
　「寒締め」はその名のとおり寒さをあてることで体内の糖分を上
昇させる自己防衛反応を利用して糖度を高めた作物です。この「寒
締め」の技術は、岩手にある農研機構東北農業研究センターが
開発したものです。甘みが増すだけではなく、栄養価も高まります。
　寒締めほうれん草は通常のほうれん草に比べると、葉肉が厚く、
ビタミン含有量も高いのが特徴です。一般的なほうれん草でも、β
カロテンやビタミンＣ、マグネシウムや亜鉛などのミネラルも豊富で、
貧血の予防にもなりますが、「寒締めほうれん草」は栄養価も高く
食味もいいので冬場だけの味を堪能ください。

西根の寒締めほうれん草と小松菜
八幡平市西根地区

北国の冬の冷たい空気にさらすことにより、
通常のほうれん草よりも甘くなる
「寒締（かんじ）めほうれん草」

冷蔵同梱12-3
上旬

１

2

3

１ 寒く締めると書くだけあって、ハウスの両サイ
ドを約 50 センチほど開け、一気に冷気を入
れることで甘みがさらに増します。なので、
八幡平市のような高冷地で冬に気温の上がら
ない地域がより美味しい寒締めほうれん草を
作ることが出来ます。

寒締めほうれん草は、葉が肉厚で糖度が高
いのが特徴。通常のほうれん草に比べ栄養
価も高く食味も良いです。冬場だけしか楽し
めない味をぜひご堪能ください。

2

通常のほうれん草よりもパワーが感じられま
す。味は濃厚で、歯ごたえがあり、煮崩れ
などもしません。煮物、炒め物など、通常と
同様に使用でき、イタリアンやフレンチなど
に使われる洋の食材とも相性がよいです。

3



高橋農園のじゃがいも
紫波町 / 株式会社 高橋農園

300年営んできた歴史ある農園
岩手紫波育ちのじゃがいもたち

冷蔵同梱

減農薬で育てた高橋農園自慢のじゃがいも。このうちピルカは芽が浅いた
め皮がむきやすく、おいしいと評判の品種。肉質はメークイン級で味は男
爵薯級。煮崩れしにくいので、カレーや肉じゃがにおすすめです。

　おいしい野菜を育てるための土作りから生産、収穫、加工まで
を一貫して自社で行い、「また食べたい！」と思える食体験を大切
にしている高橋農園。平成 22 年からは休耕田を活用したじゃがい
も作りに取り組んでいます。目標はじゃがいもを北海道にも負けな
い紫波の名産にすること。地元オガールプラザ内の産直「紫波マ
ルシェ」では、じゃがいも料理の専門店「potato deli Mameta」
も経営しています。
　農園の歴史は 300 年以上。紫波町が八戸藩の領地だった頃、
力士だった先祖が「自分の食べる分は自分で作るように」と領主
から禄として土地を与えられたのを始まりに、代々、米作りを継承
してきました。現在は620haの水田と35haの畑、19haの果樹園、
30ha のぶどう園を複合的に切り盛りしています。積み上げてきた
農業を土台に、社員一人一人が開拓者精神（＝起業家精神）を
持ち、事業としての農業の確立を掲げています。
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１ 休耕田を活用したじゃがいも畑。北海道産に
負けない名産を目指しています。

２ 農園で生産したじゃがいもをカットし、冷凍
した「じゃがいものフリット」。そのままフリッ
トとしてお使いいただけます。

３ 農園見学に来てくださった東京の飲食店の皆
さんと高橋和久さん（中央）。お客様のお声
を大事にしながら生産に励んでいます。



3-6
月

グリーン＆ホワイトアスパラガス
雫石町 / 元気農園

元気になる野菜作り
寒暖の差がもたらす甘いアスパラ

冷蔵同梱

減農薬栽培のため安全な食材です。春から初夏
にかけて美味しく育ちます。ビタミンやミネラルが
たっぷり入っており、新陳代謝を促してくれます。

　アスパラは若芽を食用するユリ科の多年草で、ヨーロッパでは
紀元前から栽培され、日本にも江戸時代には観賞用として渡来。
大正時代から、食用として多く栽培されるようになりました。キジ
カクシ科の多年草で、苗を植えてから 3 年目以降に出る若芽を収
穫して食べます。収穫せずに残した芽が葉を茂らせ、春にはまた
細いイモのような根から若芽が次 と々出てきます。
　春から初夏にかけて食べ頃です。グリーンアスパラはカロテン
やビタミン C を含む、栄養価の高い緑黄色野菜です。ここに含ま
れるアスパラギン酸は、新陳代謝を活発にして利尿作用や疲労回
復に有効なアミノ酸で、スタミナ補強にも役立ちます。また、毛
細血管を強化し高血圧を抑制するルチンも含まれています。
　また、畑にある状態と同じように立てて野菜室に保存するのが
ポイントです。サラダや炒め物などの洋食メニューだけでなく、て
んぷらやゴマ和えといった和食にも合います。

日が昇る前に、やさしい白色の若芽が顔
を出す。



ちぢみ小松菜
八幡平市 / 田村真理子 さん

八幡平の厳しい寒さが生む
甘みたっぷりのちぢみ小松菜

小松菜とちぢみ菜を掛け合わせた新品種。甘みがあり、えぐみが少ない優
良品種で、サラダでもおいしくいただけます。

　ちぢみ小松菜は小松菜とちぢみ菜を掛け合わせて開発された小
松菜の新品種。普通の小松菜よりも葉が縮んでおり、葉の色が濃
く、光沢があるのが特徴です。口当たりは柔らかく、甘みもあり
ます。水分が多くシャキシャキとした食感で、えぐみも少ないので
サラダでもおいしくいただけます。栄養面では、ほうれん草の５倍
のカルシウムが含まれているといわれています。
　真理子さんの父・道行さんが栽培に取り組み、一家で収量 UP
の工夫を重ねてきました。種まきから収穫までほぼ手作業ですが、
楽しく、愛情を込めて育てています。真理子さん自身は、農業に
対するイメージが明るい方向に向かうように、新しい農業の３K「か
わいい、きれい、かっこいい」を掲げて取り組んでいます。

新しい農業の３ K「かわいい、きれい、かっ
こいい」を掲げながら、ちぢみ小松菜の生
産に情熱を傾けている田村真理子さん。

冷蔵同梱12-3
上旬
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北緯 40度の雪下で越冬した甘さあふれる
人参は雪国ならではの逸品

　岩手県の北部、北緯 40 度。『岩手県
岩手郡岩手町』と『岩手』が 3 つも付く
この地域は、岩手県でも有数の野菜生
産地域です。特にも人参は、12 月～ 3
月まで雪に覆われることで甘みがグーンと
増し、柿のような食感と相まってフルーツ
感覚で召し上がっていただけます。この
雪下人参の生産に取り組む『いきいき農
場』は土づくり・化学肥料・農薬使用
低減を一体的に取り組んだ【エコファー
マー】に認定され、特別栽培農作物に
も取り組んでいます。
　全国の農家同様、後継者不足に悩む
農家が多い岩手町ですが、『こどもたち
が「将来の夢は？」と聞かれたときに、
まっさきに「農業！」
といってもらえるよう
にしたい』と3代目・
三浦大樹さんは
熱く語ります。 2 雪の下からは濃いオレンジ色の頭が見えていて、これを一本ずつ手作業で抜いて

いきます。左・３代目大樹さん、右・父 正美さん

3 「いきいき農場」の名の通り「いきいき」したスタッフさんが作る野菜はやは
り格別ですね。左端・３代目大樹さん、下段右から 3番目・父 正美さん

1 品種の「アロマレット」は、紅色鮮やかで、こどもの嫌いなあのニンジン特有の
香りが少なく、さわやかな甘い香りが特徴です。

同梱 直送12-3
月

常温 冷蔵

越冬雪下人参
岩手町 / いきいき農場、三浦青果



雫石あねっこの野菜
雫石町 / 産直しずくいし

100名以上の生産者が持ち寄る
よりどりの野菜

　産直しずくいしは岩手県雫石町で 100 名以上の生産者により構
成される産直出荷組合です。同町には、道の駅「雫石あねっこ」
「JR雫石駅銀河ステーション」に店舗を構えています。
　雫石町に来てグルーと360 度見渡せば、東に7つの山が集まっ
た七ツ森、西に秋田駒ケ岳 ( 火山 )、南には男助山と女助山の夫
婦山、そして北に南部方富士とも呼ばれる岩手山 ( 火山 )、があり
麓の同町には絶えず東西南北より綺麗な水が流れ続けています。
　春には雪の中で力を蓄えた山菜、夏には岩手山から流れる水で
育まれた夏野菜、秋には冬支度で味と香りを増したキノコ、冬に
は凍てつく空気で引締められ甘みをまとった寒締めほうれん草、ち
ぢみ小松菜など毎日毎日おいしい野菜を出荷しています。
　また、その昔、雫石でクレソンは「洋セリ」と呼ばれ小川に自
生していました。絶えず綺麗な水を必要とするクレソンは冷涼気候
を好み、15～18 度で良く生育します。ゴールデンシーズンは 4、
５月の2ヶ月間です。

山越種菌という 20
年前に倒産して現在
はほぼ絶滅している
種菌を、きのこ農家
さんが長年守り出荷
している「山越 72
号菌」の平茸です。

各生産者さんのこだわりの食材が産直に
並びます。下の写真は、生産者のみなさ
ん。野菜に想いを込めて。

　雫石町では、地域資源の有効利用による資源循環型社
会の構築を目指し、平成 19 年度より「しずくいし・菜の
テクノロジープロジェクト」を立ち上げ、取り組んでいます。
雫石町内の転作田を使って、菜の花を栽培し、春には多
くの観光客の方で賑わいます。花が咲き終わった後には
菜種を収穫。その後、乾燥調整作業を実施して、秋には
雫石町福祉作業所「かしわの郷」にある搾油施設にて、
搾油作業を開始します。
　「菜の雫」はその名のとおり、栽培農家、福祉作業所、
しずくいしと、プロジェクトに携わる皆さんが丹精込めて
菜種のエッセンスを抽出した、まさに努力の結晶ともいえ
る一品です。

同梱 冷蔵

100 人以上の生産者を
まとめる佐々木さん。盛
岡センターに近いことも
あり、新鮮なお野菜を
届けてくれます。



冷涼な気候と黒土に恵まれた大地で、太陽を存分に浴びて育ったい
わて春みどり。

いわて春みどり
岩手町 / いきいき農場

東北いわての春色を知らす
美しさもまとった甘いキャベツ

　キャベツの栽培に適した高冷地で栽培し、有機たい肥とミネラ
ル資材を使用することにより、薬剤散布を減らして栽培しているい
きいき農場。畑は３年～５年で輪作し、「いわて春みどり」と「寒
玉系キャベツ」を栽培しています。
　「いわて春みどり」は、岩手県岩手郡岩手町のブランドキャベツ
で、葉肉が柔らかく、巻きが緩やかなのが特徴で、初夏～夏に
かけて収穫されます。甘く、サラダに適しており、ざく切りでその
まま食べて頂くと、より甘みを感じます。
　「寒玉系キャベツ」は、秋～冬の始めに収穫されます。「いわて
春みどり」と対照的に葉肉がしっかりしており、ずっしり重いのが
特徴です。

冷蔵直送7-10
月
同梱

１ 一面に広がるとうもろこし畑で作業す
る三浦さん。

２ 安心安全のおいしい野菜作りに励ん
でいます。
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直送 常温通年

いつもの食卓に笑顔のごちそうを。私たちが真心こめて作っています。

山菜の水煮
洋野町 / 株式会社 長根商店

岩手の春の使者、味も香りも
自然のままに閉じ込めて

　山菜は県内外でも栽培も盛んにおこなわれるようになってきまし
たが、やはりここ岩手県北部で採れる山菜は寒暖の差が激しく、
身のしまりの良い山菜が育つ採れる魅力的な地域です。そこで採
れた山菜は味も食感もよく煮物や炒め物などにしても歯触りや風味
が良いのが特徴です。
　長根商店の山菜水煮のふきやわらびは多くは出荷しておりませ
ん。地元の味の良い山菜を出したいと思い、太さや傷や色など多
少のバラツキがあっても、山菜のもつ個性を生かし着色料は使わ
ない素材を生かした加工に徹し、地元の県内のスーパーや地元の
産直など向けに小ロットに製造し販売しています。
　通常山菜は春先に採取されますが、生の山菜は塩に漬け込むな
ど一度あく抜きをする必要があります。このあく抜きが不完全です
と山菜本来の味を引き出せません。そのために新物であっても出
荷 8 月くらいまで塩漬け状態で保管しておきます。その後注文に
合わせて製造出荷しています。

１ 手間をかけて、こだわりの無添加製
法で製造した岩手県産わらびの水煮。

２ 岩手県の山ふきを無着色、無漂白で
自然のまま閉じ込めました。

「きれいな水と空気を大
切に、素材にこだわって
います。味付けに合成
保存料や化学調味料は
使わず、じっくり作って
います」と話す社長の
長根繋男さん。
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10-7
月

　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。

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 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。

この色が美味しさの答えです
誰もが食したくなる赤

生産者の田村恵さん

同梱 常温 冷蔵

2

1

中玉トマト フルティカ
八幡平市 / 株式会社サラダファーム



１

宮沢賢治の理想郷だった岩手の風土と水に支えられ、先進型水耕システムとスタッフの手作業で育つ賢治のトマト。

賢治のトマト
紫波町 / 株式会社銀河農園

岩手山の天然水で育つ
真紅の宝石

　お客様に通年を通して安定して美味しいトマトを提供するため、全国で
3番目となるスプレーポニック栽培を採用しています。
　この栽培方法は、従来の樹の勢いが強いと葉が茂りすぎ、トマトの実
に栄養がいかずに収量減や品質低下を起こしていたものを、肥料中の窒
素分を制限し、スプレーポニックで均一な養液管理をすることで樹勢のコ
ントロールを可能となります。
　自分だけでなく自分の子供にも安心して食べていただく食材を提供する
ことを安全基準とし、不必要な農薬は予防では乱用せず、ハウス内の巡
回を強化して必要な時は最小の薬剤を素早く的確に対処するようにしてい
ます。
　また、害虫・細菌・ウイルス等の侵入を防ぐため、ハウス周辺の高温
消毒除草、ハウス開口部には防虫ネットを張り、外来者のハウス内立ち入
りの禁止、作業員の手洗いや履物の履き替えなど、徹底した対策を行っ
ております。結果、農薬を通常のトマト栽培に比べて約 1/15 に減らすこ
とに成功しています。
　岩手山の深層地下水 ( 地下 150 メートル ) の天然水でミネラル分を豊
富に含んだ水で調整した栽培用の肥料溶液は、使用後、全て回収・再
調整して、再度トマトに与えるため科学肥料溶液の掛け流しは一切おこ
なっていません。

１ こだわりのスプレーポニック栽培は全
国で３番目の導入。高品質のトマトを
多く収穫できる新しい栽培方法です。

２ 出荷作業風景。出荷先によって、大
きさや種類、商品ラベルも異なります。

３「トマトの生産規模を大きくして、多
品目の色々なトマトを作っていきたい
です」と展望する橋下幸之輔さん。

2

３

9-6
月

冷蔵直送同梱 常温



同梱6-9
月

冷蔵

１

リコピンが多く含まれている黒トマト。だんだんと色が濃くなっていきます。

カラフルトマト
滝沢市 / suruga farm

宝石のように色輝くカラフルトマト
お皿に彩り、メニューに彩り

　赤、橙、黄、紫、緑、チョコレート色などのカラフルなミニトは、
まさに宝石箱です。料理に１つ添えるだけでも、アクセントになる
食材です。ピッコラカナリア、トスカーナバイオレッド、ブラッディ
タイガー、ルージュドボルドー、シシリアンルージュ、高糖度ミニ
トマト「ネネ」など、彩りあるミトマト多数作っています。
　農法はコフナ農法といい、農業先進国フランスのパスツール研
究所で開発されたコナフ（資材）で、世界で最も長く広い地域で
使われている国際ブランドです。100 種類以上の有益微生物が酸
素の有無に関わらず高温・低温下でも活発に働きます。
　旬の農産物を使った加工品開発やキュウリの栽培体験などの食
育活動、新規就農者の定着支援などに積極的に取り組んでいます。

１ 多彩なトマトに挑戦している suruga 
farm

２ オレンジ色の「ピッコラカナリア」は
高糖度で果肉もしっかりしています。

３ 駿河慎吾さんは「たきざわグリーン
ワークス」の一員としても活動中。

2
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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

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

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

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

3-6
月



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

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

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）

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



直送同梱 冷蔵5-6
月

１

５月の澄んだ空に向かって伸びる西わらび。

西わらび
西和賀町

とろうまっ！
おらほの西和賀「西わらび」

　奥羽山脈のほぼ中央に位置する西和賀町は県内でも豪雪地帯と
して知られております。
　西和賀で自生するわらびは、岩手県の西方の山に生えることか
ら「西わらび」と呼ばれ、太くて粘りが強く、アクの少ないのが
特徴です。地下茎は 20ｍにも及び、5 月初めに山の日当たりの良
好なところに生えます。
　葉の光合成で作られたデンプンとムチンが地下茎に蓄えられ冬
を越し、豊富な雪解け水を吸った地下茎から伸びてくるわらびは
みずみずしくてトロトロしています。
　ムチンは、野菜のオクラや里芋に含まれるネバネバ成分です。
このムチンには、消化管の粘膜をうるおし、保護する働きがあるた
め、胃潰瘍や胃炎の予防に効果があると言われています。
　また、わらびには食物繊維やビタミン B2 等が主要な野菜と比
較して多く含まれています。食物繊維は大腸の働きを促し便秘を
解消する働きをし、ビタミンB2は皮膚や髪の毛を正常に保つ働き
があります。
　水煮は在庫が無くなるまで通年出荷しています。

１ 水がきれいな西和賀の風景。高田沢
滝のしぶきが山菜の土壌を育てる。

２ 雪深い西和賀の冷たい風に、凍み大
根が並ぶ。

３ 採ったふきのとう、いわゆるバッケ
の作業をしているみなさん。

2

３



原木ジャンボ椎茸
八幡平市 / 古川忠さん

携帯電話と比べると、とても大き
いのがわかる。味も濃厚なため、
献立のメインに使う料亭も。

ジャンボ椎茸の菌糸は、寒い時期にしか成長しないため、期間限定の出荷となります。
間引きをすることで、1本の原木から1個だけジャンボ椎茸が出来上がります。

水につけることで菌糸が秋を感じ、子孫を
残そうとしてキノコがたくさん出てきます。

　ジャンボ椎茸の全国でも有数の生産者である古
川さんは、原木栽培にこだわります。「八幡平松尾
地区を再び一大生産地にしたい」との思いで、日々
椎茸を育てています。
　原木から栄養をたっぷりと取ったジャンボ椎茸
は、ジューシーかつプリプリの食感と、しいたけ本
来の香りや味を濃厚に感じることができます。
　特に秋から春にかけて栽培される原木露地栽
培のジャンボ椎茸は、直径 7～9cmで肉厚のダイナ
ミックな外見からは想像つかない、ツルンとなめら
かな舌触りとしっかりとした歯ごたえ。主に炭火焼
き、ステーキ、しゃぶしゃぶなど、献立の主役として
使われているほど存在力のある味わいです。

松
尾
地
区
を
再
び
一
大
生
産
地
に…

原
木
栽
培
に
こ
だ
わ
り
育
て
た

存
在
感
あ
る
一
品

ご夫婦二人でやっているの
で、大量生産は出来ない
が、質の良いジャンボ椎茸
を作っている。

冷蔵同梱10-3
上旬下旬
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