
コクがありまろやかみそ汁のみならず

黄金みそ漬け生姜
麦味噌 白系 粒 米豆合わせ 赤系 こし

麦の香りを大切に仕上げたもろみみ
味噌床に３度漬け替える奥深い味噌豊かな麦の風味

No.２５ 味噌蔵大分白麦 No.２９ 岡崎赤だし No.３２ 加賀金山寺 No.３８

豚肉 なめこ

米産地 国産
塩分 約11.0％ 大豆産地 国産 塩分 約11.5％ 大豆産地 中国、カナダ

コクがありまろやかみそ汁のみならず
カレーのコクだしにもおおすすめ

製造地 大分県 おすすめおみそ汁具材 麦産地 国産 製造地 愛知県 おすすめおみそ汁具材

麦の香りを大切に仕上げたもろみみ
そになす、うり、生姜を加えた甘口
もろきゅうや和え物に最適

味噌床に３度漬け替える奥深い味噌
の風味
生姜特有のほんのりとした辛みが後
ひきます

豊かな麦の風味
スッキリとした甘味

豚肉 なめこ
大根 甘 辛 豆腐 甘 辛 甘 辛 甘 辛

★ しじみ ★ ★ ★

No.３９ 黄金みそ漬け大根No.２６ 麦のかほり No.３０ 京桜 No.３３ 和歌山もろみ味噌

製造地 新潟県
熟成期間 約90日 熟成期間 豆：2年、米：約180日 塩分 約5.0％ 塩分 約8.9％
糀歩合 約32割 糀歩合 豆：全、米：約10割 製造地 石川県
塩分 約11.0％ 大豆産地 国産 塩分 約11.5％ 大豆産地 中国、カナダ

マイルドな麦の香りで麦味噌初心者に
もおすすめ

水あめ入りの照りのある味噌豆味噌
の渋みをまろやかに仕上げてある一

No.３９ 黄金みそ漬け大根
麦味噌 赤系 粒 米豆合わせ 赤系 こし

伝統製法を守りつつうす塩にし、明る
い飴色に仕上げることに成功

味噌床に３度漬け替える奥深い味噌
の風味

No.２６ 麦のかほり No.３０ 京桜 No.３３ 和歌山もろみ味噌

根菜類 はまぐり
きのこ類 甘 辛 三つ葉 甘 辛 甘 辛 甘 辛製造地 新潟県糀歩合 約20割 糀歩合 豆：全、米：約16割 製造地 和歌山県

米産地 国産
塩分 約10.0％ 大豆産地 熊本県 塩分 約9.0％ 大豆産地 カナダ

もおすすめ
味噌あぶりによい

の渋みをまろやかに仕上げてある一
品

製造地 熊本県 おすすめおみそ汁具材 麦産地 熊本県 製造地 京都府 おすすめおみそ汁具材

い飴色に仕上げることに成功
うす塩で甘口の粒々感もしっかりある
のでもろきゅうにも最適

の風味
厳選された大根のはりはりとした歯切
れのみそ漬けです

きのこ類 甘 辛 三つ葉 甘 辛 甘 辛 甘 辛

★ あさり ★ ★ ★

No.４０ 黄金みそ漬け胡瓜
米麦合わせ 赤系 粒 米豆合わせ 赤系 こし

No.２７ 名工の合わせ No.３１ 伊勢味噌 No.３４ 奈良漬金山寺守口大根入り

製造地 新潟県
熟成期間 約60日 熟成期間 豆：約300日、米：約10日 塩分 約5.1％ 塩分 約9.1％
糀歩合 約20割 糀歩合 豆：全、米：約16割 製造地 和歌山県

麦と米のバランスのより合せ味噌
甘すぎないのでもろきゅうにおすすめ

豆味噌に白味噌を合わせたことにより
キリッとした切れと甘さがお楽しめる
一品

米麦合わせ 赤系 粒 米豆合わせ 赤系 こし

金山寺味噌と奈良漬の贅沢なコラボ
ご飯のお供はもちろんのこと、お酒の
つまみに巻き寿司の具に！

味噌床に３度漬け替える奥深い味噌
の風味
ぽりぽりとした歯触りのみそ漬けです

豚肉 豆腐
根菜類 甘 辛 三つ葉 甘 辛 甘 辛 甘 辛

★ 魚介類 ★ ★ ★
製造地 新潟県

熟成期間 約120日 熟成期間 豆：約540日、米：約90日 塩分 約5.0％ 塩分 約9.1％
糀歩合 約20割 糀歩合 豆：全、米：約12割 製造地 和歌山県

麦産地 国産
塩分 約10.3％ 大豆産地 国産 塩分 約12.5％ 大豆産地 国産

一品

製造地 熊本県 おすすめおみそ汁具材 米麦産地 米：国産、麦：国産 製造地 三重県 おすすめおみそ汁具材

つまみに巻き寿司の具に！
パリパリの歯ごたえが楽しめます

ぽりぽりとした歯触りのみそ漬けです

★ 魚介類 ★ ★ ★

麦味噌 白系 こし
金山寺味噌に高知県産生姜と瓜の奈 新潟県県の地場野菜『黒十全なす』を

No.２８ 伊予味噌 No.３５ 奈良漬金山寺生姜入り No.４１ 黄金みそ漬け茄子

熟成期間 約120日 熟成期間 豆：約540日、米：約90日 塩分 約5.0％ 塩分 約9.1％

国産

金山寺味噌に高知県産生姜と瓜の奈
良漬を合わせまろやかに熟成させま
した　甘味の金山寺味噌、食感の奈
良漬け、辛みと芳香の生姜の絶妙な
バランスの仕上がり

新潟県県の地場野菜『黒十全なす』を
主に味噌床に３度漬け替える奥深い
味噌の風味
しっとりとした柔らかなのみそ漬けで
す

麦本来の甘味と香りを生かした甘口
の麦味噌

製造地 愛媛県 おすすめおみそ汁具材 麦産地

油揚げ
根菜類 甘 辛 甘 辛 甘 辛
きのこ類 ★ ★ ★

具だくさん金山寺

製造地 和歌山県 製造地 新潟県
熟成期間 約30日 塩分 約5.3％ 塩分 約9.9％

国産
塩分 約8.5％ 大豆産地 国産
糀歩合 約200割

バランスの仕上がり す製造地 愛媛県 おすすめおみそ汁具材 麦産地

No.３６ 具だくさん金山寺

昔ながらの伝統製法で作った金山寺
味噌味噌
『金山寺味噌の具が好き』という方待
望の品です
伝統野菜『湯浅なす』使用

甘 辛

★
※取扱商品は予告なく変更する可能性がございます。詳しくは店舗へお問い合わせください。

No.３７ 和歌山うす塩金山寺

製造地 和歌山県

塩分 約7％

和歌山うす塩金山寺

～こだわりの味噌を食卓へ～

味噌蔵德兵衞　銀座店
昔ながらの伝統製法は変えず、独自
の技術で塩分を低くすることに成功
甘味を足すのではなく塩分を減らした
ことで原料そのものの旨味と甘味が

甘 辛
株式会社　田中德兵衞商店

味噌蔵德兵衞　銀座店 ことで原料そのものの旨味と甘味が
活きています
伝統野菜『湯浅なす』使用

創業明治４年　

東京都中央区銀座3－6－1松屋銀座B2GINZAフードステージ　　　TEL：03-3567-1211（大代表）
１４０有余　味噌一筋

製造地 和歌山県 甘 辛

★
株式会社　田中德兵衞商店

本社：株式会社田中德兵衞商店　〒332-0006　埼玉県川口市末広1-11-2　TEL：048-223-4411　FAX：048-223-4418 塩分 約4.8％
製造地


