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2022 年スタート！ ご愛読に感謝！プレゼント大特集
❶「あまさけ」3本セット 10名様
岩上商店

ご挨拶
新年のご挨拶を申し上げます。

日頃の新聞のご購読を心より御礼申し上げます。

今回 1 月号は、昨年ご好評だったプレゼント特集で
す。今年もまた新聞発行本社や「のぁのぁ」の取
材にご協力くださった関係者各位からご提供いただ

いた品々をプレゼントいたします。沢山のご応募を
お待ちしております。

なかなか先が見通せない世

の中ですが、皆様 一 緒に頑

張って行きましょう！今年も

野田新聞店「のぁのぁ」をよ
ろしくお願い申し上げます。
野田新聞店

代表 野田力

創業約160年。大田原市中田原の老舗糀屋
「岩上商店」
（岩上翔子社長）からは、糀菌が米の芯まで食い込むと
いう全国でも稀な糀を使った「あまさけ」をご提供いた
だきました。
那須野ケ原の伏流水、地元コシヒカリを原料にした糀
や甘酒、北海道産大豆「ゆきほまれ」を使った「与一
みそ」などの糖類不使用、
無添加の品々を作っています。
「あまさけ」
は糖度35度以上、
ノンアルコール。
白米・玄米・
い ち ご・小 豆・か
ぼちゃ（各 500ml、
300ml）など 10 種
以上展開。
白 米、玄 米、小
豆 各 500ml３本 入
りを10名様に。
（問）
同社ホームページ
http://iwakamisho
ten.jp/

（60分6000円 ➡
4000円）10名様

❹「前田牧場特製ビーフカレー」
３食セット
10名様
前田牧場

那須塩原市新南の乃木参道沿いに昨秋、移転リニューア
ルオープンした「セグロラ化粧品」
（大島道子代表）が運営
する「セグロラ那須サロン」からは「頭皮ヘッドスパ」
（60分、
6000 円）を4000 円で受けられるクーポンを10名様に。
同社は漢方をベースに「赤ちゃんから大人まで使え
る」化粧品の開発や販売、サロンを運営。エステは独自
ブランド、
漢方系で肌の弱い方にも使える天然成分のジェ
ルを使ったリンパマッサージ。
「頭皮ヘッドスパ」はしっ
とり潤いまとまる髪に導くだけでなく、肩コリや目の疲れ
のケアも期待できるそうです。
（問）同サロン☎0287-39-6880（10:00~20:00、定休日
は毎週水曜、第 1、
3、
5 月曜）
。
※施術は完全予約制です。

ヘルシーな赤身
の肉用ホルスタイン
牛を専門に肥育す
る大田原市奥沢の
「前田牧場」からは
「特製ビーフカレー」
（3食）を 10名様に。
同牧場は「笑顔と健康を届けたい」と大規模な循環型
農業を実践。昨春は、
赤身肉と本格珈琲が味わえるカフェ
& ミートショップ「ファーマーズカフェ」
（同市若草１丁目）
をリニューアルオープンしました。
「特製ビーフカレー」は具材は牛肉のみ。赤身肉のう
ま味と厳選スパイスが絶妙な逸品です。
（問）同カフェ
☎0287-48-6988（月曜定休）
。

❸「頭皮ヘッドスパ」
優待クーポン

セグロラ那須サロン

❷自然薯 5名様
KAJU.SUZUKI

ミシュラン掲載店でも提供された梨「にっこり」で
有名な大田原市桧木沢「KAJU.SUZUKI」（鈴木良一代
表）からは、皮が薄くて粘りが強く、実が真っ白な自
慢の自然薯（じねんじょ）を 5 名様にプレゼント。
鈴木代表は県内外の自然薯栽培愛好家約 100 人が
集まる「那須自然薯の会」の会長。同会の独自技術で
育った自然薯は長さ 1.5ｍ超えも珍しくありません。
表面の毛を焼いてたわしなどで洗い、皮つきのまま
おろして使えば栄
養を逃さず風味が
さらアップするそ
うです。
（ 問 ）☎ 0 2 8 7・
54・4096 ま た は
050・3707・7256、
同社ホームページ
http://kaju-suzuki
.sakura.ne.jp/

❺デコ巻きずし
「初春寿ぎセット」

（約2、3人前）

3名様
那須の
巻きずしや

見て楽しい、食べ
ておいしい「デコ巻
きずし」の「那須の
巻きずしや」
（那須塩原市東三島 5-93-33）からは「初春
寿ぎセット」
（約 2、3人前）を3名様に。
同店は、本紙「Recipe」でおなじみのデコ巻きずしの
協会公認マイスター髙橋史代先生が昨年 10 月に開店。
節句、慶事を彩る巻きずしを予約販売しています。
（問） nasunomakizushi@gmail.com、公 式 LINE、
☎
080−6564−3996（9:00 〜 18:00）
。
※プレゼント受け取り
は2月11 日（12:00 〜17:00）
、同店にて。
※指定の日時、場
所で受け取り可能な方のみご応募ください。

❼「森永絹とうふ・
❽自衛隊カレンダー 6名様
❻純度100％ 北海道産
（400g） 森永絹とうふしっかり」
（各3丁） ❾ミリタリーグッズ 1名様
「アカシアはちみつ」
５名様
感動いちば セットで10名様 森永乳業 自衛隊栃木地方協力本部
野田新聞
北海道の
店 は、店 頭
豊富な特産
では買えな
品を通信販
い「森 永乳
売で全国に
業」の 牛 乳
届 け る「感
動 い ち ば」
。 やヨー グル
折込広告でもおなじみの同社からは、 トなどの宅配にも力を入れています。
「森永乳業」から、常温保存ができるなめ
純 度 100％「ア カ シ ア は ち み つ」
らか食感の「絹とうふ」
（1丁 250g）と、しっ
（400g）を５名様に。
かりした硬さで崩れにくくお料理にも使える
道内で採れた新鮮な蜂蜜を地元社
（同 253g）を各 3 丁（計
会福祉法人で丁寧に瓶詰。上品な甘 「絹とうふしっかり」
6 丁）をセットで 10 名様に。
さと香り、高い透明度が特徴です。

プレゼントのご紹介は裏面にも
まだまだ続きます！

応募方法

当店ＨＰの
ＱＲコード

①郵便番号 ②住所 ③ご契約者名
④希望のプレゼント名（番号）
⑤「のぁのぁ」
へのご感想、ご要望など

「自衛隊 2022年カレンダー」
を6 名様、
迷彩柄の手袋やナップザック、靴下など
が入ったグッズも1名様に。
現在、栃木地方協力本部は自衛官を
募集中です。詳しくは公式ホームページ
をご覧ください。

https://nodashinbun.com

上記明記の上、
「のあのあ編集室」
（〒329-2705
那須塩原市南郷屋 2-123-3 ASA 西那須野内）
宛に、はがき・ファクス（「読者プレゼント係」と記
入）
、
または当店ホームページ内の応募フォームか
※発表は当選
らお申し込みください。1 月末締切。
者への商品のお届けをもって代えます（お届け時、ご
不 在の場 合の不 在置きのご 理 解をお願い致しま
す）。
※電話でのご応募は不可です

