

ディップ」（70g 280 円・税別）。

紀州備長炭で焼き上げた「焼き鳥」

おれっちの炙家 ちぃぼう

越後の台所

おれっちのあぶりや

えちごのだいどころ

ちぃぼう

長岡市堀金 1-3-13
☎ 0258-35-7229
Lunch 11:30 〜 15:00
( 昼は土日のみ営業 LO.14:00 )
Dinner 17:00 〜 24:00
( LO.Food 23:00/Drink 23:30 )
定休日無し 89 席 40 名の個室あり

すずきち
すずきち

長岡市古正寺 2-78
☎ 0258-28 - 8410
Lunch 11:30 〜 15:00
( LO. 14:00 )
Dinner 17:00 〜 24:00
( LO.Food 23:00/Drink 23:30 )
火曜定休 48 席 12 名の個室あり

ラート」
（S 400 円、W 650 円・税別）。

SU Z U D EL I

FARM TABLE SUZU

スズデリ

ファーム テーブル スズ

長岡市千秋 2-278
「リバーサイド千秋 」１F
☎0258-94-4960
Open 11:00 ~ 22:00（LO.21:30)
定休日

無し（施設に準ずる）

50 席 40 名から貸し切り可能

新潟市中央区八千代 2-5-7
「B P２ 」２F
☎025-240-4777
Open 11:00 〜 23:00（LO.22:00)
定休日 無し（ 施設に準ずる ）
98 席 10 名 〜 30 名の個室あり
40 名からフロア貸し切り可能
※価格は全て税別表記です。

