野田の醤油
業務用商品のご案内
創業大正14年・醸造の街・野田のお醤油をお届けいたします。

天晴特級特選

特級

天晴特級特選丸大豆

特級

芳醇な香りと強い旨味が特長の

大豆の旨味を丸ごと引き出した丸大豆醤油。

特選クラスのこいくち醤油です。

まろやかな口当たりと深いコク、濃厚な香りが
特長です。

18L缶・18L BIB

天晴特級・本醸造

18L缶・18L BIB

特級

天晴上級・本醸造

上級

窪田を代表するこいくち醤油。

天晴特級の芳醇な香りを残しつつ

芳醇な香りとまろやかで旨味たっぷりな味は

よりすっきりとキレのある味わいに

どんな料理とも相性抜群です。

仕上げたしょうゆです。

18L缶・1.8Lﾍﾟｯﾄ×8本入
18L / 10L BIB

天晴淡口特級

18L缶・1.8Lﾍﾟｯﾄ×8本入
18L / 10L BIB

味しょうゆ・本醸造

特級

標準

素材の色や持ち味を活かす淡色のしょうゆです。

色が淡く、キレの良い味と旨味が特長です。

すっきりした味わいに穏やかな香りが特長です。

香りも穏やかで、どんな素材とも相性抜群です。

18L缶

18L缶
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新吟味醤油（濃口）

キッコーニロク・本醸造

上級

軽やかで穏やかな香りと

香り穏やかで色が淡く、

調和の取れた味と旨味。

キレの良い味と旨味は

特にラーメンとの相性は抜群です。

どんな素材とも相性抜群です。

18L BIB

18L缶・18L BIB

香り・味の厚み
重
厚

色・うまみ成分
天晴特級特選丸大豆

濃
赤

天晴特級特選丸大豆

天晴特級特選
芳
醇

穏
や
か

天晴上級

天晴特級

天晴特級特選
赤
褐

ニロク
新吟味
味醤油

淡口特級
すっきり

標準

調和した

天晴上級

天晴特級

ニロク
淡
黄

濃厚

新吟味
味醤油

淡口特級

少ない うまみ成分（全窒素分） 多い

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1,000Lコンテナ

9,200Lローリー

大容量のご注文も承っております。
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10,000Lローリー

業務用・味噌
当社では生みそにとどまらず、魚漬け・肉漬け用味噌や
液体味噌、スパイスを混合した味噌加工品などをお届け
しております。お気軽にご相談ください。

上撰みそ（白こし・米）

五割糀

マル仙みそ（赤こし・米）

五割糀

伝統的な製法をしっかり継承してじっくり仕上げた

一層の熟成期間を重ね、赤みそ特有の赤色が鮮やかに

白こし味噌です。白こし味噌独特のなめらかで

冴えた色合いと香味、さらに充分に塩なれした深い旨味

幅のある味わいは調理用・加工用みそとして

を出しました。様々な素材のおいしさを引き立たせるのは

汎用性が高く、幅広くお使いいただけます。

もちろん、みそ自体の風味を楽しむのに最適です。

20kg・10kg・4kgダンボール

こうじ味噌（白つぶ・米）

七割糀

20kg・10kg・4kgダンボール

こうじ味噌（赤つぶ・米）

七割糀

醸造の本場・野田の伝統に培われた匠の技術と

厳選した丸大豆を使用し、じっくり熟成させた赤粒の

極上の原料とのコンビネーションがこの上ないおいしさ

七割糀みそです。米こうじたっぷりで長期間熟成による

を造り上げました。白粒みそならではの甘味と旨味が

一層深いコクのある味わいをお楽しみいただけます。

凝縮した味わいの香り爽やかな七割糀みそです。

20kg・10kgダンボール

三倍味みそ（白こし・米）

20kg・10kgダンボール

玄米みそ（米みそ）

五割糀

手間暇かけて造り上げた味噌に、旨味調味料を加え、
味噌本来の味と香りが更に引き立つ、まさに「三倍うまい」
みそになりました。

十割糀

コシヒカリ玄米糀と国産丸大豆をじっくり熟成させた
玄米みそです。通好みの味わい深い極上のみそです。

白こし味噌特有のほのかな甘みと味わい、なめらかな
口あたりをお楽しみください。

20kg・10kg・4kgダンボール
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20ｋｇ・10kgダンボール

赤だしみそ（調合みそ）

野田の味みそ

五割糀

五割糀の白みそに、うまみ調味料を少々加えたみそです。

米みそと豆糀みその合わせみそです。時間をかけて

厳選された素材から生まれた味噌だから、

熟成させた、濃厚な味わいの赤だし味噌です。

どんな料理にも良く合います。昔ながらの素朴な

大豆と米の持つ旨味を存分に引き出した、深みのある

みそ本来の味を大切にしたコクのある味わい、なめらかな

コクが特徴です。みそ料理の隠し味としてもご使用

舌ざわり、マイルドな甘口のこしみそです。

いただけます。

1kgピロー×12入

20kg・10kgダンボール

甘みそ(こし）

五割糀

16割糀

関西で雑煮に使われるような、低塩分で甘味の強いみ
そです。西京漬けはもちろんのこと、砂糖の代わりに
ご使用いただくと奥行きのある甘味になります。

20kg・10kgダンボール
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醤
油

醸造の本場、野田の伝統に磨かれた
完成された味わい。
和の伝統と蔵元の職人芸が織りなす
多彩な味わいをお届けいたします。

天晴特級・こいくち

天晴特級・こいくち

醸造の本場・野田の豊かな自然と伝統の技術に育まれた
本醸造・特級しょうゆです。
あらゆる調理シーンで活躍する逸品です。

醸造の本場・野田の豊かな自然と伝統の技術に育まれた
本醸造・特級しょうゆです。
あらゆる調理シーンで活躍する逸品です。

JAN：4972726212318

JAN：4972726212226

1Lペットボトル

1.8L手付ボトル

単品サイズ：81×81×270mm

単品サイズ：105×105×322mm

15本入/重量19ｋｇ

8本入/重量19ｋｇ

ケースサイズ：405×245×275mm

ケースサイズ：440×220×330mm

万祝膳だしつゆの素

天晴減塩
本醸造しょうゆの色、香り、おいしさはそのままに、塩分を
45％カットして、9％以下に抑えた減塩しょうゆです。

香り豊かな本醸造醤油をベースに、伝統のかつおだしと
上品な昆布の風味を加えました。
旨味のたっぷり効いたおいしいだしつゆです。

JAN：4972726252345

JAN：4972726771013

1Lペットボトル

1.8Lペットボトル

単品サイズ：81×81×270mm

単品サイズ：100×100×320mm

6本入/重量8ｋｇ

6本入/重量14ｋｇ

ケースサイズ：250×165×275mm

ケースサイズ：330×220×340mm

蔵だより・超特選・こいくち

キッコーニロク・こいくち （上級）

良質な原料を厳選し、丹精込めて造り上げた窪田味噌醤
油の自信作です。お料理に絶妙な風味を与える、本醸造・
超特撰しょうゆです。

色・香り・おいしさ、どれをとっても絶妙。
野田の伝統と細やかに注いだ愛情で磨き上げた
まろやかな風味が自慢のこいくちしょうゆです。

JAN：4972726211366

JAN：4972726213230

1Lペットボトル

1.8L手付ボトル

単品サイズ：81×81×270mm

単品サイズ：105×105×322mm

6本入/重量8ｋｇ

8本入/重量19ｋｇ

ケースサイズ：250×165×275mm

ケースサイズ：440×220×330mm

5 / 10 ページ

なま

国産丸大豆生醤油・こいくち

丸大豆醤油使用昆布醤油

選りすぐりの国産丸大豆と天日塩で造った搾り立ての味が
いきている生しょうゆです。
極上の味わいで、素材本来のおいしさをさらに引き立てます。

本場、野田の本醸造・丸大豆醤油にミネラルを豊富に含む
北海道産昆布のだしを合わせました。
おいしさいっぱいの本格料亭の味です。

JAN：4972726271414

JAN：4972726391426

500ｍｌびん

500ｍｌびん

単品サイズ：66×66×225mm

単品サイズ：66×66×225mm

6本入/重量5ｋｇ

6本入/重量5ｋｇ

ケースサイズ：220×150×230mm

ケースサイズ：220×150×230mm

鰹だししょうゆ

白だし

本醸造・丸大豆醤油をベースに、かつお節、昆布、
椎茸エキスを加えた和風だししょうゆ。
鰹の風味が決め手の本格派だししょうゆです。

本醸造特級淡口醤油に、みりん、かつお節、昆布、椎茸の
だしなどをプラス。
本格的な京風割烹の味をご家庭でも。

JAN：4972726381410

JAN：4972726371404

500ｍｌびん

500ｍｌびん

単品サイズ：66×66×225mm

単品サイズ：66×66×225mm

6本入/重量5ｋｇ

6本入/重量5ｋｇ

ケースサイズ：220×150×230mm

ケースサイズ：220×150×230mm

浅漬の素
新鮮な野菜を浸してもみ込むだけで、手軽においしい
京風の浅漬けが出来上がります。
忙しい毎日に便利な一品です。
JAN：4972726300480
500ｍｌペットボトル

単品サイズ：67×67×220mm
8本入/重量5ｋｇ
ケースサイズ：275×140×225mm
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味
噌

醸造の本場、野田の伝統に磨かれた
完成された味わい。
和の伝統と蔵元の職人芸が織りなす
多彩な味わいをお届けいたします。

米こうじみそ（白こうじ・粒）

だし入り味みそ（白こし）

米糀の粒を残した白粒みそです。
米糀のさわやかな香りとさっぱりとした上品な甘さが特徴です。
塩分 約12.5％

ブレンドした粉末カツオだしの効いた旨みの強い白こしみそです。
だしとりの手間が省け、簡単に手早く美味しい味噌汁が
楽しめます。
塩分 約12.0％

JAN：4972726123027

JAN：4972726113011

1ｋｇカップ入り

1ｋｇカップ入り

単品サイズ：130×130×100mm

単品サイズ：130×130×100mm

8個入/重量9ｋｇ

8個入/重量9ｋｇ

ケースサイズ：530×270×105mm

ケースサイズ：530×270×105mm

玄米みそ（こうじ・粒）

田舎づくりみそ（赤こうじ・粒）
米糀の粒を残した赤粒みそです。素朴で飾り気のない
味わいと深みのある香りとコクが特徴のみそです。
塩分 約12.5％

ビタミン・ミネラル豊富な国産コシヒカリ玄米こうじと国産
丸大豆を使用した玄米みそです。
たっぷり使用した玄米糀の甘味と国産大豆のコクが特徴です。
塩分 約12.5％

JAN：4972726143032

JAN：49594041

1ｋｇカップ入り

1ｋｇカップ入り

単品サイズ：130×130×100mm

単品サイズ：130×130×100mm

8個入/重量9ｋｇ

4個入/重量5ｋｇ

ケースサイズ：530×270×105mm

ケースサイズ：270×270×105mm

蔵開 くらびらき （白こうじ・粒）

蔵開 くらびらき （赤こうじ・粒）

米糀の粒を残した白粒みそです。
じっくり熟成させた上品な味わいのある蔵出しみそです。
塩分 約12.5％

米糀の粒を残した荒ごしの赤みそです。
じっくり熟成させた上品な味わいとコクのある蔵出しみそです。
塩分 約12.5％

JAN：4972726114261

JAN：4972726114261

1ｋｇガセットタイプ

1ｋｇガセットタイプ

単品サイズ：115×65×120mm

単品サイズ：115×65×120mm

8個入/重量9ｋｇ

8個入/重量9ｋｇ

ケースサイズ：290×240×140mm

ケースサイズ：290×240×140mm
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有機玄米みそ

天領蔵（有機みそ・米みそ）

有機ＪＡＳ認定を受けた『有機玄米みそ』です。
玄米糀みその美味しさと体へのやさしさに、有機認定の
安心を加えました。
塩分 約12.5％

原料は全て国産の有機玄米味噌。
味わい深い豊かなコクとほのかな甘みが特長です。
まず、みそ汁でご賞味ください。その美味しさがわかります。

JAN：4972726783047

JAN：4972726744048

500ｇカップ入り

750ｇカップ入り

単品サイズ：124×99×74mm

単品サイズ：130×130×90mm

6個入/重量3.5ｋｇ

8個入/重量7ｋｇ

ケースサイズ：296×251×85mm

ケースサイズ：535×265×110mm

里ごころ（米みそ）

野田のにろくみそ（米みそ）

有機大豆と国産米使用。なつかしい味と香りの素朴な味噌。
どんな食材とでも相性抜群。
具の美味しさをやさしく引き出します。

こし味噌の特長「喉ごしの良さ」を活かすため、まろやかに
熟成させました。
豚汁や味噌煮込み、田楽、鍋などの味噌料理もおいしく
お召し上がり頂けます。

JAN：4972726731130

JAN：4972726755044

750ｇカップ入り

750ｇカップ入り

単品サイズ：130×130×90mm

単品サイズ：130×130×90mm

8個入/重量7ｋｇ

8個入/重量7ｋｇ

ケースサイズ：535×265×110mm

ケースサイズ：535×265×110mm

わがふるさと（米みそ）

野田の味みそ（白こし）

国産原材料を使用した蔵元自慢の糀味噌です。
味噌本来の旨味・甘み・香りを絶妙なバランスで仕込んだ
味噌の傑作です。

白タイプのこしみそです。野田で生まれた素朴な味。
昔ながらのみそ本来の味を大切にしたマイルドな
甘口みそです。
塩分 約12.0％

JAN：4972726796016

JAN：4972726111048

750ｇカップ入り

1ｋｇピロータイプ

単品サイズ：130×130×90mm

単品サイズ：130×35×200mm

8個入/重量7ｋｇ
ケースサイズ：535×265×110mm

12個入/重量13ｋｇ
ケースサイズ：305×240×190mm
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加
工
品

醸造の本場、野田の伝統に磨かれた
完成された味わい。
和の伝統と蔵元の職人芸が織りなす
多彩な味わいをお届けいたします。

あごだしみそ 初だしの味

房州節だしづくしみそ 初だしの味

隠岐の島近海の鮮度の良いトビウオの頭部と中骨・内臓を除き丁寧に
粉末にした「あごだし」は上品な香りとほんのりとしただし味が特徴です。
当社自慢の味噌と合わせ、自信作の爽やかな風味の良い
「あごだしみそ」に仕上がりました。

房州沖で水揚げされる新鮮な鰹と鯖を節に、鰯は煮干しにした房州
特産のだしを三種ブレンド。品の良い風味の「房州だしづくしみそ」を
化学調味料無添加で仕上げました。

JAN：4972726711514

JAN：4972726765098

500mlペットボトル

500mlペットボトル

単品サイズ：70×70×191mm

単品サイズ：70×70×191mm

15本入/重量9.5ｋｇ

15本入/重量9.5ｋｇ

ケースサイズ：370×225×205mm

ケースサイズ：370×225×205mm

鮭ぶし・昆布だしみそ 初だしの味

いりこだしみそ 初だしの味
瀬戸内海のおだやかな海で育まれたカタクチイワシ（通称：いりこ）。い
りこも出世魚でチリメン→カエリ→小羽→中羽→大羽と言うように成長
と共にその名が変わります。
本品に用いているいりこだしは魚臭の少ないカエリから小羽いりこま
での小型を厳選して使用しています。

北海道知床標津産の「鮭ぶし」に、日高産昆布のまろやかな
うまみを蔵元自慢の味噌にすり込み、やさしくコクのある味に
仕上げました。

JAN：4972726731178

JAN：4972726712122

500mlペットボトル

500mlペットボトル

単品サイズ：70×70×191mm

単品サイズ：70×70×191mm

15本入/重量9.5ｋｇ

15本入/重量9.5ｋｇ

ケースサイズ：370×225×205mm

ケースサイズ：370×225×205mm

下町銀座カレールー

まぐろだしみそ 初だしの味

スタンダードな味のカレーに醤油・味噌を加えた昔懐かしい
和風テイストの カレー調味料です。
液体タイプで使いやすく、様々な家庭料理に馴染む
応用範囲の広さが特長です。

焼津にあがるキハダマグロをナラ、クヌギで燻すことにより、
上品で甘く、マイルドな香りと、すっきりとしただし味が味噌と
良く合い、絶妙な美味しさになりました。

JAN：4972726771150

JAN：4972726732540

500mlペットボトル

500ｍｌペットボトル

単品サイズ：70×70×191mm

単品サイズ：73×73×190mm

15本入/重量9.5ｋｇ

15本入/重量9.4ｋｇ

ケースサイズ：370×225×205mm

ケースサイズ：370×225×205mm
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かつおだしみそ 初だしの味

合わせだしみそ 初だしの味

米味噌をベースに、だし感たっぷりに仕上げました。液状タイプなので
溶けやすく、風味豊かな鰹のだし入りですので、だしを取る手間がいり
ません。味噌汁はもちろん、うどんや鍋のつゆとして、また、煮物や炒
め物などにも幅広くお使いいただけます。

熟成させた味噌をベースに、だし感たっぷりに仕上げました。
鰹と昆布のだしに蔵元の味噌、三種の旨みで味噌汁はもちろん、
うどんや鍋のつゆとして、また、煮物や炒め物などにも幅広くお使い
いただけます。

JAN：4972726761052

JAN：4972726761076

1Lペットボトル

1Lペットボトル

単品サイズ：85×85×270mm

単品サイズ：85×85×270mm

15本入/重量18.5ｋｇ

15本入/重量18.5ｋｇ

ケースサイズ：252×418×277mm

ケースサイズ：252×418×277mm

柚子ぽんず

生梅しょうゆ

芳醇な香りの国産の柚子果汁を使用し丸大豆醤油と昆布、かつお
のだしを使い、まろやかな味の柚子ぽんずに仕上げました。酸味を
おさえたマイルドな味が特徴ですので、鍋物はもちろん、焼魚、冷奴、
おひたし、ぎょうざなどにつけて、かけてお楽しみいただけます。芳
醇な柚子の香りがお料理のおいしさを一層引き立てます。

青梅を「醸造の本場・千葉県野田」の伝統の技術が生きる本醸造
醤油にそのまま浸漬させることにより、新鮮な梅の風味をゆっくりと引
き出した生梅しょうゆです。梅のさわやかな酸味が加わり、芳醇であ
りながらも口当たりの優しい醤油として、色々な素材やお料理に幅
広くご利用いただけます。

JAN：4972726783092

JAN：4972726751046

300mlびん

300ｍｌびん

単品サイズ：60×60×170mm

単品サイズ：60×60×170mm

15本入/重量8ｋｇ
ケースサイズ：355×220×180mm

15本入/重量8ｋｇ
ケースサイズ：355×220×180mm
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