報道関係者各位

2019 年 6 月 7 日
株式会社力の源ホールディングス

父の日は「ありがとう」の気持ちをお蕎麦と一緒に

渡辺製麺、父の日ギフトセット販売中
～しその香り爽やかな「青しそそば」も夏季限定で販売中～

株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役会長兼社長：河原 成美）傘下
の株式会社渡辺製麺は、父の日専用の蕎麦のギフトセット 3 種類を、6 月 21 日（金）までの期間、オン
ラインショッピングサイトで販売しています。
父の日専用のギフトセットは「善光寺そば・健康長寿ギフト」
「善光寺そば・銘酒詰合せギフト」
「善光
寺そば・信州詰合せギフト」の 3 種類で、いずれも父の日用として特別に、メッセージカード、黄色いバ
ラの造花、そば茶を添えています。
「善光寺そば・健康長寿ギフト」には渡辺製麺一番人気で「善光寺」公
許の商品である「善光寺そば」と健康を願い「高麗人参酒」などを詰め合わせ、
「善光寺そば・銘酒詰合せ
ギフト」には「善光寺そば」とお酒好きの方のために信州諏訪の銘酒を、
「善光寺そば・信州詰合せギフ
ト」には「善光寺そば」と信州の名産品を詰め合わせました。どのセットにも「善光寺そば」が 4 人前入
っており、複数名でもお召し上がりいただける量にしています。ご家族で食卓を囲み父の日のひと時を過
ごされる際などに、ぜひご利用ください。
また当社では、父の日専用ギフトセットの他にも、現在「青しそそば」を 8 月 31 日（土）までの期間限
定で、渡辺製麺通販カタログ、オンラインショッピングサイト、渡辺製麺直売所にて販売中です。
「青しそ
そば」は、消化不良や食欲不振を改善してくれる効果が期待される青しそを練りこんだ、爽やかな風味の
夏にぴったりな商品です。ぜひ毎年ご好評いただいている夏だけの「青しそそば」を、この機会にお召し
上がりください。

善光寺そば・健康長寿ギフト イメージ

善光寺そば・銘酒詰合せギフト イメージ

善光寺そば・信州詰合せギフト イメージ
【父の日ギフトセット 商品概要】
商品名
販売期間
内容

：善光寺そば・健康長寿ギフト
: 2019 年 6 月 21 日（金）まで
：善光寺そば（生）180g×4 袋、そばつゆス
トレート 500ml×1 本、安曇野産おろし本
わさび 25g×1 本、なめこ山菜 500g×1 袋、
高麗人参酒 200ml×1 本
希望小売価格：3,480 円（税込）※送料無料
賞味期限
：要冷蔵約 1 週間
商品特徴
：いつまでも健康でいてほしい、そんな願いを込
めたギフトです。渡辺製麺一番人気の「善光寺
そば」の、そば香りが引き立つ生そばタイプと
つゆ、安曇野産のわざび、元気をサポートする
養命酒酒造の「高麗人参酒」などを詰め合わせ
ました。
購入方法：
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/yatsugatakesobakoubou/00004925_t/

（左から）黄色ミニバラ（造花）
、父の日メ
ッセージカード、そば茶が付きます。
※メッセージカードのメッセージ内容は変
更できません。

YAHOO!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/watanabeseimen/00004925.h
tml

商品名
販売期間
内容

：善光寺そば・銘酒詰合せギフト
: 2019 年 6 月 21 日（金）まで
：善光寺そば（生）180g×4 袋、そばつゆス
トレート 500ml×1 本、安曇野産おろし本
わさび 25g×1 本、八幡屋礒五郎七味 14g×1
本、そばの実なめこ 250g×1 袋、真澄 純米
酒 奥伝寒造り 300ml×1 本、辛口吟醸酒 麗
人辛口の極み 300ml×1 本
希望小売価格：4,580 円（税込）※送料無料
賞味期限
：要冷蔵約 1 週間
商品特徴
：お酒好きの方にお楽しみいただけるギフトで
す。そばの香りが引き立つ生そばタイプの「
善光寺そば」と、つゆ、安曇野産のわざび、長
野県諏訪市の銘酒である「真澄 純米酒 奥伝寒
造り」と「辛口吟醸酒 麗人辛口の極み」
、お酒
のおつまみとしてもおいしい「そばの実なめこ」
などを詰め合わせました。
購入方法：
楽天市場
（左から）黄色ミニバラ（造花）
、父の日メッ
セージカード、そば茶が付きます。
※メッセージカードのメッセージ内容は変更
できません。

https://item.rakuten.co.jp/yatsugatakesobakoubou/00004818/

YAHOO!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/watanabeseimen/00004818.h
tml

商品名
販売期間
内容

：善光寺そば・信州詰合せギフト
: 2019 年 6 月 21 日（金）まで
：善光寺そば 180g×4 袋、そばつゆストレート
500ml×1 本、ごまくるみ味噌つゆ 200ml×1
本、野沢菜 300g×1 袋、八幡屋礒五郎七味
14g×1 本、塩麹ドーナツ 8 個入り×1 袋
希望小売価格：3,880 円（税込）※送料無料
賞味期限
：要冷蔵約 1 週間
商品特徴
：信州の名産品を揃えた、満足感溢れるギフトで
す。そばの香り引き立つ生そばタイプの「善光
寺そば」と、つゆ、信州・安曇野産のわざび、
信州郷土の味「くるみ味噌」のつゆ、野沢菜、
信州産のお米で造った塩麹を使用したドーナツ
などを詰め合わせました。
購入方法：
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/yatsugatakesobakoubou/00004817/

YAHOO!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/watanabeseimen/00004817.h

（左から）黄色ミニバラ（造花）
、父の日メッ
セージカード、そば茶が付きます。
※メッセージカードのメッセージ内容は変更
できません。

tml

【青しそそば 商品概要】

商品名
販売期間

：青しそ生そば 500g
：2019 年 8 月 31 日（土）まで
※購入方法により申込期日が異なります。
下記購入方法でご確認ください。
内容量
：500g（3～4 人前）
希望小売価格：660 円（税込）
賞味期限
：要冷蔵約 1 週間
商品特徴
：青しそを練り込んだ、しその爽やかな香りと風味
が広がるそばです。青しそにはビタミン C やβカ
ロテン、カルシウムなど様々な栄養素が豊富に含
まれる他、消化不良や食欲不振を改善する効果が
期待される成分も含まれていますので、暑さで食
欲が落ちてしまいがちな夏にぴったりなお蕎麦
です。

商品名
販売期間

：信州のそばふるさと便 涼
：2019 年 8 月 31 日（土）まで
※購入方法により申込期日が異なります。
下記購入方法でご確認ください。
内容
：半生青しそ 100g×2 袋、半生信州そば 100g×
2 袋、そばつゆ(ストレート)200ml×1 本、
白だし香るつゆ(2 倍濃縮)200ml×1 本
希望小売価格：3,240 円（税込）
賞味期限
：常温約 2 ヶ月
商品特徴
：半生タイプの「青しそそば」と、喉ごしの良い「信
州そば」の 2 種類のそばを堪能できるセットで
す。半生タイプのそばは、生そばに近い風味と食
感がありながらも常温でかつ長く保存ができる
のでギフトにも適しています。
「青しそそば」に
合う「白だし香るつゆ」も一緒に合わせました。
この他にも、
「半生青しそそば 3 人前」
「青しそ・更科セット」といった「青しそそば」の商品を販売しており
ます。ぜひ通販カタログやオンラインショッピングサイトをご覧ください。
青しそそば 購入方法：
・渡辺製麺通版カタログ
以下にご連絡頂きますと通販カタログを無料でお送りいたします。通販カタログではお電話、FAX、郵送での
ご注文もご案内しています。
＜渡辺製麺通販係＞
フリーダイヤル 0120-77-2083（月～土 9：00～17：00、日曜祝日は定休、携帯電話からも可）
※通販カタログからの購入のお申し込みは 8 月 30 日（金）までとなります。
・楽天市場 渡辺製麺トップページ： https://www.rakuten.ne.jp/gold/yatsugatakesobakoubou/
・YAHOO！ショッピング 渡辺製麺トップページ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/watanabeseimen/
※オンラインショッピングサイトでの購入のお申し込みは 8 月 30 日（金）午前 8 時までとなります。

【株式会社渡辺製麺について】
信州八ヶ岳で創業 55 年、長野県の名産品信州そばをメインとした商品の製造・販売や、より多くの方に美味
しい信州そばを食して頂けるよう、そば専門店「そば蔵」
、ドライブイン「信州そば蔵」等の直営飲食店を運営
し、フレッシュな美味しさをお客様にお届けしております。2009 年に「一風堂」を運営する力の源グループに
加わり、一風堂のスープや麺の供給を手がけています。
渡辺製麺ホームページ：http://www.watanabeseimen.co.jp/
渡辺製麺通販サイト
楽天市場 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/yatsugatakesobakoubou/
YAHOO！ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/watanabeseimen/
-----------------------------------------------------------------------------------------------【株式会社 力の源ホールディングス（力の源グループ）について】
ラーメン専門店「一風堂」やアメリカンチャイニーズ「PANDA EXPRESS」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や
店舗運営、商品開発に関するコンサルティング・研修、製麺など食品工場の運営、農業生産法人による農作物の
生産、子どもたちに食の楽しさを伝える常設型体験施設など、食全般にまつわる事業を行うグループです。グル
ープ全体で国内 151 店舗、海外 115 店舗を展開しています。
（2019 年 3 月末時点）

代表者：代表取締役会長兼社長：河原成美
本社所在地：福岡市中央区大名 1-14-45 QizTENJIN 801B 号

【一風堂情報はこちらから】
一風堂サイト
一風堂マガジン“OUTSIDE”
一風堂公式フェイスブック
一風堂公式ツイッター
一風堂公式インスタグラム
一風堂オンライン通販

URL ：http://www.chikaranomoto.com

http://www.ippudo.com
http://ippudo-outside.net
https://www.facebook.com/hakataippudo
https://twitter.com/IPPUDO_JP
https://instagram.com/ippudo_jp
http://ec-ippudo.com

《お問い合わせ先》
株式会社力の源（チカラノモト)ホールディングス
広報 山口恵子、中村緑 070-1509-9097 pr@chikaranomoto.com

