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SHO’ S
RECIPE

オーナーシェフ鈴木 将の
野菜がおいしいミニレシピ

第 13 回

【材料】 直径 15 ㎝のホール型 1 個分

フリーペーパー

[ ザ スズタイムス ]

Winter 2018

スイートチョコレート……150 g

てんさい糖 …………………60 g

薄力粉 ………………………40 g
卵 ……………………………4 個

バター………………………120 g

ココアパウダー ……………10 g

粉砂糖…………………………少々

料理に奥行きを出してくれる調味料。新潟とゆかりのあるものをご紹介します！
クリスマスオードブル & おせちのご予約開始！

入社して何年目になりますか？５年目で

この他に WEB ショップの運営も。接客も

す。今 4 年半ぐらいになるのかな。入社

してるので作成したものを配ったり使った

したきっかけはなんですか？長岡市内の大

時に現場で反応が見れるのは楽しいです。

学に通っていたので、店舗や将さんのこと

変化したことはありますか？好きなものは

も知っていて。就職活動中に HP を見たら

変わっていなくてカフェや美味しいもの、

募集がありメールを送ってという流れです。

素敵なお店や温かい空気が変わらず好き。

・チョコレートとバターを湯せんにか

の楽しさと大変さをどっちも知りました。

ありますか？お客様にとってワクワクでき

前半 3 年間はみっちりサービススタッフ

るお店作りを忘れずにしていきたい。お客

を経験してお客様への対応の仕方など先輩

様目線で、視点を広く持って。初めて来店

たちに教わって試して、とても勉強になり

する方も常連の方もドキドキワクワクでき

ました。広報的な作業もしていてこのフリー

る場所であってほしいと思うので。マイブー

ペーパーの作成はかなり大きな仕事ですね。

ムはありますか？ 植物です！部屋に観葉植

2 号めから担当したので今号で…14 号

物を置くようになって。可愛くて仕方ない

め！？（驚）編集とデザインをしています。

です。ありがとうございました！

型に 2 を流し込み、170℃のオーブンで 20 分焼く。

4

Aka n e I z u mi d a

わったと思います。大切にしていることは

てんさい糖が溶けたら、薄力粉とココアパウダーを入れて、
ゴムベラで粉っぽさがなくなるまで切るように混ぜる。

3

泉田 茜

入った頃と比べて接客は柔らかくなり変

溶けたチョコレートとバターの入ったボウルにかんずりと
てんさい糖、卵を加え、泡だて器で混ぜる。

2

サービススタッフ／広報 /SUZUTIMES 編集

があったのですが、1 日働いてみると飲食

・オーブンを余熱で 170℃に温めておく

と

SUZU365

働いてみてどうですか？サービス業は経験

け一緒にとかしておく

と

#3

！

・薄力粉をふるいにかけておく

【下準備】

と

STAFF 紹介

かんずり………………………20g

かんずりチョコケーキ

1

SUZU
PEOPLE

スタ
ッ
フ
にイン
タビュ
ー

vol.

粗熱をとったら完成。食べる時はお好みで粉砂糖をかける。

STAFF 募集

長岡市内店舗、新潟市内店舗共にスタッフを募集して
います！詳しくは HP をご覧ください。（下部に URL 有り）

オーナーシェフ鈴木将のミニレシピ
SUZUPEOPLE

スタッフ紹介

12
佐渡で作られる乾燥飛魚
あご出汁

新潟県上越地域発祥の
スーパー香辛料 かんずり

野草の達人がブレンド ミヨ茶
＆
もうすぐ誕生 400 年 村上茶

12

31Mon
&

2 人前ミニおせち

31 Mon

年末年始 休業日のお知らせ

1

限定販売

2 Wed

1

休業日

5 Sat

5 人前新春オードブル

和食に欠かせない出汁には様々な種類がある。新潟県

かんずりってご存知ですか？かんずりとは、新潟県上

長岡市川口地域で作られる野草茶「ミヨ茶」を紹介！

の離島、佐渡では昔から焼きあごづくりが行われてい

越市で戦国時代より親しまれている唐辛子の発酵香辛

こちらは野草茶の達人、宮ミヨさんがブレンド。和の

る。あごというのは飛び魚のこと。毎年 6 月ごろに獲っ

調味料だ。材料は麹、柚子、塩、唐辛子のみ。上越地

ハーブと呼ばれミントのような爽やかさのカキドオシ

た飛び魚を洗浄し内臓をとり串に刺して焼き、一匹一

域では昔から各家庭で作られているが、戦後に有限会社

と、血管強化やデトックス効果があるどくだみ、炒っ

クリスマスオードブル＆おせち ご予約受付中！

匹手間暇をかけて仕上げられている。この焼きあごで

かんずりによって商品化されてからは全国的に広まっ

た黒豆が入る。すっきりとした風味が特徴だ。生産さ

毎年好評の手作り惣菜を盛り込んだオードブル

とったあご出汁は出汁の中では王様と言われ、煮干し

た。かんずりとは「寒造里」と漢字で表し、その作り

れる荒谷集落で一番多い苗字の「宮」をシンボルマー

とおせちを今年も数量限定で販売！津南ポーク

（イワシなどの小魚を使ったもの）が魚らしい風味が特

方は豪雪地帯だからできる特別なもの。地元で専用に

クとした目を引くパッケージで販売されている。新潟

の自家製ローストポーク、里芋を練って作るな

栽培した唐辛子を洗浄、塩漬けにしたのち、極寒の 1

市の店舗ファームテーブルスズでは店内で飲むことも

月から３月にかけて雪の上に唐辛子を晒す作業が行わ

できる人気の商品だ。温冷どちらでも美味しく飲める、

れる。雪の上で日光に 3 日間ほど晒すことで、唐辛子

山間の恵みをぜひ楽しんでみてほしい。

徴だとすればあご出汁は上品で独特の甘さが特徴だ。

のエグミが消えるという。

4 人前クリスマスオードブル

12

12

21 Fri

25 Tue

た SUZU のおせち、オードブルでここにしかな
い美味しさを味わおう！詳細、ご予約お問い合
わせは各店舗まで。 数量限定！ご予約制

使用。煮しめとは焼き豆腐や人参、里芋、昆布などを

戸時代にお茶の栽培が全国で広まってから、商業的な

数に限りがございますので、限定数に達し次第ご予約を締め切らせていただく場合がございます。

料理だ。焼きあごを出汁に使うには半日水につけて戻

景は、今では地域の名物に。その後麹、柚子を加え 3

村上茶は地域的な日照時間の短さからお茶の成分タン

す手間が必要だがその分、美味しさも格別。粉末タイ

年もの長い期間熟成、発酵させると旨味のあるかんず

ニンが少なく、まろやかな味が特徴と言われる。市内

プならそのまま料理に加えることも可能。SUZU オリ

りが出来上がる。焼き鳥に塗って食べたり、鍋料理の

で製造と小売を行うのは現在 9 店あり江戸時代〜戦前

ジナル商品の SHOSUZUKI シリーズのあご出汁ブレン

アクセントにしたり、マヨネーズと合わせるのも◎実

創業の老舗ばかり。伝統を守りつつ、茶ムリエ講座の

ドは粉末タイプなので入門としてオススメ！姿干しの

はかんずりは、西の柚子胡椒、東のかんずりと言われ

開催やプロが淹れたお茶を瓶詰めした高級ボトリング

焼きあごは佐渡市内、また佐渡漁業協同組合のネット

全国にファンを持つ。冷えた体を温めてくれる、昔な

ティーの販売など新たな挑戦も。また 2020 年には村

販売から取り寄せることもできる。

がらの発酵食品でこの冬を乗り切ろう。

上茶誕生 400 年とあって今後ますます目が離せない！

越後の台所

千秋

SUZUDELI（リバーサイド千秋 1F）

休業なし

下々条

SUZU365

12 ／ 31 〜 1 ／ 3

すずきち

12 ／ 31 〜 1 ／ 1
12 ／ 31 〜 1 ／ 1
1 ／ 2 〜 ディナー
1 ／ 5 〜 ランチ

営業再開
営業再開

NEXT ISSUE

THE SUZUTIMES vol.16

2019 年 3 月上旬発行予定

特集 「 good food party !! 」

身近な食材や旬のもの & 作り手のわかる安心安全な食材 = good food。
goodfood をみんなで囲もう♪

The SUZUTIMES vol.15
発行 : 有限会社

寿々瀧

休業日

ご用意。県内産の食材と郷土料理をアレンジし

写真はイメージです。仕入れ状況によりメニューが変更になる場合がございます。

お茶の産地では最北の地域として全国的なブランドに。

古正寺

ちぃぼう

たっぷり詰まった晴れの日のためのメニューを

また県内のお茶といえば村上市のお茶も外せない。江

一面真っ白な雪景色の中で赤い唐辛子が舞う美しい光

越後炉ばたと雪国地酒

めらかな里芋トリュフほか、店頭の人気商品が

佐渡では伝統料理の「煮しめ」を作る際の出汁として

おでんのように煮込んだ祝いの席によく作られる郷土

堀金

2018 Winter

八千代

FARM TABLE SUZU（BP2 2F）

1／1

花園

SUZUVEL（CoCoLo 新潟 西館 1F）

休業なし

12 月 31 日休業の店舗ではご予約商品の受け渡しのみ行います。
各店舗のお問い合わせ先は中面をご覧ください。

お問い合わせ先

info@suzugroup.com

お買い物はこちらから

http://suzu365.shop

より詳しい情報は WEB サイトをご覧下さい▼

http://suzugroup.com

The SUZUTIMES vol.15

かんずり・八角・花山椒・クコの実・棗

雪室熟成 KAMONEGI
雪室熟成の鴨は低温でじっくりローストし、旨味を逃

出汁と

山椒・辣油

さずに焼きあげた。鴨との相性◎なネギ＆バルサミコ
酢のソースで頂く。1280 円／ FARM TABLE SUZU

お茶と
スパイスと
料理との合わせ方で味にグッと深みを持たせてくれ
る出汁、お茶、スパイスの不思議な力。そのパワー
を活かした冬のおすすめメニューをご紹介！

すずきち風薬膳火鍋
しい体の温まる薬膳スープ。新潟産食材を中心とした
具材を煮込んで。2~3 人前 2680 円／すずきち

石鍋マーボー豆富

半熟卵のウコンピクルスとマッシュポテト

ウコン

４種のスパイスに加えて、かんずりを使用した冬に嬉

三条市下田のウコンで仕込んだ黄色い半熟卵のピクル
スが目を引く、他にはないポテトサラダ。卵はポテト
と混ぜ、パンと共に！ 450 円／ FARM TABLE SUZU

豆富はお店で手作り！餡はラー油と山椒がピリリと効
して食べるのもオススメ！ 650 円／ちぃぼう

手羽先のあご出汁焼き
あご出汁を使用した甘めのあっさりしたタレが味の決

ヴィーガン麻婆豆富のフォー

め手。ちぃぼう自慢の炉ばたでタレを付け焼きにして

車麩カツ
新潟の郷土食材「車麩」は三条市のマルヨネさんから。
和風出汁を染み込ませカツにした SUZU の大人気商

県内のお茶処、村上市の冨士見園さんの抹茶を使用。
鮮やかな色合いと半生のなめらかな食感、コーヒーに
も良く合う濃厚な甘さが◎ 530 円／ SUZUDELI

村上茶

村上茶

玄米甘酒
チャイ

サイダー
NIIGATA

ソイラテ

野草茶
（左）ミヨ茶 長岡川口の山間で採れた野草のすっきりと

（中央下）玄米甘酒チャイ 玄米の甘酒にチャイと豆乳を

したお茶 350 円／ FARM TABLE SUZU（中央上）ソイラテ

MIX。シナモンが香る。500 円／ SUZUVEL（右）NIIGATA

ラズベリー、チョコレート、キャラメルの 3 種のシロップ

サイダー アメリカの冬の定番、アップルサイダーをルレク

からフレーバーを選べる豆乳ドリンク 500 円／ SUZUVEL

チェで。スパイスたっぷり！豆乳を加えればチャイ風にも。
650 円／ FARM TABLE SUZU

を 4 種使用し、辛味と旨味のバランスが良く体の温ま

けには雪室熟成塩のスパイス MIX を使用。切るとパリパ
リと音がする皮は絶品！ 1280 円／すずきち

るフォー。2 デリ付 1380 円単品 880 円／ SUZUVEL

スパイスのほか、玄米味噌が
入るのがポイント。

365 カレー

お持ち帰り用
トマトたっぷりカレーライス

玄米味噌や和風出汁、具に大根など和食の食材を使う

人参、セロリ、鶏肉等のブイヨンに国産豆とたっぷり

のが特徴的な手作りカレー。ルーのみの持ち帰りも可
能！ 750 円／ SUZU365

/ Nagaoka city /

越の鶏のもも肉は旨味を逃さないよう一枚焼きに。味付

コリアンダー・ターメリック

村上抹茶とホワイトチョコのテリーヌ

ひき肉の代わりに大豆ミートを使用。中華調味料の醬

雪室熟成スパイスの丸ごとパリパリチキン

鰹や昆布の和風出汁と共に煮
込むことで深みの増した味に。

のトマトを加え作る店内の人気商品。今秋から持ち帰
りも可能に！ 695 円／ SUZUDELI

/ Niigata city /

ガラムマサラ・パプリカパウダー

品。ご飯によく合う！ 150 円／ SUZU365

コリアンダー・クミン・ガラムマサラ

丁寧に焼いた一品。750 円／ちぃぼう

SHO SUZUKI

安塚雪室熟成塩
スパイス MIX

コリアンダー・ガラムマサラ・カイエンペッパー

鰹・昆布出汁

甜麺醤・コチュジャン・豆板醤・豆豉醬

あご出汁

いている。別でご飯を注文し、上からかけて麻婆丼と

