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新潟 × アジアンフード
前回大好評だった台湾フェアから、今回は少しエリアを広げて “アジアンテイスト” を新潟食材で表現。

にんにく [ ninniku ]

いつもとちょっと違う、刺激的な SUZU をお楽しみください。
古くは薬用植物として使われる、
抗菌・殺菌作用をもつ香味野菜。
ねぎ類で最も “アリシン” という香り成分を

Pad Ga Prao Gai ／ ผัดกระเพราไก

多く含むにんにく。アリシンの体内での働

タイ

きは、疲労回復から抗菌まで様々。加熱す

～新潟野菜と鶏肉のガパオライス～ ￥880

8 月下旬
までの
期間限定
メニュー
！

新潟を代表する夏野菜と 鶏 肉、 バジルを自家製甘辛

ることで効果がアップします。
一般的に肉類の臭み消しや旨味を加える香

ソースで炒めた、 オリジナルのガパオライス。 お好

り付けなどの料理に使われるが、一部地域

みで全体をかき混ぜながらお召し上がりください。

では魔除けにも使われるような、古くから
暮らしや文化に根付いている食材の一つ。

NIIGATA BRANDS
▶▶▶ 酒粕にんにく [ sakekasu-ninniku ]

2

小豆と甘酒ミルクのアイスチェー
マンゴーと甘酒ミルクのアイスチェー ￥850

ベトナムのローカルスイーツ [ チェー ] を SUZU 風に

Tasety Point !!

1

ベト
ナム

アレンジ。 タピオカやピーナッツに合わせた甘酒の甘

肥料に酒粕を使用することで、豊富な栄養素と高い糖度を蓄えた、味
の濃いにんにくに。

みと風味がポイントの、 贅沢かき氷です。

夏の間は農業、冬になると酒造りー という、を昔ながらの「越路杜氏」
の文化を大切に継承している、２人の若い農家さんが作る特別なにんにく。

Recommend Menu !!
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越路
バーニャカウダ

ベト
ナム

SUZU
￥700
～ SUZU 式ベトナムアイスコーヒー ～

ベトナムのアイスコーヒーと言えば、練乳たっぷりの甘い

酒粕にんにくをたっぷりと使ったバーニャカウダソースは、にんにく
の香りが決め手。コクのあるアンチョビやチーズといった他の材料に
負けない、ガツンとくるにんにくの旨味と風味が楽しめます。

ミルクコーヒー。SUZU 式は、甘酒や豆乳を使った優しい甘
さにアイスを添えた とっておきのコーヒーフロートです。
メニューの表記は全て税別です。

発酵を、もっと身近に。
酒粕を使った、新感覚の調味料ができました。

公式

その美味しさだけでなく、健康面でも注目を集めて
いる「発酵食品」。味噌や醤油など、家庭で馴染みの
あるもの多く、日本人に古くから根付く食文化です。

好きな場所で好きな時に！

ちょっとおトクに買えちゃう！

自分好みにアレンジも◎

テイクアウトの目的として、おそらく 1 番にあげられ

お店で食べる時と違う美味しさを発見できるかもしれ

るのが「どこでも楽しめる」ということ。

ないのが、自分でアレンジできるということ。

好きなお店の味を、お家やオフィスなどといった自分

辛さを足してみたり、チーズなどお好みの調味料を足

の予定に合わせた場所で味わえるのは嬉しい。また、

してみたり・・・お店の味は好きだけれど、自分好み

ピクニックや旅行の車内など、楽しいお出かけの思い

も楽しみたい！という、こだわり派の方におすすめ。

出に馴染みの味があるのも、記憶に残って良いもの。

上級者になると食材を組み合わせて別の料理を作るな
んてことも・・・！？

お祝い事やちょっとした集まりにおすすめなのは、オー
ドブル。最近ではおつまみの盛り合わせや、〇〇セット
といったパーティー向けのテイクアウトメニューを提
供しているお店も増えており、その選択肢は様々。い
つもよりちょっと豪華な雰囲気も演出できるはず。

ちなみに、飲食店がテイクアウトメニューを考える時
に大切にすることが、【冷めても美味しく、温め直して
も美味しい】こと。実はお店で提供するよりも、てま
ひまかけた味わいを楽しんでいる

こういった「自分だけの味」を極められるのも、テイ
気軽に、手軽に買える理由の一つにちょっとおトクと

クアウトや惣菜の魅力の一つ。

△ NIIGATA VEGAN cheese ￥780 ＋Tax

新潟の食材や SUZU の加工品を使って、旬
の楽しみ方やアレンジレシピをご紹介する
チャンネル。ご家庭でのお料理をとにかく
簡単に、ちょっとお洒落にするヒント満載
の動画。「見て・聴いて美味しい」情報を
お届けしています。

動物性の食材を使用せず、酒粕の風味と玄米粉の香ばしさ
で、まるでチーズのような味わいを再現しました。
じっくり焼いて旨味を閉じ込め、粉状に仕上げているので
使い勝手も良く、粉チーズのようにお使いいただけます。
＜美味しい使い方＞
・サラダのトッピング
・パスタの仕上げに

・スープのアクセントに
・そのまま、ご飯にかけても

チャンネルは
こちらから！

▷ note では、レシピの
詳細も公開しています！

くぼケンのカオス酒場
TABI

△ 酒粕のアルコール分は完全に飛ばしているので、
お子様でも安心してお召し上がりいただけます。

BAR の名物スタッフ、くぼケンが

おくる、ゆるくてちょっとカオスな、オン
ライン酒場。新潟のお酒とおつまみを紹介

割安で値段を設定している。こだわりの食材でシェフ
の味を、少しおトクに楽しめる。
また、お惣菜となると量り売りや１個から買えるもの
◁SUZUVEL の新潟ミートソース
そのままパスタにかけても、
グラタンのソースにしても◎

も多く、必要な分だけ購入できるのも嬉しいポイント。
何かもう一品だけ欲しい時に、飲食店のテイクアウト

■ made in NIIGATA VEGAN シリーズ
新潟ならではの食材を使って、様々なライフスタイルにマッチする商品をお届けする、SUZU の
オリジナルシリーズ。素材の味を活かしながら、どなたでも楽しめるような商品を開発してい
ます。第一弾の商品は 2020 年５月発売の「VEGAN cheese（ヴィーガンチーズ）」。

を活用するのもおすすめ。
SUZU GROUP の公式 YouTube では、SUZU の商品や
旬の食材を使っての簡単アレンジレシピも公開中。

しながら、新潟への愛を語ります。
毎週金曜日 19:00〜、生放送でお届け中。

ピが多いので、「おうちアレンジ」を極めるきっかけと
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して活用してみては？
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チャンネルは
こちらから！

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▼

文章や本で見るよりもわかりやすく、試しやすいレシ
◁SUZU365 のショーケース
旬野菜をふんだんに
使用した DELI が並ぶ。

SUZU LIFE KITCHEN

そんな方でも手軽に、誰にでも、楽しんでいただけ
るように・・・と想いを込めた商品ができました。

いうポイントも。多くのお店ではテイクアウトの方が

とも言えるかも・・・？

チャンネル

その健康的効果を得るためには、様々な種類の発酵
食品を食べることが良いとされています。
しかし、日常的に多くの種類を、となるとなかなか
難しい。さらには、現代の様々な生活スタイルや、
アレルギーなどの体調を考慮して、十分に楽しめな
い方もいるのでは。

http://suzugroup.com

ー 日常に季節の味わいを ー

ー おうちごはんを楽しもう！ ー

◁ NIIGATA ナポリタン

毎日のお弁当はもちろん、会議やちょっとした集まりなどにも。

おうちでも SUZU の味が楽しめる、冷凍パウチのシリーズ。

ボリュームや金額によって様々なシーンでお使いいただけるよう、

温めたり和えたりするだけで本格的な味が楽しめるほか、

お弁当はバリエーション豊富にご用意。

になるお味。

おうちにある調味料を足すだけで自分好みの味にアレンジもできます。

店舗によっては配達も OK ！

400g（2 食分）¥500 ／① 〜 ⑦

お手軽なので、お子様と一緒に作る楽しみも！

新潟の美味しい食を通して、日常を彩ってみては？

FARM TABLE SUZU で人気のメニューを、
ご自宅ようにアレンジ。濃厚で甘みの強
いトマトソースが、どこか懐かしくクセ

△ SUZU の贅沢弁当
いろんなものが少しずつ楽しめる、人気の 9 つ弁当。
野菜と主菜のバランスも選べ、どんな方にも喜ばれる、
ちょっとリッチなお弁当です。雑穀米つき。

▷ NIIGATA ミートパスタソース（左）

¥1,300 〜 ／①〜⑥

▷ SUZU オードブル
宴会や大人数での会食にオススメなのが
オードブル。ご予算や人数によって内容
も変更可能です。お店によってテイス

新潟を代表する発酵食品「酒粕」「玄米味噌」を隠し味に

トが異なるのも楽しめるポイント。

使用した旨味たっぷりのミートソース。

¥3000（3-4 人前）〜 ／①〜⑥

300g（2 食分）¥650 ／①〜⑦

▷ たっぷりトマトと国産豆のカレー（右）
トマトの酸味と自家製ブイヨンのコクを感じるカレー。程
よいスパイシーさが絶妙なバランスの、本格的な味わい。
300g（2 食分）¥780 ／①〜⑦

ー こだわりの食材を食卓に。ー

◁ SUZU の海苔弁シリーズ

砂糖ひとつとっても種類は様々。

「もっと手軽に新潟の美味しいを」をテーマ
にした、SUZU ならではの海苔弁シリーズ。

味や見た目、用途だけでなく、調味料そのものの原材料や、

いろんなものが乗ったスタンダードなものか

作られる工程によってアイテムを選ぶのも「おうちごはん」ならではの楽しいポイント。

ら、自家製の鶏チャーシューや豚キムチが

いつもの調味料を一つ変えるだけで、料理の楽しみは増えるもの。

乗ったボリューミーなものまで様々なバリ

SUZU セレクとの「身体に負担の少ない調味料」で、

エーションが楽しめる。

よりこだわった一品を作ってみませんか。

¥680〜 ／①〜⑥
※配達は SUZU365、SUZUVEL で承っております。
※配達距離や金額など、一部に条件がございます。

▷ SUZU Beets Sugar

▷ 136 PANCAKE MIX

詳しくはご希望の店舗にご確認ください。

北海道産の「てんさい」から作られる、

北海道産の小麦粉と新潟県産の米粉。その他の原

グラニュー糖。一般的なグラニュー糖よ

材料までこだわり、素材の味をそのまま楽しめる

りも身体への負担が少なく、栄養価も高

パンケーキミックスを作りました。

い。使い勝手が良いので置き換えもしや

300g ¥550、900g ¥1,200 ／① 〜 ⑦

すいアイテム。
500g ¥250 ／① 〜 ⑦

ー お出かけ先でも美味しい時間を ー
ご飯とおかず数品のカジュアルなお弁当はお出かけにぴったり！
お子様用や DELI のみのご用意もできるので、

△ お好みのフルーツと「× KOJI」をかければ

美味しくて映える、お手軽ピクニックはいかが？

◁ × KOJI（かける糀）

Use it !!

SUZU の夏メニューが続々登場！
新潟の夏野菜をたっぷり食べて、体力・免疫 UP ！！

人数に合わせたオーダーも承れます。

ヘルシーなカフェ風パンケーキに。

ー 旬を楽しもう ー

▷ よだれ鶏の冷やし麺

発酵食品をもっと身近に。
甘酒の新しい使い方を提案する調味料。

これからの時期に嬉しい冷やし麺が、

￥380 ／① 〜 ⑦

テイクアウトメニューに仲間入り！
自家製の鶏ハムともちもちの米粉麺がポ
イント。かんずり仕立てのピリ辛味がク

Nagaoka city

セになる、暑い日にピッタリの一皿。

△ 選べる DELI ランチボックス

／①

／②

¥850 ／①〜⑦

季節の DELI が３品〜入ったランチボックス。お好きなものを選べ
るので、好みに合わせた自分だけのお弁当をお楽しみいただけます。

△ 季節のスムージー

¥680〜 ／① ④ ⑥

旬の果物や野菜を使用した、素材を楽しむスムージー。

※店舗によって DELI の内容や

※写真は「5 種の DELI セット」です。

人気のメニューをお外でも！

金額が異なります。

／③

／④

¥600〜 ／①

▷ 新潟 発酵カレー
新潟を代表する食文化「発酵」を、カレーでも。定番の
味噌ベースと、季節のカレーの２種類をご用意。

各店の詳しい情報は

Niigata city
／⑤

食べやすい味わいに仕上げたカレーは、お出かけ先でも

／⑥

TABI BAR & CAFE

／⑦

人気の一品。

¥860〜 ／⑦

こちらから

※価格は全て税抜き価格です。

越後姫と４種のベリーと甜菜糖、県産の柿酢
で仕込んだ「自家製発酵シロップ」がベース。
美容にも健康にもオススメの栄養素が詰まっ

◁ お子様ランチボックス
おにぎりとオムレツなど…お子様でも食べやすい内容

N＋

◁ ベリーと麹のお酢ソーダ

た、見た目も可愛い、爽やかドリンク！
¥780 ／①〜⑦

で、季節を美味しく楽しんでもらえるような BOX を
イメージしてお作りしています。
¥500〜 ／① ④ ⑥

★ 夏のアジアンフェアについては裏面も Check !!

