
Rediscover the charms of the Junjo brand with Koenji Junjo Shopping Street’s new project!
高円寺純情商店街  純情ブランド再発見! プロジェクト

We also feature recipes for original snacks and treats.
「 酒 の 肴 」レ シ ピ 付
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ポータル画面の
「インターネットに接続」
ボタンをタップ
Click the "Connect to 
the Internet" button 
on the portal screen.

SSIDを入力後
ブラウザを起動

After you input 
the SSID, 
start the browse.

メールアドレス
を登録

Register email
address.

リターンメールから
指定のURLに接続

Connect to specifed 
URL from 
undeliverable mail.

高円寺駅北口駅前の広場周辺にて無料でお使い頂けます。
You can use it free of charge in the vicinity of Koenji station's north entrance.

純情ブランド  FREE Wi-Fi
Junjo brand SSID 2020_JUNJO_FREE_WiFi_01
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See our collection of original onigiri (rice ball) recipes.
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とする街の「純情ブランド」

決定！純情おにぎり・酒の肴レシピ

純情ブランド取扱店は
このステッカーが目印!
Look for the logo at shops 
selling the Junjo brand.

高円寺純情商店街プロデュース店舗

ほっ

・TEL / 03-5356-9922　
・東京都杉並区高円寺北2-７-６
・営業時間 / 10時～20時

日本語

English

日本語

English

山形県飯豊町アンテナショップ IIDE ゲストハウス 高円寺純情ホテル

【Yamagata Iide-machi antenna shop IIDE】
Phone / 03-5356-9922
2-7-6, Koenji kita, Suginami-ku, Tokyo
Business hours / 10：00 am - 8：00 pm

・TEL / 03-5929-7581　
・東京都杉並区高円寺南4-40-20
・チェックイン時間 / 15時～20時

【Guest House KOENJI JUNJO HOTEL】
Phone / 03-5929-7581
4-40-20, Koenji minami, Suginami-ku, Tokyo
Check-in time / 3：00 pm - 8：00 pm

JR高円寺駅
JR KOENJI Sta.
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　「純情ブランド」とは、高円寺純情商店街が古き良き人情味あふれる
商店街をイメージして立ち上げたオリジナルブランド。杉並第四小学校
生徒の農業体験から交流が始まった山形県飯豊町（いいでまち）とコラ
ボレーションしたお米や日本酒、アンテナショップの他、世界中から観光
客を受け入れるゲストハウスやフリーWi-Fiをプロデュースしています。

“Junjo brand” is an original brand from Koenji Junjo Shopping 
Street based on the idea of “a good old fashioned shopping 
street full of friendly faces”. The brand, a collaboration 
between Koenji Junjo Shopping Street and Iide in Yamagata 
Prefecture, produces rice and sake, and runs a shop selling 
things like onigiri. Koenji’s Suginami Fourth Elementary 
School visited Iide in Yamagata for a farming experience. It 
was from this chance encounter that the partnership between 
Iide, Yamagata and Koenji Junjo Shopping Street began. The 
project also operates a guest house and free Wi-Fi.

　「高円寺純情米」は、山形県飯豊町産の「はえぬき」を高円寺の阿波おどりをモチーフにデザインした
パッケージで包装。水源や日照条件に恵まれた飯豊町で作られる「はえぬき」はもっちりした食感が特徴。
「高円寺純情純米酒」は食米の「はえぬき」を原料に、飯豊町唯一の酒蔵「若乃井酒造」が高円寺のために特
別に醸造する純米酒。すっきりフルーティーなのどごしで、おしゃれなパッケージも人気です。

“Koenji Junjo-mai” is Haenuki rice produced in Iide, Yamagata which comes in a bag 
that uses a motif of Koenji Awa Odori Festival in its design. Iide is blessed with good 
sunlight and the source of a river meaning they produce particularly glutinous 
Haenuki. “Koenji Junjo Junmai-shu”, is a “pure rice” sake brewed especially for Koenji 
from Haenuki rice by Iide’s only brewery “Wakanoi Shuzo”. The stylish packaging and 
fresh fruity taste make this a popular option.

　「純情ブランド再発見 ！ プロジェクト」の一環として「高円寺純情米」「高円寺純情純米酒」をよりおいしく
楽しんでもらえるような、おにぎりと酒の肴レシピを一般公募しました。たくさんの応募の中から厳選した
絶品レシピを、ぜひお家で楽しんでみてください！

One aspect of our “Rediscover the charms of the Junjo brand” 
project is to provide recipes for onigiri and snacks that will make 
“Koenji Junjo-mai” and “Koenji Junjo Junmai-shu” even more 
enjoyable. And so, after trying out countless recipes, we chose 
the most delicious to share with you in this booklet. Have a look 
at some of our recipes and try to make them at home. 

Koenji Junjo  Junmai-shu
高円寺純情純米酒

［1升（1,800mL）］
［ワンカップ（180mL）］509yen

2,445yen

Koenji Junjo-mai
高円寺純情米

［5kg］・・・・・・・・・・・・・
［1kg］・・・・・・・・・・・・・・・500yen

2,450yen

次のページから
レシピを発表!!

From the next page 
for a variety of 
recipes. 

Shop and guest house run by Koenji Junjo Shopping Street

高円寺純情商店街プロデュース商品
Rice and sake produced by Koenji Junjo Shopping Street
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Each of the flavors from the warabi, sakura shrimp, and eggs pair very well with 
the delicious flavor from the rice to make these simple and tasty rice balls. They 
have a light shade reminiscent of spring, and they also look delightful.　
【Ingredients（Two balls）】...Cooked rice:200g, Boiled warabi (Bracken):30g, 
Sakura shrimp (dried):4g, Egg:1, Sesame oil:Suitable amount, Salt:A pinch, 
Parboiled canola blossoms:Suitable amount　【Recipe】...①Cut the boiled warabi 
into bite size pieces. Beat the eggs. ②Heat up the sesame oil in a frying pan, add 
the boiled warabi and lightly saute, and add the eggs to make scrambled eggs. ③
Add the rice and sakura shrimp to step 2, and add the salt. ④Divide step 3 into 2 
portions and make 2 triangular rice balls. Serve on a plate with canola blossoms.

Warabi  and Sakura Shrimp Rice Bal ls

材料（2個分）

①わらびは食べやすい長さに切り、卵は溶いておく。
②フライパンにごま油を熱し、わらびを入れ軽く炒めた
ら、卵を加え炒り玉子を作る。
③❷にごはんと桜えびを入れまぜ合わせ、塩で味をととの
える。
④❸を２等分にして三角形に成形し、さっと茹でた菜の花
とともに皿に盛り合わせる。

たくさんの応募作品の中から厳選された8つの
おにぎりレシピをご紹介！ 味はもちろん、見た
目の華やかさも楽しめる個性的な作品が集ま
りました。

Introducing the e ight best onig ir i  
recipes selected from the many en-
tries! Our collection of unique onigiri 
recipes both look amazing and,  of 
course, taste great.  

わらびの風味・桜えびの香ばしさ・卵のまろ
やかさ、素材の味わいがお米の美味しさに
マッチした、見た目も春らしいシンプルな
がら風味豊かなおにぎりです。

レ シ ピ

●ごはん：200g　●わらび水煮：30g
●桜えび（乾燥）：4g　●卵：１個
●ごま油：適量　●塩：少々
●菜の花：適量

えびと山菜が奏でる
春味のハーモニー!

お に ぎ り レ シ ピ 部 門
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材料（2個分）
①熱したフライパンにごま油と生姜を入れ、香りが出てき
たら薄い輪切りにした長ねぎを投入。弱火で炒める。
②長ねぎから水分が出て全体にしっとりしてきたらカレー
粉を投入、弱火～中火で炒める。
③水分が飛んでカレー粉から香りがのぼってきたら、酒、
味噌、醤油、砂糖を入れる。弱火でじっくり炒め、全体に味
がなじみ好みの固さになったら火を止める。
④ごはんに金ごまをまぜ、ねぎみそをたっぷり入れて握
り、焼き海苔で包む。

A curry flavor is added to scallion miso. What an unexpected pairing! 
【Ingredients（Two balls）】...Cooked rice:200g, Scallion:1 stalk, Ginger:1 piece, Sesame seed oil:2 tsp, 
Sugar:2 tsp, Miso:3 Tbsp, Soy sauce:1 Tbsp, sake:1 Tbsp, Curry powder (spicy is recommended):A 
pinch, Golden sesame seeds:A pinch, Toasted seaweed:2 sheets　【Recipe】...①Put the sesame 
seed oil and ginger into a heated frying pan, and once it has an aroma, add thin round slices of the 
scallion, and saute on low heat. ②Once the water has been removed from the scallions and they 
soften, add the curry powder, and saute between low and medium heat. ③Once it starts to bubble 
and there is an aroma from the curry powder, add the sake, miso, soy sauce, and sugar, and 
thoroughly saute it on low heat. Once the flavor and hardness are to your liking, remove it from 
the heat. ④Add the golden sesame seeds to the cooked rice and mix. Divide that into 2 portions, 
add step 3 to the center, and form rice balls.  Lastly, wrap them in toasted seaweed.

Scal l ion Miso Rice Bal ls

レ シ ピ

●ごはん：200g　●長ねぎ：1本
●しょうが：1かけ　●ごま油：小さじ2
●砂糖：小さじ2　●味噌：大さじ3
●醤油：大さじ1　●酒：大さじ1
●カレー粉（スパイシーで香り高い
　もの）：少 （々隠し味程度に）
●金ごま：少々
●焼き海苔：2枚

材料（2個分）
①卵から卵黄を取り出し、潰さないように雪塩をまぶし
ラップに包んで一晩冷凍する。
②ベーコンをカリカリになるまでフライパンで炒める。
③ボウルにごはんを入れ、❷を出てきた脂ごと入れる。粉
チーズ、黒こしょうも加えよくまぜあわせる。
④ラップを敷き❸を軽くまとめてのせ、❶を冷凍のまま入
れて握る。
⑤仕上げに表面に粉チーズと黒こしょうをふる。

The flavor from the rich egg yolks and aroma from the black pepper are 
magnificent! 
【Ingredients（Two balls）】...Cooked rice:200g, Egg yolks:From 2 eggs, Salt:A pinch, 
Sliced bacon:4cm, Cheese powder:1 Tbsp, Coarsely ground black pepper: A pinch
　【Recipe】...①Remove the yolks from the eggs without breaking them, sprinkle on 
the salt, wrap them in plastic wrap, and leave them overnight in the refrigerator. ②
Saute the bacon in a frying pan until crispy. ③Put the rice in a bowl, and add step 2 
including the bacon fat. Add the cheese powder and pepper, and split into 2 
portions after mixing it well. ④Lay out plastic wrap, place step 3 that has been 
lightly shaped on top of it, place the congealed yolks from step 1 in the middle, and 
form it into a rice ball. ⑤To finish it, sprinkle cheese powder and pepper on it.

Carbonara-Style Rice Bal ls

レ シ ピ

●ごはん：200g　
●卵黄：2個分
●雪塩：少々
●ベーコン（スライス）：4cm分
●粉チーズ：大さじ1
●黒こしょう（あらびき）：少々

とろ〜り卵が超濃厚!

こしょう香る絶品

カレーの風味とねぎみそが
まさかの融合!

カ
ル
ボ
ナ
ー
ラ
お
に
ぎ
り
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材料（2個分）
①ごはんは少し冷ましておく。
②食べやすい大きさに切った白菜キムチ、クリームチー
ズ、白いりごま、塩を加えてまぜ合わせる。
③おにぎりを握る。
④仕上げに白いりごまをふりかける。

The combination of kimchi and cheese is wonderful!
【Ingredients（Two balls）】...Cooked rice:200g, Napa cabbage kimchi:90g, Cream 
cheese:40g, Roasted white sesame seeds:A pinch, Salt:A pinch 【Recipe】...①
After the rice is cooked, let it rest for a little bit to allow it to cool. ②Add bite 
size pieces of the napa cabbage kimchi, cream cheese, white sesame seeds, 
and salt to step 1, and mix together. ③Divide step 2 into 2 portions, and form 
into rice balls. ④To finish it, sprinkle with roasted white sesame seeds.

Napa Cabbage Kimchi  and Cream Cheese Rice Bal ls

レ シ ピ

●ごはん：200g
●白菜キムチ：90g
●クリームチーズ:40g
●白いりごま：少々
●塩：少々

材料（4個分）
①秘伝豆（山形の青大豆）はあらかじめ茹でておく。
②研いだ米にAを混ぜて入れ、だし汁を炊飯器2合の目盛
りまで注ぐ。
③さつまいもを1cmの角切りにし、❷に入れて炊く。
④炊きあがった❸に秘伝豆と白ごまを加えてまぜる。

Enjoy the texture from the sweet potatoes and the flavor from the green soy 
beans! 
【Ingredients（Four balls）】...Rice:2 cups of rice (about 300g), Sweet potato:1, 
Green soy beans:20, White sesame seeds:A pinch, Fish broth:Suitable amount, 
Ⓐ(Sake:1 Tbsp, Mirin:1 Tbsp, Light soy sauce:1 tsp, Salt:A pinch, Kombu
(kelp):7cm)　【Recipe】...①Boil the green soy beans in advance. ②Wash the rice. 
Mix together the seasonings from A, and put them in the rice cooker with the 
rice. After that, add the fish broth up to the "2 cups of rice" level in the rice 
cooker. ③Dice the sweet potatoes into 1cm pieces, add it to step 2, and cook. 
④Once step 3 is cooked, add the green soy beans and white sesame seeds, 
and mix. Divide into 4 portions, and form into rice balls.

Sweet Potato and Green Soy Bean Rice Bal ls

レ シ ピ

●米：2合　●さつまいも：1本
●秘伝豆：20粒　●白ごま：少々
●だし汁：2合の目盛りまで　
　  ●酒：大さじ1　●みりん： 大さじ1
　  ●薄口醤油：小さじ1　
 　 ●塩：ひとつまみ
 　 ●昆布：7cm

A

ホクホクのおいもと

豆の風味を味わって!

キムチ×チーズの名コンビが食欲そそりまくり!

さ
つ
ま
い
も
の

炊
き
込
み
ご
飯
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彩りあざやかで美しい

おもてなしミニおにぎり

アンチョビがアクセントのイタリアンむすび!
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材料（2個分）
①フライパンにバター、アンチョビを入れて熱し、香りが出
たらレモン汁、パセリを加える。
②ボウルにごはんを入れ、❶と黒こしょうを加えてよくま
ぜあわせる。
③❷を握ってオーブンシートの上に置き、セミドライトマト
を乗せてピザチーズをかける（チーズがあふれるくらい）。
④230℃に熱したオーブントースターで焼き色がつくまで
焼く（約5分）。

The flavor from the anchovies adds an accent. These are Italian-style rice balls.
【Ingredients（Two balls）】...Cooked rice:200g, Anchovies:1.5 pieces, Butter:10g, 
Lemon juice:A pinch, Parsley:6g, Coarsely ground black pepper:A pinch, 
Semi-dried tomatoes soaked in oil:Suitable amount, Pizza cheese(Hot-melt 
cheese):Suitable amount　【Recipe】...①Heat the butter and anchovies in a 
frying pan, and once it produces an aroma, add the lemon juice and parsley. ②
Put the cooked rice in a bowl, add step 1 and the black pepper to it, and mix 
thoroughly. ③Form step 2 into rice balls, place on an oven sheet, place 
semi-dried tomatoes on top, and sprinkle on a lot of pizza cheese. ④Cook at 
230℃ (446°F) in a toaster oven until it turns brown (about 5 minutes).

Roasted Butter Anchovy and Cheese Rice Bal ls

レ シ ピ

●ごはん：200g
●アンチョビ：1.5本
●バター：10g
●レモン汁：少々
●パセリ：6g
●黒こしょう（あらびき）：少々
●セミドライトマト（オイル漬け）：適量
●ピザチーズ：適量

材料（小 ３個分）
①レモンの皮を剥き、塩、はちみつをふりかけなじませて
おく。国産レモンなら皮をよく洗いそのまま使ってもよい。
②Aをブレンダーかフードプロセッサーで切り混ぜ、耐熱
容器に入れて電子レンジの600wで1分加熱。またはフラ
イパンで炒めてもよい。
③❷をごはんにまぜ、3等分してラップを使い丸く整形す
る。上に海苔をのせ、❶のレモンを三角に切って海苔の上
に添える。

These green and yellow mini rice balls have such a pretty color. 
【Ingredients（Three mini balls）】...Cooked rice:150g, Salt:A pinch, Lemon slice:1, 
Honey:1/2 tsp, Toasted seaweed:2×2cm sheets, Ⓐ(Broccoli:50g, Garlic:1 slice, 
Salt:0.9g, White pepper:A pinch, Olive oil:1 tsp)　【Recipe】...①Peel the lemon, and 
sprinkle salt and honey over it. *If using lemons from Japan, they can be used 
as-is if the skin is washed thoroughly. ②After blending together the A ingredients 
in a blender or food processor, put into a heat-resistant container, and cook for 1 
minute at 600 Watts in a microwave oven. Or saute in a frying pan. ③Add cooked 
rice to step 2, and divide into 3 parts. Place them on food-safe plastic wrap, and 
form into round rice balls. To finish it, place the seaweed on the rice balls, cut the 
lemon from step 1 into triangular shapes, and place on top of the seaweed.

Broccol i  and Lemon Mini  Rice Bal ls

レ シ ピ

●ごはん：150g　●塩：少々
●レモン（輪切り）：1スライス
●はちみつ：小さじ1/2
●焼き海苔：2×2cm 3枚　
　  ●ブロッコリー：50g
　  ●にんにく：1スライス　
 　 ●塩：0.9g　●白こしょう：少々
 　 ●オリーブオイル：小さじ1

A
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おにぎりの

おいしいにぎり方
- Learn to make easy but delicious onigiri from the manager of our shop “IIDE”. -

①手を水で濡らし、塩をつける。
②約100gのご飯をふわっと手に取る。
③お米をつぶさないよう、そっと具材を入れる穴を作る。
④お好みの具材を適量、詰める。
⑤手で山の形を作っていくのを意識してにぎる。

⑥きれいな三角形にふわっとにぎる。
⑦全形の海苔を1/3に切り、おにぎりを
　海苔の中央に寝かせて置く。
⑧海苔の左端から手前に巻いていく。
⑨海苔をお雛様のように巻けたら完成！

①Wet your hands with water then sprinkle on a little salt. 
②Gently place around 100glams of rice in the palm of your hand. 
③Without pushing too hard, gently make a hole in your rice for the filling. 
④Push the desired amount of filling into the hole. 
⑤Bend your hand to shape the rice into a triangle. 
⑥Try not to press too hard so you get a clean triangular shape. 
⑦Place the rice balls on the center of a dried seaweed roughly 19 x 7 cm. 
⑧Starting at the left edge, wrap the seaweed around the rice. 
⑨Repeat this with the right edge. Your onigiri is done! 

STEP
1

STEP
2

STEP
3

STEP
4

STEP
5

STEP
6

STEP
7

STEP
8

STEP
9

マネするだけで

すぐできる!!

山形県飯豊町アンテナショップ I I D E 店長直伝！山
形
三
冠
王

し
ぐ
れ
煮
お
に
ぎ
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材料（2人分）
①牛肉、しょうが、まいたけを食べやすい大きさに切る。
②熱したフライパンにサラダ油を引き、牛肉、しょうが、ま
いたけを炒める。
③めんつゆを加え炒め煮する。
④火が通ったら斜め切りしたアスパラを加え、サッと炒め
て火を止める。
⑤❹をごはんにまぜ、七味をふる。
⑥軽く握り、焼き海苔で包む。

This rice ball uses 3 local specialties from Yamagata: beef, hen-of-the-woods mushrooms, 
and ginger. 
【Ingredients（Two balls）】...Cooked rice:200g, Beef:50g, Hen-of-the-woods mushrooms:50g, 
Ginger:10g, Salad oil:Suitable amount, Mentsuyu (Noodle soup base):50mL, Asparagus:1 
stalk, Shichimi (Seven flavor chili pepper):A pinch, Toasted seaweed:2 sheets　【Recipe】...
①Cut the beef, ginger, and hen-of-the-woods mushrooms into bite size pieces. ②Add the 
salad oil to a heated frying pan, and saute the beef, ginger, and hen-of-the-woods 
mushrooms. ③Add the mentsuyu, saute and bring to a boil. ④Once the ingredients are 
cooked through, add diagonal slices of the asparagus, quickly saute, and remove from the 
heat. ⑤Add the cooked rice to step 4, and add the shichimi. ⑥Divide step 4 into 2 
portions, and form into rice balls. Lastly, wrap them in toasted seaweed.

Shigureni  Rice Bal ls  with 3 Yamagata Ingredients

レ シ ピ

●ごはん：200g　●牛肉：50g
●まいたけ：50g　●しょうが：10g
●サラダ油：適量　●めんつゆ：50cc
●アスパラガス：1本　●七味：少々
●焼き海苔：2枚

牛肉、まいたけ、しょうが

山形特産品尽くし！
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Grand prize
最優秀賞 エ

ン
ド
レ
ス
！

南
蛮
み
そ
チ
ー
ズ

Wonderful on its own, as well as on crackers or thin deep-fried tofu slices. We 
also recommend adding pickled vegetables. Why not wrap it up like candy and 
give it as a gift to your family or friends?　【Ingredients（Four servings）】...Cream 
cheese:200g, Nanban miso (Miso mixed with green chili pepper):100g, 
Walnuts:50g, De-shelled edamame beans:50g　【Recipe】...①Let the cream 
cheese soften at room temperature. ②Roughly chop the walnuts. ③Use a fork 
to lightly mix the cream cheese and miso together in a bowl. ④Add the walnuts 
and edamame beans to step 3. Mix together. ⑤Place step 4 on plastic wrap, 
shape it into a cylinder, wrap it up. Put it in the freezer for 2 hours to solidify. 
Afterward, slice it like salami.

Nanban Miso Cream Cheese

材料（4人分）

①クリームチーズを常温に戻し柔らかくしておく。
②くるみは粗みじん切りにする。
③ボウルにクリームチーズと南蛮みそを入れ、フォークで
軽くまぜあわせる。
④❸に粗みじん切りにしたくるみと枝豆を加えてまぜあ
わせる。
⑤ラップにのせ棒状に包み、冷凍庫で2時間冷やし固め
る。サラミのように切り分けていただく。

　たくさんの応募作品の中から厳選された7つ
の酒の肴レシピをご紹介！ どれもプロ級の味を
楽しめる、ついついお酒が進む逸品揃いです。

Introducing the seven best snack 
recipes selected from the many en-
tries! They all  taste l ike they were 
made by professional chefs and are 
perfect paired with alcohol!

クラッカーはもちろん、焼いた油揚げにの
せてもおいしいです。また、お気に入りの漬
物を入れても食感が楽しめます。キャン
ディ包みにしてプレゼントにも。

レ シ ピ

●クリームチーズ：200g
●南蛮みそ（青唐辛子みそ）：100g
※市販のものでよい
●くるみ：50g
●枝豆(殻をむいたもの)：50g

酒 の 肴 レ シ ピ 部 門

その濃厚さ&絶妙な辛さに手が止まらない!
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材料（2人分）
①山芋、長芋をすりおろす。一部はすりおろさず取ってお
き、食感が残る程度に刻む。
②❶に卵を割り入れ、よくかきまぜる。
③めんつゆ、水を入れてさらにかきまぜる。
④❸をサラダ油を薄く塗った深めの耐熱容器に入れ、
200℃に熱したオーブントースターで焼く（約4分）。一度
取り出してとろけるチーズを乗せ、さらに焼く（約4分）。
⑤中まで火が通ったら取り出し、Aをかける。

Features a light and fluffy texture! Also goes well with rice. 
【Ingredients（Two servings）】...Japanese yam:30g, Chinese yam:30g, Egg:1, 
Mentsuyu (Noodle soup base):2 tsp, Water:2 tsp, Salad oil:Suitable amount, 
Hot-melt cheese:Suitable amount, Ⓐ(Shredded nori, Bonito flakes, Okonomiyaki 
sauce, and Mayonnaise:Suitable amount)　【Recipe】...①Grate the yams. Leave a 
small amount ungrated; chop it up coarsely. ②Add the egg to step 1, Mix well. 
③Add in the mentsuyu and water to step 2, Mix well. ④Put step 3 in a deep, 
heatable container lightly coated with salad oil. Bake for about 4 minutes in a 
toaster oven at 200°C (392°F). Take it out to add cheese, then bake for another 
4 minutes. ⑤Remove it from the toaster oven. To finish it, Add A.

Fluffy Okonomiyaki-Style Grilled Cheese and Two Kinds of Yam

レ シ ピ

●山芋：30g　●長芋：30g
●卵：1個　●めんつゆ：小さじ2
●水：小さじ2　●サラダ油：適量
●とろけるチーズ：適量　
　  ●刻みのり：適量
　  ●かつおぶし：適量　
 　 ●中濃ソース：適量
 　 ●マヨネーズ：適量

秘
伝
豆
の

ト
マ
ト
お
か
か
味
噌
和
え

材料（2人分）
①トマトは湯剥きしたあと、粗みじん切りにする。
②鍋に❶と味噌、調理酒を入れてまぜ、弱火から中火で加
熱する。
③味噌が溶けたら、秘伝豆、鰹節を加えまぜあわせて器に
盛る。

Fill your mouth with the lovely flavor of bonito flakes! 
【Ingredients（Two servings）】...Boiled green soybeans:50g, Sweet tomatoes:50g, 
Miso:1 tsp, Cooking sake:1 tsp, Bonito flakes:1 pack (2.5g)　【Recipe】...①Boil, 
peel, and cut the tomatoes into bite-sized pieces. ②Mix step 1, the miso, and 
the cooking sake in a pot on low to medium heat. ③Once the miso melts, mix in 
the soybeans and bonito flakes. Transfer to a plate.

Green Soybean and Tomato Salad with Bonito Flakes

レ シ ピ

●秘伝豆（ゆでたもの）：50g
●トマト(高糖度のもの)：50g
●味噌：小さじ１
●調理酒：小さじ１
●かつおぶし：１パック(２.５ｇ)

ふわっと口に広がる

かつお風味にヤミツキ!

ふわとろの長いもは
ご飯にかけてもOK!

お
好
み
チ
ー
ズ
ふ
わ
ふ
わ

A
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材料（2人分）
①味付け玉こんにゃくに、練り辛子を薄く塗っておく。
②串を２本用意し、３個ずつ団子のように串刺しする。
③❷に小麦粉、溶き卵、パン粉をつける。
④約180℃に熱したサラダ油で、表面がこんがりきつね色
になるまで揚げる。
⑤お好みで中濃ソースを少々添える（下味がついている
ので控えめに）。時間が経つと衣がはがれやすいので、熱
いうちにいただく。

レ シ ピ

●味付け玉こんにゃく：6個
●練り辛子：少々
●小麦粉：適量
●卵（溶いておく）：適量
●パン粉：適量
●サラダ油：適量
●中濃ソース（お好みで）：少々

里
芋
と

茹
で
野
菜
の

柚
子
こ
し
ょ
う
マ
リ
ネ

材料（2人分）
①カリフラワーとブロッコリーは食べやすい大きさに切
り、塩ゆでにする。
②里芋の皮をむき、7mm幅の輪切りにする。
③オリーブオイルを引いたフライパンに❷を入れ、火が通
るまで両面焼く。
④ボウルに❶と❸を入れ、Aを加えて和える。

レ シ ピ

●カリフラワー：75g
●ブロッコリー：75g
●里芋：150g　●塩：適量
●オリーブオイル：適量　
　  ●醤油：小さじ2
　  ●レモン汁：小さじ1　
 　 ●柚子こしょう：小さじ1
 　 ●砂糖：少々

香りよい柚子こしょうが

野菜の味を引き出す

山形名物がカツに変身!ソース不要でしっかり味

串
揚
げ
玉
こ
ん

A
A

Delicious even without sauce thanks to strong seasoning!
【Ingredients（Two servings）】...Seasoned konnyaku balls:6, Japanese mustard 
paste:A pinch, Wheat flour:To taste, Beaten egg:To taste, Panko crumbs:To 
taste, Salad oil :To taste, Tonkatsu sauce:A dash　【Recipe】...①Lightly coat the 
konnyaku balls with mustard paste. ②Prepare 2 skewers. Put 3 balls on each 
skewer. ③Add wheat flour, beaten egg, and panko crumbs to step 2. ④Fry in 
salad oil at about 180°C (356°F) until golden-brown. ⑤Add a dash of tonkatsu 
sauce to taste (sparingly, since it's well-seasoned). Best eaten hot; the coating 
comes off more easily as time passes.

Deep-Fried Konnyaku Bal ls  on a Skewer
Yuzukosho(A paste made from chili pepper and yuzu zest with salt) makes 
vegetables extra tasty.
【Ingredients（Two servings）】...Cauliflower:75g, Broccoli:75g, Taro:150g, Salt:To 
taste, Olive oil:To taste, Ⓐ(Soy sauce:2 tsp, Lemon juice:1 tsp, Yuzukosho:1 tsp, 
Sugar:A pinch)　【Recipe】...①Cut the cauliflower and broccoli into bite-sized 
pieces, boil it with salt.  ②Peel the taro and cut into 7mm round slices. ③Fry 
both sides of the taro in a pan with olive oil until cooked. ④Put the step 1 and 
step 3 in a bowl. Dress it with A.

Taro and Boi led Vegetubles Marinated in Yuzukosho

山形名物がカツに変身!ソース不要でしっかり味
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材料（2人分）
①マグロは一口大、クリームチーズは1cm角に切る。
②アボカドの種を取り、食べやすい大きさに切りレモン汁
をかける。
③Aを耐熱皿に入れ電子レンジで2分程加熱し、砂糖が溶
けたら冷蔵庫で冷やしておく。
④ボウルにマグロを入れ、Aをまぜて10分程冷やす。
⑤❹にアボカド、クリームチーズ、白ごまを加えて混ぜ、器
に盛りつける。お好みで刻んだ大葉をのせる。

レ シ ピ

3
代
続
く

牛
肉
と

じ
ゃ
が
い
も
炒
め

材料（2人分）
①テフロン加工のフライパンに2mmにスライスしたじゃ
がいも1個を入れ、油を引かず中弱火で焼く。初めは動か
さず、少し火が通ったらひっくり返す。
②じゃがいもに焼き色がついて半分ほど火が通ったら、サ
ラダ油をまわし入れる。
③牛肉を入れ、続けて炒める。
④牛肉に焼き色がついて火が通ったら、塩、こしょうを振
る。最後に醤油を鍋肌に垂らし、ひとまぜする。

レ シ ピ

●牛肉
（こま切れ、質のよいもの）：200g
●じゃがいも：2個
●サラダ油：大さじ1～2
●塩：少々
●こしょう：少々
●醤油：大さじ1
●みりん：大さじ1

超シンプルな味付け!

素材の風味を楽しんで

コチュジャンの辛さが後引く韓国風つまみ!

A

The spiciness of gochujang gives this Korean-style side dish a kick! 
【Ingredients（Two servings）】...Tuna:100g, Avocado:1, Lemon juice:A dash, White 
sesame seeds:1 Tbsp, Cream cheese:50g, Green shiso leaf:To taste, Ⓐ(Sake:1 
Tbsp, Soy sauce:1 tsp, Gochujang:1 tsp, Sesame oil:1 tsp, Sugar:A pinch, 
Grated garlic:A pinch)　【Recipe】...①Cut the tuna into bite-sized pieces and the 
cream cheese into 1cm cubes. ②De-seed the avocado and cut it into bite-sized 
pieces. Add lemon juice. ③Place A in a heatable dish. Microwave for about 2 
minutes. Once the sugar melts, put the mixture in the fridge. ④Mix the tuna 
and A in a bowl. Refrigerate it for about 10 minutes. ⑤Mix the avocado, cream 
cheese, and white sesame seeds together with 4. Dish it up on a plate. Garnish 
it with minced green shiso leaf.

Tuna and Avocado with Gochujang Dressing
Simple seasoning allows you to savor the taste of the ingredients! 
【Ingredients（Two servings）】...Chopped beef:200g, potatoes:2, Salad oil:1 - 2 
Tbsp, Salt:a pinch, Peppera pinch, Soy sauce:1 Tbsp, Mirin (Sweet rice wine for 
cooking):1 Tbsp　【Recipe】...①Cut a potato into 2mm slices. Stir-fry it without oil 
in a teflon pan on low to medium heat. Let it simmer until cooked, then flip it 
over. ②Once the potato is browning and halfway cooked, pour oil along the rim 
of the pan as if drawing a big circle around it. ③Add in the beef and stir-fry it 
more. ④Once the beef browns, add salt, pepper, and soy sauce. Stir lightly.

Beef and Potatoes Stir-fry

マ
グ
ロ
と

ア
ボ
カ
ド
の

コ
チ
ュ
ジ
ャ
ン
和
え

●マグロ：100g　●アボカド：1個
●レモン汁：少々　●白ごま：大さじ1
●クリームチーズ：50g
●大葉（お好みで）：適量　
　  ●酒：大さじ1　●醤油：小さじ1
　  ●コチュジャン：小さじ1　
 　 ●ごま油：小さじ1　●砂糖：少々
 　 ●ニンニク（すりおろし）：少々

A
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95年間ありがとう！
杉並第四小学校の子どもが作っ

た

未来の「純情ブランド」パッケージ

これからも「ほっ」とする良さを届ける高円寺純情商店街にお越しください！

・TEL / 03-3338-0324
・東京都杉並区高円寺北3-20-2

純
情
ブ
ラ
ン
ド
に
新
商
品
！
珈
琲
の
香
り
高
い
高
円
寺
の
新
定
番

高
円
寺 

珈
琲
饅
頭

【Sawaya Coffee】
Phone / 03-3338-0324
3-20-2, Koenji kita, Suginami-ku, Tokyo

・TEL / 0238-72-3923
・山形県西置賜郡飯豊町大字萩生4400-5

【Kougetsu】
Phone / 03-5929-7581
4400-5, Oaza Hagyu, Iide-machi, 
Nishiokitama-gun, Yamagata

　高円寺の老舗コーヒー豆専門店「さわやこおふぃ」と、山形県飯豊町(いいでまち)
の和洋菓子店「香月」が共同開発した、純情ブランドオリジナルのお菓子です。しっと
りとした生地で香り高いコーヒー風味の餡を包んだお饅頭で、コーヒーはもちろん、
お茶にもぴったりです。高円寺の新たなお土産が誕生しました。

- Koenji Coffee Manju (Coffee flavored bean-paste bun) -
Sawaya Coffee,  a long-established coffee specialist in Koenji, and 
Kougetsu, a confectioner in Iide making Japanese and Western style 
sweets, come together to bring you this original Junjo brand manju. 
Coffee flavored bean-paste is wrapped in a moist dough creating the 
perfect partner to a cup of tea or, of course, coffee. This is Koenji’s 
newest souvenir!

　2020年3月に95年の歴史に幕を下ろす杉並第四小学校。4月からは小中
一貫教育校高円寺学園として生まれ変わります。そんな杉並第四小学校の
子どもたちと飯豊町の農家の交流から「高円寺純情米」や「山形県飯豊町ア
ンテナショップ IIDE」などの純情ブランドが発足しました。高円寺の未来を
子どもたちが作っていくという思いを込めて、スペシャルデザインのパッ
ケージを作りました。

March 2020 marks the  end of Suginami Fourth Elementary School’s 95 year history 
making way for newly integrated elementary and junior high school “Koenji Gakuen” 
from April. It was the meeting of children from the school and Iide's farmers, that 
gave birth to Junjo brands like “Koenji Junjo-mai” and “Yamagata Iide-machi antenna 
shop IIDE”.  Because of this, we have made a special rice bag featuring drawings from 
Suginami Fourth students based on the concept “Children build the future of Koenji”.

　高円寺商店街連合会の公式キャラとして日々いろいろな商店街の
PRに励むサイケ・デリーさんも純情ブランドを楽しんでいるみたい。

One lover of the Junjo brand is “Psyche Delhi-san”̶ the 
officia l  character of  the Koenj i  Shopping Street  
Association who is always working tirelessly to promote 
the shopping street.｠ 

Come and visit Koenji Junjo Shopping Street. You too can enjoy the magical 
old-time feel of the area!

「サイケ・
デリーさん」も純情ブランドを愛用！

　 高円
寺商店街連

合会公式キャラ

おいしいカレーには炊きたてのおいしい高円寺純情米が合

うデリー!! みなさんも試してくだサイケ!!

Freshly cooked Koenji Junjo Rice is the perfect 

partner for a delicious curry! Why don’t you try some!
さわやこおふぃ 香月（こうげつ）

Coming soo
n!

近日
発売!

2322


