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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

第 14 回

STAFF 紹介

【材料】 2 人前

フリーペーパー

[ ザ スズタイムス ]

Spring 2019

オイスターソース ……………15 g

『最後の一滴』（魚醤）…………15 g

いです。伝わります！野菜や物販の POP

店からのスタッフさんですが、きっかけ

がどんどん進化してますね最近は図書館で

は？ 7 年前に初めてすずきちに行ってす

野菜と水彩の本を借りて描いてます。今後

ずきち新聞をみたら、そこでイラストだ

お店でやっていきたいことはありますか？

け描いてあるスズデリの完成予想図が

お客様に心地よく過ごしてもらう空間であ

ミニトマト………………………3 個

あって。もう直感で、ここで働きたい！

りたいっていうのがベースであって。ス
タッフみんなが楽しい良いアイディアをポ

ごま油

と思いました。そうだったんですね！！
1 年目とか必死すぎて記憶がない。( 笑 )

ンポン出してくれる。本当にすごい！尊敬

楽しくなってきたのは 3 年目ぐらいだっ

します。今後やっていきたいのはみんなの

たような…だんだん接客の面白さが分

楽しいアイディアをどんどん取り入れて可

かってきたのがその頃。続けられたのは

能な限り実現させていきたいです。最後に、

なぜだと思いますか？ただただスズデリ

マイブームはありますか？星野源です！！

が好き。もし勤めてなかったら絶対常連

マルチな才能に憧れる！ありがとうござい

だなって思う。あといい人達に恵まれた

ました！ぜひお店の POP にも注目して見

ことが大きいです。

てみてください♪

レモン………………………1 ／ 4 個
レタス、赤玉ねぎスライス……少々
春トマトソース

『最後の一滴』（魚醤）…………10 g

フライパンにごま油と潰したにんにくを入れて弱火でじっくりと炒める。
香りが出てきたら、鶏ひき肉を入れて中火で炒める。

4

ミニトマトを 4 等分にカットしたものと最後の一滴を入れて混ぜ合わせる。
トマトから水分が出てきたらゴマ油を入れ更に混ぜ、小さいな器に入れる。

ある程度火が通ったら酒を振り全体に火を通す。
火が通ったらオイスターソース、最後の一滴を入れて味を整える。

プレートにご飯を盛り、その上にちぎったレタスと赤玉ねぎスライスをのせ

て、③のひき肉、目玉焼きをのせお皿にトマトのソース、レモンを飾り完成。
お好みでパクチーやバジルなどもおすすめです。

イタリアの slow food の思想を元に、産地、作り手がわかる

立海洋高

km-0 niiga
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STAFF 募集

（木）

別な時間 #good food party を開いて季節を楽しもう！

（金）

各店周年祭に向け準備中！

9th
5th
1 th

（土）

新潟県立海洋高等学校 生徒さんが商品開発！

コマランドの自然豊かな森林で食べて歌って。今年も秋頃に第２回を開催予定！

point 2
地元で作られたもの
を活用する

point 3

3

CAFE MENU

29（金）

タイ風豚そぼろ目玉焼きライス

28（木）

29

参加する全員で楽しむ！

地元の良いものをたくさん知ってる大人って素敵

美味しい料理と楽しいメンバーが集まったら…あ

の中。でもやっぱり、今この時、この地域だけの

じゃない？今オススメしたいのはクラフトビール

とはとことん楽しむだけ！パーティーのためにお

ものって格別に美味しい！感度を高くして、3 月か

が注目される中、南魚沼市の八海醸造さんから地

花を用意して飾ってみるのも、普段と違った特別

ら 5 月にかけて旬を迎える食材を目一杯楽しんで

元の名水『雷電様の水』を使ったライディーンビー

感を出すのにおすすめ。好きな音楽をかけながら、

みて。例えばここ新潟では新潟生まれのブランド

ル！ 2018 年に新発売し現在５種類が発売され、全

ホームパーティーをするのも、大切な人ととって

苺、越後姫は欠かせない春の味覚。果汁が多く香

国で発売中。新潟市 SUZUVEL で購入ができる。ま

おきの時間をお気に入りのお店で過ごすのも、ひ

りが良い大粒品種であることが特徴。また、ジュー

た表紙の写真で料理が盛られた木の板は加茂市に

とりで自分にとってご褒美の時間を作るのも、全

スとして加工品になるほど甘くみずみずしい風味

ある（株）イシモクさんの桐のまな板。軽くて乾

部 good ！これから迎える春の季節、暖かくなっ

の雪下人参も今だけの味覚。食材と向き合って旬

きやすい桐はまな板としての使いやすさが抜群！

たらいま会いたい人、集まりたい人達ととってお

を感じながら調理するも良し、お店で季節のおす

さらにこうして料理をサーブするのにも扱いやす

きの good food party を！

すめ料理を選ぶのも good◎

い優れもの。長岡市 SUZU365 にて 5 サイズ常備。

ご予約なしで
す！
ご利用できま

18:30~20:00 ( 受付 18:00 )

（金）

限定

越後の台所 すずきち

長岡市 古正寺

3/21 Thu

FARM TABLE SUZU
新潟市 八千代

3/5 Tue
SUZUVEL
新潟市 花園

最後の一滴についてのお話 & この日限定メニューのスペシャルディナー。

ランチ営業再開！（毎日）

定員：20 名 参加費 お一人様 3,000 円（税別）
（ご予約優先）

LUNCH

11:30~14:00 L.O

DINNER

17:00〜22:00 L.O ( 火〜木）
17:00〜23:00 L.O ( 金土、祝前日）

025-384-8812

INFOMATION

新潟市中央区花園 1-1-1 CoCoLo 西 N+
km-0 niigata lab（キロメーターゼロ ニイガタラボ）
ぽんしゅ館クラフトマンシップ様 向かい

休刊のお知らせ

SUZU グループの情報をお届けする「The SUZU TIMES」（年 3 回発行）は今号をもって休刊
とさせていただきます。これまで手にとってご覧いただき、誠にありがとうございました。
今後は HP 内のお知らせページにて情報を公開していきますのでぜひご注目ください。

The SUZUTIMES vol.16
発行 : 有限会社

3/9 Sat

2019 . 4 / 2 ( 火 ) 〜

SUZU オーナーシェフ鈴木将と海洋高校生徒さんによるライブキッチン！

会場：お申し込み先

大抵の食材は 1 年中季節を問わず楽しめる今の世

11:00~13:30 L.O ( 29 日のみ )

シーフードグリーンカレー など提供予定！

LIVE KITCHEN

3

11:00~19:30 L.O

米粉麺の旨味ラーメン

30（土）

います！詳しくは HP をご覧ください。（下部に URL 有り）

詳しいフェア内容は各店 SNS にて随時お伝えします。ぜひご注目ください♪

糸魚川産 鮭の魚醤『最後の一滴』を使った
ローカルファストフードイベント開催！

▶昨年 10/28 に SUZU 主催で開催された good food festival の様子。長岡市赤城

長岡市内店舗、新潟市内店舗共にスタッフを募集して

ANNIVERSARY FAIR

3 28 , 29 , 30

good food と定義。そんな good food を取り囲んで過ごす特

旬の食材を使った
料理を用意する

等学校

高校生 NIIGATA
キッチン L A B

サスティナブル（持続可能）なその土地ならではの食材＝

point 1

…………………………5 g

1
2
3

新潟県

Yoko Hon ma

月で丸 7 年です。本間さんはスズデリ開

ご飯………………………お好みの量

#good food party

本間 陽子

接客も楽しいし POP を描いてるのも楽し

ごま油 …………………………適量

イベント情報

SUZUDELI

アルバイトリーダー / サービススタッフ

！

入社してどのくらいですか？今年の 6

にんにく………………………1 かけ

酒 ………………………………適量

野菜が美味しいミニレシピ / SUZU PEOPLE / km-0 niigata lab

#4

鶏ひき肉 ………………………100g

タイ風ライス
春トマトのソース

5

SUZU
PEOPLE

スタ
ッ
フ
にイン
タビュ
ー

vol.

寿々瀧

2019 Spring

0258-35-7229
長岡市堀金 1-3-13

定休日

変わります

2019 年 3 月末まで

4 月 1 日〜

毎週 火曜日

毎週 月曜日

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
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越後炉ばたと雪国地酒 ちぃぼう

ホタルイカのイカ飯せいろご飯
せいろの蓋を開けるとふわっと出汁と生姜の
良い香り。ふっくらとしたお米一粒一粒にホ
タルイカの旨味がしみてたまらない美味しさ。

自分にとっての特別な時間は party ！

お酒のシメに嬉しい一品！（1,000 円）

人数は関係ない！いつだってパーティーしちゃおう！

miso

玄米味噌と塩麹を合わせた手作りソースが味
の決め手！温かい豆腐に筍ときのこのソテー

FARM TABLE SUZU

胎内産春野菜と生ハムのタルティーヌ

鮭の魚醤

最後の一滴

味噌麹トーフステーキと
ノコノコグリル 〜フキノトウオイル〜

能水商店

SUZUVEL

フランスの日常食、オープンサンドを新潟の
旬食材で。ライ麦パンの上には胎内産の新鮮
アスパラのグリルを主役に。山菜の苦味も美味

koji

越後の台所 すずきち

チキンオーバーライス
ニューヨークの定番屋台飯をすずきち風にア
レンジ。スパイスで味付けした越の鶏にお好
みでチリソースとサワークリームをかけて。
全ての具材を MIX して召し上がれ♪(1200 円 )

越後の台所 すずきち

SUZU365

越後姫ラッシー

HAKKO BENTO
県内の蔵元さんが作る味噌、醤油、塩麹、甘
酒などの発酵食材をたっぷり使用したお弁当。
玄米塩麹に漬け込んだローストポークなどが
味わえる。3 日前までの要予約制 (1800 円）

たっぷり越後姫をトッピング。苺の酸味とラッ
シーのまろやかな甘さがよく合う！見た目に
も華やかな春らしい 1 杯。(750 円 )

しい一皿！食事にもおつまみにも◎
（770 円）

SUZUVEL

越後姫タピオカ
SUZUVEL で人気の豆乳タピオカドリンクの
季節限定商品！果肉を残した自家製越後姫

&

ジャムをたっぷり使用。モチモチのタピオカ
と苺の果肉の食感を楽しめる。(700 円 )

amazake

soy sauce

大勢で

バーニャカウダオードブル

シェアごはん

SUZU365

豆乳とヨーグルトを使った人気のラッシーに

自分のためのご褒美に

しっかりご飯のおかずになる一品。
（350 円 )

大切な人との楽しい時間に

使用

を添えて食感にアクセントを。ヘルシーながら

姉妹店で大人気の商品『農園バーニャカウダ』
をご自宅でも楽しめる！地元農家さん直送の
生＆蒸し野菜 10 種ほどに自家製のバーニャ
カウダソースを添えて。
（4〜5 人前 2400 円）

越後炉ばたと雪国地酒

ちぃぼう

イタリア人シェフが考えた風の
苺だらけのどら焼き
まるでパンケーキのようなインパクトある盛り
付け！中にはアイス、あんこ、生クリーム、そ
してたっぷりの苺とボリューム抜群。お好みで
桜甘酒 & 苺のシロップをかけて。
（980 円）

FARM TABLE SUZU

越後姫のソースで食べる
クリームチーズコロッケ
黒胡椒を効かせた少し大人なチーズ入りコ
ロッケに新潟のブランド苺、越後姫のソース
をかけて。バルサミコ酢の酸味と苺の甘さが
クセになる、ここにしかない味！ (530 円 )

SUZUDELI

春のチーズケーキ
柔らかめに焼き上げたミニサイズのチーズ
ケーキタルトに、桜あんとバニラアイスを合
せた。見た目にも春らしい限定商品 (530 円 )

SUZUDELI

王様セット
お食事メニューに追加で頼むとお得なフル
コースセット！バーニャカウダ、ドリンク、
デザートの 3 品をなんと 700 円で味わうこ
とができる。自分へのご褒美に◎(700 円 )

