津南町特産品推奨品一覧
【こめ床】

平成 20 年 7 月認定

100％津南産（魚沼産）のコシヒカリを使用した米麹の甘みは絶品です。麹
から全て手作りで、無添加の安心安全なおいしい漬床です。

◆販売元：㈱竜ケ窪温泉
TEL：025-765-5888 FAX：025-765-5888
◆販売価格：４５０円
◆公式ＨＰ：http://www.ryugakubo.com/

【本醸造 霧の塔】

平成 20 年 7 月認定

幅のあるコク味と、引き締まった後味。甘・辛・ピンを目標にした本格清酒
です。
◆販売元：津南醸造㈱
TEL：025-765-5252 FAX：025-765-5252
◆販売価格：１，０７０円（720ｍｌ）
◆公式ＨＰ：http://www.tsunanjouzou.jp/company.html

【純米吟醸 霧の塔】

平成 21 年 9 月認定

爽やかな香り優しい口当たり。丹念に醸し上げた味わい深い純米吟醸酒
です。
◆販売元：津南醸造㈱
TEL：025-765-5252 FAX：025-765-5252
◆販売価格：１,８００円（720ｍｌ）
◆公式ＨＰ：http://www.tsunanjouzou.jp/company.html

【本醸造 名水の恵】

平成 21 年 9 月認定

幅のあるコク味と、引き締まった後味。甘・辛・ピンを目標にした本格清酒
です。
◆販売元：津南醸造㈱
TEL：025-765-5252 FAX：025-765-5252
◆販売価格：１,０００円（720ｍｌ）
◆公式ＨＰ：http://www.tsunanjouzou.jp/company.html

【名水ゼリー】

平成 20 年 7 月認定

①せせらぎ（自家製梅果肉使用）
②縄文ワインゼリー（津南産ワイン使用）
③ブルーベリーゼリー（津南町相吉産ブルーベリー使用）
◆販売元：㈲好月
TEL：025-765-2125 FAX：025-765-2125
◆販売価格：１，２５０円（10 個セット）
◆公式ＨＰ：http://www12.ocn.ne.jp/~kogetsu/

【津南のひまわり】

平成 20 年 7 月認定

津南のひまわりをお菓子に表現しました。アーモンド、ごま、ひまわりの種
を使った洋風せんべい風。発売以来の人気商品です。
◆販売元：㈲好月
TEL：025-765-2125 FAX：025-765-2125
◆販売価格：５５０円（1 袋 5 枚入り）
◆公式ＨＰ：http://www12.ocn.ne.jp/~kogetsu/

【苗場山 生酒しぼりたて】

平成 20 年 7 月認定

文字通り、しぼられてから一切熱処理しない新鮮な香りと純良な味をその
ままびん詰めした生酒です。
◆販売元：滝沢酒造株式会社
TEL：025-765-2011FAX：025-765-2011
◆販売価格：１，２６０円（720ｍｌ）
◆公式 HP: http://www.naebasan.com/
●全国新酒鑑評会入賞
●関東信越国税局酒類鑑評会優秀賞

【苗場山 特別本醸造】

平成 20 年 7 月認定

酒造好適米五百万石を 60％精白し、こくがあり口当たりの良い、いくら飲
んでも飲み飽きないお酒です。
◆販売元：滝沢酒造株式会社
TEL：025-765-2011 FAX：025-765-2011
◆販売価格：１，１００円（720ｍｌ）
◆公式 HP: http://www.naebasan.com/
●全国新酒鑑評会入賞
●関東信越国税局酒類鑑評会優秀賞

【大吟醸 龍ヶ窪】

平成 20 年 7 月認定

雪と緑に囲まれた自然が生み出す清冽な伏流水と、最高の好適米山田
錦を 40％に精白し、極寒の蔵で情熱をかたむけた逸品。
香り高く、きりっとした淡麗な味わいのお酒です。
◆販売元：滝沢酒造株式会社
TEL：025-765-2011 FAX：025-765-2011
◆販売価格：３，２７０円（720ｍｌ）
◆公式 HP:http://www.naebasan.com/
●全国新酒鑑評会入賞
●関東信越国税局酒類鑑評会優秀賞

【にんじんジュース】

平成 20 年 7 月認定

豪雪地帯で育つにんじんは、寒さから身を守るため甘みを感じる成分のア
ミノ酸を多く作ります。ミキサーなどは使わず、丸ごとぎゅっと絞ったものを
ろ過せずに瓶詰めしています。
※にんじん 98％＋レモン果汁、梅エキス
◆販売元：㈲フジミヤ
TEL：025-765-2823FAX：025-765-2823
◆販売価格：２１０円
◆公式ＨＰ：http://www.aji-e.com/

【にんじんミックスジュース】

平成 20 年 7 月認定

豪雪地帯で育つにんじんは、寒さから身を守るため甘みを感じる成分のア
ミノ酸を多く作ります。ミキサーなどは使わず、丸ごとぎゅっと絞ったものを
ろ過せずに瓶詰めしています。
※にんじん 62％＋リンゴ果汁、レモン果汁、梅エキス
◆販売元：㈲フジミヤ
TEL：025-765-2823 FAX：025-765-2823
◆販売価格：２１０円
◆公式ＨＰ：http://www.aji-e.com/

【煎豆ミックス】

平成 20 年 7 月認定

厳選した豆と落花生、あられを使い、豆が本来持つ独特な甘みにほの
かな砂糖の味が感じられます。お茶請けに最適です。
◆販売元：㈲フジミヤ
TEL：025-765-2823 FAX：025-765-2823
◆販売価格：３７０円
◆公式ＨＰ：http://www.aji-e.com/

【招き豆（青豆塩味）】

平成 21 年 9 月認定

津南産の青豆に塩味を付けて煎った豆で、青豆の香りが楽しめます。
ビールのつまみに最適です。
◆販売元：㈲フジミヤ
TEL：025-765-2823 FAX：025-765-2823
◆販売価格：３７０円
◆公式ＨＰ：http://www.aji-e.com/

【招き豆（さといらず煎豆）】

平成 21 年 9 月認定

砂糖がいらないくらい甘いということで「さといらず」と名が付いたと言わ
れています。ゆえに味は一切付けずに煎っていますので、豆本来の味
が楽しめます。津南産「さといらず豆」使用。
◆販売元：㈲フジミヤ
TEL：025-765-2823 FAX：025-765-2823
◆販売価格：３７０円
◆公式ＨＰ：http://www.aji-e.com/

【山ぶどう羊羹】

平成 20 年 7 月認定

平成 17 年度新潟県の菓子祭り品評会において、全国菓子組合理事長
賞を受賞しました。天然・無添加の山ぶどう果汁・果実をふんだんに使
い、品の良い甘さとコク、強いコシが人気です。天然の山ぶどうは話題
のポリフェノールをはじめ、リンゴ産、鉄分などの滋養成分を豊富に含
み、健康面でも注目されています。
◆販売元：㈲松屋
TEL：025-765-2053 FAX：025-765-2053
◆ 販売価格：８００円（380ｇ）、６００円（270ｇ）
◆公式 HP: http://tsunan-matsuya.co.jp/
●平成 17 年全国菓子工業組合理事長賞
●平成 20 年全国菓子大博覧会栄誉大賞

【妻有の里】

平成 20 年 7 月認定

津南町の特産である花のカサブランカをイメージして、清楚で谷間の百
合のように味わい深いお菓子です。

◆販売元：㈲松屋
TEL：025-765-2053 FAX：025-765-2053
◆販売価格：１３０円
◆公式 HP: http://tsunan-matsuya.co.jp/

【津南の里】

平成 21 年 9 月認定

黒糖の風味とアーモンドの香ばしさがマッチした焼き菓子です。

◆販売元：㈲松屋
TEL：025-765-2053 FAX：025-765-2053
◆販売価格：９０円
◆公式 HP: http://tsunan-matsuya.co.jp/

【座卓】

平成 20 年 7 月認定

樹齢 400 年～600 年程の栃の木を何年もかけて自然乾燥させ、自然の
形をそのまま生かした作品です。同じものが２つとない逸品です。

◆販売元：山源木工
TEL：025-767-2091 FAX：025-767-2091
◆販売価格：時価
◆公式ＨＰ：http://www.otochi.com/

【木鉢】

平成 20 年 7 月認定

昔から生活の中で伝統的に作り使われてきた木鉢。仕上げにすじめ目
を入れる技法は、秋山郷独特の物で、こねる時に鉢に粉がつきにくくこ
ねやすい様に工夫されています。

◆販売元：山源木工
TEL：025-767-2091FAX：025-767-2091◆販売価格：時価
◆公式ＨＰ：http://www.otochi.com/

【とち蜜】

平成 20 年 7 月認定

秋山郷の栃の木の花からミツバチが採取したハチミツ。
甘みの中にコクがあり、後味がさっぱりしたハチミツです。
◆販売元：生蜂園
TEL：025-767-2065 FAX：025-767-2065◆販売価格：６５０円（300
ｇ）、１，１５０円（550ｇ）、２，４００円（1.2ｋｇ）

【秘蔵そば】

平成 21 年 9 月認定

国内産そば粉（特に上質なそば粉）の使用と当地伝来のつなぎに「ふ
のり」を加える製法により、「なめらかな舌触り」と「こしの強い」「風味の
ある」をそば。保存料、着色料等の食品添加物は使用していません。
◆販売元：旭商事
TEL：025-765-2069 FAX：025-765-2069◆販売価格：２４０円（1 束）
◆公式ＨＰ：http://www.tsunan-asahi.com/

【苗場そば（平切り）】

平成 21 年 9 月認定

国内産そば粉の使用と当地伝来のつなぎに「ふのり」を加える製法に
より、「なめらかな舌触り」と「こしの強い」のある製品に仕上ています。
保存料、着色料等の食品添加物は使用していません。

◆販売元：旭商事
TEL：025-765-2069 FAX：025-765-2069
◆販売価格：２２５円（1 束）
◆公式ＨＰ：http://www.tsunan-asahi.com/

【苗場そば（細切り）】

平成 21 年 9 月認定

国内産そば粉の使用と当地伝来のつなぎに「ふのり」を加える製法に
より、「なめらかな舌触り」と「こしの強い」のある製品に仕上ています。
保存料、着色料等の食品添加物は使用していません。

◆販売元：旭商事
TEL：025-765-2069 FAX：025-765-2069
◆販売価格：２２５円（1 束）
◆公式ＨＰ：http://www.tsunan-asahi.com/

【ふのりそば】

平成 24 年 7 月認定

越後魚沼産の香り高いそば粉をたっぷり使用し海草ふのりをつなぎと
する独特の伝統製法で打ち上げました。コシ強く、なめらかなのどごし
です。
◆販売元：旭商事
TEL：025-765-2069 FAX：025-765-2069◆販売価格：３８０円（1 束）
◆公式ＨＰ：http://www.tsunan-asahi.com/

【津南産 100%そば粉】

平成 23 年 1 月認定

自家栽培の津南高原産１００％のそば粉

◆販売元：NPO 法人かねさま蕎麦会
TEL：025-761-7774 FAX：025-761-7774◆販売価格：６００円（５００
g）
◆公式ＨＰ：http://www.kanesamasoba.com/

【手打ち かねさま蕎麦】

平成 23 年 1 月認定

自家栽培の津南産そば粉のみを使用し、栽培から手打ちまでを一貫し
て実施。石臼製粉、完全手打ち。
ふのりによる喉ごしの良さと山ゴボウによるコシの強さが特徴。
※生そばのため、賞味期限は製造日から２日間です。
◆販売元：NPO 法人かねさま蕎麦会
TEL：025-761-7774 FAX：025-761-7774 販売価格：３，６００円（５
合・つゆ付）
◆公式ＨＰ：http://www.kanesamasoba.com/

