
お世話になった方へ１年の感謝を贈るお歳暮。

SUZU GROUP の贈り物は、「使えるモノ」なだけではなく、

贈る人・贈られる人の気持ちや暮らしといった様々な背景

を一緒に届けるものでありたいと考えています。

相手のことを想いながら贈り物を選ぶ時間が、ちょっと楽

しく、豊かなものになりますように。

美味しい時間と
想いを贈る
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取扱店舗

SUZU365 onlineshop

店頭お渡しは 1 週間前までのご予約にて承っております。
詳しくはご利用の店舗までお問合せください。

オンラインショップでは全商品をご購入いただけます。
各アイテムのより詳しい情報も掲載しておりますのでぜひご覧ください。

SUZUのお歳暮キャンペーン
早期予約特典！
期間中のご予約で送料無料にてお届けします！
キャンペーン期間：ご予約開始から 2022年 10月 31日（月）20:00 まで
※ 3,000円（税込）以上の商品が対象です。
※ 通常便の送料700円を無料で承ります。
※ 冷凍便や離島へのご配送は700円をお値引した金額を頂戴いたします。
※ オンラインショップでは700円分のクーポンコード「oseibo2022」をご入力ください。 

先着300名様、10,000円以上のご購入で
SUZU GROUPお食事券（1,000円分）をキャッシュバック！
キャンペーン期間：2022年 11月 3日（木・祝）～2022年 12月 11日（日）
※ 店舗でご購入のお客様を対象に、10,000円（税込・送料別）以上のご購入で
　 SUZU GROUP全店舗でご利用いただけるお食事券（1,000円分）をプレゼントいたします。
※ 先着順でお渡しいたします。300名に達し次第、期間内にキャンペーンが終了する場合もございます。
※ お一人につき1枚までのお渡しとさせていただきます。
※ 金券のご利用期間は2023年 1月10日～2023年 3月10日までです。

10,000円以上のご購入で
HAKKO HOUSE nagaoka ペア宿泊券が当たるチャンス！
キャンペーン期間：2022年 11月 3日（木・祝）～2022年 12月 11日（日）
※ 期間中に10,000円（税込・送料別）以上ご購入いただいた方に、応募に関するご案内をお渡しいたします。
※ ご応募いただいた方の中から抽選で、2名1組様を【HAKKO HOUSE nagaokaでの1泊2日（夕食＆
半セルフの朝食付き】へご招待いたします。
※ 2023年 1月中旬～3月中旬の期間内でのご利用が可能です。
（一般の方のご予約やイベント等により、ご希望の日程でご宿泊できない場合もございます。あらかじめご
了承ください。）
※ 現地までの交通費やディナーのお飲み物代は含まれません。

� 送料無料
キャンペーン

早めで
お得！

� 美味しい
キャッシュバック
キャンペーン

まとめて
お得！

� HAKKO HOUSE
nagaoka
へご招待

応募で
当たる！

ご家庭で味わえる、

SUZUならではの

ちょっと楽しくて美味しい

新潟ギフト

新潟の特産品に SUZUのエッセンスを加えて仕上

げた、オリジナリティあるアイテムを揃えました。

米どころ新潟ならではの “お米を楽しむセット” か

ら、店舗で人気の味をご家庭でもお楽しみいただ

けるタレカツ・ハンバーグのセットまで。

もらって嬉しいだけでなく、

新潟の新しい魅力を感じるきっかけになるような、

SUZUが自信を持ってお届けする商品です。

SUZUで使用しているこだわりのお米や雑穀
米を手軽に楽しむセット。
セット内容
JOHNのホタルのヒカリ米（1kg）／SHO SUZUKI NIIGATA もちもち十六穀米／
SHO SUZUKI NIIGATA 玄米野菜茶-ほうじ茶ブレンド-／新潟発酵カレー×2

SUZUで使用しているこだわりのお米をオリジナル
おむすびディップソースであれこれ楽しめるセット。
セット内容
JOHNのホタルのヒカリ米（1kg）／おむすびジャムシリーズ（巾着茄子ジン
ジャー／玄米トマト味噌／神楽南蛮にんにく／大口れんこんカレー味噌）

SUZUの大人気メニュー車麩のタレカツをご自宅
で楽しめるミールセット。
セット内容
三条車麩カツ（5枚入り）×2／ SHO SUZUKI NIIGATA
新潟旨みタレカツのタレ（200g）×２
＊食べ方レシピ付き

新潟ポークと塩麹を使ったジューシーなハンバーグ
と熟成醤油で作ったステーキソースのミールセット。

セット内容
新潟ポークのハンバーグ×6／摂田屋シャリアピン
ソース（40g）×3
＊食べ方レシピ付き

15 5,200 yen
お米を楽しむプレミアムセット 16 3,600 yen

お米を楽しむレギュラーセット

17 3,500 yen
三条車麩のタレカツセット 18

冷凍商品
クール便

冷凍商品
クール便

4,500 yen
新潟ポークのハンバーグセット
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みんなが、うれしい
「食」のために。
ここにしかない。
ここにだけある
「食」を考える。

新潟の食文化を贈る
食文化とは、その地に根付いた食にまつわるさまざまな文化のこと。

普段から当たり前のように触れている食材や調味料、昔ながらの味わいも

“ここだけにしかない食文化” の一部であり、そこには土地の気候や風土を

知り尽くした先人の知恵と工夫が詰め込まれています。

それって実は誇るべきことで、ちょっと特別なことだと思いませんか。

発酵、醸造、乾燥、雪室といった新潟ならではの食文化。海・山・川に加え、

雪という自然が生み出した美味しいあれこれ。

気がつかないくらいの日常にあるそんな魅力を改めて見つめるきっかけを

作りたい、その魅力をたくさんの人に知ってほしい。

SUZUの商品にはそんな想いが込められています。

新潟には、魅力たっぷりの食材がたくさんあります。

お米や果物、野菜といった農作物だけでなく、日本酒や

味噌などの発酵食品だって、自然の力を借りて作る食材。

新潟の大地と一緒に作った、新潟の風土を味わえるよう

な食材には、美味しいだけでない力があると思います。

新潟の “自然の力” を
借りて作る、
安心安全な美味しさ

素材そのものの味を楽しんでいただくために、余計なもの

は入れずに味わいを引き出すようにしています。

甘味は果物や発酵由来のもの、旨みは昔ながらの方法で。

シンプルだからこそわかる美味しさがあります。

それだけで

十分美味しいから、

余計なものは加えない

いつもと違うカタチで
素材の味を楽しむ
醸造のまち「摂田屋」で生まれた調味料をベースに仕

上げた、オリジナルの焼き菓子。

厳選した原材料を使い、それぞれの調味料がもつ魅力

を考えながら、丁寧に手作りしています。

発酵の香りやコク、食感といった、素材そのものの味

わいをお楽しみください。

みんなにやさしい
おいしさを
米粉で作ったクッキーや乳製品を使わなくても美味し

く焼けるアルミフリーのパンケーキミックスなど。

美味しいだけでなく身体への負担が少ない食材選びに

もこだわっています。

赤ちゃんからご年配の方まで、たくさんの人に安心し

て楽しんでもらいたいから。

食べる人みんなにやさしい食を目指しています。

新潟の風土を活かしたオリジナル瓶詰めシ
リーズ。レシピパンフレット付き。
セット内容
SHO SUZUKI NIIGATA シリーズ（長岡巾着茄子ゆずジンジャー／越路バーニャ
カウダ ／三年味噌のバーニャカウダソース／佐潟ハーブソルト）

新潟の風土を活かしたオリジナル瓶詰めシ
リーズ。レシピパンフレット付き。
セット内容
SHO SUZUKI NIIGATA シリーズ（越路バーニャカウダ／三年味噌のバーニャカウダ
ソース／山古志神楽南蛮パスタソース／新潟トマトソース／長岡巾着茄子ゆずジン
ジャー／佐渡あごだしブレンド／佐潟ハーブソルト／安塚雪室熟成塩スパイスMIX）

新潟の食文化を活かした SUZUの定番の味わ
いを手軽に楽しむ無添加調味料セット。
セット内容
SHO SUZUKI NIIGATA 醤油と麹のドレッシング／ SHO SUZUKI NIIGATA 焼
きあごだし醤油／ SHO SUZUKI NIIGATA 新潟旨みタレカツのタレ

新潟の食文化を活かした SUZUの定番の味わ
いを手軽に楽しむ無添加調味料セット。
セット内容
SHO SUZUKI NIIGATA シリーズ 全６品
（醤油と麹のドレッシング／焼きあごだし醤油／新潟旨みタレカツのタレ／佐潟
ハーブソルト／玄米野菜茶-ほうじ茶ブレンド-／Soup stock合わせあごだし）

新潟県産の玄米米粉で作ったグルテンフリークッキーと SUZU
オリジナカフェインレスオーガニックコーヒーセット。
セット内容
SUZUオリジナルブレンド カフェインレスコーヒー（ドリップパック）×3／
SHO SUZUKI NIIGATA 新潟ライスクッキー×2

玄米米粉と国産小麦で作ったパンケーキミッ
クスと大人気高塚農園のジャムセット。
セット内容
136 PANCAKE MIX（300g）×2／タカツカ農園ジャム（越後姫いちご／ブルー
ベリー／キウイ／ル レクチエ）

旬の野菜の美味しさを詰め込んだ手作りの万
能ディップソース。　
セット内容
Johnny ディップソースシリーズ（辛子なすタルタル／完熟トマトマヨ／えだま
めマヨ／かぐら南蛮みそマヨ）

生産者と生活者を結ぶおむすびジャム。伝統
食材を活かしたお米に合うディップソース。
セット内容
おむすびジャムシリーズ（玄米トマト味噌／巾着茄子ジンジャー／神楽南蛮に
んにく／大口れんこんカレー味噌）

新潟の旬のフルーツの美味しさと新潟の発酵文化を詰め込んだ
フルーツシロップ。
セット内容
FRUITS HAKKO SYRUPシリーズ（巨峰／ル・レクチエ／越後姫／黄桃）

作物本来の美味しさにこだわったフルーツ童夢さんのルレクチ
エ。
セット内容
フルーツ童夢（新潟市白根）で育ったル・レクチエ（2kg）
※ 6～7個が入ります。
※ 実際はギフトボックスに入れてお送りいたします。

こだわりの新潟フルーツを贅沢に楽しむスペシャルセット。

セット内容
フルーツ童夢のル・レクチエ（3個）／ FRUITS HAKKO SYRUPシリーズ（ル・
レクチエ／巨峰／白桃／黄桃）

摂田屋で生まれた機那サフラン酒香るオリジナル
カヌレ。米粉をブレンドしカリカリもちもち食感。

セット内容
365BAKE 摂田屋キャラメルカヌレ（10 個）

越のむらさきさんの３年熟成丸大豆醤油を使用
した濃厚で奥深い味わいのテリーヌショコラ。
セット内容
365BAKE 摂田屋テリーヌショコラ

醸造のまち摂田屋にある発酵・醸造の蔵の
魅力を味わうこだわりセット。
セット内容
醸造のまちのシリーズ（ビスコッティ／キャラメルナッツ／サフランコーラ／
ヴィーガンカスタード）

01 3,600 yen
SHO SUZUKI NIIGATA 4本 セット 02 6,800 yen

SHO SUZUKI NIIGATA 8本 セット

05 2,800yen
SUZU 調味料 レギュラーセット 06 5,000 yen

SUZU 調味料 プレミアムセット

10 1,500 yen
SUZU Tea Time セット 11

03 3,000 yen
Johnny ディップソース 4本 セット 04 2,500 yen

おむすびジャム 4本 セット

07 3,000 yen
フルーツ発酵シロップ 4本セット 08 4,000 yen

フルーツ童夢のル・レクチエ（2kg） 09 5,000 yen

フルーツ童夢のル・レクチエ
　　　　＆フルーツシロップ セット

12 2,500 yen
摂田屋キャラメルカヌレ 13 3,500 yen

摂田屋テリーヌショコラ
3,800 yen
摂田屋詰め合わせセット144,000 yen

タカツカ農園ジャム
　　　  ＆136 PANCAKE MIXセット
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クール便

冷凍商品
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冷凍商品
クール便

＜ 価格について ＞ ＜ 送料について ＞
商品のサイズにかかわらず、一律で承っております。
常温商品：700 円（北海道・沖縄は 1,000 円）
クール便：900 円（北海道・沖縄は 1,200 円）
ご準備が出来次第、11 月 3日以降、順次発送いたします。

＜ のしについて＞
のしの種類や名入れについては
店舗スタッフにおたずね下さい。

＜ 販売について＞
県内の SUZU GRUOP 各店とオンラインショップでご購入
いただけます。

全て税込み価格です。
商品と BOX代を合わせた価格を表示しています。
ご希望の方には紙袋をおつけいたします。（１商品
につき１枚）ご購入の際にお申し付けください。

セット内の商品の使用してい
る食物アレルゲン特定原材料
7品目を表示しています。

こちらのマークがついている商品は冷凍商品
のため、クール便にてお送り致します。

取扱期間
ご予約開始：2022 年 10 月 17 日（月）～

お渡し・発送・店頭販売開始
　  2022 年 11月 3日（木・祝）～
※ ご予約いただいた商品は、11月 3日以降、受付順に発送いたします。

小麦 乳成分 卵

落花生 そば えび かに

御
歳
暮 ※ 店頭お渡しについて

その場でお渡しができる商品は店舗により異なります。詳しくは
ご利用の店舗にお問合せください。
店舗でお取り扱いの無い商品や大量のご注文の場合は、1週間前
のご予約でご希望の店舗にてご用意させていただきます。お気軽
にご相談ください。


