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P.4 天然山菜
天然の山菜の宝庫！
たくさんの種類が楽しめる岩手の山菜

岩手県全域

加工品

P.16 わかさぎ魚醤
本州一厳寒湖のわかさぎから
絶品魚醤が誕生
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プルーンの様な味わいとなる
発酵熟成が刻むにんにくの時間

岩手町 野　菜

P.7 春野菜

凍える長い冬が過ぎ
春を感じる大地の食材便り

岩手県全域

野　菜

P.8 アルギット農法の
やまのいも

粘りと、もちもち感が違う
情熱が込められた地元ブランド食材

金ケ崎町 野　菜

P.9 矢越かぶ

食物繊維・ビタミン・ミネラルが
豊富な矢越地区の幻のカブ

一関市

鮮　魚

P.10 早獲りワカメと海藻

歯ごたえが違う早獲りワカメと
三陸のミネラルで育つ海藻

大船渡市 果菜・果物

P.12 中玉トマト フルティカ/
イチゴ

この色が美味しさの答えです
誰もが食したくなる赤

八幡平市

加工品

P.14 くずまき高原牧場の
乳製品

大地、水、空気
自然の恵みをたっぷり受けた乳製品

葛巻町 他

P.15 電子たまご

電子イオン水を与えてできるたまご
30年以上続く技術を紡ぐ

矢巾町

3

※気象状況、天候不良等により出荷が出来ない場合もございます。予めご了承ください。 また内容は、2015 年 2月現在のものです。

東京都　2,187 ㎢

遠野市

岩手町

盛岡市
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二戸市

岩泉町

一戸町

山田町

大船渡市

久慈市

岩手県　15,387 ㎢

　岩手県は東北地方の北部に位置し、北海道に
ついで2番目に広い都道府県です。
　四国地方の 8 割ほどの大きさで、南北は 200
キロにも渡るため、同じ県内でも異なる気候や風
土の中で様々な食材を育てる事が出来ます。内
陸地方は盆地が多いため寒暖の差が激しく、甘
味や味が鮮明な食材を育てる事が出来ます。ま
た、沿岸地方は『三陸』といわれ、黒潮（日本海流・
暖流）と親潮（千島海流・寒流）がぶつかり合
う漁場で、「世界三大漁場」として豊富な魚介類
が水揚げされます。食料自給率は 100％を越え
ており、一次産業を基幹産業として日本全国のみ
ならず、海外へも食材を届けております。
　理想郷の「イーハトーブ」という言葉を作った
岩手県出身の宮沢賢治は、農業技術の普及を行
い、農家の生活向上に努めたと言われております。

岩手県の特色
from to Iwate
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やすく表示するなど、HP
がより利用しやすくなり
ました。HP にて注文履
歴も確認できるため、と
ても便利です。宮崎の食
材もお求めできます。

www.chefswant.com

HPリニューアルの
ご案内

他
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岩手の食文化を支えてきた南部小麦と、
米どころ岩手ならではの素材
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盛岡生まれの盛岡育ち
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野　菜

おおもの
遠野市 野　菜

遠野パドロン
遠野市 果　物

カシオペアブルー
二戸市野　菜

いわて春みどり
岩手町

食材商品カタログ ３  2015 Spring
Contents



岩手では、熊が出るようなところに生え
る笹をクマザサと呼び、細く小さなこの
クマザサの筍がひめたけです。皮のまま
焼いたり、皮を剥いて塩をつけてそのま
ま食べます。また煮つけには欠かせない
一品です。

ひめたけ
わらびはアクが強いので重曹などでアク
抜きをしてから食べます。岩手県全域で
収穫されますが、中でも西和賀町で採れ
るわらびは「西わらび」と呼ばれ太くて
粘りがあり、アクが少なく食味もいいの
で珍重されています。

わらび

天然山菜
岩手県全域

天然の山菜の宝庫！
たくさんの種類が楽しめる岩手の山菜

　岩手県最高峰の岩手山山頂に鷲の姿が現れる頃、里山の
沢は雪解け水で賑やかな季節を迎えます。冷たく澄んだ沢
筋に顔を出す山菜。彼らは雪国に遅い春を告げてくれま
す。山々に囲まれ、手つかずの自然が残る岩手県は山菜の
宝庫です。大自然が育む山菜は、私たちに四季の喜びをも
たらしてくれます。特にも天然の山菜は、栽培品にはない
濃厚な風味とコクが魅力。岩手の風土が凝縮された里の味
をご賞味下さい。

ふきのとうはフキの花のつぼみで、独特の香り
とほろ苦さが春の息吹を感じさせ、春の訪れを
感じることができます。岩手ではふきのとうを
「ばっけ」と言い、ふきのとうと味噌をあわせた
「ばっけみそ」は食卓に欠かせません。

ふきのとう

香り高い山菜で、こしあぶらの木は生育
地が限定されているため採取は大変困難
です。アクがあるので天ぷらで食べるの
が一般的ですが、おひたし、パスタの具
や炒め物などにも使えます。

こしあぶら

にんにくの成分に近いため、風味もにん
にくに近い臭いがあります。にんにくよ
りもアリシンを豊富に含んでおり、抗菌
作用やビタミン B1 活性を持続させる効
果があります。醤油漬けやおひたし、餃
子に混ぜて食べます。

行者にんにく

渦巻状に丸まった幼葉を採取し、おひた
し、サラダ、ゴマ和えなどの和え物、天
ぷらなどにして食べます。わらびほど強
くない独特のぬめりがあり、ぜんまいな
どと違ってアクがないため調理が容易
です。

こごみ
林の際など日当たりのよい場所か、半日
陰の傾斜地などに自生したものを山う
ど、軟白栽培（日の当たらない地下で株
に土を盛り暗闇の中で栽培する方法）に
よる白いものを白うどと呼ばれていま
す。

うど
山菜の中では味や香りにクセがなく、ど
んな料理にでも合うのがいいところ。や
わらかい若葉は翡翠のように美しい緑
で、さっと茹でたり、炒め物にしていた
だきます。茹でるとぬめりもでます。

うるい

一般に根が赤い赤みずのことを「みず」
と呼び、葉は先がとがった楕円形で、縁
には荒いギザギザが付いています。茹で
て水にさらした後、おひたしや和え物、
酢のものなどでいただきます。シャキ
シャキした食感が楽しめます。

みず

日当たりのよい場所を好む山菜で、早春
の頃あぜ道や土手等、適地を選ばず群生
して出てきます。アクはまったくなく歯
ごたえもよい、甘みとぬめりが特徴です。

甘草（かんぞう）

香りが強く少しほろ苦さがありますが、
野菜にはない香りと歯ざわりに魅力があ
ります。たらの芽とならんで、山菜の王
様と称されます。

しどけ（モミジガザ）

軽く茹でて、水にさらし、皮をむいてか
ら煮付けやきんぴらなどで食べます。天
ぷらにする場合は、生のまま皮をむき水
にさらし、水をきってから揚げます。

ふき

しどけと共に人気が高く、その風味は清
涼感さえ感じられます。湯がいておひた
しや和え物がおいしいです。

ぼうな（かでな）

その時に採れた旬の山菜の詰め合わせも
お送りしています。

山菜の詰め合わせ

54

冷蔵直送同梱

3-4
月

タラノキの若芽がたらの芽で、独特のコ
クと軽い苦味があり、山菜の王様と呼ば
れるほど美味しい山菜です。天ぷらで食
べるのが一般的ですが、アク抜きをして
ゴマ味噌和えやオリーブオイルをからめ
て食べます。

たらの芽

3-5
月

4-6
月

4-5
月

4-5
月

4-6
月

4-6
月

5-6
月

5-7
月

5-6
月

5-6
月

4-5
月

食欲をそそる香りとほろ苦みがほどよく
調和している、春の代表的な山菜です。
あまり手を加えず特有の香り、ほろ苦味
を味わってください。

うこぎ

4-6
月

5-6
月

4-5
月

3-6
月
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通年 直送同梱 冷蔵熟成黒にんにく
岩手町 / 三浦大樹さん

プルーンの様な味わいとなる
発酵熟成が刻むにんにくの時間
　岩手県岩手町の三浦大樹さんの「熟成黒にんにく」は
「土づくり」にこだわり、有機質をたくさん入れた畑で栽
培したにんにくを一カ月間にわたり温度と湿度を管理し
発酵熟成させて作ります。一日一粒で様々な効果が期待
できます。特にも、
・悪玉コレステロールを多く減らす
・血液をサラサラにする
・体の酸化を抑える、酸化したLDLコレステロールが動
　脈の内壁を傷つけるのを防ぐ
・動脈硬化を防止し血栓を防ぐ
・老化による脳の委縮を抑える
等の効果が期待できるといわれる「S-アリルシステイン」
という成分が50㎎/100g と非常に多く含まれています。
　また、原料となるにんにくの糖度が多い方がより臭みが
少なく甘く出来上がります。冬の間雪の下で成長するの
で、三浦大樹さんの黒ニンニクは甘く、プルーンの様な味
わいとなります。

春野菜
岩手県全域

凍える長い冬が過ぎ
春を感じる大地の食材便り

にんにくが出来るまで

～10月
美味しくて、健康に良い黒にんにく
は、「土作り」が大切。有機肥料に
こだわり安全でおいしい野菜作りを
しています。

10月中旬
選び抜いた「種」を一つ一つ丁寧に
植えていきます。

11月初旬
芽が出ました。気温も低くなりそろ
そろ雪が降り始めます。

12月～４月
12月から4月まで、にんにくは雪の
下に隠れてしまいます。これこそが
にんにくを美味しくするポイント。
にんにくの中にある「糖」の濃度が
高くなるのです。

乾燥したにんにく
を専用の機械で、
成分を壊さないよ
うに丁寧に 3 0日
間、発酵熟成させ
ます。

春の香りを届ける“なばな「は
るの輝き」” は、県のオリジ
ナル野菜として生産振興を図
るために作られました。従来
の「菜花」とは異なり、つぼ
みはもちろんのこと茎葉部も
おいしく食され、苦みがなく
甘いのが特徴です。

春の輝き（春菜花）

ラディッシュは小さい赤カブ
のようにも見えますが、葉の
形を見ればダイコンと同じな
ので見分けが付きます。同じ
ようにギザギザした切れ込み
がある形をしています。そし
て、ラディッシュの葉は柔ら
かく、生のままサラダで美味
しく食べられます。カロチン
も多く含まれています。赤色
だけでなく、白や紫色、グラ
デーションのものもありま
す。

二十日大根

遮光タイプで軟白栽
培したアスパラガス。
収穫時期が短く、と
ても貴重です。

ホワイトアスパラ

直送同梱 冷蔵

料理のジャンルを問わず召し上がっていただけます。

発酵食品との相性バツグン！

・ チーズの盛り合わせの付け合せ
・ ピザのトッピング
・ 黒いカルボナーラ
・ 生ハムと一緒に
・ ローストビーフのソース
・ 黒にんにくのポタージュ
・ 黒にんにくとチーズのピンチョス

また、あるところでは味噌ラーメンのトッピングに、と様々使用方法はあります。
オリーブオイルで伸ばして保存もききますし、使いやすくなります。
様々な料理のアクセントとしても活用頂けます。

・ カルパッチョのトッピング
・ 黒にんにくの味噌漬け
・ さんまの黒にんにく包み焼
・ バーニャカウダ
・ カレー
・ ペペロンチーノ
・ チャーハン

・ 麻婆豆腐
・ 麻婆茄子
・ キムチ炒め
・ コチュジャンを使う料理

3-5
月

生育状況によりお届けでき
ない場合があります。



98

粘りと、もちもち感が違う
情熱が込められた地元ブランド食材

アルギット農法のやまのいも（金精）
金ケ崎町 / 髙有農産

食物繊維・ビタミン・ミネラルが豊富な
矢越地区の幻のかぶ

矢越かぶ
一関市  / 小野寺寛さん

　「うまい！」と言わせたいこだわり
から、旨味と粘りをとことん追求し
たやまのいも。岩手県南西部の内陸
に位置する金ケ崎町のみで生産され
ている逸品です。金ケ崎で精一杯
育てるという意味を込めた “金精（き
んせい）” ブランドは、大和芋と長
芋を交配した「ねばりスター」とい
う品種です。特徴は、長芋の 2.7
倍の粘りともちもち感。強い粘りが
料理のバリエーションを広げます。
　海のミネラルを山に戻す循環型農
業で育てられ、コクのある食味をつ
くり変色もしないアルギット（海藻
粉末）を使用。一貫して、有機質
主体の栽培方法にこだわっていま
す。農薬の使用回数を少なくし、除
草剤は一切使用していません。
　今、金精ブランドは「やまのいも」
だけですが、他の野菜も開発中。
新しい野菜のおいしさが待ち遠しい
ばかりです。

　矢越かぶは、学名をルタバカといい北欧スウェーデ
ンが原産地と言われています。今でもヨーロッパ地方
で煮込み料理に使われているようですが、矢越地区の
気候風土がかぶの特徴を発揮するようです。夏のヤマ
セや春先の残雪量が原産地と似ているのかもしれませ
ん。冬野菜ですが、2 週間は寝かせて使用するのがコ
ツです。天ぷらやグラタン、ペーストにして菓子材とし
ても利用出来ます。
　明治の頃、岩手県南・矢越山の麓に種売りの行商
人がいて、流域に売り歩いていました。ヤマセのあたる
この地に馴染んで定着した野菜が「矢越かぶ」です。
　甘くて食物繊維が特に高く、ビタミンCやミネラルの
豊富な野生に近い野菜です。収穫後二週間ほど天日に
当てながら寝かせると、甘みが増すと同時に黄色い色
が益々濃くなって、加熱料理をすると鮮やかな山吹色
になるのが特徴です。
　食糧難の時代には、お米と一緒にカテ飯として食べ
られたり、蒸かしておやつ代わりに食べられていたよう

です。戦後になって、お米の増産やさつま芋の普及に
よって地元の矢越地区では栽培が途絶えていました。
　平成六年、小野寺さんが地域おこしの特産品を探し
ていた時に、気仙沼市大島から嫁いだ小野寺さんの奥
さんが里帰りのお土産の一つにおいしいおこわがありま
した。地域おこしに夢中だった彼が詳しく調べたところ
「矢越かぶ」の入ったおこわ「カブふかし」だったのです。
　絶滅したと思われていた「矢越かぶ」が下流域の島
の一角で多品種と交雑することなく細 と々作り続けられ
ていたまさに「幻のかぶ」です。
　このかぶを本家本来の矢越地区に復活させたいとの
思いから、義理のお母様に懇願して種を分けてもらい
復活にこぎ着けました。

１ アルギット農法で作られた「やまのいも」は、時間を
おいても断面のこの白さは変色しません。また、擦っ
た際にかゆみも出ないので、使いやすさは抜群です。

２ 通常の長芋の 2.7 倍の粘りともちもち感。食感も噛み
ごたえがあり、濃厚な味わいをもつ。

３「やまのいも」の作業風景。地上の茎や葉は全て刈取り、
地中に病気が移らないようにしたうえで、地中 1 メー
トル程を堀りあげ、抜くようにして収穫します。

４ 金精には、「金ケ崎町で精一杯育てる」という意味が
込められている。地元ブランドの誕生。

３ 生産者のみなさん。左端が小野寺寛さん。
２ その断面は鮮やかな黄金色となっている。
１ 幻のかぶと言われ、やまぶき色が鮮やかな矢越かぶ。

3

冷蔵通年 直送同梱
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　岩手県はワカメの生産量が全国 1 位としても知られており、特にも美味しいと 言われる「早
獲りのワカメ」は、年末から春にかけての寒い時期に旬を 迎えます。
　ワカメはミネラルやビタミンが豊富に含まれていることから、発育盛りの子供や妊婦にとって
大切な食品となっています。また主成分であるワカメの食物繊維はアルギン酸が多く、腸の働
きを活発にして便秘を防ぐだけでなく、余分なコレステロールや体内のナトリウムを吸着して体
外に排出する降圧作用を有するなど、今や健康に必要な成分として注目されています。
　また、ワカメの食物繊維に含まれるフコイダンという成分は胃かいようや胃ガンの原因の一つ
であるピロリ菌を除去する働きがあることが最近の研究で明らかになっています。

休場日以外の毎日、下のように、LINE
又はメールにてその日水揚げされた商
品情報をお送りしています。一箱１０
kg までを最大とし、送料は関東まで
1,200 円 / 箱、関西まで 1,400 円 / 箱
がかかります。（税別）

LINE を利用して、
スピーディーな
販売をしています。

（2015 年 2月現在）

早獲りワカメと海藻
大船渡市 / ㈱毛利

歯ごたえが違う早獲りワカメと
三陸のミネラルで育つ海藻

冷蔵 冷凍常温直送通年

早獲りワカメ

早獲りワカメのしゃぶしゃぶ。
この色鮮やかさと歯ごたえの
ある食感は、鮮度の良さと比
例します。お湯に入れた瞬間
に色が変わるのは感激します。

寒流系の海藻である昆布は、本州では三陸海岸
沿岸北部に分布しており、岩手では久慈市から大
船渡市にかけて生息しています。天然ものとして
採れる種類は “真昆布”。肉厚で幅が広く、上
品な甘みとコクが特長です。まろやかで澄んだ出
汁が取れることから、高級出汁に使われることが
多く、昆布の中でも最高級といわれています。近
年では、養殖も行なわれており、県南部では幅
が狭く、独特の苦みととろろ分のある” 細目昆布”
も生産されています。

昆布

近年、ミネラルや食物繊維、ポリフェノール等を豊富に含む
点から、健康食品として注目が集まり、学術機関等での研
究対象とされています。その結果、高血圧抑制と血糖上昇
予防、抗腫瘍作用、コレステロール低下に効果のあるフコイ
ダンや、骨粗しょう症予防に役立つビタミン K が豊富に含
まれていることが分かりました。

アカモク

まつもは三陸地方で生産される
特産品であり、磯の風味、歯ざ
わりなどが楽しめます。その形
が、松葉のように糸状であること
から、かつては松穂（まつぼ）
と呼ばれていました。焼まつもは、
そのままみそ汁に入れて食べ、
熱湯をくぐらせ緑色となったもの
を酢の物などにして食べます。干
まつもは、火であぶり、焼まつも
と同様に用います。

まつも

古くから健康食としてふのり
は食されてきました。海の
ミネラル、特に食物繊維が
豊富なことからダイエット食
品としても注目を浴びてい
る海藻です。ふのりには、
そのネバネバ成分の元であ
る「フノラン（増粘多糖類）」
が高濃度に含まれているこ
とが分かってきており、こ
の多糖類に抗がん作用があ
り、血液中のコレストロー
ルを下げるなどの研究文献
もあるほどです。

ふのり

生出荷は季節が限られますのでご注意ください。
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土いらずのイチゴ
東北唯一の新しい栽培のカタチ

　特殊な発砲素材の樽を使用した養液栽培で周年
栽培をし、年中供給できることが最大の強みです。
高糖度のフルーツトマトです。（糖度８～10）
　減農薬に努め、イチゴ同様、お客様のもとへ常
にベストな状態でお届けします。

　サラダファームの栽培方法は従来のものとは
異なり、立体多段式完全循環型溶液栽培システ
ムという方法で、非常に摘みとりに適した東北
では他に見ない栽培方法です。
　園内は白を基調とした内装で、土を使用して
いないため大変衛生的です。
　冬に約７種類、夏１品種を作っています。減
農薬に努め、お客様のもとへ常にベストな状態
でお届けします。調理用に冷凍いちごも扱って
おりますので、デザートやソース用にぜひご利
用ください。

岩手山の麓で愛情をこめて
育てた濃厚で甘いトマト
や、厳 冬のお日様をたっ
ぷりじっくり浴びた自慢の
イチゴです。

１　発送時のイチゴ。他のイチ
　　ゴにぶつからないよう丁寧
　　に並べています。

１

3

３ ４

1 年間の出荷量は約８トン。清潔感のある農園。

2 ハンバーグに他の野菜とともに添えて。酸味と甘みが料
理を引き立ててくれる。

完熟したフルティカ。この色を見ただけで、美味しいと思える食材。

イチゴ
八幡平市 /（株）サラダファーム

２　これぞイチゴスマイル。

３　色からみずみずしさが伝わ
　　る。イチゴの赤は、誰もが
　　好きな色です。

４　フルティカ同様に清潔感の
　　ある農園。作業もはかどり
　　ます。

２

この色が美味しさの答えです
誰もが食したくなる赤

中玉トマト フルティカ
八幡平市 /（株）サラダファーム

生産者の田村恵さん

7-8
月
同梱 常温 冷蔵

同梱 常温 冷蔵

2

1

冬季 夏季

12-4
月

10-7
月

冷凍
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大地、水、空気
自然の恵みをたっぷり受けた乳製品

くずまき高原牧場の乳製品
葛巻町 / くずまき高原牧場

　北緯40度に位置する葛巻町は、酪農と林業がさかんな町で
す。酪農は明治25年に乳牛を導入して以来、牛の頭数と牛乳
の生産量ともに東北一の酪農郷を築いています。くずまき高
原牧場は、土づくりから草づくり、牛づくり、そして牛乳の
生産・加工まで、すべての仕事に責任が持てる牧場として、「あ
んしん宣言」を出しています。
  豊かな大地、清らかな水と空気の中で、ホルスタインがの
んびりと草をはみ、自然の恵みをたっぷりと受けた乳製品が
つくられています。チーズは搾りたての新鮮な生乳のみを使
用し、一つ一つ丹念につくり上げました。マイルドでクリー
ミー。クセがなく食べやすいのが特徴です。

１

２

３

岩手の食文化を支えてきた南部小麦と、
米どころ岩手ならではの素材

南部小麦・米粉
軽米町  / みろく農園

　岩手県は山に囲まれ、夏でも比較的冷涼なため、かつて
は米の代わりに小麦やそば、大豆や雑穀などが栽培されて
いました。中でも小麦は、うどんや郷土料理のひっつみに
欠かせない素材で、岩手の食文化を育んできました。南部
小麦は、農林 33 号と農林 27 号を掛け合わせた品種です。
昭和26年に岩手県の推奨品種に採用されて以来、県産小
麦の主力品種となっています。豊かな香りが特徴で、粉自
体に甘味があります。外国産と比べて、やや黄味がかって
おり、焼き色も香ばしく仕上がります。国産小麦の中では比
較的グルテンの量が多く、製パンにも向いています。
  米粉は、米どころ岩手ならではの素材です。古くはせんべ
いや和菓子などに使われていましたが、近年は製粉技術が
向上し、パンや洋菓子、麺類など、小麦粉の代わりに使われ、
新たな可能性を広げています。米粉料理は口どけが良く、
柔らかな食感が特徴です。もちもちとした食感も楽しげです。

電子イオン水を与えてできるたまご
30年以上続く技術を紡ぐ

クリームチーズ(プレーン・山ぶどう)
アメリカ発祥の軟質チーズ。熟成させずに作
るフレッシュタイプです。乳酸菌がもたらす
微かな酸味の中にも甘味があり、口あたりも
滑らかなのが特徴です。

カッテージチーズ
脂質4%前後の低脂肪タイプなので、さっぱり
とした味です。サラダに入れたり、ジャムや
蜂蜜、スパイスなどと混ぜて使うのもオスス
メです。

モッツァレラチーズ
モッツァレラの語源はイタリア語のモッツア
レ。引きちぎるという意味です。フレッシュ
タイプは鮮度が命。熟成させないので色は白
く、塩水に浸してあります。弾力のある歯ご
たえで、どんな料理にもよく合います。

さけるチーズ
生乳と食塩だけで作った日本人向けの食べや
すいナチュラルチーズを棒状にし、手で裂
けるようにしたタイプです。

ゴーダチーズ
熟成に3～6ヶ月と、ゆっくりと熟成させます。
まろやかさの中にもコクのある味わいが特徴
です。

くずまき高原牛乳
75℃15分殺菌でノンホモ（無均質）牛乳です。
そのまま静置しておくとクリーム（脂肪）層
ができるのが特徴です。

くずまき高原 ヨーグルト
牧場産牛乳100％使用。保存料、安定剤、一
切不使用で乳酸菌の作用だけで凝固させた濃
厚で甘さ控えめのドリンクヨーグルトです。

くずまき高原青のヨーグルト (無糖)
牧場産生乳を使用し、ソフトな食感を実現し
ています。上部にふんわりとクリーム層が出
来ます。こちらは加糖タイプです。

商品によっては在庫が無い場合が
ありますので、ご注意ください。

冷蔵通年 直送同梱

電子たまご
矢巾町 / 長沼良一さん

　30年以上前から電子たまごを作ってきた長
沼さん家族。電子を与えることにより作られる
イオン水をにわとりに与えることで、健康で安
全なにわとりが育ちます。更に、餌には炭素を
含ませることにより、体内での活性化作用が高
まり、臭みの少ない美味しい卵が出来上がり
ます。長沼さんは農業も営んでいるので、鶏
舎から出てくる鶏糞は堆肥となり、有機肥料と
して作物を作るのに循環されます。循環型農
業の先駆者的な長沼さん家族の後を継ぐ良一
さんは「一人でも多くの人に健康な卵と野菜
を食べてもらえる環境を残して行きたい」と力
強く語ります。

生臭さを無くす一番の決めては
「炭素」。餌に混ぜるだけでなく、
水槽タンク内にも炭が入ってい
ます。

メインは白玉ですが、業務用に人気の赤玉も作っています。

電
子
た
ま
ご
は
ア
ト
ピ
ー
や

ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
の
方
に
も

食
べ
て
も
ら
え
る
卵
で
す
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！

上・収穫前の南部小麦。下・素材として、新しい
可能性を模索している米粉。

品質保持期限 D+8 日 品質保持期限 D+20 日 品質保持期限 D+20 日

品質保持期限 21 日 品質保持期限 21 日 品質保持期限 21 日

品質保持期限 60 日 品質保持期限 21 日

冷蔵通年

常温通年 直送同梱自然溢れる牧場の夜には一面に星が広がります。

温度を少し上げながら撹拌して、水分が抜けるの
を促進します。

常温直送同梱



　岩洞湖が位置する盛岡市玉山区薮川は、氷点下20
度を記録する地域。本州一極寒の湖は、わかさぎ釣
りのメッカとして知られています。農業用水や発電
を目的に造られたダム湖で標高が高いところにある
ため、生活排水が混ざらず、水質が良く、わかさぎ
の餌となるプランクトンが多く生育しています。
  天然のわかさぎも増えていますが、昭和45年に漁
業組合が発足して以来、毎年２億３千万粒ほどの卵
を孵化させて、湖に放流しています。きれいな水質
を保つため、季節を問わず、組合の皆さんはごみの
撤去や草取りを欠かしません。このように、地元の
人々の手によって、冬の恵みが守られてきました。
  日本初となるわかさぎの魚醤づくりは、薮川の地
場産品を考えていた岩手県工業技術センターの畑山
誠さんがきっかけ。何度も製法を試行錯誤し、たど
り着いたのは昔ながらの伝統技法でした。製造は創
業100周年を迎える老舗・浅沼醤油店、獲れたての
鮮度の良いわかさぎをその場で塩漬けにし、工場で

左から、岩手県工業技
術センター畑山誠さん、
岩洞湖漁業組合の監視
長・佐々木俊夫さん、
浅沼醤油店の浅沼さん。

１ 釣り客は年間 23,000 人ほど。全国から釣り人が
やってきます。

2 右は約10ヶ月した魚醤、左はそれを濾過したもの。
ヒスタミンについても調査し、安全性を確認して
います。

3 天ぷらなどの料理に直接シュッとかけていただき
ます。もともとの食材の品が高く感じられ、美味
しくいただけます。

4 広大な面積の岩洞湖。

左は、シュッとそのまま
吹き付けるスプレータイ
プ（50ml）。いつもの料
理でも違う味わいが出ま
す。右は業務用（150ml）。

１年以上かけて丁寧に熟成させていきます。常温で
じっくり分解が進むと、わかさぎのたんぱく質がア
ミノ酸となって溶け出していきます。寝かせた後、
絞り、ろ過、火入れをすると魚醤が完成します。
  わかさぎは他の魚に比べて臭みが少ないため、魚
醤特有のクセがなく、まろやかな味わいです。苦味
も少なく、上品な旨味が持ち味。主役を引き立てる
新しい調味料といえます。通常の塩や醤油のように
お使い下さい。

春から育ったわかさぎは冬までに６セ
ンチほどに成長。氷上釣りシーズン終
了後、網ですくい上げたわかさぎで、
魚醤を作っています。

平成 26 年度「岩手県水
産加工品コンクール」に
て、農林水産大臣賞を受
賞しました！

常温通年 直送同梱
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わかさぎ魚醤
盛岡市 / 岩洞湖漁業組合 ×（株）浅沼醤油店

本州一厳寒湖のわかさぎから
絶品魚醤が誕生

1

2

3

4
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１

３

１,２ 春から秋の間、北上山地の広大な大自然の
中でのんびりと過ごし、ストレスを溜めず
に育つ。青い空、緑の草地が続く。

３ 噛めば噛むほど美味しい肉なので、ステー
キやローストビーフ、ポトフなど、味付け
の濃くない、肉の風味を生かした料理が向
いています。

3

　盛岡生まれの盛岡育ち。いわて短角牛と同じ、日
本短角種という品種の牛です。日本短角種の祖先に
は在来種の「南部牛」と英国のショートホーンとい
う牛がいるので、盛岡短角牛も写真の通り赤茶色の
毛色です。そのため、時折「赤べこ」とも呼ばれます。
また、短角なのに角が長いのは南部牛の短い角のた
めとも言われます。
　５～10 月にかけて放牧地、冬は里の牛舎で暮ら
す「夏山冬里」。自然交配を繰り返す盛岡短角牛は、
広い放牧地でおおらかに過ごします。そして、子供
の時は草、成牛になるにつれ穀物資料や稲わらなど
を多く食べます。
　日本短角種の肉には、「サシ」と呼ばれる脂肪が
あまり入っていません。子供の頃、放牧地で運動し

ていたため、適度な弾力があり、健康な肉を食べて
いる実感が楽しめます。そして、噛めば噛むほど肉
の旨味が感じられることも特徴で、旨味のもととな
るアミノ酸がたっぷり含まれています。歯応え、旨
味、香りがしっかりしており、どのような調理にで
も美味しく食べられます。
　サシが少なく低カロリー、草をたくさん食べてい
るため、βカロチンもたくさんの短角種。脂肪燃焼
効果があるといわれる「エルカニチン」というアミ
ノ酸も多く含まれています。
　生産者は中村鉄男さん ( 肥育農家 ) 一人なので、
そのため、出荷量は少ないですが、商品の品質の安
定感が売りです。

２

直送通年 冷蔵

牛肉部位解体図 内蔵版

脂は少なめで、うま味が多く
コリコリしたした食感が特徴
です。主に焼き肉の材料とし
て使用されます。

ハツ
ビタミンや鉄を豊富に含み、
栄養抜群の部分になります。

レバー
肉厚で純白に似た白色です。
かなり歯ごたえがあります。

ミノ
脂肪が少なく、鉄分が豊富
に含まれます。特有の歯ざ
わり・食感が特徴。

センマイ

赤身に見えますが内臓肉な
ので柔らかく、ローカロリー
でロース等に比べてサシが
少なくヘルシーです。

ハラミ
脂がたっぷりついて身が薄く
焼き肉や串焼き、じっくり煮
込む煮込み料理に適してい
ます。

小腸
小腸より厚く硬い部位。赤身
の脂とは違いあっさりしてい
ます。

大腸
蜂の巣状に筋があり、独特
の風味と歯ごたえがありま
す。

トリッパー

ビタミン・鉄分・タウリンを
多く含む部位。スライスにし
て焼き肉、ブロックのものは
シチューに最適です。

タン
ツラミとも呼ぶ。よく動かす
部分なので、とても味が濃
厚です。

ホホ肉
コラーゲンが豊富。よく煮
込んで骨髄の部分がゼラチ
ン状になるととてもおいしく
なります。

テール

CHEF’S WANT で は 赤
身に関しては、いわいず
み短角牛と山形村短角牛、
内臓に関しては山形村短
角牛も扱っております。

同梱

盛岡生まれの盛岡育ち
おおらかに育てた別名「赤べこ」

盛岡短角牛
岩手町  / 肉のふがね

タン
サガリ

ハラミ

テール

ホホ肉

ミノ

ハツ

センマイ

トリッパー

レバー 小腸

大腸

非常に美味な短角種の内蔵肉。焼いても、
煮ても抜群です。もともとの質が良い上に、
下処理も良いので、においはほとんどなく、
シンプルな味付けで十分です。

盛岡市姫神山実験牧野
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常温

7 月
から

直送同梱

間もなくお届けできる夏の食材をご紹介します。糖度２０度を超えるトウモロコシ
「おおもの」、ビールに合う新おつまみ「遠野パドロン」、甘くて柔らかいタイプの
春系キャベツ「いわて春みどり」、500 円玉級の大きさのブルーベリー「カシオ
ペアブルー」、この夏、特にお勧めの４つの食材です。

いわての夏の食材
Iwate Summer Food

カシオペアブルー
二戸市 

7月中旬からの3週間限定出荷
500円玉級の大玉ブルーベリー

　カシオペアブルーとは、  二戸地域が寒暖差の激
しい気候風土に適したブルーベリーの産地化を目
指し、ブルーベリー最大粒種「チャンドラー」の
うち 500 円玉級（5L）の大きさの実を厳選した
ブルーベリーのみを指します。収穫期間は短く、
更に数量も限られており大変貴重です。カシオペ
アブルーは、その大きさのため、1 粒でも食べご
たえ充分です。

遠野パドロン
遠野市 / 遠野アサヒ農園

ホップの産地遠野で本格的に
生産したスペインの定番食材

　パドロンはスペインで生産されている
「西洋ししとう」です。日本ではほとん
ど生産されていなかったパドロンを、「遠
野パドロン」としてビールホップの産地
で有名な岩手県遠野市のホップ畑に隣接
した環境で、アサヒ農園の吉田さんが本
格的に生産を始めた希少な野菜です｡
　スペインでは、ビールのお供の定番メ
ニュー。さっと油で揚げて塩をふったシ

ほの」ンロドパ野遠「､で法理調なルプン
のかな甘味と苦味を味わえます｡

いわて春みどり
岩手町 / いきいき農場

柔らかく、甘いキャベツを。
岩手町30年の挑戦

　岩手町は、戦前からキャベツ栽培が盛
んで「南部甘藍」として出荷されていま
した。しかし、消費者の嗜好性の変化と
輸送の問題、「ゴマ病」の異常発生によ
り壊滅的な打撃を受け衰退の一途をたど
りました。
　その後、昭和 59年に生産者有志がキャ
ベツ産地をもう一度作ろうと立ち上が
り、「柔らかく、甘いキャベツが夏場に
欲しい」という消費者の要望に着目し、
従来の寒玉系品種とは異なる、質の高い
春系品種を導入しました。春系は、栽培
は難しいと言われておりましたが、あえ
てリスクをおい、取り組んだのでした。
　この、夏場のキャベツには春系である
ことに加え、夏場で緑が濃いことから、
みずみずしさを表現した「いわて春みど
り」のネーミングで差別化を図りオリジ
ナルブランドに成長させました。

7-9
中旬

冷蔵直送同梱

7- 10
月

冷蔵直送同梱

冷蔵
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