伝えたい、ふるさとの味

善光寺

創業 1848 年 信州味噌醤油醸造元

国登録文化財 西隣りに
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三原屋商店
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営業時間：8:30-18:00 （土日祝日は不定休）

私たちの日本には、有史以前から微生物を利用した豊かな食文化がありました。その伝統を
受け継いでいるのが味噌や醤油など発酵食品なのだと思います。
三原屋は信州善光寺の閑静な住宅街にある味噌と醤油の醸造元です。今でも 1848 年の創
業当時そのままの味ともいわれる「仕込みそ」と「火入れしょうゆ」の製造販売を続けています。
時代とともに人間社会が変わっても、大地に根ざして人知れず咲き誇る山野草のように美しく
ありたい。登録商標の「高原乃華一心」には、そのような願いが込められているのです。
信州の豊かな自然に育まれた、三原屋の味噌と醤油。表面にはギフトセット、裏面には各種
商品のご案内をさせていただきました。皆様のご用命を心からお待ち申し上げます。

国登録有形文化財

ふるさとの味「仕込みそ」

伝統の「火入れ醤油」

採れたての新鮮な野菜や畑の土には無数
の微生物が生命を営んでいます。自家製の
仕込みそも同じで、沢山の発酵菌が豊かな風
味を醸します。
私たちは太古の昔から発酵食品に親しん
できました。それは、腸内細菌と非腸内細菌
が相互に影響を及ぼしあって共に進化した生
命の歴史と関係あるのかもしれません。
手前みそは、ふるさとの味。三原屋は仕込
みその製造販売を通じて、皆さまの健康と手
づくり料理を応援します。

昔から醤油づくりの基本は一麹、二櫂、三火
入れ、といわれてきました。江戸時代には浮世
絵に絵師・彫師・摺師がいたように、醤油職人
も分業で成り立っていたのです。
今でこそ火入れを省いた生醤油が売られる
時代ですが、醤油職人が生涯をかけて道を究
めるに値するほど火入れの技術は奥深いもの
なのです。
三原屋は先達が究めた伝統製法を今に継
承する数少ない生産者。時代を超えて受け継
がれた伝統の味をお届けします。

三原屋商店

信州善光寺の仁王門から西に
300m、二つ目の信号の先に三原屋
があります。かつては商人の町として
栄えた櫻小路の一角に、重厚な土蔵
造りの店舗と醸造蔵が見えて来ます。
三原屋の創業は 1848 年。創業当
時は米穀商を本業としていました。六
棟ある土蔵群は登録有形文化財。醤
油の芳ばしい匂いが周囲を漂う、古き
時代の風情を今に伝えています。

信州を贈ろう！
季節限定ギフト（送料別）

季
節
の
生
無
添 み
加 そ

2kg 化粧樽
4kg 化粧樽

4,500 円+税

戸隠そばセット

6,000 円+税

生本十割そば 化粧箱
4 食入り 2,100 円+税
6 食入り 2,700 円+税

長野県産大豆と長野県産米を原料
にした無添加の生みそです。

飯縄高原 2,500 円+税
業務用商品

ご案内

6 代目 河原清隆

黒姫高原

妙高高原

3,300 円+税

3,800 円+税

賞味期限 90 日

生本十割そば 手提げ箱
4 食入り 1,900 円+税
6 食入り 2,500 円+税

戸隠高原

4,100 円+税
※信州戸隠生本十割そば 4 食分の場合

（表示価格は 2018 年 6 月現在の税別価格です）

大吟（赤）みそ 特級（白）みそ

徳用（赤）みそ

徳用（白）みそ 調味液 あさ漬けの素 一心 塩こうじ 一心 めんつゆ

20kg 箱

20kg 箱

140gx20 \6,000 360mlx12 \4,000
\5,000 500mlx12 本 \3,300
一心しょうゆ豆 卓上用 減塩しょうゆ
だしつゆ
料理がうまい
こいくちしょうゆ 食塩16% あまじおしょうゆ 食塩14% うすくちしょうゆ 食塩17%
250gx30 \9,000 150mlx20 \4,000
1.8Lx6 本 \3,900 @650 1.8Lx6 本 \4,200 @700 1.8Lx6 本 \3,900 @650 500mlx12 本 \5,500

10kg 箱

\5,000 10kg 箱

\5,000

\6,400

仕込みそ＆熟成みそ

仕込みその豊かで家庭的な風
味は、生産効率を犠牲にした
少量仕込みから生まれます。

素朴だけれど豊かな味わい、仕込みそ

仕込みそ「熟成品」 季節のお味噌をお届けします
家庭サイズの仕込みそを三原屋の醸造蔵で熟成させました。蔵
出し鮮度をお届けするためにご用命をいただいてから計量します。

「仕込みそ」はお客様のご家庭で熟成させる味噌のことで、三原屋
創業の江戸時代からの伝統があります。家庭ごとに異なる個性を持っ
た発酵菌が棲んでいるため、誰でも我が家の手前みそが楽しめます。
日本には季節の旬を愛でる豊かな食文化がありました。また、防災
備蓄をかねて、三年味噌から食べはじめる習慣がありました。三原屋
はそのような時代に親しまれた手づくりの品質をお届けします。

仕込量

仕込みそ 16ｋｇ

手づくり感

2ｋｇ
4ｋｇ
600ｇ
8ｋｇ
1,000 円+税 2,000 円+税 3,000 円+税 5,200 円+税
（1,080 円） （2,160 円） （3,240 円） （5,616 円）

仕込みそ「熟成品」

8,200 円+税（8,856 円）

三年味噌

16kg 仕込みそ

一心みそ 1ｋｇ
600 円+税（648 円）

豊かな味わい

100kg 季節の味覚
500kg

一心みそ

冬（12 月）～春

1ｔ ↑小規模生産者
5ｔ
10ｔ
100ｔ

16kｇ
9,250 円+税
（9,990 円）

粒
←
・→
こ
し

↓大規模生産者

一心みそ

経済性
品質一定

通年 500kg 仕込

微生物の多様性

秋

未熟成

しょうゆ ＆つゆ・だし
おいしい醤油は、桶火入れ
老舗の蕎麦つゆは、食べ始めから終
わりまで味が変わりません。このように希
釈されても味の印象が変わらない性質を
「伸び」といいます。そして「伸び」の秘密
は、火入れ醤油の香りの質に違いがある
のです。

冬

秋
夏

秋

秋

白づくり（粒／こし） 赤づくり（粒／こし）
中甘口・淡色

赤色・中辛口

赤づくり（粒）
赤づくり（こし）

仕込みそと同様に、発酵菌が生き
ている生みその仲間です。開封して
から別の容器に移すと、発酵菌が活
動を始めて芳醇な香りをつくりはじ
めますので、室温でご利用ください。

夏

熟成度
褐色・辛口

出荷時期や御購入後の保管状態のちが
いにより季節で熟成度が変わります

調理用

浅漬けの素 500ml

淡色・あっさり

（食塩濃度）

300 円+税（324 円）

濃口醤油 500ml
400 円+税（432 円）

だしつゆ 500ml
500 円+税（540 円）

白だし 360ml

昆布醤油 500ml

500 円+税（540 円）

国内で生産されているつゆ類はほと
んど全てが 120～135℃で殺菌されるの
で、本来の風味が変化しているといえま
す。さりとて、素人が生醤油を加熱して芳
醇な香りを引き出すことは難しいもので
す。
三原屋のしょうゆやつゆの加熱温度は
すべて 85℃。経験豊かな職人の感性で
つくります。

夏

春

白づくり（粒）
白づくり（こし）

500 円+税（540 円）

めんつゆ 360ml

減塩醤油 500ml

400 円+税（432 円）

500 円+税（540 円）
淡味・減塩・低刺激

大手メーカーの減塩醤油

卓上用

濃色・こってり

うす味なのに、美味しい。そして、低刺激
・・・しょうゆ選びの常識を変える、卓上しょうゆです
最新の研究から、食物アレルギーの原因がわかってきました。
それは「経皮吸収」といって、皮膚に炎症がある状態で食物成
分に繰り返し触れるとアレルギーを発症することです。
赤ちゃんの場合は口周りのケアが重要で、淡味・減塩・低刺
食卓の減塩醤油
激の三拍子そろった三原屋の卓上醤油が役立ちます。離乳食 150ml 300 円+税（324 円）
が卒業間近の赤ちゃんはもちろん、濃い味に慣れてしまったか 一心/コアラ/ずくだせ！減塩
もしれない赤ちゃんのお父さんとお母さんにもオススメします。 ※3 種類のラベルがあります

三原屋の場合 （回分式）
85℃ 30 分 桶または釜

その他（関連商品）
肉や魚を柔らかくする
魔法の調味料

大根・なす・きゅうり
の詰め合わせ

しょうゆ豆こうじ 140ｇ

塩こうじ 140ｇ

みそ漬け 250ｇ

しょうゆ豆 250ｇ

冷凍米糀 1kg

500 円+税（540 円）

400 円+税（432 円）

600 円+税（648 円）

450 円+税（486 円）

1,000 円+税（1,080 円）

北信濃に伝わる発酵食品
ネギを刻んで、ご飯のお伴に

ご用命 でんわ

026(234)2041

土日祝日を除く 8:30-18:00

ＦＡＸ

026(234)7788

送料のご案内
（発送 1 梱包あたり）
本州域内
九州・四国・北海道

お支払

沖縄・離島
郵便局またはコンビニで

800 円（税込 864 円）
1,200 円（税込 1296 円）
別途お見積

クール便、代金引換は各 200 円で別料金となります

信州戸隠

生本十割そば
2 食分
650 円+税（702 円）
※そば粉産地限定品は時価

お願い 表示価格は税別で、2018 年 6 月現在の状況です。商品価格および内容は予告なく変更される場合がありますので、ご注文時に随時ご確認ください。

