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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

盛岡市姫神山実験牧野

盛岡短角牛
岩手町 / 肉のふがね

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。

１

通年 同梱 直送 冷蔵

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。

牛肉部位解体図 内蔵版
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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。
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テール
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レバー
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センマイ

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。

ビタミンや鉄を豊富に含み、
栄養抜群の部分になります。

肉厚で純白に似た白色です。
かなり歯ごたえがあります。

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。

ハラミ

小腸

大腸

トリッパー

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。

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。

蜂の巣 状に筋があり、独特
の風 味と歯ごたえがありま
す。

CHEFʼS 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。

タン

ホホ肉

テール

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。

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。

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。

雑穀粉
軽米町 / みろく農園

農薬、化学肥料不使用
みろく農園、穀物の粉

通年 同梱 常温 冷蔵

軽米町にある森に囲まれた雑穀畑は、農薬が飛散し
てくる事もなく、自然に優しく人にも優しい雑穀が作れ
る環境が整っています。そんな二戸地域 ( 二戸市・軽
米町・九戸村・一戸町 ) の大自然に囲まれた環境の中
で厳しい 6 項目の基準 ( 二戸地域雑穀ブランド認証基
準 ) を満たし、安心・安全な方法で栽培されています。

１ ひえ

２

野生のイヌビエが 原種で、日本
で栽培化された日本産の雑穀。

マグネシウム、鉄 分、亜鉛を多
く含み血液をきれいにして体内
環境を整える働きがある。コク
や甘みが強く、強い粘りが特徴。

３

４

あわ

良質たんぱく質や鉄分に富む栄
養価に富んでいる食べ物で、消
化吸収もよい

５

いなきび

たかきび

別名「もろこし」
。白米と比べてタン
パク質やミネラルなどが豊富。赤ワイ
ンと同じポリフェノールやマグネシウ
ム、カリウム、食物繊維が多く含まる。

アマランサス

最も小さな雑 穀。カルシウムは
白米の約 32 倍と栄養価が高い。
種皮が柔らかく精白せずに全粒
食べることができる。

ニョッキなどの練りものに雑穀の粉を混ぜて使うと、栄養
価もさることながら、女性層への更なるアプローチに繋が
ります。

南部小麦
軽米町 / みろく農園

岩手の食文化を
支えてきた南部小麦

収穫前の南部小麦。

通年 同梱 直送 常温
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
軽米町 / みろく農園

米どころ岩手ならではの
原点ともいうべき素材・米粉

通年 同梱 直送 常温
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。

素材として、新しい可能性を模索している米粉。

電子たまご
矢巾町 / 長沼良一 さん

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
通年 同梱 直送 常温 冷蔵

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よ！

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。

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。

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。

業務用生たまご
八幡平市 / 株式会社 岩手エッグデリカ

新鮮と安心を徹底した
いつものたまごを
通年 同梱 直送 常温 冷蔵
契約している最先端の大型企業養鶏場と年間契約を
し、餌の種類、与える水の量、鶏舎の温度のコントロー
ルの均一管理をしています。産卵処理後 30 時間以内で
貯卵庫に搬送し、鮮度保持に努めています。
農場において、殺菌され、最新の設備により、検査さ
れたたまごが入荷し、その後さらに自社工場にてすべて
のたまごを目視で検卵しているため、品質管理の徹底と
安心安全なたまごをお届けしております。

減量検査の様子。衛生面を最重要視した最先端の工場
で製造。いつでも安全安心な商品を提供しています。

手洗いの後、エアシャワーへ。徹底した衛
生管理。

水や炭酸水で割ってもおいしい。夏場はスポーツ飲料代わりに薄めのお酢でも。

北国の果実酢シリーズ
盛岡市 / 株式会社 浅沼醤油店

からだにやさしいお酢
いわての大地が育んだお酢

通年 同梱 常温

朝晩の気温差が大きい岩手ではりんご・ぶどうなど果物の栽培が
盛んです。
「北国の果実酢シリーズ 」は、そのような果物王国いわて
の選りすぐりのフルーツを天然醸造で飲むフルーツ酢です。
大地が育んだ良質の果実をじっくり時間をかけて醗酵させた飲むお
酢で、ストレート醗酵の果実酢にやさしい甘さのはちみつ、オリゴ糖
を加えどなたでも飲みやすく仕上げました。疲れにくいカラダ作りにも
ぜひ毎日飲める果実酢です。
岩手の旬な果物をそのままに、りんごやぶどう、ラ･フランスなど岩
手で採れた果物を搾ります。輸入の濃縮果汁や希釈した果汁は使わ
ず、旬な果物を搾ったストレートの果汁を使うため、自然な果物の味
や香りが生きてきます。
そして、ワイン造りから始めます。果物を醗酵させると香り豊かな
お酒ができます。このときにできたアルコールが後に酢酸菌によって
お酢になっていきます。酵母が香りの高いお酢造りを手伝ってくれて
います。
その後、酢酸菌の働きでアルコールがお酢に変わっていくまでじっ
くりと時間をかけて待つ昔ながらの表面醗酵法で造ります。酢酸菌
が風邪を引かないように、冬も毎日温度と醗酵状態を確かめながら造
ります。こうして待つことでとてもまろやかなお酢に仕上がってきます。

１

2

３

１ ラインナップは５種類。それぞれしっ
かりとした味わいを楽しめます。
２ 採れたてのジンジャーを使います。
３ 果実酢シリーズへの思いを語る、代
表の浅沼宏一さん。

山ぶどうピューレ
久慈市 / 株式会社 佐幸本店

素材をきわだてる
山ぶどうの恵み
通年 同梱 直送 常温 冷蔵

無農薬で、ほとんど自然にまかせて栽培しています。実
小ささも天然ものと変わりません。

岩手県の恵まれた土壌で無農薬で育ったヤマブドウ。
深みのあるおいしさの中に、鉄分やカルシウムなど豊富
な栄養分が含まれた手作りの品々をお届けします。
苦労の末に完成したヤマブドウ果汁１００% のジュース
「山のきぶどう」をはじめ、どの商品も香りと風味を大切
にし、全てストレート果汁で作っています ｡原料を絞って
から３年間、真空低温で熟成させるため、酸味が和らぎ、
とてもふくよかな味わいです。
山ぶどうの種を取り除き、無添加、無加糖で仕上げた
「山ぶどうピューレ」は、コクと酸味を活かして、ソースや
ドレッシング、デザートなど、いろいろな料理に活用でき
ます。
佐幸本店を代表する商品「山のきぶどう」
シリーズは多くの愛飲者がいます。

