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広田湾の牡蠣

越冬雪下人参
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岩手町

大きさに感動、味に感激！
他では味わえない広田湾の牡蠣

東京都

八幡平市
岩泉町

11-6 直送 常温 冷蔵
月
季節により

from to Iwate

矢巾町

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。

山田町

野
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菜

花巻市

岩手町

遠野市

越冬雪下人参

岩手県

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

15,387 ㎢

陸前高田市

12-3 同梱 直送 常温 冷蔵
月

鮮
P.４

魚

大船渡市

大船渡の鮮魚

世界三大漁場『三陸』の最重要港・大船渡
飲食業を知り尽くしているからこそできる
浜と料理人を繋ぐ熱血ホットライン
キノコ
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岩手県全域

天然キノコ

特徴あるキノコ満載！
自然が作り出す
味わい深い岩手のキノコ
キノコ
P.８

矢巾町

立花さんの原木椎茸

古来からの自然原木と
きれいな水だけを使用の
原木栽培法
キノコ
P.９

八幡平市

原木ジャンボ椎茸

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

八幡平市

野

安比まいたけ
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キノコ
P.10

手作りにこだわって育てた
薫り高い舞茸

キノコ
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洋野町

あわび茸

山の幸と海の幸の融合
まるでアワビのような食感

野
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野
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南部一郎かぼちゃ
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菜

岩泉町

安家地大根

山深い安家地地区で
先祖代々伝えられてきた伝統野菜

農薬不使用彩り野菜

菜

花巻市

安藤さんのマイクロリーフ

手作業が編み出す
美しいリーフの旋律

野

あ っ か じ

盛岡市

食卓に色を添える
農薬を使わない彩り野菜

一関市厳美町

糖度は 15 度以上！
生でも食べられる
高糖度かぼちゃ・南部一郎

菜

菜

軽米町

長芋とにんにく

青森にも負けない味
一年中提供できる
農薬不使用長芋とにんにく
野
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菜

軽米町

福田農園の人参とごぼう

誰もが「旨っ」て発してしまう…
地域農業をひっぱる若手兄弟の
農薬不使用野菜

大船渡市

一関市厳美町

野

菜

P.18

夏とはまた違う個性豊かな食材たち
脇役でも十分季節を感じさせます

菜
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岩手県全域

秋、冬の根菜

岩手の夏は短く、冬は長い
この季節の食材には生命力を教えられる

野

菜
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八幡平市西根地区

西根の寒締めほうれん草と小松菜

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」
肉
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肉

岩手県全域

秋、冬の葉物・果菜

野

盛岡市

もりおかあじわい林檎ポーク

美味しいリンゴとイオン水で育む
盛岡の大自然の中
のびのびと暮らす健康ポーク

1,901 ㎢

岩手県の特色

盛岡市

雫石町

大阪府

2,187 ㎢
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岩手県内

いわて牛

大自然を父、
作り手の思いやりを母として…
その美味しさはまさに芸術品ともいわれる
果
P.26

物

盛岡市

調理用リンゴ

その後の味を思い描いて作る
調理のための特別なリンゴ

果
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物

食用ほおずき

P.28

穀

P.30

盛岡市

豆類

料理に彩りも添える栄養源
十豆十色、カラフル豆

米
P.31

紫波町

特別栽培米 あさ陽米

「うま味」がたっぷり♪
独自の製法が生んだ完熟ミネラル米

岩泉町

岩泉の自然豊かな大地
太陽をたっぷりと浴びたほおずき

雑

豆

軽米町

雑穀・古代米

農薬、化学肥料不使用の
先人たちから続く、穀物の営み

P.32

HP リニューアルのご案内
食材の発送元別にわかりやす
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

※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。
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２

４

１
１ 広田湾で牡蠣の養殖を行う佐々木眞さん（右）。
地域最年少として日本一の牡蠣作りに精が出ます。

３
１

２ 牡蠣のいかだが並ぶ広田湾。震災前より数が少なくなった分、
一つ一つに栄養が行き渡ります。
３ いかだは近隣から伐採された間伐材を使用します。
大人 4 人でも 1 日 2 つ作るのが精一杯です。

広田湾の牡蠣

5

陸前高田市 / マルテン水産

大きさに感動、味に感激！
他では味わえない広田湾の牡蠣
広田湾は岩手県沿岸南部・陸前高田市に位置し、
気仙川と矢作川の清流が流れ込む栄養豊富な環境
にあります。3.11 の大震災により地形の変化はあ
るものの他の海では出来ない国宝級の牡蠣を育て
られる環境は変わりません。
気仙川などから流れ込む栄養豊富なプランクト
ンを餌にする広田湾の牡蠣は 2 年〜 3 年物と、日
本一の品質と大きさと味の三拍子を兼ね備えた牡
蠣です。殻の形は大きい物でも丸みがあり、中身
はプックリとしており、噛めば噛むほど甘味が出
てくるのが特徴です。
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6

４ 大きく、プリップリの牡蠣。清浄海域なので、生でも食べられます。
奇跡の一本松（撮影：2013 年８月）

広田湾で使われるいかだは近隣の森林から伐採され
る間伐材を使用しています。潮風があたった木だと耐
用年数が長くなるのですが、近隣の間伐材を使用する
ことで、森林の手入れをし、牡蠣にとってもいい海の
環境が保たれます。
大震災後、生産者は 1/3 に減りましたが、その中で
最も若い生産者である佐々木眞さんが次の世代にもこ
の日本一の牡蠣を残していこうと奮闘しております。

５ 広田湾は全国でも数少ない清浄海域ですが、減菌を 48 時間行い、細心の注意を払って出荷しています。
※清浄海域とは牡蠣の養殖の理想とされる海域であり、生食が可能な指定海域です。
６ 生食でも美味しいですが、蒸し牡蠣もオススメです。

11-6 直送 常温 冷蔵
月
季節により

11 月初旬より出荷をはじめ、最長６月まで出荷し
ます。春先の３〜６月の牡蠣は身入りも良く、す
ごく旨いと評判です。花見牡蠣と言われるだけあ
り、この時期の牡蠣は通の方には外せません。M、
ML、L の３種類ありますが、殻の大きさではなく、
身の重さで規格分けされます。M：100〜150g、
ML：150〜200g、L：200g 以上。L に近づくに
つれ数は少なくなります。毎週決められた曜日に
出荷しますので、3 日前注文をお願いします。

陸前高田･広田湾の牡蠣は
日本一の品質と大きさと
味を備えております。
これからも、この日本一の
牡蠣を作り続けます！
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さんま

旬はもちろん秋ですが、群れが南下
し主漁場が三陸に移る10月上旬以
降11月初旬までが本当の旬。
中・大
型魚が主体となり脂ののりも最高に
なります。
２

LINE を利用して、
スピーディーな
販売をしています。
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。
（2014 年 12 月１日現在）

黒ソイ

フサカサゴ科の魚は美味
なものが多いので人気が
ありますが、黒ソイはその
中でも最も美味しい磯魚
の代表的な魚です。
３

ウニ

1

4

三陸のきれいな海で獲れ
たウニ。梅雨があけると更
にぐっと味が濃くなります。

１

世界三大漁場『三陸』の最重要港・大船渡
飲食業を知り尽くしているからこそできる
浜と料理人を繋ぐ熱血ホットライン

大船渡港でのさんまの水揚げ。写真でも活きがいい
のがわかる。
２ 競りにかけられるさんま。素材の質にこだわり、料
理人のニーズに合わせて。
３ 1 匹 1 匹買い付け人の目利きで仕分けされ、最高の
状態で出荷されます。
４ （株）毛利の会社外観。

大船渡の鮮魚
大船渡市 / ㈱毛利

大船渡港は、岩手県内の最大かつ最重要港湾であり、
岩手県内初の外国定期航路として韓国の釜山とも結ばれ
ています。
株式会社毛利では、特殊魚や高級魚を得意とし、旨い
魚の宝庫、岩手県大船渡市の魚市場に水揚げされた最高
鮮度の魚介類を料理人のニーズに合わせて買い付けし、
ダイレクトに発送しています。素材の質にこだわり厳選
した本物だけを完璧な梱包でお届けします。
また、料理人の方々が、旬の旨い魚でメニューを組み
立てられるように、市場の価格や水揚げ状況を随時お知
らせし、「楽に」
「楽しく」最上級の食材を手に入れるた
めのお手伝いをします。
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鮭

適度な身の締まりと脂のり
を兼ね備えた、三陸最高の
鮭です。

当日水揚げされた鮮魚を活け締めし、15 時 30 分までに
注文を受けたものを、関東には翌日午前着でお送りして
います。

通年 直送 常温 冷蔵 冷凍
1 月 20 日前後から 4 月 20 日ごろまで定置
網漁が無いため、漁獲量が減少します。

どんこ

身は淡白でプリッとした白
身の魚です。肝も含めて食
べ方によっては非常に美
味です。新鮮なものならば
刺身が一番です。
また、天
ぷらも美味しく食べること
ができ、肝が美味なので、
たたきや肝入りみそ汁、煮
付けも最高です。
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天然キノコセット
写真は、畑シメジ、黒皮たけ、くりたけ、ならたけ、
大シメジのセット。内容はその時採れたもので変わ
ります。予算に応じて対応しています。5000円〜。

天然キノコ
岩手県全域

特徴あるキノコ満載！
自然が作り出す
味わい深い岩手のキノコ
松茸

9-10 同梱 直送 冷蔵
月

収穫は全国でも早い9月から始まります。どこよりも
早く、初物としてお届けできます。
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岩手は、四国に匹敵する広い
土地面積を有し、実にその78
パーセントが森林で占められて
います。西側に奥羽山系の山々
が、東側には北上山地が連なる
地形から開拓の手を入れる難し
さがありました。ゆえに、そこ
に暮らす人々は知恵や努力を尽
くして自然がもたらした環境を
有効に活かした生活や食文化を
育んできました。
本州一の森林面積を有する岩
手県は、アカマツ、スギ、カラ
マツ、コナラ、ミズナラなど豊
かな森林資源に恵まれていま
す。松茸や舞茸など、貴重な天
然のキノコが豊富で、秋になる
と多くの人がキノコ採りにでか
けます。そんな岩手の採れたて
旬のキノコをお送りいたしま
す。ふるさとの味がする、秋の
味覚をお楽しみください。

クロカワタケ（黒皮茸）

コウタケ（香茸）

コガネダケ（黄金茸）

直径が 5 〜 15cm ほどで色は灰色〜黒褐
色。肉は柔らかく緻密で色は白いが傷が
つくと赤紫色になります。味はやや苦味
があり、匂いはほぼありません。アクが
強いので、2−3 回水を取り替えながら
アク抜きをします。

直径が 10 〜 20cm、形状は花のアサガ
オのような形。コウタケは乾燥させてか
ら調理するのが一般的で、乾燥させたも
のをぬるま湯にひたしアクを捨てた後、
煮物、炒め物などでいただきます。

表面を黄金色の粉に覆われているため、
きれいに洗い落としてから調理します。
焼いて食べると「スルメ」に似た風味が
あり、歯ごたえも良好。また、他のキノ
コと合わせ汁物、鍋物にオススメです。

サクラシメジ

ナラタケ（ボリ・楢茸）

大シメジ

直径 5 〜 12cm で、色は淡いピンク色で
中央部は色が濃くなっており、赤ワイン
のような色をしてます。苦味があるので
一度茹でこぼしなどの下処理をした後、
汁物や炒めものなどに。

カサの直径が 3 〜 15cm で色は淡褐色〜
茶褐色。肉は全体的に白色で少し渋みが
あるが味は良く、匂いは特にありません。
非常によいダシが出て、シャキシャキし
た食感で、汁物に最適です。

わずかに土臭さを感じますが、味、香り
とも温和で歯ざわりがとても良く大型で
肉厚のおいしいキノコです。油との相性
がとてもよく揚げ物、油炒めにするとと
てもおいしいです。他には、炭火焼、汁物、
煮物などに向いています。

クリタケ

ホウキタケ（花箒茸）

ホンシメジ（本シメジ）

カサは直径が 3 〜 8cm ほどで、色は赤
褐色〜淡い黄褐色で縁付近では白っぽい
色をしている事があります。肉は黄白色
でツカの基部の周辺は褐色に近い色をし
ています。シャキシャキとした歯ごたえ
があり、良いダシがでます。

高さが 10cm 〜 20cm ほどで太さのある
根元部分から珊瑚のように複数に分岐し
ています。熱を通すとプリッとした歯ご
たえがあり、ホイル焼きや炊き込みご飯
など様々な料理に合います。

カサは直径が 2 〜 8cm ほどで、カサの
下の柄の部分がとっくり状に膨らむのが
特徴で、味香り共に美味なキノコとして
古くから好まれてきました。栽培が出来
ず、天然物の収穫量も非常に少ないこと
から、高価なキノコとなっています。

マイタケ（舞茸）

マツタケ（松茸）

ハタケシメジ（畑シメジ）

香りに優れ歯切れもよく、生食以外のほ
とんどの調理法で美味しく食べられま
す。天然物は希少で「幻のキノコ」と言
われています。

本州一の森林面積を持つ岩手は、収穫量
全国 2 位のマツタケ産地。沿岸北部の山
田町や岩泉町は、風味・香り・形の三拍
子が揃った最高級のマツタケが採れる場
所として有名です。

カサは直径が 2 〜 10cm、表面の色は淡
灰色〜褐色で細かい繊維紋があります。
くせはなく、旨み成分も多く含まれ、加
熱処理しても食感が損なわれにくく、歯
ざわりを楽しむことが出来ます。
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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

ブラックトレー
トレー

A

トレー

B

…

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。
トレー

C

原木ジャンボ椎茸
八幡平市 / 古川忠さん

古来からの自然原木と
きれいな水だけを使用の
原木栽培法
立花さんの原木椎茸
矢巾町 / ㈲立花椎茸農園

「１人でも多くの消費者の方にこだわりの原木椎茸を食べてい
ただきたい」との思いで椎茸作りに励んでいます。原木ならで
はの大きくぷりっと育つ椎茸で、一年中出荷は可能ですが、５
〜６月はキノコにとっての端境期なので、出荷量が少なくなり
ます。
写真のような各種トレーの他、無選別椎茸、乾燥椎茸も取り
扱っています。

10 月下 -3 月上
同梱 冷蔵
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。

通年 同梱 直送 冷蔵

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。

5万本ものほだ木を保有し一年中椎茸を生産している立花椎
茸農園。岩手県内でも一、二を誇る規模で、二代目の立花剛

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。

さんは若手椎茸生産者のホープです。ほだ木に菌を植え付け

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。

てから、じっくりと時間をかけて木に菌を行きわたらせ、自
然に近い環境の中、農薬は一切使わずに育てています。一年
中生産をするための温かいビニルハウスは、使用しなくなっ
たほだ木を活用しボイラーで温め、循環した自然にやさしい

放射線量を洗い落とす洗浄機は岩手県でも数少ない
所有者です。安心安全の椎茸をお届けできます。

生産を心がけています。原木ならではの食感と味わい深さが
特徴で、生産の数％しか出てこないLサイズの椎茸（ブラック
トレー）は1個で25gほどにもなる大きさで、食べ応えがあり
ます。
ほだ木の生産量が少なくなり、また世の中の原木椎茸の需
要が伸び悩む中、「原木椎茸と菌床椎茸は別なもの。その違
いを分かって食べてほしい」と原木椎茸の生産にこれからも
情熱を燃やします。

8

2代目立花剛さん。豊かな自然の岩手で「古来から
の自然原木ときれいな水だけを使用の原木栽培法」
を行っています。農薬、肥料等一切使っていません。
9

大きさに驚き、真っ白な傘に驚く。存在感
あるあわび茸。カルシウム、ミネラルが豊
富に含まれています。

通年 直送 冷蔵 冷凍

１

国産のおが屑を使い、栽培中も化学薬品
を一切使わず、徹底的にこだわった舞茸。

安比まいたけ

あわび茸

八幡平市 / ㈲安比まいたけ

洋野町 / (株)長根商店

手作りにこだわって育てた
薫り高い舞茸

通年 同梱 直送 冷蔵

安比高原の麓・安代地区で舞茸を生産する羽沢さ
んは、人の命を繋いでいくものに出来るだけ人の手
をかけて育てたい、という思いで手作り生産にこだ
わっています。舞茸はおが屑を使いますが、創業以
来、可能な限り地元の広葉樹を使っています。味よ
し香りよしの舞茸は、その栄養素に成人病予防、抗
がん薬効などがあることでも注目。健康と自然の滋
味を食卓にお届けしたいと願い、木の栽培にも化学
薬品や化学肥料は一切使っていないものを扱いま
す。
自然豊かな安比の大地で、手間と愛情を注いで育
てた安比まいたけ。農薬や殺菌剤など余計なものは
一切使用せず、本当に必要なものだけを大切にした
自然農法の舞茸です。薫り高い舞茸を楽しむことが
出来ます。

山の幸と海の幸の融合
まるでアワビのような食感
岩手最北の町、洋野町。太平洋に面したこの町は、海と山の間
に位置する絶好のロケーション。春から夏にかけ、海から偏東風
が吹くこの付近は、夏も涼しく、天然キノコが生育するのに適し
ている場所です。

２

白色で肉厚。まるでアワビのような食感と噂のアギタケ。今回、
長根商店では、カルシウム豊富なアワビの貝殻の粉末を菌床ブ
ロックに混ぜて培養し、新たなキノコを開発しました。その名も
「三陸あわび茸」。まさに山の幸と海の幸が融合した商品といえ
国産のおが屑を使い、栽培中も化学薬品を一切使わない、
徹底的にこだわった舞茸。

自然の雨、風を受け、人の
命をつないでいくものには
出来るだけ人の手をかけて
育てたい。

ます。もともとは中国に駐在している社員が3年ほど前に中国の砂
漠地帯に自生するアギタケを持ち帰り、洋野町での栽培に取り組
んだのがきっかけ。アワビのような食感はそのまま、カルシウ
ム、ミネラルが豊富に含まれており、新たな健康食品として注目
を浴びています。

1 １つ１つ大事に栽培しています。
2 アワビのような触感と三陸の磯を感じ
させる塩味が広がる炊き込みご飯。
3 天然キノコが生育できるように、里山
の再生にも取り組む長根商店社長、長
根繁男さん。
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生、水煮、冷凍があります。個体差がありま
すが、傘の直径は 10~15cm 程度で、重量
は平均 200g〜250g です。大きさや重さを
指定することは出来ません。1kg 単位の注文
で、1.1kg などの数量の端数が発生します。
計画的に生産をしていますが、受注、在庫状
況により出荷出来ない場合もあります。

３
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１

「南部一郎」は岩手県で日本在来
種から育 成した日本かぼちゃです。
形状が細長く曲がっている「鶴首（つ
るくび）かぼちゃ」で、果肉は緻密
で粘質であり、黄色が鮮やかで、と
ても甘味が強い（糖度は 15 度以上）
のが特徴です。また、生で食べるこ
ともできます。地元の畜産農家の堆
肥を使用し、化学肥料も農薬も使わ
ずに育てています。また、収穫後に
「キュアリング」と言う方法で 1 ヶ月
ほど追熟をさせ糖度をあげます。
収穫は 9 月から 10 月にかけてで、
収穫時は緑色ですがキュアリングを
した 1 ヵ月後には肌色のように変わっ
ていき、出荷は 11 月以降になります。
収 穫が他のかぼちゃに比べて遅い
分、生のままお届けできるのは 2 月
半ば頃まで。少しずつ知名度があが
り、全国各地からの問合せが増えて
おり、生だけでなくピューレでのお届
けが可能となり、年中楽しめるように
なりました。

１

3

4

2

2

南部一郎かぼちゃ
一関市厳美町 / 骨寺荘園かぼちゃ研究会

１ 冬の寒さは厳しく、氷点下１０度以下でも貯蔵できる安家地大根は、冬の貴
重なビタミン減として、欠かせない保存食だった。

骨寺カボチャ研究会
会長の佐藤さん

あっかじ

糖度は 15 度以上！
生でも食べられる高糖度かぼちゃ・南部一郎

１ 南部一郎は「鶴首かぼちゃ」と言われる細長く曲がっ
た形状をしています。糖度が高まると表面が緑から茶
色っぽく変わります。
２ 南部一郎の甘さは「キュアリング」と言われる乾燥方
法に左右されます。収穫後 1 ヶ月ほど風通しの良いと
ころで乾燥させます。
３ 傷や凹みが出来ないように、一つ一つ「ベッド（発泡
スチロールなど）」の上に乗せて育てます。
４ 繊維質が多く甘みもあり、水分が多いのでなめらかそ
して彩りもいい南部一郎。ピューレもあります。
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生

11-2 同梱 直送 常温
月

ピューレ

2 月 同梱 直送 冷凍
から

3

4

安家地大根
岩泉町 /（株）岩泉産業開発

２ 土の色に大根の色が映える。
３ 安家地大根のふるさと・安家地区は、岩泉町の北部に位置し、1,000m 級の
険しい山々に囲まれた山峡の村です。
４ 食の彩りを添える一品。デコレーションも逸品だが、食欲もそそられる。

山深い安家地地区で
先祖代々伝えられてきた伝統野菜
安家地大根は、農薬や化学肥料のない時代から、
土地の気候・風土に合うように進化し、人々の命の
糧として栽培されてきました。
固くて水分の少ない安家地大根は寒冷地での貯蔵
性に優れていましたが、流通や冷蔵技術の発達によ
り、保存食の必要性が薄れたことも栽培の減少につ
ながりました。
一時は絶滅の危機にあった安家地大根ですが、「安
家地区にしかない貴重な大根を未来に伝えよう」と
の機運が高まり、イタリアに本部を置くスローフー
ド協会が未来に残すべき食材として「味の箱舟」に
リストアップしたことから、地域の宝物として広く

10-11 同梱 直送 常温
月
認識されるようになりました。
特徴として、①水分が少なく繊維質に富んでいるた
め、貯蔵性が高い。②鮮やかな紅色や桃色、あるいは
紅白２色をしている。③辛みが強く、同時にほのかな
甘みがあります。
安家地大根の大根おろしは鮮やかな「もみじおろ
し」。辛み大根として蕎麦や豆腐田楽、短角牛肉の薬
味に最適ですが、加熱すると甘みが残るので、天ぷ
らなど様々な料理に使うことができます。
美しい色合いで、食卓に自然な彩りを添えること
ができます。

13

3

１

2

5

6

7

２ 花びらそのものが食用になる花オクラ。大きなものでは直径が
30 ㎝にもなります。

６ アスパラのような細身のブロッコリーは、最近とても人気
です。

３ ボルシチなどにも使われる「ビーツ」。 色鮮やかな赤紫色
です。

７ 「セニョリータ」と言われるフルーツパプリカ。赤色のほか
黄色、橙色もあります。

４ 左からリアスからし菜、レッドカールにわさび菜。サラダ
で食べられる葉物も様々育てています。

８ なんとも珍しい赤いオクラは、加熱すると緑色になってし
まうので、生食がオススメです

盛岡市 / 小平 良子さん

食卓に色を添える
農薬を使わない彩り野菜

親子３代で野菜作りに
取り組んでいます。
多くの人に
安心・安全な野菜を
食べ続けて欲しいですね。

盛岡市内の北上川に面した畑で、農薬を使わない
ように、地元種苗店の方にお話を聞きに行ったり、
本を読んで実践しています。堆肥も近くにある乗馬
施設から出る馬糞を使っており、循環型農業を目指
しています。スーパーには並ばないようなうずまき
ビーツや、リアスからし菜、スイスチャードなど、
毎年新たな種にチャレンジをし続けています。とて
も味が濃く、農薬を使ってないので安心して食べてい
ただけます。
様々な品種の野菜を育てている小平さん。
農薬を使わないための勉強は欠かしません。
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8

５ 農薬を使わないために、ネットをかけたり、「コンパニオンプ
ランツ」といわれる虫を寄せ付けない植物を植えています。

9-11 同梱 冷蔵
月

マイクロアマランサス

葉の中央を走る鮮やかな紅色の葉柄
が印象的。紅色は眼精疲労回復に効
き目があるといわれるアントシアニ
ン。クセが無くどんな料理にも合う。

栄養価が高いことで知られる。主張
しすぎない味だが、よく噛むと少し
苦みが。トッピングや和え物に使う
と食感を楽しむことができる。

マイクロレッドキャベツ

マイクロカラシミズナ

肉厚の双葉と赤紫色の軸が料理に彩りを
添える。キャベツに似た甘みがあり、
幅広く料理に活用できる。胃に優しいビ
タミンUが豊富なので肉料理におススメ。

かわいらしい双葉と濃い紫色で、噛
みしめるとピリッとした辛さがクセ
に。シャキシャキ感と風味を生かし
てサラダによく使われる。

4

１ はつか大根にはピンクのほか、黄色や紫もあります。

農薬不使用彩り野菜

マイクロデトロイト

マイクロミックス

カルシウム、鉄分、カロテン、ビタミンB1、B２、
Cが豊富。料理を引き立てる彩りやアクセントに。
風味や味わいのアンサンブルをどうぞ。

安藤さんのマイクロリーフ

料理人の皆様の
ニーズに合う
野菜作りを
心がけています。

花巻市 / (株)耕野 KOUYA

手作業が編み出す
美しいリーフの旋律
株式会社耕野では、手摘みでリーフを収穫して
います。食味、色合い、大きさに気を配り、料理
に合わせやすいようにしています。また、種まき
から収穫までをすべて手作業で行いますので、葉
や茎の痛みが少なく、鮮度を保った状態でお届け
します。たいへん手間のかかる作業ですが、美し
いリーフのために「手作業」にこだわります。
見た目のフレッシュ感や一度に多くの野菜を食
べられるヘルシーイメージのベビーリーフは、盛
りつけの名脇役です。キズつけないように手摘み
された耕野のベビーリーフは、お料理をぐっと引
き立てます。

通年 同梱 冷蔵

マイクロルッコラ
安藤さん

ゴマを思わせる特有の香りが特徴。
凝縮された濃い香りはサラダにはも
ちろんピッツァや肉料理の引き立て
役にピッタリ。

ベビーリーフ
発芽後10日〜30日位までの若い葉を指す総称で、通常色々な種類を混ぜて主に
サラダなどに用いられます。野菜の種類は様々で特に決まりは無く、彩りが良
いように組み合わせます。
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長芋とにんにく

通年 同梱 直送 常温 冷蔵

軽米町 / みろく農園

青森にも負けない味
一年中提供できる
農薬不使用長芋とにんにく
１

とてもシャキシャキした食感と旨みがあり、生やすりおろし、焼いても美味しくいただけます。

1

にんにくや長芋は青森が有名ですが、青森の県境
に位置する軽米町でも生産が活発に行われていま
す。にんにくも長芋も、農薬は使わずに、地元の堆
肥を活用して生産しています。
長芋は地中深く生長し、栽培は耕土が深く、水は
けがいい畑であることが大切ですが、岩手県の北部
の土壌は長芋作りに適しています。このあたりの長
芋の特徴は、シャキシャキとした食感。みずみずし
く、生の状態で千切りをして食べるとその食感の良
さが分かります。もちろん、すりおろして食べても
美味です。
にんにくは、粒が大きく香りがしっかりしている
のが特徴。少ない量でも香りが広がります。

２

岩手県と青森県の県境に位
置する軽米の冷涼な気候を
生かし、農薬を使わずに育
てています。

３

福田農園の人参とごぼう

7-5 同梱 直送 常温 冷蔵
月

軽米町 / 福田農園
2

1

少量でも香りが濃厚なにんにく。

2

農薬も化学肥料も使わずに育てたにんにく。プリプリの
粒が美味しさを現しています。

にんにくは、一枚皮の付いたバラにんにく 500g での出荷
をしています。保管の際は冷蔵庫の涼しい場所で保管する
と芽が出にくいです。５〜７月までは新物の乾燥待ちです。
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誰もが「旨っ」て発してしまう…
地域農業をひっぱる若手兄弟の
農薬不使用野菜
9-5 同梱 常温 冷蔵
月
直送の場合は常温となります。

１

兄の俊博さんは主に人参を
育てています。黄色人参に
も取り組んでいます。

２

農薬を使わずに育てたにん
じんは、香りも味も絶妙な
バランス。

３

掘り出したごぼうは味もさ
ることながら、シャキッと
した食感がたまりません。

４

弟の貴博さんは主にごぼう
を育てています。

４

農薬も化学肥料も使わずに、広大な面積で生
産している福田兄弟。兄の俊博さんは人参を、
弟の貴博さんはごぼうを主に生産しています。
近年の気候変動に頭を悩ます日々ではあります
が、植える品種を変えてみたり、播種時期を変
えてみたりと、この地にあった育て方を確立す
るために努力しています。農薬を使わないため、
雑草は手で取っていますが、収穫機を導入する
など、広大な面積を効率的に生産する方法も確
立しつつあります。にんじんは甘く、そしてご
ぼうは味が濃く、シャキッとした食感が味わえ
ます。
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夏とはまた違う個性豊かな食材たち
脇役でも十分季節を感じさせます

秋、冬の葉物・果菜
岩手県全域

1-6

アイスプラント

9-12

通年

月

スティックブロッコリー

ブロッコリー

透明の滴がキラキラと輝きを放つ見た目にも美し アスパラガスに似た甘みのある花茎のブロッコリ 定番の食材。花を食用とするキャベツの一種がイ
い野菜。プチプチとした食感と天然の塩味が楽しい。ー。栄養価に優れ、様々な料理に使える便利食材。 タリアで品種改良され現在の姿になったとされる。

11-2

月

ロマネスコ

赤水菜

果肉は粉質で、加熱調理で甘みが引き出され、食
べた時に栗のようにホクホクする。

最も大きな特徴は花蕾で、見事に美しい先が尖っ
た螺旋状の模様を描く。

ゆでてもほんのりと紫が残る。酢に反応し綺麗に発
色するため、浅漬け等は仕上がりが美しい。

10-11

9-3

月

9-3

月

月

プチヴェール

リアスからし菜

わさび菜

春菊

水菜

赤茎ほうれん草

芽キャベツとケールの交配。ピンポン玉程度の大
きさで芽キャベツに似た形をしています。

水菜のような形で、ほんのりからし味がする。生
でサラダやバーニャカウダなどで。

葉が柔らかく、生のままでも美味しい。ボリュー
ム感と鮮やかさ、ピリッとする辛さで人気がある。

葉の色が濃い緑でみずみずしく、香りが強いもの
が新鮮。

京都で古くから栽培されてきた冬の野菜。しゃき
しゃきとした歯応えは生食にも合う。

スイスチャードとほうれん草を合わせた改良種。
アクが少なく、生で美味しく食べられる。

8-10

8-12

月

8-11

月

9-1

月

9-11

月

坊ちゃんかぼちゃ

バターナッツ

紫キャベツ

手のひらサイズのカボチャ。可愛い大きさと綺麗
な色を活かした料理に。

手のひらサイズ。上部を薄く切り取り中の種をス
プーンなどでくり抜いて器として使うことも。

上部分は種がなく食べられる。ナッツ風味とねっ
とりとした果肉。繊維質は少なくポタージュに。

やや小型。千切りにすると鮮やかな紫と白のコン シャキシャキした食感。茹でたものでおひたしや
トラストが綺麗。酢を合わせるとより色鮮やかに。 和え物に。また、酢の物など散らしても。

9-11

月

カリフラワー

9-10

月

グリーンカリフラワー

オレンジカリフラワー

定番食材。ブロッコリーが緑黄色野菜なのに対し､ 優しい黄緑色のカリフラワー。食感はブロコリー。 ゆでても色が残るのでサラダなどの彩が良くなる。
こちらは淡色野菜になる。
淡色野菜の部類に入る。
白色と違い、βカロテンも豊富に含むのも特徴。

食用菊 (黄色、もってのほか)

9-11

月

9-2

月

プッチーニ

9-12
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9-11

月

栗かぼちゃ

月

月

9-11

月

11-3

9-3

月

8-11

月

月

白菜
一般的に漬物、鍋、煮物にされることが多く、豚
肉との相性は抜群。

12-3

月

9-2

月

月

スイスチャード

まがりねぎ

キャベツ

彩りも美しく、柔らかい葉はサラダにぴったり。
他の野菜と混ぜ、彩りの良いサラダを。

強い香りと、口に入れたときの柔らかでとろける
ような舌触り、甘み、深いコクが特徴。

ピクルスのように酢漬けにした物も美味しい。み
じん切りで炒め物に入れるのも。
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岩手の夏は短く、冬は長い
この季節の食材には生命力を教えられる

秋、冬の根菜
岩手県全域

9-3

9-2

月

9-12

月

紅くるり大根

ビタミン大根

中の果肉も見事な紅色。水分が多めで柔らかく甘
みがあり、生食向きです。

中国原産でコーチンという青大根。ビタミン豊富 中の果肉は断面が美しい赤紫色。甘みがあり、ぜ
で歯切れよく、生食、おろし大根、漬物におすすめ。 ひ生食で食べたい。

9-3

黄色人参

ビーツ

9-11

月

ヤーコン

10-1

9-3

月

紅芯大根

首の部分が薄い紫色で根の下半分は真っ白。浅漬
けなどで美味しく、ピンク色に染まります。

丸い形をし、中は色鮮やかな赤紫色。中国野菜の 黒っぽい根の色をした人参。人参特有の臭みがな
中で唯一の生食。甘みがあり歯応えや、食感も良い。 く糖度が高いためジュースや菓子にも使用できる。

9-11

ノーザンルビー

黒人参

10-1

月

月

白かぶ

皮も中身も綺麗なピンク色のじゃがいも。調理後 サラダ感覚で食べられる。岩手の寒暖の差により
も色が落ちない。マッシュポテト等にすると絶品。 甘みが増し、みずみずしい味わい。
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甘紫人参

外見は黒っぽい濃い紫色、中は鮮やかな濃い紫色
のじゃがいも。もちっとした食感。

中も薄い紫色。酢と合わせると、紫から濃いピン
ク色に。フレンチドレッシングで色の変化を。

紫より黒に近く、通常の人参より糖度が高めで甘
い。

10-1

11-3

月

12-3

月

月

赤かぶ

紅はるか

金時人参

浅漬けなどにすると赤が鮮やかに映え、コリコリ
食感で美味しく、スライスでサラダに加えても。

高い糖度の糖質の中でも麦芽糖が占める比率が高
く、強い甘さに後口はすっきり感の上品な甘さ。

関西ではお正月の煮しめなどの煮物用に用いる。
肉質は柔らかくて甘みが強く、臭さが少ない。

9-3

月

あやめかぶ

月

紫大根

10-11

月

10-3

月

シャドークイーン

月

人参臭さがなく、肉質は柔らかく甘みが強い人参。 新品種さつまいも。粘質が高く、ねっとりみずみず 生でも食べられる甘みの強い根菜。レンコンや梨
彩り野菜と共に生食に適しています。
しい。レンジですぐに甘くなり、冷めても美味しい。 のような食感。熱を加えると更に甘みが増す。

9-3

月

9-3

月

クイックスイート

9-2

月

9-11

月

9-3

月

月

大根

里芋

人参

大根葉もまた非常に栄養価が高く、また、油で炒
めたときなど歯ざわりもよくおいしい。

ナトリウム（塩分）を排泄する役割があり、高血
圧に効果がある。

体内でビタミンＡになり、髪の健康、視力、皮膚、
呼吸器系統を守る働きがあるといわれている。

9-3

9-2

通年

月

11-2

月

月

ラディッシュ（&グラデーションタイプ）

完熟黒にんにく

キタアカリ

セロリアック

赤丸、白、グラデーション、紫、ピンク、薄桃紫
色など種類も豊富。サラダが色鮮やかに。

熟成させることで抗酸化作用が高まり、特有の
臭みがなく食べやすい。臭いが気になる料理へ。

男爵よりも黄色く、加熱するとホクホクした食感
が味わえる。また、甘味が強いのも特徴。

細切りにしそのままで。また、さっと塩を振り
しんなりしたものにごま油を絡めても美味しい。
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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。

１

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」
12-3 月上 同梱 冷蔵

２ 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のです。冬場だ
けしか楽しめない味をぜひご堪能くださ
い。
３ 小松菜も寒さを当てることで甘みが増し、
栄養価も高まります。

「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。

１

越冬雪下人参
岩手町 / いきいき農場、三浦青果

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。

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

3
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。
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

３代目三浦大樹さん
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2

２

12-3 同梱 直送 常温 冷蔵
月
23

２

３

４

美味しいリンゴとイオン水で育む
盛岡の大自然の中
のびのびと暮らす健康ポーク

１

１ 生産者：石川農場の石川さ
ん（右）と、取り扱い精肉
店：くのへ屋肉店の小井田
さん
２ 生後 20 日間は母乳のみで育
ちます。母豚も、イオン水
やリンゴを食べて育ちます。
３ 農場内のリンゴの木にもイ
オン水を散布しています。
それによって光合成が盛ん
になり、味も良くなります。
４ 栄養たっぷりのリンゴを皮
ごといただきます！

５

もりおかあじわい林檎ポーク
盛岡市 / 石川農場

５ 安全で安心な環境で、健康
に育った豚肉「もりおかあ
じわい林檎ポーク」。おい
しさと共に、お手頃な価格
も魅力の一つです。

岩手県内

通年 同梱 直送 冷蔵

大自然を父、
作り手の思いやりを母として…
その美味しさはまさに
芸術品ともいわれる
澄んだ空気と美しい水、そしてすくすくと作物が
育つ肥沃な大地。この豊かな大自然と、肉牛産地と
しての伝統に恵まれ、いわて牛は生まれます。
日本最高級のブランドを支えるのは、まず子牛か
ら飼育まで一貫した生産体制。そして一頭一頭を慈
しむ、畜産農家のきめ細やかな愛情。いわての大自
然を父として、つくり手の思いやりを母として、芸
術品とも言われる美味しさが育てられます。

通年 同梱 冷蔵

「もりおかあじわい林檎ポーク」は、ランドレースと大ヨークシャーを掛けた雌に、デュロックの雄を掛
け合わせた三元豚で、盛岡の丘陵地で育てられています。
離乳直後からマイナスイオンが豊富なイオン水（電子水）を飲んで育ちます。イオン水は、さまざまな栄
養も吸収しやすくなります。また老廃物も運び出すので、細胞一つひとつが元気になり、免疫力も高まり
ます。
配合飼料はトウモロコシ、大豆、魚粉、木炭粉末等を混ぜたもの。加えて、ビタミンＣたっぷりのリンゴ
を食べて、すくすくと成長していきます。
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いわて牛

豊かな風土、澄んだ空気と美
しい水、そして肥沃な大地に
恵まれ、自然循環型農業のも
と、育ちます。全国肉用牛枝
肉共励会において、多数の日
本一に輝いている高品質・安
全・安心のブランドです。

岩手しわもちもち牛
生産者 畠山さん

良質なたんぱく質が豊富に含まれ、すぐれた
肉質、豊かな風味は一口食べれば納得。肉色
も良く、熱を加えると一層風味が増す。

新鮮な生肉を食すこと
ができる。いわて牛の
握りは有名。

いわて牛 銘柄リスト
○ いわて雫石牛
○ 岩手しわ牛
○ 岩手しわもちもち牛
いわてきたかみ牛
いわて奥州牛
○ いわて前沢牛
いわて江刺牛
いわて南牛
いわて遠野牛

雫石町
紫波町
紫波町
北上市
奥州市、金ヶ崎町
奥州市
奥州市
一関市、平泉町
遠野市
○ ：取扱商品
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11 月

10-3

12 月

から

月

から

１

ブラムリーズシードリング

紅の夢

春紅玉

イギリス原産のクッキングアップルで、加
熱するとトロトロに煮溶け、豊かな香りと
風味は抜群！甘味少なく酸味が多いので、
アップルパイ、ジャムはもちろん、肉料理
のソースなどにも利用されています。

最大の特徴は果肉が赤いこと。これまでの
「渋くて生では食べられない」という問題
が克服され、酸味の効いた生食ができるお
いしいリンゴです。

紅玉と似ていますが、酸味がより強く、肉
質もより硬く、糖度も高いです。酸っぱく
硬いリンゴがお好きな方は生でもおいしく
食べられ、調理用としても活用でき、保存
のきく果実です。

３

12 月

10 月

から

から

紅玉

12 月

グラニースミス

から

コックスオレンジピピン

甘みと酸味のバランスがよく、煮くずれし 大きさは中位、円形で果皮は緑色ないし黄 イギリス人が「世界一おいしい」と自慢す
にくいため、料理、調理用に人気です。タ 緑色で、歯応えがあり酸味が強いが風味も るリンゴです。イギリスの最主要品種であ
あります。酸の効いた硬いリンゴを好む方 り、見た目はサビが多く貧相ですが、本当
ルトタタンやアップルパイにいかが？
には生食もおすすめできます。
のリンゴの味がします。

２

１ 「身体にやさしい食品作り」をめざし、合成着色料・保存料・調味料
などはいっさい使用していない早野ファームの食材。
１
２ ビタミンが豊富で、特にイノシトールが最近注目されています。イ
ノシトールは肝脂肪低下に効果が期待されているといわれ他のビタ
ミンと同じく水溶性で、肝臓での脂肪代謝も活発にすることから、
脂質を下げる効果があるようです。
３ 水が綺麗な岩泉で、太陽を浴びながら育つほおずき。

食用ほおずき
調理用リンゴ
盛岡市 / サンファーム

同梱 常温

その後の味を思い描いて作る
調理のための特別なリンゴ
調理用のリンゴ、特にヨーロッパの品種を多く作る。また、
今は作られなくなったリンゴもここサンファームでは作って
いる。
「日本人は果物をそのまま食べることに偏り過ぎている」
と思い、吉田さんは調理した後も美味しく食べれるリンゴを
栽培し始めた。
タルトタタン用のレネット、火を通して美味しいと言われ
るブラムリーズシードリング、ジュースにして美味しいコッ
クスオレンジピピン。そういったいろいろなリンゴを作り、
県内外へと広めていく。
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岩泉町 / 早野ファーム

生育により出荷時期は異なります。
ジャムは要予約。ご注文を受けて
から製造となります。他各種あり
ますので、お問い合わせください。

岩泉の自然豊かな大地
太陽をたっぷりと浴びたほおずき
紅の夢ジャム 300g

ブラムリーズシード
リングジャム 300g

調理用リンゴを作る吉田ご夫妻。

岩泉という土地には、日本三大鍾乳洞の一つに数え
られる龍泉洞があり、ここでボトリングされた天然水
はモンドセレクションにおいて大金賞を受賞し世界に
知られています。また、いち早く畜産酪農を採り入れ
た先進地として言われ、この地を発祥とする牛追い歌
の一節「田舎なれども南部の国は西も東も金の山」の
通り田舎なりに豊かな文化を育み伝承してきました。
このような自然豊かな環境の中で「食用ほおずき」
は作られます。コロンビアでは "1 日 1 個のほおずき
は医者要らず” と言われるほど頻繁に食べられ、フラ
ンスでは、フェサリスといわれ高級食材として人気で
す。チョコレートをコーティングしたり、ジャムにし
たり、もちろんそのままでも美味しいフルーツです。

ほおずきを使用したソースが彩りも添える。用途は
様々で、ピューレ状にしてゼリーやムース、アイスク
リームにかけたり、サラダに散らしても美味しく、ま
た肉料理などの付け合わせとしても相性が良い。

生食

9-11 同梱 直送 冷蔵
月

冷凍

1 月 同梱 直送 冷凍
から

冷凍の場合は、通年になります。
殻付きの他、ジャムやソース用の殻無しもあります。
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雑穀・古代米
軽米町 / みろく農園

農薬︑化学肥料不使用の
先人たちから続く︑穀物の営み

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 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︒
6

１ ひえ

２

いなきび

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。

あわ

カリウム

食物繊維

４

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

タンパク質

タンパク質
食物繊維

３

たかきび

食物繊維

タンパク質
食物繊維

カリウム

ビタミン B6

カルシウム

ビタミン B6

カルシウム

ビタミン B6

カルシウム

ビタミン B6

カルシウム

ビタミン B2

マグネシウム

ビタミン B2

マグネシウム

ビタミン B2

マグネシウム

ビタミン B2

マグネシウム

ビタミン B2

マグネシウム

鉄

ビタミン B1

鉄

ビタミン B1

亜鉛

ビタミン B1

鉄
亜鉛

ビタミン B1

鉄
亜鉛

通年 同梱 冷蔵

世界最古の穀物の一つと
いわれ、ビタミンＢ群や
カリウム、カルシウムを
多く含む。

カリウム

カルシウム

亜鉛

押麦

タンパク質
食物繊維

カリウム

ビタミン B6

ビタミン B1

６

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。

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。

タンパク質
カリウム

５

鉄
亜鉛

※チャートは、精米の栄養素を 1 とした時の栄養含有量です。

７

玄米

８

ビタミン・ミネラル・食
物繊維を豊富に含んでお
り、健康を保つための栄
養素がほとんどある。

青豆

９

通常の大豆に比べてベー
タカロチンが豊富で、ク
ロロフィル（葉緑素）を
含む。

黒豆

基本的な大豆の栄養素に
加え、黒い皮の部分に抗
酸化作用をもつといわれ
るアントシアニンを含む。

10

小豆

浸水せずに煮ることので
きる豆。特に大粒で煮崩
れしにくい品種は大納言
と呼ばれる。

11

大豆

たんぱく質と脂質が豊富
で、米と食べるとバラン
スが良い。

12

そばの実

タンパク質やビタミン B
群のほか、機能性成分ル
チンを含む栄養価の高い
食品。

13

もち玄米

普通の玄米に比べ、特に
ガ ン マ−ア ミ ノ 酪 酸
（ギャバ）や植物性乳酸
菌がいっぱい含まれる。

五穀ブレンド米

１〜５

ひえ、あわ、いなきび、アマランサス、
たかきびをブレンド。粒の小さい雑穀を
ブレンドしました。ご飯と混ぜた際に、
比較的炊きやすいブレンドです。

14

黒米

黒米は古代米の一種で、古くからお祝
いの米として珍重されてきた。黒米の
色素はブルーベリーなどに含まれるア
ントシアニン系のポリフェノールが含
まれており、必須アミノ酸、ミネラル、
ビタミンなども含まれる。
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15

赤米

赤米は薄い赤色のお米のこと。あかま
い・あかごめとも呼ばれている。2 千
年以上前に中国大陸から伝わり、ヌカ
の部分にはタンニンを含んでおり、た
んぱく質や各種のビタミン・ミネラル
が多く含まれる。

16

緑米

玄米の色が緑色を帯び、秋には紫がかっ
た稲穂をつける。全国でも生産量が少
ない貴重種のもち米で、亜鉛やマグネ
シウム、繊維を豊富に含み、血液浄化
や精神安定などにも効果があると言わ
れている。

一面に広がるアマランサスの雑穀畑。
赤が緑によく映える。

十五穀ブレンド米

１〜15

ひえ、あわ、いなきび、たかきび、アマ
ランサス、押麦、玄米、青豆、黒豆、小
豆、大豆、黒米、赤米、そばの実、もち
玄米をブレンド。豆類が多く入っている
ため、食べたときの食感が楽しい。

29

料理に彩りも添える栄養源
十豆十色、カラフル豆

豆類
盛岡市 / オガサワラ農園他

「畑 の 肉」と も 呼 ば
れる大豆をはじめ、岩
手県は豆類の生産が盛
んです。色とりどりの
個性のある野菜を作ら
れてる「オガサワラ農
園」さんは、豆類も個
性ある豆を少量多品目
で作られ、野菜同様、
農薬を極力使わずに育
てています。

１

マンズナル

秋田弁で｢とてもたくさ
ん と れ る｣と い う 意 味。
さやでも食べられスー
プ、ディップに。

２

うずら豆

でんぷん質が豊富なので
ホクホクしており、ピラ
フなどご飯に入れたり、
炒め物、サラダにも。

12 月 同梱 常温
から
少量のためなくなり次第、
終了です。

３

紅しぼり

あっさりした味なのでほ
かの食材とも合わせやす
い。ゆでてそのまま、スー
プやピクルスなどでも。

３

１

４

貝豆

餡にするとあっさりしてク
リーミー。ペーストにして
オリーブオイルとにんにく、
塩、コショーでディップに。

５

とら豆

へその周りに褐色や黄土
色の斑紋があり、それが
まるで虎の模様。それで
この名前が付いた。

６

パンダ豆

黒い斑紋が残るので、模
様をアクセントにした粒
のまま使う料理におすす
め。あっさり味。

７

白花豆

皮がやわらかく豆の風味
がしっかりしているのが
特徴で栗のようにホクホ
ク。肉料理との相性○。

２
１ 盆地にある農場は、日中は気温が上がり夜は冷涼。気温の差が
大きくなり美味しいお米が出来る。
２ 土壌、灌漑水の元となる母岩、母材が蛇紋岩、黄色土が豊富な
ミネラルを作る。
３ 稲刈りの様子。おいしい新米を早く食卓にお届けしたい。
４ 限定完熟米。下のマークは、そのキャラクター。

特別栽培米 あさ陽米
８

紫花豆

粒の大きさやホクホクし
た食感を活かしてケーキ
や蒸しパンなどバリエー
ション豊富に使える。

９

黒花豆

粒が大きく種皮がしっか
りしているので、甘納豆
や煮豆に多く使われてい
る。

10

黒平豆

一般的な大豆と違って丸
くなく平べったい形で、
黒豆より少し大きくて光
沢があるのが特徴。

11

秘伝豆

その味と香りは大変評判
が良く、枝豆状態でも乾
燥大豆でも美味しい。

紫波町 / 作山ファーム

「うま味」がたっぷり♪
独自の製法が生んだ完熟ミネラル米
施肥設計アドバイザー、
農薬管理使用アドバイザーの
資格を合わせ持ち、農薬・
化学肥料・化石エネルギーの
削減に努め、「食」に対する
消費者様の
信頼向上に努めております。

12

金時豆

金時のコクをいかした甘
煮、煮汁を利用した蒸し
パン、揚げ物や煮込みな
ど利用範囲は広い。
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13

岩手大納言

あずきの甘さとうまさ。
豆ご飯、砂糖煮、カボチャ
とのいとこ煮など。

14

黒千石大豆

小粒で病気に強く、皮は
黒く、中身は緑色の珍し
い豆。

15

鞍掛豆

かためにゆで酢とめんつ
ゆで一晩くらいつけると
おいしいひたし豆ができ
る。濃い味が特徴。

代表の作山修悦さん

４

紫波町は、“北上盆地” に位置しており、ここ
は「盆地特有の昼夜の気温差」と、西側直近に山
がなく「日照時間が長い」という、お米を作る為
の優れた環境で、県内でも美味しいお米がたくさ
ん収穫される地域として有名です。
「限定完熟米」はミネラル分豊富な土と水に恵
まれた田んぼで栽培され、知識と経験による施肥
理念と灌漑理論により、根が土中の深いところま
でのび止葉（とめば）も大きくなります。そのこ
とにより刈り取り期間まで土中の養分がモミに供
給され十分に「登熟」が進み、「ミネラル分」豊
富な美味しいお米ができます。加えて、仕上げに
は独自の「低温三段乾燥」を用いています。この
乾燥方法では刈り取ったモミを低温で乾燥し、十
分なテンパリング時間をとった上で三回に分けて
全行程 36 時間かけて調性しております。
独自の低温三段乾燥により、新米はもちろんの
こと月日がたってもうま味の劣らない作山さん自
慢のお米！ひとめぼれのうま味を凝縮した [ 完熟
ミネラル米 ] を、是非味わってください。

通年 同梱 直送 常温
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