2021.10.10
SUWADA NEWS RELEASE
今月も SUWADA の活動をご紹介する｢ニュースレター｣をお届けします。

8 年ぶりに中秋の名月が満月と重なった今年、各地で思わず夜空を見上げた方も多かったのではな
いでしょうか。この頃は収穫を終えた田んぼから涼しいそよ風が工場を吹き抜けています。
私たちは大正 15 年の創業より、
日々挑戦と工夫を重ねながら腕を磨き、今年で95 回目の秋を迎え
る事ができました。今月の SUWADA ニュースでは、お客様への感謝の気持ちを込めた 95 周年記念
イベントについてお知らせいたします。

今月のニュース
1 創業 9 5周年記念イベント「The 95th Anniversary」の開催について | 2p - 5p
2

1周年記念ランチの提供について | 6p

創業 95 周年の感謝を伝えるイベント
「The 95th Anniversary」を開催します
期間：2021 年 11 月 1 日（月）〜 11 月 30 日（火）
場所：SUWADA

OPEN FACTORY

創業から 95年目を迎える今年、お客様に感謝の気持ちを伝えるべく「The 95th Anniversary」を
2021 年 11 月 1 日から同月30日までの 1 か月間開催いたします。
期間中は工場および併設のショップ・カフェ・レストランを会場とし、特別展示「想いが見える工
場見学」や、95という数字にちなんだお得な限定セール・限定商品の販売などを行います。
テーマカラーには、工場から見える美しい夕日から着想を得たサンセットオレンジを使用しました。
自然の強く豊かなエネルギーに満ちたこのカラーは、来る100 周年に向け燃え上がっていく私たち
の心を表しています。
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95周年 特別イベント

工場見学通路に、職人からのメッセージを記載した特製パネルを設置します。

「想いが見える工場見学」
開かれた工場として、誰でも自由に工場見学ができるようになった 2011 年より今日まで、延べ
30万人以上のお客様に私たちの普段の仕事をご覧いただいてきました。
本イベント期間中、通常の工場見学通路に職人からのメッセージを記載した特製パネルを設置し
ます。来場者の方には、普段、職人がどのようなことを考えものづくりと向き合っているのか
をご覧いただけます。外から見ただけではわからない、商品にかける想いや特別なこだわりな
どを感じていただき、より深く工場見学をお楽しみください。
すわなぞ

わくわく探偵気分 !「SUWA 謎」
SUWADA に関する謎解きゲーム「SUWA 謎」を開催致します。工場
にまつわるマニアックな謎や、限られた職人しか知らないトリビアな
ど、工場内に散りばめられた謎を解いて楽しむ SUWA 謎は、子供から
大人までどなたでも参戦いただける内容です。
見事全問正解した方の中から抽選で 9 5名様に、限定グッズやランチ無
料券などの素敵なプレゼントをお贈りします。
家族で楽しめる謎解き。
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特別セールと限定アイテム

特別なシリアルナンバーが記載された95th つめ切りセット。9,500 円(税別)で95 個限定販売。

「 uwada uper ale! 」
SHOP にて全商品を定価の 95％で販売します。
95という数字にちなみ、SUWADA

FACTORY

SHOP の全商品を定価の95％で販売いたします！
お得なアウトレット商品も含む全商品が特別セールの対
象になっており、さらにお得に購入できるチャンスです。
また、95 周年のテーマカラーであるサンセットオレンジ
を使用した様々な限定商品も登場します。
藤岡染工場さま（新潟県阿賀野市）
とコラボレーションした
「95 周年記念ティータオル 」や、Roco on the run Knit

新発売のニットトートバッグ。
サンセットオレンジの他にレッ
ドとブラックをご用意しました。

Factory さま（新潟県加茂市）とのコラボレーション商品
「95 周年記念 ニットトートバッグ 」など、Made in
Niigata の新商品がずらりと並びますので、是非
FACTORY SHOP にてお買い物をお楽しみください。
ＳＨＯＰには世界各国からセレ
クトした300点以上の商品が
並んでいます。

藤岡染工場 ＆ Roco on the run Knit Factory
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特別セールと限定アイテム

砂糖を入れて、
スプーンで10回以上かき混ぜる。香りを楽しんだら、気取らずサッと飲むのがイタリア流。

「Buono! エスプレッソが 1杯 95 円」
工場に併設された  Smiths’ では、看板メニューのエスプレッ
ソを期間中 9 5円（税別）で提供いたします。イタリア北部のミラ

INEI（Istituto Nazionale

ノと南部のナポリ 2 都市から取り寄せたコーヒー豆を、ヨーロッパ

Espresso Italiano）

トップシェアを誇り 100 年以上の歴史を持つ

イタリアエスプレッソ協会。イタ

のエスプ

レッソマシンで抽出します。

リアエスプレッソを科学的、技術

 Smiths’ にて取り扱う豆とマシン（La Cimbali) は、イタリア

的に定義し製造から提供過程に

エスプレッソの品質保証を行う機関である「INEI イタリアエスプ

関わる事項（焙煎、エスプレッソ

レッソ協会」から公認されており、「本物のエスプレッソ」を提供

マシン、バリスタ）に対し、品質

する為に不可欠なものです。
普段エスプレッソを飲まれない方にも、イタリアンバル普及の先駆

保証、認証する機関。

者でバリスタチャンピオンでもある横山千尋さん直伝のエスプ
レッソの楽しみ方をスタッフが説明させていただきますので、本場
の味をこの機会にぜひお試しください。
また、お車で来店された方にもカフェでの優雅な時間を楽しんで頂

爽やかな酸味の MILANI（北）

けるよう、
ノンアルコールのホットワインの提供も開始します。

重厚な味わいの TRUCILLO（南）
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レストラン95 周年限定メニュー

職人のパワーの源、一般の方も利用できる社員食堂からスペシャルメニューの一例。

「95 周年記念！特製ステーキ丼定食の提供」
みんなが使える社員食堂

では、95 周年を記念して「特製ステーキ丼」

の定食を赤字覚悟の950 円（税別）にて提供いたします。
グリル板で焼き上げられたジューシーな牛ステーキの上には地元産温野菜と共に、弥彦山に沈む美
しい夕日に見立てた目玉焼きが乗っています。
サラダ・スープ・ドリンクと自家製のデザートをお付けした贅沢なセットです。

「The 95th Anniversary」イベントカレンダー
営業日
想いが見える工場見学

11/1 - 11/30

SUWA 謎

日・月・祝はお休み

Suwada Super Sale!

11/1 - 12/30

95 エスプレッソ
95 ランチ（特製ステーキ丼）

11/1 - 11/30

営業時間

10:10 - 17:00( 途中休憩時間あり )

10:00 - 18:00
10:00 - 17:00
12:30 - 14:00

※95 周年イベントに加えて、1 日限りの特別イベントを開催！

Restaurant CUIQUIRIT が
オープンより 1 周年を迎えました。
感謝を込めて
1日限定アニバーサリー “肉ランチ”を提供します。
10 月 16 日（土） 12：30 - 14：00 ( 13：30 LO )

1周年

おかげさまで1周年。社員食堂の記念日と言ったら・・・
「肉」
でしょう！
（画像はイメージです）
みんなが使える社員食堂

は昨年のグランドオープンから 1周年を

迎えます。一般の方でも工場で働く職人に提供されている社員食堂メニューが楽しめる食堂とし
て、この 1年間多くのお客様に足を運んでいただきました。
1 周年を迎える特別な日に、味とボリュームに感謝と愛情を込めた “肉ランチ”「牛ハラミステー
キのスペシャル定食」を 950 円（税別）にて 1 日だけ提供いたします。
当日は 95g のステーキを 95 枚ご準備してお待ちしています！ステーキとごはんはお代わり無料
ですので、お腹いっぱい食べてください。（無くなり次第終了です。）
という名前には、フランス語で料理を意味する
” CUISINE” の”CUI”と ”qui rit”（笑顔の）を組み合わせて「笑顔になる料理」
という意味がこめられ
ています。
レストランで使用しているお米は全て、SUWADA に隣接する田んぼで収穫されたばかりの新米コ
シヒカリです。
里山からの清らかな水で育ったおいしいお米とジューシーなお肉で、
元気と笑顔になってください！
日時

10 月 16 日（土）12:30 - 14:00（13 : 30 LO )

この日限りの限定メニューです！

お問い合わせ 株式会社 諏訪田製作所

新潟県三条市高安寺 1332

TEL : 0256-45-6111 E-mail : suwada@suwada.co.jp

