
心伝心伝心伝心伝わるとべやのわるとべやのわるとべやのわるとべやのギフトギフトギフトギフト    
●●●●天然醸造味噌天然醸造味噌天然醸造味噌天然醸造味噌    ●●●●漬物漬物漬物漬物    ●●●●佃煮佃煮佃煮佃煮    ●●●●天然天然天然天然だしだしだしだし醤油醤油醤油醤油のもとのもとのもとのもと    ●●●●おかずおかずおかずおかず味噌味噌味噌味噌    

大正十四年創業大正十四年創業大正十四年創業大正十四年創業    老舗老舗老舗老舗のののの味味味味 

おおおお漬物漬物漬物漬物、、、、佃煮佃煮佃煮佃煮    
大正１４年４月、創業者戸邊信親 (とべのぶちか) は「とべや/戸辺食品工業株式会社」

の前身「羽田屋」(はんだや)を創業しました。 

農家の長男だったにもかかわらず、商売をしたいと家を出て、行商をしたのが始

まりです。次第に仕入れて売るだけの商売に飽き足らず、野菜を加工して売る

ことをはじめました。 

当初は、沢庵漬、福神漬などから始まり、少しづつ種類を増やし、オリジナル商

品も誕生しました。 

きゅうりの紫蘇唐辛子風味の醤油漬、「しそ南ばん」は、お子様からご年配の方

まで、お気に入りいただいております。 

その他、醤油漬、たまり漬、味噌漬、佃煮など、どれも味にこだわり、丁寧に作っ

ております。 

天然醸造味噌天然醸造味噌天然醸造味噌天然醸造味噌    
一時代前は、どこのご家庭でも、自分の家で使う味噌は自分で仕込むものでした。昭和になっ

て、味噌が味噌工場で大量生産されるようになり、食料品店やスーパーで買う人が増えて、味噌

作りの習慣は家庭から消えようとしておりましたが、それでも昔ながらに自家用の味噌を作り続

けておりました。 

二代目の隆は、この大量生産の時代だからこそ家庭で作る味噌の味を残してもらいたいと、昔な

がらの方法での手作り味噌教室をはじめ、同時に天然醸造味噌の販売を始めました。 

国産の原料を使って仕込み、自然の気温上昇を頼りにじっくりと熟成発酵させる味噌は、一度食

べたら他の味噌では物足りないと、リピーターの方が大勢いらっしゃいます。 

この自社製の味噌を利用した、「味噌漬」や「おかず味噌」も、やさしい味わいで、 

発売以来人気商品となっております。 

長者納豆長者納豆長者納豆長者納豆    
納豆の製造を始めたのは、1985年(昭和60年)。隣の茨城県のつくば市でつくば博が開かれ、お土産用の 

わらつと納豆の生産を手伝ってくれと頼まれたのがきっかけです。現在では、少量ではありますが、手作

りで、昔ながらの経木(きょうぎ)に包んだ納豆作りをつづけております。 

創業者戸邊信親の生まれた辺りにある小高い丘は、長者様が住んでいたと「長者平(ちょうじゃだいら)」

と呼ばれ、近くにある長者沼には毎年白鳥が飛来するような、自然豊かなところです。とべやのルーツ

ともいえるこの場所の名前をつけました。 

天然天然天然天然だししょうゆのもとだししょうゆのもとだししょうゆのもとだししょうゆのもと    
“だし”は、日本が世界に誇る食文化です。いろいろな乾物からだしをとる方法の一つとして、昔

から台所で行われてきたのが、“醤油につけておく”というシンプルな方法。数時間おくだけで、

じんわりとだしが出て、まろやかなだし醤油が出来上がります。 

台所の裏ワザともいえる、この方法を形にしたのが、天然だししょうゆのもとです。 

日本各地から厳選したダシのもとがビンにセットされておりますので、いつもお使いの、ご自分

好みのお醤油で、お好みのだし醤油をおつくりいただけます。ダシのもとは、７～８回程度、 

継ぎ足してお使いいただけます。 

漬物漬物漬物漬物、、、、味噌味噌味噌味噌、、、、納豆納豆納豆納豆などのなどのなどのなどの発酵食品発酵食品発酵食品発酵食品やややや、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな乾物類乾物類乾物類乾物類からからからから出出出出るだしはるだしはるだしはるだしは、、、、私私私私たちたちたちたち日本人日本人日本人日本人

がががが古古古古くからくからくからくから受受受受けけけけ継継継継いできたいできたいできたいできた食文化食文化食文化食文化。。。。世界世界世界世界にににに誇誇誇誇れるれるれるれる、、、、大切大切大切大切なななな財産財産財産財産ですですですです。。。。    

〒324-0058          ０１２０-０２-１２７８   ℡ ０２８７-２３-１２２１ 

栃木県大田原市紫塚4-3944 
【Email】  tobeya@info.email.ne.jp    【HP】http://tobeya.co.jp/ 

 

※経木(きょうぎ)とは、松の木を薄く紙のように削ったもの。通気性があり、納豆にやさしい素材です。 

掲載されているものの他にもご予算・お好みにより調製いたしますので 

お気軽にお申し付け下さい。 

●漬物 佃煮 味噌 納豆● 

長者納豆と他の商品を一緒にご注文の場合、 

特にご指定がなければ、同梱させていただきます 

 また、在庫状況により、出荷に日数がかかる場合がございます

ので、ご了承下さい。 

●●●●送料送料送料送料    

都道府県ごとに下記のようにご請求いたします。 

●●●●おおおお支払支払支払支払についてについてについてについて    

郵便振替用紙を商品に同封、又は郵送いたしますので、商品到着後、２週間以内にお近くの郵便局よりお振込み下さい。 

代金引換も可能ですが、別途手数料（315円～）がかかります。 

７４０円 

東京 神奈川 千葉 埼玉 栃木 茨城 群馬  

福島 山形 宮城 山梨 新潟 長野 富山 石川  

福井 静岡 愛知 三重 岐阜 

８４０円 
青森 秋田 岩手 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山  

兵庫 

９５０円 岡山 広島 山口 鳥取 島根 

１０５０円 香川 徳島 愛媛 高知 

１１６０円 北海道 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 

１２６０円 沖縄 

但し、  ◆１ヶ所にお送りする品代が、 

        3,150円以上は半額、 

       10,500円以上は無料 といたします 

      ◆長者納豆ご注文の場合は、クール便でお 

        送りいたしますので、クール料金２１０円を 

        加算いたします    

〒324-0058            0120-02-1278 

栃木県大田原市紫塚4-3944 

℡０２８７－２３－１２２１ 

【ＨＰ】http://tobeya.co.jp/ 

【Email】shopmaster@tobeya.co.jp 
 

●●●●ごごごご注文注文注文注文のののの方法方法方法方法    

郵便郵便郵便郵便でごでごでごでご注文注文注文注文・・・【注文書】に必要事項をご記入の上投函してください。 

ファックスファックスファックスファックスでのご注文・・・【注文書】にご記入の上、送信してください（FAX 0287FAX 0287FAX 0287FAX 0287----23232323----1231123112311231） 

電話         0120012001200120----02020202----1278127812781278            携帯電話からは、、、、℡℡℡℡0287028702870287‐‐‐‐23232323‐‐‐‐1221122112211221 

ＥＥＥＥメールメールメールメール        shopmaster@tobeya.co.jp   
    



お試しにちょうど良い 

４００ｇパック。 

バラ売りは４８０円～ 

手造り味噌  

４パック詰合せ 【大】 
米糀味噌８００ｇパック   

米麦混合味噌８００ｇパック  

麦麹味噌８００ｇパック    

黒豆味噌８００ｇパック    

                箱入４,２４０円 

国産大豆を使い、経木※ (きょうぎ) に包んで醗酵させた納

豆です。通気性がある自然素材なので、納豆にも環境にも

やさしい素材です。納豆好きの方が太鼓判を押すおいしさ

です。 
 

◇賞味期限内に食べきれない場合は、冷凍保存できます。 

◇この商品はクール便でお送りします。 
 

※経木(きょうぎ)とは、松の木を紙のように 

 薄く削ったもので、お経を書くのに 

 使われたそうです 

在庫状況により、ご注文後一週

間程度かかる場合がございま

す。ご来店の場合も、約一週間

後のお渡しとなる場合がござい

ます。ご了承下さい。 

古くて新しい、目からウロコの台所の裏ワザ！ 

お手持ちのお醤油を加えて待つだけ！日本各地から取り寄せた、国

産の厳選素材からじんわりと旨味が出て、極上のだし醤油の出来

上がり。添加物を使わない、本当の旨味が味わえます。 

天然だし醤油のもと 

３本詰合せ  

おかず味噌３本詰合せ  

国産のしょうが・青唐辛子・にんにくを使って作りました。 

食卓のお供の『食べる味噌』 

●白いご飯やおにぎりに●野菜炒めなどの調味料に 

●和え物やお料理の隠し味に 

手造り味噌  

２パック詰合せ 【大】 
米糀味噌８００ｇパック    

米麦混合味噌８００ｇパック  

               箱入１,９３０円 

●手造り天然醸造味噌● 

●おかず味噌● 

８００ｇパックセット 

●天然だししょうゆのもと● 

●長者納豆● 

使いやすい 

８００ｇパック。 

バラ売りは８４０円～ 

毎日の食卓に欠かせない、 

おいしい味噌を 

ご家庭用にもどうぞ 
●１ｋｇ量り売り ¥８８０~ 

●８００ｇパック入り ¥８４０~ 

●４００ｇパック ¥４８０~  

長者納豆詰合せ 

 (１２個入)  
１つ８８g(約２食分) 

たれ・からし付 

 箱入 １,９５０円  

手造り味噌  

２パック 

詰合せ 【小】 
米糀味噌４００ｇパック    

米麦混合味噌４００ｇパック  

                箱入１,０６０円 

手造り味噌  

４パック詰合せ 【小】 
米糀味噌４００ｇパック    

米麦混合味噌４００ｇパック  

麦麹味噌４００ｇパック    

黒豆味噌４００ｇパック    

                  箱入２,４６０円 

【内容】 

青とうがらし味噌  

しょうが味噌 

にんにく味噌 

 各１５０g入３本箱入  

 １,７４０円 

箱入１,７４０円 

４００ｇパックセット 

４００ｇパックセット 

８００ｇパックセット 

箱入各２,５００円 
天然だし醤油のもと３本 

マルシチ醤油２本 詰合せ  

箱入各１,１５０円  

中身をお選び下さい 

だし醤油のもと３種と、 

日光市、高橋弥次右衛門商店のマルシチ醤油の詰合せ 
天然だし醤油のもと 

２本詰合せ  

天然だし醤油のもと 

マルシチ醤油詰合せ 

箱入各１,０００円  

中身をお選び下さい 

※
中
身
を
お
選
び
下
さ
い 

※
中
身
を
お
選
び
下
さ
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※
醤
油
は

５００

ml
入
り
で
す 

⇒  

⇒

 基本基本基本基本のだしのだしのだしのだし        

        昆布昆布昆布昆布・・・・鰹節鰹節鰹節鰹節・・・・椎茸椎茸椎茸椎茸・・・・スルメスルメスルメスルメ    

     

    〈旨〉（（（（うまみうまみうまみうまみ））））            

     根昆布をプラス 

 〈味味味味〉〉〉〉（（（（あじわいあじわいあじわいあじわい））））     

     唐辛子の辛みをプラス 

    〈香〉（（（（かおりかおりかおりかおり））））                

   にんにくの香りをプラス 

使使使使いやすいいやすいいやすいいやすい    

小小小小びんびんびんびん入入入入りりりり    

そのままそのままそのままそのまま食卓食卓食卓食卓にもにもにもにも    

漬物佃煮１３品木樽入 
しそ南ばん    たまり漬 

あとひき茶漬   一乃漬 

細竹入りたらの芽 大根味噌漬 

きゅうり味噌漬  しょうが味噌漬 

葉唐辛子    きゃら蕗 

椎茸旨煮    きのこ三昧 

青唐佃煮   

              ５,２５０円 

漬物佃煮１０品木樽入 
しそ南ばん      たまり漬 

あとひき茶漬     一乃漬 

細竹入りたらの芽  大根味噌漬 

葉唐辛子       きゃら蕗 

椎茸旨煮       きのこ三昧  

              ４,２００円 

●那須野が原のうまいもん● ●とべやの味セット● 

とべやで人気の品々を詰合せました 地元で愛される味の数々を、詰合せました 

●お漬物・佃煮● 

※とべやのある、栃木県大田原市は、『平家物語』の弓の名手 

「那須与一」の生まれ故郷といわれています。 

漬物佃煮５品紙樽入 
しそ南ばん  葉唐辛子  たまり漬 

一乃漬    激辛青唐辛子漬 

               ２,１００円 
漬物佃煮 ７品紙樽入 

しそ南ばん      葉唐辛子 

たまり漬       きゃら蕗   

細竹入りたらの芽  一乃漬   

激辛青唐辛子漬 

        ２,９４０円 

漬物佃煮９品紙樽入 
しそ南ばん 

葉唐辛子 

たまり漬 

きゃら蕗 

きのこ三昧 

細竹入りたらの芽 

一乃漬 

椎茸旨煮 

激辛青唐辛子漬 

                   ３,６７５円 

とべやの味セット【小】 

         箱入   ２,０５０円 
 

【内容】  しそ南ばん ・ たまり漬 

  きゃらぶき 

     米糀味噌４００ｇパック 

  米麦混合味噌４００ｇパック 

漬物佃煮８品箱入  
葉唐辛子   しそ南ばん      たまり漬  きゃら蕗 

きのこ三昧  細竹入りたらの芽  一乃漬   椎茸旨煮 

                          ３,１５０円 

漬物佃煮５品箱入 
葉唐辛子   たまり漬 

しそ南ばん  一乃漬 

きゃら蕗 

                                  ２,１００円 

漬物佃煮３品箱入 
たまり漬  しそ南ばん 

葉唐辛子       

                   １,２６０円 

那須与一の里うまいもんセット 

       箱入   ３,５００円 
【内容】  

とべや／しそ南ばん・葉唐辛子・きゃらぶき 

              米こうじ味噌 ４００ｇパック 

吉岡食品／七味唐辛子 

本宮／いちご羊羹 

那須トラピスト修道院／ガレット 

和泉屋醸造店/たまり漬のもと 

林屋川魚店／鮎甘露煮  

       

漬物佃煮いろどりセット 
 

しそ南ばん      たまり漬 

あとひき茶漬     激辛青唐辛子漬 

細竹入りたらの芽  一乃漬 

葉唐辛子       きゃら蕗 

椎茸旨煮       きのこ三昧 

しその実       椎茸きゃらぶき 

            ３,５００円 

ビンのサイズ ４cm×４cm×２.５cm(高さ) 

内容量     それぞれ６０～８０ｇ 

とべやの味セット【大】 

          箱入   ３,５００円 

 

【内容】 しそ南ばん・たまり漬・大根味噌漬 

一乃漬・葉唐辛子・きゃらぶき 

米糀味噌４００ｇパック 

米麦混合味噌４００ｇパック 

天然だし醤油のもと【旨（うまみ）】 

限定限定限定限定111100000000セットセットセットセット    

この商品は１２月１日以降の発送になります 


