


青森県産品カタログ｜もくじ

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/mokuji.html[2016/05/24 13:12:37]

｜ 事 業 所 ｜ 産 直 ｜

農産 車力水田農業生産組合 つがる市

農産 成田 勝敏（成田さんちの野菜） 七戸町

農産 （有）八戸米穀店 青森市

農産 （株）ヤマダイ 平川市

農産加工 あおもりカシスの会 青森市

農産加工 あすなろ理研（株） 平川市

農産加工 （有）いした 弘前市

農産加工 （有）岩木屋 弘前市

農産加工 （株）三福製麺 黒石市

農産加工 （有）白神アグリサービス 鰺ヶ沢町

農産加工 （有）平養蜂場 五戸町

農産加工 （有）ヤマホ竹鼻製麺所 五所川原市

農産加工 田子かわむらアグリサービス（有） 田子町

農産加工 （株）ＴＡＫＫＯ商事 田子町

農産加工 （株）舘山 青森市

農産加工 つがる市食産業ネットワーク つがる市

農産加工 つがる惣菜 五所川原市

農産加工 つがる地球村（株） つがる市

農産加工 つがる弘前農業協同組合 弘前市

農産加工 （有）天間林流通加工 七戸町

農産加工 中里町ブルーベリー生産組合 中泊町

農産加工 南風農園 八戸市

農産加工 八戸東洋（株） 八戸市

農産加工 ハーベストジャパン 弘前市



農産加⼯ （株）松尾 弘前市

農産加⼯ （株）マキュレ ⻘森市

農産加⼯ （株）⽶万商店 七⼾町

農産加⼯ ⻘森⽞⽶普及会・有限会社トータル企画 五所川原市

畜産・畜産加⼯ （株）いしおか ⻘森市

畜産・畜産加⼯ （有）⼤鰐振興 ⼤鰐町

畜産・畜産加⼯ （株）グローバルフィールド ⼋⼾市

畜産・畜産加⼯ （株）ジャパンフォアグラ ⻘森市

畜産・畜産加⼯ 株式会社 だい天＆KIフーズ 三沢市

畜産・畜産加⼯ （有）⽃南丘牧場 むつ市

畜産・畜産加⼯ ⼗和⽥ミート（株） ⼗和⽥市

畜産・畜産加⼯ ⾁の博明 ⽥⼦町

畜産・畜産加⼯ 美保野グリーン牧場（株） ⼋⼾市

⽔産・⽔産加⼯ （有）アラコウ⽔産 平内町

⽔産・⽔産加⼯ （株）おさきん つがる市

⽔産・⽔産加⼯ ⼩川原湖漁業協同組合 東北町

⽔産・⽔産加⼯ （株）⼩野や 中泊町

⽔産・⽔産加⼯ （株）駒嶺商店 風間浦村

⽔産・⽔産加⼯ 海藻開発 コンブリオ ⻘森市

⽔産・⽔産加⼯ （株）しじみちゃん本舗 ⻘森市

⽔産・⽔産加⼯ （有）丸髙 髙橋蒲鉾店 ⻘森市

⽔産・⽔産加⼯ （株）ディメール ⼋⼾市

⽔産・⽔産加⼯ デリカむつ むつ市

⽔産・⽔産加⼯ （株）Do 弘前市

⽔産・⽔産加⼯ ⻑久保⾷品（株） 東北町

⽔産・⽔産加⼯ （株）丸⽯沼⽥商店 ⻘森市

⽔産・⽔産加⼯ 野辺地町漁業協同組合 野辺地町

⽔産・⽔産加⼯ 合同会社 袰⽉海宝 今別町



菓⼦ （有）川⼝あんぱん 板柳町

菓⼦ （有）⼩向製菓 六⼾町

菓⼦ 佐藤製菓 弘前市

菓⼦ （有）松栄堂 ⻘森市

菓⼦ 寺⼭餅店 ⿊⽯市

菓⼦ （有）デコール菓⼦店 ⼋⼾市

菓⼦ （有）⼆階堂 ⻘森市

菓⼦ お菓⼦のヒロヤ（株） 弘前市

菓⼦ （有）不⼆屋製菓 五所川原市

菓⼦ 合名会社 菓⼦処 丸美屋 ⼋⼾市

菓⼦ （有）マルサカ煎餅 ⼋⼾市

菓⼦ （有）萬榮堂 ⼋⼾市

菓⼦ （株）ラグノオささき  ⻘森市

菓⼦ （株）よこはまロマン創社 横浜町

調味料 在来津軽「清⽔森ナンバ」ブランド確⽴研究会 弘前市

調味料 （株）エイ・ワンド ⻘森市

調味料 （株）⼩野寺醸造元 三⼾町

調味料 かねさ（株） ⻘森市

調味料 カネショウ（株） 平川市

調味料 コムラ醸造（株） 五⼾町

調味料 さいした商店醸造 三沢市

調味料 ミリオン（株） ⻘森市

酒・飲料 会幸農園 板柳町

酒・飲料 ⻘森県りんごジュース（株） ⿊⽯市

酒・飲料 尾崎酒造（株） 鰺ヶ沢町

酒・飲料 （有）ゴールド農園 弘前市

酒・飲料 （有）⽩神⼭美⽔館 鰺ヶ沢町

酒・飲料 （株）スターリングフーズ 平川市



酒・飲料 ななの会 ⻘森市

酒・飲料 成⽥農園 板柳町

酒・飲料 鳩正宗（株） ⼗和⽥市

酒・飲料 特定非営利活動法⼈ 農楽郷hibiki ⼗和⽥市

酒・飲料 （株）弘果物流 弘前市

酒・飲料 六花酒造（株） 弘前市

酒・飲料 桃川（株） おいらせ町

酒・飲料 （有）サンマモルワイナリー むつ市

⼯芸 ⼩⽥桐錦⽯研究所 ⻘森市

⼯芸 （株）甲州屋洋服店 ⻘森市

⼯芸 （株）たなか銘産 弘前市

⼯芸 久光社 平川市

⼯芸 北洋硝⼦（株） ⻘森市

⼯芸 （有）みやざき むつ市

⼯芸 （有）宮本⼯芸 弘前市

⼯芸 （株）⼋幡⾺ ⼋⼾市

｜ 事 業 所 ｜ 産 直 ｜

東⻘ 「道の駅」浅⾍温泉ゆ〜さ浅⾍「ゆ〜さ市場」 ⻘森市

東⻘ 道の駅なみおかアップルヒル「農産物直売所」 ⻘森市

東⻘ ほたて広場 平内町

東⻘ 外ヶ浜町総合交流促進センター「かぶと」 外ヶ浜町

中南
JA津軽みらい 道の駅ひろさき

「サンフェスタいしかわ」
弘前市

中南 津軽藩ねぷた村 弘前市

中南 JAつがる弘前農産物直売所 ひろさき新鮮組 弘前市

中南 JAつがる弘前 アグリマーケット四季彩館 弘前市

中南 野市⾥（のいちご） 弘前市



中南 ⼤鰐町地域交流センター 鰐ｃｏｍｅ ⼤鰐町

三⼋ 道の駅はしかみ「階上ふるさとにぎわい広場」 階上町

三⼋ 名川チェリーセンター 南部町

三⼋ ふくちジャックドセンター 南部町

三⼋ ⽥⼦町ガーリックセンター ⽥⼦町

三⼋ 産直たっこや ⽥⼦町

三⼋ ふれあい市ごのへ 五⼾町

三⼋ 夢の森ハイランド 産直センター 五⼾町

⻄北 道の駅⼗三湖⾼原 五所川原市

⻄北 つがる市農産物直売所 つがる市

⻄北 道の駅もりた「おらほのめへ」 つがる市

⻄北 むらおこし拠点館フラット つがる市

⻄北 道の駅つるた「鶴の⾥あるじゃ」 鶴⽥町

⻄北 農産物直売アンテナショップ とれたて市 板柳町

⻄北 徐福の⾥物産品直売所 中泊町

⻄北 海の駅わんど「あじ・彩・感」 鰺ヶ沢町

⻄北 かそせいか焼き村 深浦町

⻄北 ⼗⼆湖駅産直コーナー「ぷらっと」 深浦町

上北 アグリの⾥おいらせ おいらせ町

上北 道の駅ろくのへ メイプルふれあいセンター 六⼾町

上北 道の駅奥⼊瀬 ⼗和⽥市観光物産館「四季彩館」 ⼗和⽥市

上北 道の駅しちのへ「産直七彩館」 七⼾町

上北 道の駅よこはま「菜の花プラザ」 横浜町

下北 北彩漁業⽣産組合 むつ市

下北 下北名産センター「しもきた産直広場」 むつ市

下北 ミルク⼯房ボン・サーブ（⽃南丘牧場） むつ市



青森県産品カタログ｜事業所｜車力水田農業生産組合 Michiki農園

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/jg-1.html[2016/05/24 13:12:38]

車力水田農業生産組合 Michiki農園
代表者 工藤 三千輝

所在地 つがる市車力町若林104-1

電 話 0173-56-2653・090-7323-4991

ＦＡＸ 0173-69-5297

Ｈ Ｐ

高品質で安心、安全な農産物を生産し美味しい食品
を届ける。

食の安心、安全を一番に考え、農産物の農薬、化学
肥料を青森県の基準の半分以下に抑えた「特別栽
培」農産物の生産をしています。

乾麺 ねばりごし細麺
ねばりごし太麺
米 つがる雪舞 2㎏
つがる雪舞 2合
氷温にんにく
ながいも ネバリスター
つくなが1号

乾麺は、当農園で生産した小麦を使い、加工は、岩
手県二戸市の製粉製麺工場で、添加物を使用せず、
香川県産の食塩を使い、独特のコシの強さ、食感、
小麦の風味を損なわない仕上がりです。
米は、青森県の減農薬、減化学肥料の認証を受けた
低アミロース米です。
冷めても味は変わらず、混ぜご飯、おにぎり、弁当
等に最適です。



青森県産品カタログ｜事業所｜成田 勝敏（成田さんちの野菜）

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/jg-2.html[2016/05/24 13:12:39]

成田 勝敏（成田さんちの野菜）
代表者 成田 勝敏

所在地 七戸町字放森12-1

電 話 0176-62-6558

ＦＡＸ 0176-62-6558

Ｈ Ｐ

認定農業者
エコファマー認定
青森県特別栽培農産物認証
産直販売：道の駅 しちのへ
道の駅 浅虫温泉
イベント販売：サンロード青森
（第1,3,5火曜市）他

美味しい野菜をモットーに土づくり、化学肥料と化
学合成農薬を減らした栽培。

ながいも、トマト、キャベツ、きゅ
うり、なす、大根、はくさい他
加工品（ごんぼぉ茶、にんにくみ
そ、なんばんみそ、黒にんにく他）

ながいも、キャベツ、ごんぼぉ茶、にんにくみそ、
なんばんみそ、黒にんにくは通年販売



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 八戸米穀店
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有限会社 八戸米穀店
代表者 代表取締役 八戸 修

所在地 青森市大字三内字稲元133番地

電 話 017-776-1461

ＦＡＸ 017-766-1289

Ｈ Ｐ

青森米をはじめ、各県の高品質銘柄米、低コスト・
良食味業務用米を産地より集荷、精米、販売を行っ
ております。お米を通してお客様のお役に立てるよ
う務めます。

自社オリジナル商品として、「青森つがるロマンブ
レンド」「お得用ふるさと米」の他、「食」の青函
コラボ企画商品「青函友好米」の開発、青森米の新
品種「青天の霹靂」「ほっかりん」の販促活動を
行っております。

青函友好米

北海道新幹線開業の記念をきっかけに生まれた商品
「青函友好米」。青森つがるロマン（青森米のエー
スとして活躍中）と北海道産ふっくりんこ（26年
特Aランク、JAL国内線ファーストクラス機内食採
用）を原料として開発された「食」の青函コラボ。
お互いの良いところを引き出した「いいとこどり」
のお米です。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 ヤマダイ
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株式会社 ヤマダイ
代表者 代表取締役 大里 信善

所在地 平川市南田中北原6-1

電 話 0172-57-5111

ＦＡＸ 0172-57-5112

Ｈ Ｐ http://ringokenkyukai.jp

当社は、大正元年、りんご移出商として創立しまし
た。 りんごは果物の中でもバランスの良い栄養素
を持ち合わせた性質から、生活に根ざした食品とし
て親しまれております。それゆえ日々安心と安全を
追求した、選果、保存技術の向上に取り組んでおり
ます。

平成24年に創業100周年を迎え、新たに食品製造
部門（㈱ワイズトラストホールディングス）を設立
しました。りんごのおいしさを生かした商品を製造
することで、付加価値の高い商品提供が可能となり
ました。これからもヤマダイは変わりゆくニーズを
先取りしつつ、生産者とお客様に愛され育てられな
がら、新しい時代に向かって、りんごと共に歩み続
けて参ります。

りんご…2012年よりスマートフ
レッシュの取組みを実施
カットフルーツ及びスナック土壌改
良剤（アップルグリーン）

自社りんご設備にて、品質管理を徹底したりんごを
原料とし、りんご加工品を製造。りんごにこだわっ
た高い技術と高品質の原料を使用することで、通年
安定した風味の商品製造・供給が実現。



あおもりカシスの会
代表者 会長　石岡 大亮

所在地 青森市中央一丁目22番5号

電　話 017-734-2297

ＦＡＸ 017-723-5586

Ｈ　Ｐ http://www.aomoricassis.com/

「あおもりカシス」は苗木導入から約40年の歴史
があり、青森市の夏季冷涼な気候が、カシスの原産
地である北欧に近いことから栽培に適していると考
えられ、青森市に導入されました。
小さな果実一粒ひとつぶを丁寧に収穫し、大切に育
て続けた生産者の努力により、日本一の生産量を誇
るまでになり、平成27年12月には、地理的表示登
録産品への『第1号』に登録されました。

あおもりカシスの会では「一人一本運動」の展開、
地元企業などと連携した加工品の販売を行いなが
ら、会員増加及び栽培面積を拡大し、『あおもりカ
シス』の特産化を目指した取組みを進めてきまし
た。近年は、青森県と青森市が連携した形での人材
育成、栽培技術を向上させるための講習会を開催し
ています。『あおもりカシス』のブランド化、更な
る販路拡大と品質向上を目指し、今後も取組んでい
きます。

・カシス果実（冷凍）
・手造り黒房すぐりジャム
※その他、業務用としてカシス
ピューレ、カシス果汁、カシスパウ
ダーあり。

・カシス果実（冷凍）
完熟カシスを一粒ずつ手摘みし、収穫後すぐに風
味と美味しさをそのままに冷凍しました。

・手造り黒房すぐりジャム
「あおもりカシス」と砂糖だけで作った酸味・甘
みのバランスが良い無添加・無着色のジャム。果
実の粒々とした食感が楽しめます。
「あおもりカシス」は、カシス本来の良さである
さわやかな酸味と芳香があり、アントシアニンが
他のカシスやブルーベリーよりも多く含まれてい
るのが特長です。
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青森県産品カタログ｜事業所｜あすなろ理研 株式会社
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あすなろ理研株式会社
代表者 木村 諄光

所在地 平川市大坊竹原218-1

電 話 0172-44-1159

ＦＡＸ 0172-44-1621

Ｈ Ｐ http://www.asunaro-riken.jp

お客様、人を大切に、社会に貢献します。

1.平川市地域経済活性化人材育成生産販売推進事業
2.弘前大学共同研究支援事業（そばもやしパントエ

ア菌を利用した健康食品の研究開発）
3.地域に6次産業化スタートアップ支援事業

①津軽平野のそばもやし
②ブルーベリー葉茶
③ひらかわ温泉銀座サイダー

そばもやしは食感がやわらかく、味はほのかに酸味
があり、美味しいのが自慢です。調理が簡単。サラ
ダとして生で食することで、豊富なルチン、パント
エア菌がそのままとれます。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 いした
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有限会社 いした
代表者 代表取締役 石田 俊

所在地 弘前市大字高屋字安田138

電 話 0172-82-3410

ＦＡＸ 0172-82-3433

Ｈ Ｐ http://kaneshime-ishita.com/

明治中期から梅や杏の種を取って果肉だけを赤しそ
で四角に巻いています。現在はりんごもあり、甘口
や薄塩味等、多数取り揃えています。

2009年から、毎年四月の第3日曜日に自社敷地内
にて梅まつりを開催。
問屋卸の他、自社独自の通販、店舗販売。

しそ巻梅漬・梅干
あんずのしそ巻
赤しその梅酢漬

明治中期から同じ製法を守る津軽伝承の味。塩味、
酸味のはっきりした昔からの味は今なお、定評があ
ります。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 岩木屋
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有限会社 岩木屋
代表者 舘山 繁樹

所在地 弘前市藤野2丁目3番地5

電 話 0172-38-2600

ＦＡＸ 0172-38-2605

Ｈ Ｐ http://www.iwakiya.co.jp

・創業昭和35年
・自社工場 昭和59年
・会社設立 昭和63年
四季を通じて古き良き食文化を伝承し新しい食文化
を創造する。食を通じて人と人のふれあいを大切に
人として日々成長し社会に貢献する。
体にやさしくおいしい食の提案をします。

「地産地消」に重点をおき安全・安心な食生活の提
案をし製品作りをしています。
特に嶽きみ、清水森ナンバを使った商品作りに力を
入れております。

・山菜にしん
・みずのおしんこ
・きのこなんばん漬
・嶽きみレトルトパック、ピューレ
・嶽きみコーンスープ他
・りんごカレールー、
レトルトカレー
・業務用食材（山菜他）
・各種ギフト品

鮮度感のある原料の確保に重点をおいています。
季節を活かした味付けと、加工品的な味付けになら
ないよう、家庭の食卓にすぐ並ぶような味付けを心
掛けています。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 三福製麺
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株式会社 三福製麺
代表者 三上 武

所在地 黒石市浜町75

電 話 0172-52-3325

ＦＡＸ 0172-53-5203

Ｈ Ｐ www.sanpukuseimen.co.jp/

創業大正5年、生麺（うどん・ラーメン・焼そば・
そば）乾麺（そうめん・冷麦・うどん・そば）を製
造販売している総合麺類メーカーです。青森県の山
の幸、海の幸を麺に取り入れ青森県ならではの麺つ
くりに徹し、地場産業として少しでも地域社会に貢
献出来ればと、ささやかな夢と希望を持って鋭意が
んばっている会社です。

異業種等の交流会、研修会、セミナーを通して情報
交換を行い新商品開発、販路開拓を実施している。

黒石やきそば
黒石やきそばイカ味
青森焼煮干らーめん
青森しじみらーめん
やさいめん（緑・赤・黒）
海藻めん
五穀入り玄米めん
野さいたっぷり
黒豆入りざるそば
風流そうめん、冷麦

黒石やきそば
県産小麦粉をブレンドした昔風の太い麺で、県産り
んご果汁を使用した特製ソースと八戸産イカを使用
したイカ味ソース。
青森しじみらーめん・焼煮干らーめん
十三湖のしじみを使用したみそ味スープ。むつ湾産
の焼干を使用した香ばしいスープと細切りちぢれ麺
やさいめん（緑・赤・黒）



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 白神アグリサービス
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有限会社 白神アグリサービス
代表者 代表取締役 木村 農也

所在地 西津軽郡鰺ヶ沢町大字建石町字大曲1-1

電 話 0173-82-5421

ＦＡＸ 0173-82-5421

Ｈ Ｐ http://www.kazemaru-nojo.com/

「土」のもつ本来の力を引き出すことを優先し、地
域全体で環境に配慮した農業を推進しています。ま
た、冬の農業として平成20年より干しリンゴ作り
が始まりました。

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町で、大豆、小麦、リンゴ、
米、毛豆等を栽培しています。また、農作業の受
託、グリーンツーリズムなども行っています。「農
家が干したリンゴ」をはじめとする、「米粉と紅玉
林檎のカレー・ルウ」、「風丸の煎り毛豆」など、
農産物の栽培、収穫、加工、販売までを手がけてい
ます。

農家が干したリンゴ
中まで赤いりんごジャム ジェネバ
風丸農場のカレー・ルウ

噛めば噛むほど味が出る、キャラメルのような食感
の干しリンゴ。品種がたくさんあり、品種ごとの味
の違いも楽しめます。
鰺ヶ沢で栽培、収穫されたものをすべて手作りで加
工しています。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 平養蜂場
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有限会社 平養蜂場
代表者 平 利一郎

所在地 五戸町字兎内40

電 話 0178-62-2754

ＦＡＸ 0178-62-6090

Ｈ Ｐ http://www.tairayoho.jp

当社は、ミツバチを自社で飼育し、はちみつやロー
ヤルゼリーを自家採取しております。100％国産品
を販売し、お客様に信頼していただける企業を目指
しています。

まず、ミツバチの管理を徹底し優良な商品を採取し
て、提供していくことが重要と考えて取り組んでい
ます。

国産はちみつ とち
国産はちみつ りんご
国産はちみつ アカシヤ
国産ローヤルゼリー

当社の蜂蜜、ローヤルゼリーは北東北を拠点にして
採取しており、良好な自然環境の中で取れた国産品
です。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 ヤマホ 竹鼻製麺所
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有限会社 ヤマホ 竹鼻製麺所
代表者 代表取締役 竹鼻 文子

所在地 五所川原市金山字亀ケ岡46-8

電 話 0173-34-3063

ＦＡＸ 0173-35-1891

Ｈ Ｐ

竹鼻製麺所は立佞武多で知られる奥津軽、五所川原
で明治十一年に創業しました。創業当時から津軽に
伝わる蕎麦の製法を守り皆様に愛される商品作りに
務めています。

麺作りを通じて地域に貢献する事を目的に、地元な
らではの食材を使った製品作りを行っています。製
品は小売店のみならず、ホテル・レストラン等とも
連携し地元ならではのメニュー作りも行っていま
す。

ぼんじゅそば
濃厚煮干中華そば
煮干し中華そば（煮干粉付き）
チキン焼きそば
中まで赤～いりんごの麺
りんごひやむぎパスタ

地元特産の中まで赤～いりんご（品種名：御所川
原）を麺に練り込んだ「中まで赤～いりんごの麺」
はほのかなりんごの香りとつるつるした食感が特徴
の麺です。姉妹品にパスタと冷麺もあります。



青森県産品カタログ｜事業所｜田子かわむらアグリサービス有限会社
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田子かわむらアグリサービス
有限会社
代表者 川村 武司

所在地 田子町字西舘野54-3

電 話 0179-32-4358

ＦＡＸ 0179-32-4358

Ｈ Ｐ http://www.takkoagri.com

青森県田子町産の「地域ブランド・たっこにんに
く」が低温熟成（青森県特許製法）によって琥珀色
に変化した機能性成分高含有の「琥珀にんにく」を
青森県産業技術センターと共同で研究開発し、その
商品開発及び販売を行っている。

国の農商工連携事業認定を受け「たっこにんにく」
ブランド価値を高めること及び地域活性化に向けて
取り組んでいます。

・プロテオグリカン配合琥珀にんに
くカプセル（120粒入り・30粒入
り）

・地サプリ琥珀にんにく錠剤（300
粒入り、150粒入り、50粒入り）

・にんにくが苦手な方にもにんにく特有の臭いを気
にしないで「琥珀にんにくのサプリメント」。

・青森県が誇る「琥珀にんにく」と美容成分の新素
材「プロテオグリカン」配合で強く、美しく。

・にんにくのまち青森県田子町発、低温熟成パワー
をぎゅっと凝縮した琥珀にんにくのサプリメント



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 TAKKO商事
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株式会社 TAKKO商事
代表者 佐藤 愛子

所在地 田子町大字田子字田子4-10

電 話 0179 -32-4635

ＦＡＸ 0179-32-4444

Ｈ Ｐ http://www.takko-shoji.jp/

にんにく日本一の田子町から正真正銘の「たっこに
んにく」のみを原料とした、黒にんにく『田子の
黒』をお届けします。

安全・安心な商品を生産するために、まずは原料か
ら低農薬にて生産される「たっこにんにく」のみ使
用していますが、今後は自然栽培のにんにく生産に
取組み、より安全・安心に努めてまいります。

自己発酵黒にんにく
・田子の黒 Mサイズ
・田子の黒 Lサイズ
・田子の黒 バラカップ入り

安心・安全なたっこにんにくだけを使用し、添加物
等はいっさい使用せず、温度と田子の美味しい水に
よって生み出される湿度の力によって誕生させまし
た。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 舘山
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株式会社 舘山
代表者 代表取締役社長 櫛田 光男

所在地 青森市問屋町1-3-15

電 話 017-728-4806

ＦＡＸ 017-728-4706

Ｈ Ｐ http://www.a-tateyama.co.jp

1954年設立以来61年にわたり、米穀・でん粉加工
品の製造、青森県産のよもぎ・笹葉をはじめとする
天産物の安定供給に取組み、数々の製品を皆様にお
届けする和洋菓子原料総合メーカーです。

信頼と感謝と創造を大切に、日本の食文化に寄与す
ることを経営理念として、“当たり前を当たり前
に”をモットーに、安全・安心な製品をお届けし、
皆様のご期待にお応えできるよう、愚直にかつ合理
的に努力をして参ります。

自社製品：・米穀及びでん粉加工品
（道明寺粉、真挽粉、上南粉等）
・天産物加工品
（よもぎ、笹葉、しそ等）
自社商品：
・即席米飯

自社製品（例）：
・道明寺粉：もち米を蒸して乾燥させたもので、桜

餅やおはぎ等にご使用頂けます。
自社商品：
・青森のかんたんまんま ねぶた飯

（即席米飯）：水を注いでレンジ5分で食せる即
席米飯です。「ホタテ貝焼きみそ味」と「みそカ
レーバター牛乳味」2種類セットです。



青森県産品カタログ｜事業所｜つがる市食産業ネットワーク「(有)インフィニティー」
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つがる市食産業ネットワーク
「(有)インフィニティー」
代表者 小田桐 賢一

所在地 つがる市稲垣町福富町崎24-5

電 話 0173-26-5650

ＦＡＸ 0173-26-5651

Ｈ Ｐ
http://www.rakuten.co.jp/gourmet-
roastchicken/

現在の販売はインターネットが主となっておりま
す。
主力となるにんにくを今年度は3ha収穫予定で乾燥
にんにく・黒にんにくをさらに強化していきます。

現在、主力であるにんにくをもっと青森県内外に広
め、たくさんの人に健康になってほしいと思いま
す。

今年8月までは黒にんにくがメイン
です。
8月以降であれば乾燥にんにく(上
級・訳あり品)も出荷可能となりま
す。

現在、にんにくの値段が高騰中・また品薄状態がつ
づいており黒にんにくにおいても道の駅などでは売
り切れ状態が目立っております。当社は生産もして
おりますので供給できると思っております。
また、インターネット販売でも好評いただいており
約9割がリーピーターとなる人気商品です。
100g
500g
のジップロップ付きパックの二種類となっておりま
す。



青森県産品カタログ｜事業所｜つがる惣菜
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つがる惣菜
代表者 下川原 伸彦

所在地 五所川原市字一ツ谷540-11

電 話 0173-35-4820

ＦＡＸ 0173-35-4839

Ｈ Ｐ
http://www.hirajimu.jp/tsugarusouzai
/top.html

県産の食材、津軽の文化を活かした駅弁、惣菜を製
造・販売しております。
（駅弁の販売はJR東京駅、大宮駅、盛岡駅、新青
森駅、弘前駅）

・衛生管理の徹底
外部の専門機関による衛生検査を年3回実施。
青森県食品衛生自主衛生管理認証制度(A-HACCP)
取得

駅弁各種
手づくり惣菜
かぼちゃ餅
ホタテめし

蒸したもち米と赤紫蘇とキャベツなどの野菜の漬
物。
赤しそは高酸化力の強いポリフェノールの一種を含
んでいますので、活性化酵素の除去、内臓脂肪を付
きにくくする他、血液をサラサラにする不飽和脂肪
酸も含まれていて健康を大事にする人の毎日の食卓
へどうぞ！



青森県産品カタログ｜事業所｜つがる地球村 株式会社
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つがる地球村 株式会社
代表者 館長 今 淳一

所在地 つがる市森田町床舞藤山244

電 話 0173-26-2855

ＦＡＸ 0173-26-3855

Ｈ Ｐ http://www.chikyuumura.co.jp

「つがる地球村」は遊びの国、スポーツの国、寛ぎ
の国、アウトドアの国、感動の国の五つの国からな
る滞在型リゾート施設です。

つがる市を市内外に広くPRすると同時に地域の活
性化図る為、イベントの開催や地元の食材を使った
商品を開発販売している。

①はちみつ(あかしや、りんご)
②トマトアイス
③りんごジャム

①森田産のりんごとあかしやの花から採る純粋な蜂
蜜です。

②つがる市のトマトを使用し「つがるブランド」に
も認定されている商品です。

③青森県指定文化材(天然記念物)のりんごを使用。
品種は紅絞り。



青森県産品カタログ｜事業所｜つがる弘前農業協同組合
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つがる弘前農業協同組合
代表者 代表理事組合長 西澤 幸清

所在地 弘前市五代前田306-1

電 話 0172-82-4205

ＦＡＸ 0172-82-6081

Ｈ Ｐ http://www.ja-tu-hirosaki.jp/

JAつがる弘前の組合員が丹精込めて作った作物が
自慢です。

りんご・米・特産果樹・花卉・オリ
ジナルりんごジュース「林檎四
季」・津軽の桃で作った「桃じゃ
む」・りんご入り総菜・お菓子
ほか

JAつがる弘前の組合員が丹精込めて作った作物を
原料にしています。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 天間林流通加工
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有限会社 天間林流通加工
代表者 町屋 淳也

所在地 上北郡七戸町森ノ上284-11

電 話 0176-68-3861

ＦＡＸ 0176-68-3862

Ｈ Ｐ http://www.tenmabayashi.co.jp/

青森県産のにんにくを使用し、食後の臭いをマイル
ドにする真空処理した「にんにく物語」や、手軽に
食べられる「熟成黒にんにく」（県内で最初に製
造）など加工販売しております。
その他、青森県産のアピオス、長芋のパック販売も
しております。

青森県産の野菜にこだわり、新たな商品開発に取り
組んでおります。青森県認証のA-HACCPを取得し
安全・衛生管理にも努め、体に良いものを美味し
く、安心して食べ続けられる食品を作るよう心がけ
ております。
また、青森県内で加工販売することにより、地域、
農家さんの一助になる様心がけております。

熟成にんにく元気くん
にんにく物語L1P他
にんにく物語スライス・あらびき
にんにくオイル
長芋トロフィー1066品種
アピオス

熟成にんにく元気くんは温度と湿度の調整だけで、
その都度人の手で確かめながら約1ヶ月熟成してお
ります。体に良いと言われているにんにくを手軽に
毎日食べられる様、甘味だけではなく、完熟の目安
である酸味にこだわり、ドライフルーツを思わせる
飽きの来ない味に仕上げております。



青森県産品カタログ｜事業所｜中里町ブルーベリー生産組合
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中里町ブルーベリー生産組合
代表者 坂田 眞一

所在地 中泊町宮川字色吉42

電 話 0173-57-3866

ＦＡＸ 0173-57-3562

Ｈ Ｐ

夏冷涼な中泊町、病害虫の発生が少なく、ブルーベ
リー栽培に最適地、10a収穫量国内トップの中泊
町。日本食品衛生協会の食品優良施設に認定された
加工施設で、新鮮なジャム、ジュースを随時作って
通年販売しています。

米作りの先が見えない今日、稲作から脱却して。中
泊の水田に適した小果樹の植え替えを一刻も早く進
め、通年加工販売して行きたい。

ブルーベリージャム
ブルーベリージュース
黒房すぐりジャム
ブルーベリーアイスクリーム
その他、小果樹のジャム、
ジュース、アイスクリーム

釜の中の温度を60度に設定し、低温真空状態にす
る、真空濃縮釜で煮詰めて作った、果実の風味、酸
味を、形をそのまま残した、低糖ブルーベリープレ
ザーブジャムです。



青森県産品カタログ｜事業所｜南風農園
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南風農園
代表者 水野 浩司

所在地 八戸市南郷大字大森字片平山2-1

電 話 0178-20-9152

ＦＡＸ 0178-20-9152

Ｈ Ｐ http://nanpufarm.com/

農薬・化学肥料・除草剤を使用しない自然農法の野
菜作りにこだわり、委託加工にて健康的な加工食品
のラインナップを揃えています。食べる人が笑顔に
なり、身体や環境にやさしい食品の和を広げます。

MOA自然農法ガイドラインにのっとり、栽培時に
農薬や化学肥料、除草剤を使用せず育てた農産物を
提供しています。地域の学校給食への出荷や子供達
の畑体験の受け入れなど食育活動も行い、青森県内
の生産者と在来種の種を守る取りくみにも励んでい
ます。今後は生産トレーサビリティや大学と合同で
農産物や加工食品の機能性の調査、そして新規就農
者への技術支援にも力を入れていきます。

生鮮野菜
人参ミックスジュース
大豆菓子
黒ニンニク

自然栽培の人参は水分が多くみずみずしい食感で甘
みがあります。その美味しさをギュッと閉じ込めた
無添加の人参ミックスジュースが一押し商品です。
濃縮還元でないストレートタイプのジュースで香り
も良く、柔らかい繊維質がたっぷりでまるでスムー
ジーのような味わいです。「飲むサラダ」と言える
ほどの濃厚さが特徴的です。



青森県産品カタログ｜事業所｜八戸東洋株式会社
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八戸東洋 株式会社
代表者 石川 泰夫

所在地 八戸市桔梗野工業団地3-6-5

電 話 0178-20-4860

ＦＡＸ 0178-20-5011

Ｈ Ｐ http://www.hachinohetoyo.jp/

東洋水産株式会社の100％子会社になります。
当社は、品質ISO 9001:2008、及び環境ISO 
14001:2004を認証しています。

私たちは全員一丸となって、安全で安心な食品と
サービスを安定してお客様に提供し、環境にやさし
い事業活動をおこないます。

・いちご煮
・カップせんべい汁
・B-1公認 八戸せんべい汁鍋
・フリーズドライアップル

フリーズドライとレトルトの技術を活用した商品を
展開しております。



青森県産品カタログ｜事業所｜ハーベストジャパン
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ハーベストジャパン
代表者 大山 貴子

所在地 弘前市紺屋町24番地

電 話 0172-55-0784

ＦＡＸ 0172-55-0432

Ｈ Ｐ http://harvest-aomori.com

豊かな自然に恵まれた青森から自然の力に満ちた美
味しい食材を提供しています

りんご加工品・和栗加工品
青森県産品の商品開発
東南アジア向け輸出

りんごの冷製スープ
青森りんごジュレ
和栗ポタージュ

青森県産のおいしいりんごを活かしたスィーツデ
ザートです。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 松尾
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株式会社 松尾
代表者 松尾 勇悦

所在地 弘前市城東北3-11-12

電 話 0172-27-4218

ＦＡＸ 0172-28-2138

Ｈ Ｐ http://www.foo-matsuo.jp

創業明治15年。日本古来から伝わる「麩」を代々
受け継ぎ130余年。津軽地方唯一の麩屋です。その
製法は今も丹念な手細工、手作りです。

近年、青森県内で収穫された野菜や果物を使用した
こだわりの「焼麩」や「麩菓子」の製造に取り組ん
でおります。また、OEM製造も手がけておりま
す。

焼麩：健康カボチャ麩、棒麩、ラー
メン麩、花麩、豆麩他
麩菓子：ジャンボー、縄文柱、嶽き
みぼー、黒糖きなこぼー、あおもり
カシスぼー他
業務用の焼き麩各種

植物性たんぱく質が豊富で、消化吸収にも優れ、お
子様からお年寄りの方までお召し上がりいただける
食品です。離乳食としてもおすすめいたします。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 マキュレ
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株式会社 マキュレ
代表者 代表取締役 高橋 裕孝

所在地 青森市三内丸山394-106

電 話 017-752-0478

ＦＡＸ 017-752-0479

Ｈ Ｐ http://www.macure.jp/

「おいしい」という、しあわせの言葉が聞きたく
て、せっかく、りんごの国青森だから、りんごを加
工してしあわせづくりを実践しています。

青森県産りんごを100％使用。無添加、無香料でり
んご本来の美味しさをそのまま味わえる商品づくり
を目指しています。

りんご茶（袋）
りんご茶（缶）
りんご香茶（缶）
林檎けんぴ

無添加、無香料で青森県産りんごの美味しさをその
まま閉じ込めました。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 米万商店
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株式会社 米万商店
代表者 米内山 正義

所在地 七戸町字七戸330

電 話 0176-62-5121

ＦＡＸ 0176-62-5122

Ｈ Ｐ http://www.yoneman.co.jp

雑穀・米問屋を営み100年、身体においしい元気な
雑穀を食卓までお届け致します。
毎日食べるものだからこそ、安心・安全にこだわっ
た商品をお手ごろ価格で多数ご用意しております。

農家の方々が収穫した作物の価格や販売先に不安が
無いよう、播種前に契約をして、栽培に注力出来る
よう配慮しています。
契約栽培された雑穀を中心に、『米万豊穀 十穀
米』など自社ブランドの雑穀製品を製造販売してお
ります。

・米万豊穀 十穀米
・黒豆の煎り豆（素入り・塩味）
・三色の煎り豆（素入り・塩味）
・大豆の煎り豆（ピリ辛）
・青豆の煎り豆（素入り・塩味）
・ふく豆
・青森県産 小豆

米万豊穀十穀米：青森県産の雑穀を厳選してブレン
ドしました。健康を気にする方 食が細い方 偏りが
ちな食生活を送る方に特にお奨め致します。
煎り豆（各種）：青森県産の厳選された豆を芯まで
やわらかく煎り、食べやすくしました。香ばしさ
と、豆の甘みが特徴です。
青森県産小豆：青森県産で、色、形等厳選した小豆
を販売しております。



⻘森⽞⽶普及会
有限会社トータル企画

代表者 須崎 秀則

所在地 五所川原市⾦⽊町芦野84-782

電 話 0173-53-2416

ＦＡＸ 0173-52-5008

Ｈ Ｐ http://www.genmaikun.net/

全国有数の穀倉地帯である⻘森県のお⽶を⾃然に恵

まれた地域の安全安⼼の⽞⽶丸ごとで⾷する事が出

来る⽞⽶加⼯⾷品を提案しながら、⾷味ではなく健

康第⼀に考えればどこよりも⻘森の⽞⽶となるよう

に全国の消費者の皆さんに健康になっていただいて

喜んでいただいています。

物産展やアンテナショップ店頭などでお客様と直接

お会いしながら、商品を試飲・試⾷していただきな

がらお⼀⼈お⼀⼈丁寧に説明をさせていただいたう

えでお買い求めいただきその後も様々なご相談やご

質問等、⼀つ⼀つ慎重にお答えさせていただいてい

ます。

・⽞⽶君

・⽞⽶君桑茶

・ポン⽞⽶君

・スタミナ⽞⽶ボール

・津軽⽞⽶そば

・⽞⽶煎餅

・⽞⽶味噌パン

栄養満点の⽞⽶を⾹ばしく焙煎し微粉末にした⽞⽶

君を桑葉と合わせたてスティックにしたり、ニンニ

ク、アピオスと合わせて粒状にしたり、⽞⽶を⾼温

⾼圧でポンせんべいにしたり、⾚ちゃんからお年寄

りまで幅広くお召し上がり頂けます。



青森県産品カタログ｜事業所｜食肉総合卸 株式会社 いしおか

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/jg-28.html[2016/05/24 13:12:58]

食肉総合卸 株式会社 いしおか
代表者 代表取締役 社長 石岡 晃一

所在地 青森市第二問屋町三丁目5-25

電 話 017-739-8129

ＦＡＸ 017-739-4441

Ｈ Ｐ http://www.isioka.co.jp

青森県産銘柄牛肉の倉石牛をはじめ県産銘柄豚肉や
青森シャモロック等、青森県産の精肉、加工品を仕
入から製造まで自社一貫生産で取り扱っておりま
す。

青森県産の豊富な色々な食材を生かし、県産畜産品
と合わせた六次産業化での商品作りも検討。また大
型深絞り機や包餡機(火星人CN570)等、さまざま
な製造機で、お客様のご希望に合わせオリジナル
PB商品製造のご提案も可能です。

◆青森県産あおもり牛ハンバーグ
◆青森県産あおもり牛メンチカツ
◆青森県産りんご果肉入りMEGAハ

ンバーグ
◆青森県産豚の生ベーコン
◆青森県産豚ロースごま味噌焼き
など

あおもり牛100％使用した肉屋がつくる肉々さたっ
ぷりのこだわりのハンバーグです。既に焼成済みの
ハンバーグなので湯煎解凍後、即、お召し上がりい
ただけます。1個150gの程良い大きさは、急なお
客様へも最高のおもてなしができます。単品での販
売も可ですが、10個入りギフトは大人気商品で
す。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 大鰐振興
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有限会社 大鰐振興
代表者 宮腰 浩一

所在地 大鰐町大字蔵館湯ノ沢4-3

電 話 0172-47-9040

ＦＡＸ 0172-48-2890

Ｈ Ｐ http://www.o-wani-shinkou.jp/

農業生産法人（有）大鰐振興は、ここ青森県大鰐町
の豊かな自然環境を生かすとともに、先人の弛みな
い努力によって培われてきた美しい農村環境をも受
け継ぎながら、「生命力を育む農業」「自然の中に
共存する循環型の農業」を目指しています。またそ
れは、やりがいのある新しいスタイルの農業の確立
であり、それを実践することにより、健やかで豊か
な暮らしをお手伝いできるものと確信しておりま
す。

もともと観光の町で栄えてきた大鰐町の観光業とそ
れに関連する商工業が、オリジナル性ある新しい農
業との連携を図ることにより、地域の活性を推進す
ることができます。

青森シャモロック
しゃぶしゃぶと水炊きセット

しゃぶしゃぶと水炊きの両方をお試し下さい。特産
地鶏「青森シャモロック」の美味しさを二度お楽し
みいただけます。
≪味よし・ダシよし・歯ごたえよし≫
【4～5人前】



青森県産品カタログ｜事業所｜GLOBAL FIELD　CO．，LTD（株式会社グローバルフィールド）
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GLOBAL FIELD CO.,LTD
（株式会社グローバルフィールド）
代表者 田名部 智之

所在地 五戸町字西ノ沢6-1

電 話 0178-61-1511

ＦＡＸ 0178-61-1512

Ｈ Ｐ http://globalfield.info/

『奇跡のりんご』のモデルである木村秋則先生指導
のもと、完全無肥料・無農薬の自然栽培法にて、農
産物を生産しております。

弊社は大気汚染物質の制御や排水処理・土壌改良等
の環境美化事業、土木建築構造物の維持補修事業を
はじめ省エネルギーやシックハウス対策等、世界中
で大きな問題になっている地球環境の向上を目的と
して地球にも・人にも優しい食品を生産・製造・販
売をしております。

・Solabel [ ソラベル ] 製品の生
産・加工・販売

・青森美人ライフ（カット野菜・
カット果物）

・加工品販売（青森県出身美人ちゃ
ん林檎）

・青森地鶏「青森シャモロック」
・ハラルミート事業（畜産）

日本の全地鶏の中で唯一ヒナが皇室に収められてる
北の地「青森」でしか生産されていない青森シャモ
ロックを1羽解体しその「モモ・ムネ・ササミ」を
1羽分真空パックにした商品となります。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 ジャパンフォアグラ
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株式会社 ジャパンフォアグラ
代表者 代表取締役会長 桑原 孝好

所在地 青森市大字三内字丸山394-108

電 話 017-761-2323

ＦＡＸ 017-761-2324

Ｈ Ｐ http://www.e-jf.com

弊社では、バルバリー種の種鴨をフランスより輸
入。青森の地で飼育、採卵、ヒナを孵化、青森県内
6ヶ所の各農場で肥育された青森県産鴨(バルバリー
種)を年間約200,000羽生産しております。

安全で安心な美味しい鴨肉をご提供させていただく
為に、鴨が健康に育つ環境作りを最も大切にし、独
自で開発した鴨専用の飼料を与え、飼育から採卵、
孵化、肥育、処理、製品製造・加工までを一貫して
行っております。

青森県産鴨(バルバリー種)
・ロース肉
・モモ正肉

バルバリー種は他品種に比べ皮下脂肪が薄く、濃い
鮮紅色で鴨特有の臭みが少ない大変食べやすく、融
点が低いため体内に蓄積しにくい食材と言われてお
ります。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 だい天＆KIフーズ
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株式会社 だい天＆KIフーズ
代表者 松橋 秀典

所在地 三沢市中央町2丁目5-25

電 話 0176-52-6157

ＦＡＸ 0176-51-0028

Ｈ Ｐ http://www.misawa-daiten.com/

三沢市で飲食店を営んで25年になります三沢市の
特選素材を使ったメニュー構成で地産地消を目指し
ています。

三沢産の素材を多くの人に知ってもらいたい。
販路を拡大して三沢市の特選素材を知って貰う事
で、三沢市の紹介や観光局誘致にも繋げ、三沢市の
ご当地グルメの知名度を上げたい。
また、雇用の拡大にも繋げたい。

みさわパイカ赤ワイン煮

豚一頭からわずか500gほどしか取れない軟骨付き
のお肉です（希少部位）
パイカ（軟骨付き豚肉）、ごぼう、にんじん、にん
にく全て三沢産を使用しています
コラーゲンたっぷりの逸品



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 斗南丘牧場
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有限会社 斗南丘牧場
代表者 原 英輔

所在地 むつ市田名部内田42-606

電 話 0175-28-2888

ＦＡＸ 0175-28-2889

Ｈ Ｐ
http://www.tonamigaoka-
farm.com/bonsurb/

70年の歴史ある酪農地帯の牛乳を、搾ったその日
に隣の工場で加工し、のむヨーグルトに加工をして
おります。

香料・酸味料・安定剤を不使用でヨーグルト加工す
る独自の製法で、地産地消をめざし、地元に根付い
て18年目を迎えます

のむヨーグルト 900ml
＋PGのむヨーグルト100ml

のむヨーグルトの他、青森発の美容・健康成分であ
る「プロテオグリカン」を添加したヨーグルトも新
発売！



青森県産品カタログ｜事業所｜十和田ミート 株式会社
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十和田ミート 株式会社
代表者 代表取締役 野々宮 明正

所在地 十和田市大字三本木字野崎499-2

電 話 0176-23-1415

ＦＡＸ 0176-23-0965

Ｈ Ｐ http://www.towada-meat.jp

弊社は、地元畜産組合・生産者とタイアップし、品
質の安全を第一とし、百貨店、スーパー、精肉店様
などで広くお取引を頂いております。

1、食肉の販売を通じ、豊かな食文化の実現に寄与
します。

2、お客様に満足される安心で安全な食肉の提供を
活動の原点とします。

3、地域の一員として認められ、地域の発展に寄与
できる存在価値のある企業を目指します。

4、常に改善する気持ちを持ち個性と能力を高め、
生きがいのある仕事に取り組み、物心とも豊かな
喜びとします。

「十和田牛」「八甲田牛」「八甲田
和牛」「十和田湖和牛」「健育牛」
「長谷川自然熟成豚」「SPF豚」
「奥入瀬ガーリックポーク」「青森
シャモロック」「八甲田牛ジャー
キー」「ぶなの薫」「青森の和牛生
ハンバーグ」

青森県産、牛肉・豚肉、青森シャモロックの原材料
にて、自社及び青森県内製造委託で、オール青森に
こだわります。



青森県産品カタログ｜事業所｜肉の博明
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肉の博明
代表者 井畑 博明

所在地 田子町田子字天神堂向41-5

電 話 0179-32-3307

ＦＡＸ 0179-32-2455

Ｈ Ｐ http://www.nikuno-hiroaki.jp/

品質日本一ともいわれる「にんにく」で全国的に知
られる田子町は、岩手県・秋田県と接し、青森県最
南端、奥羽山脈のすそ野に位置する町です。当店は
その奥羽山脈の湧き水と厳しい自然の中で育てられ
た田子牛の専門店です。

（社）日本食肉格付協会によりA5～A1、B5～B1
に格付けされた中から、当店では「A5・A4」の特
上田子牛だけをまるごと1頭買付けて販売しており
ます。また、安全な地元産にこだわっていますか
ら、店頭に青森県産黒毛和種産地証明書を掲示し、
店内には田子牛の履歴証明書、BSE等の食肉衛生検
査の合格証明書、子牛登記証明書を表示していま
す。安心・安全な田子牛をお届けします。

田子牛

青森県田子町特産の田子牛(黒毛和種)は、生後
10ヶ月まで、田子高原の広大な2000ヘクタールの
牧草地で、母牛と一緒にのびのびとした環境で健や
かに育ちます。田子町の四季の寒暖差、朝昼夜の温
度差、清潔な牛舎、奥羽山脈の湧水、安全な飼料、
徹底した健康管理で2年間の肥育が、「肉のきめ」
「締まり」「光沢」「風味」を持つ田子牛ブランド
の美味しさを作り上げます。



青森県産品カタログ｜事業所｜美保野グリーン牧場 株式会社
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美保野グリーン牧場 株式会社
代表者 佐々木 竜児

所在地 八戸市大字大久保字大山111-1

電 話 0178-31-1199

ＦＡＸ 0178-31-0211

Ｈ Ｐ http://mihono.co.jp

「青森の正直」展開を基本に青森県産品の製造販売
を進めています。

ジューシーで柔らかな肉質の青森県産「八戸美保野
ポーク」の販売を中心に、青森県産素材とこだわり
の製法で美味しさを追求しています。

八戸美保野ポーク腸詰ブラックペッ
パー
八戸美保野ポーク豚ロースみがき大
豆味噌たれ漬け

八戸美保野ポーク腸詰ブラックペッパー
ジューシーで柔らかな肉質の青森県産「八戸美保野
ポーク」を原料にマイルドな味わいの「津軽海峡の
塩」で素材の旨みを十分に引出し、塩・香辛料・砂
糖のみで味わい深い美味しい「八戸美保野ポーク腸
詰」に仕上げました。
八戸美保野ポーク豚ロースみがき大豆味噌たれ漬け
「八戸美保野ポーク」のロース肉を青森県産大豆
「おおすず」仕込み味噌を使用し旨み深いピリ辛風
味に仕上げた「みがき大豆味噌たれ」に漬け込みま
した。お肉の旨みと味噌たれの深い味わいが絶品で
す。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 アラコウ水産
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有限会社 アラコウ水産
代表者 荒川 幸一

所在地 平内町大字狩場沢字堀差61-11

電 話 017-757-2652

ＦＡＸ 017-757-2655

Ｈ Ｐ http://arakousuisan.com

「陸奥湾から食卓へ」をモットーに従業員24名一
丸となって頑張っている会社です。

新鮮な陸奥湾の海の幸を皆様の食卓へお届けできる
よう、日々努力しております。

・カリポリ貝ひも・ほたて丼
・ホタテのクリーム煮・ほたて甘露

煮
・ほたてやわらか煮・なまこ丼
・ほたて味噌漬・なまこ薬膳スープ
・ほたてパスタソース
・ほたてスープ
・ほたて具醤(グージャン)
他

主に青森県内産を使うように心がけております。他
社にはない商品ばかりです。どうぞ一度ご賞味下さ
い。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 おさきん
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株式会社 おさきん
代表者 小山内 金弥

所在地 つがる市木造千代町39-3

電 話 0173-42-2062

ＦＡＸ 0173-42-2625

Ｈ Ｐ http://www.osakin.com/

大正10年に昆布加工業として創業し、いろいろな
商品を製造するとともに、海産塩干品の卸・小売り
も行っております。

昔ながらの津軽の味を守りながら、県産品を活用し
た新しい製品の開発に取り組んでおります。

・ナット昆布
・弥三郎漬
・めでた漬
・きざみあらめ

お子様からご年配の方まで「素朴でどこか懐かし
い」そんな味を提供しております。



青森県産品カタログ｜事業所｜小川原湖漁業協同組合
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小川原湖漁業協同組合
代表者 代表理事組合長 濱田 正隆

所在地 東北町旭北4-31-662

電 話 0176-56-2104

ＦＡＸ 0176-56-5515

Ｈ Ｐ http://www.jf-ogawarako.com/

「小川原湖」で獲れた新鮮で安心・安全な魚貝類を
全国の皆様にお届けすることを使命とし組合員一致
団結して努力を尽くしてまいります。

全国屈指の生産量を誇る小川原湖の水産資源を長期
的、安定的に持続可能な漁業生産を行うため、徹底
した資源管理型漁業に取組んでおります。

ヤマトしじみ（冷凍）
生しらうお（冷凍）

水揚直後の新鮮なヤマトしじみ、しらうおを旨味・
栄養化を高める製法によって魚本来の美味しさを味
わえる商品に仕上げました。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 小野や
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株式会社 小野や
代表者 小野 大海

所在地 中泊町八幡字八幡56

電 話 0173-57-5970

ＦＡＸ 0173-69-1017

Ｈ Ｐ http://www.tsugaru-onoya.com/

十三湖産しじみ専門店。冷凍しじみ・しじみ加工品
を通販・一部卸・催事等で販売。

インターネット(HP)・催事等で十三湖しじみを
PR。同時に顧客獲得・リピーターにつなげるよう
PR。

しじみのみそ汁（5食入）
内容量
しじみ真空パック50g×5
合わせみそ20g×5

しじみ真空パックと味噌がセットになったお湯を注
ぐだけの即席タイプみそ汁。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 駒嶺商店
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株式会社 駒嶺商店
代表者 駒嶺 剛一

所在地 風間浦村大字蛇浦字新釜谷2-3

電 話 0175-35-2211

ＦＡＸ 0175-35-2077

Ｈ Ｐ http://komamine.co.jp/

弊社は1969年創業以来、水産加工及び販売を中心
に営業し、更に1979年その強みを生かし、仕出し
業を始め当地区では老舗になります。また、水産加
工の品質向上と生産性向上のため、平成22年に新
工場を建設しました。その際エコでクリーンな工場
を目指した事から、新工場に併設する形でウニの殺
菌に使うクリーンな海水で食塩を造る塩工房とウニ
の殻を利用し肥料にする肥料工房を立ち上げ食塩と
肥料の販売をしております。

弊社は1969年創業以来、『地元の食材を生かし
た、美味しくて安全安心な商品』をモットーとし歩
んで参りました。また、地元の失われつつある食文
化を生かし継承していくことが使命だと考えており
ます。更に、うに加工から出るウニの殻を肥料に、
塩の生産には廃材を使って釜を焚き排熱を肥料乾燥
に使用しておりますし、無駄を無くしエコでクリー
ンな企業経営に務めております。

1、真いか塩辛(紅・白・黒)
2、あんこう鍋セット
3、たこの粕漬
4、甘塩うに
5、ほや塩辛(期間限定・予約商品)
6、津軽海峡の塩

ここでは特に№2の紹介をします。
津軽海峡で生きたまま水揚げされる「風間浦鮟鱇」
新鮮な「きあんこう」の美味しさをそのまま、冷凍
パックにして、お届けいたします。
なお、「風間浦鮟鱇」は平成26年9月に地域団体商
標に登録されております。



青森県産品カタログ｜事業所｜海藻開発コンブリオ
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海藻開発コンブリオ
代表者 菊地 幾代

所在地 青森市旭町1丁目2-36

電 話 017-752-8755

ＦＡＸ 017-722-2475

Ｈ Ｐ
http://www.kaisoukaihatu-
conbrio.com/

海藻開発コンブリオはこれまで、大間産海藻「ツル
アラメ」を中心に「健康」と「笑顔の食卓」「大間
の昆布漁師さん達の収入増加」のために商品作りを
進めてまいりました。ツルアラメは昆布漁場を浸食
する雑海藻として厄介者扱いされていましたが、採
取時期の特定や弘前大学の研究から機能性もわかり
始めた美味しい海藻で、多くのお客様から喜ばれて
います。
事業種目：海藻原料供給事業
海藻一次加工品事業
商品開発事業
海藻普及啓発事業

海藻ツルアラメの食べ方や、バランスのとれた食を
提供するため、直接お客様に紹介できるように持ち
帰り弁当店をオープンし、普及活動をしておりま
す。

・天然刻みあらめ
・天然黒とろろ
・大間の金とろろやわらかホタテ入
・五種の海藻和風スープ

商品は大間産海藻ツルアラメを中心に作られていま
す。



株式会社 しじみちゃん本舗
代表者 福島 達也

所在地 青森市問屋町1丁目2番13号

電　話 017-728-4438

ＦＡＸ 017-728-4439

Ｈ　Ｐ http://www.shijimi.co.jp/shijimi

青森県産品に、こだわった商品作りと販売。特に、
しじみ商品に関しては業界トップを目指しておりま
す。

「肝助をはじめ」しじみ加工品の卸売販売をしてお
ります。青森県内の道の駅や、お土産店を中心に青
森県産のしじみの煮汁だけを自社製特許製法により
乾燥粉末化した100％しじみエキス、青森県産の大
和しじみ汁、青森県（むつ湾）産のほたてみそ汁、
青森県（十三湖）産レトルトしじみ付の、しじみ
ラーメンなど、青森県の地場産品の商品化に力を入
れております。

1.大和蜆純粋エキス肝助
2.しじみエキスドリンク肝助
3.しじみウコン
4.大和しじみレトルトパック
5.しじみ汁
6.ほたてみそ汁
7.おとなのしじみスープ
8.しじみラーメン
（十三湖産レトルトしじみ付）
9.しじみ汁（缶詰）

青森県産の殻付しじみと自社製のしじみエキスを練
り込んだ特製調味みそがセットになったしじみ汁で
す。お椀に入れ、お湯を注ぐだけで、簡単に本格的
なしじみ汁をご賞味頂けます。
忙しい朝や急な来客にも重宝します。お客様からの
声で「常温保存で、お湯を注ぐだけなので、キャン
プや釣り、お弁当などに持参している」と聞くこと
が多くなりました。
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青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 丸髙 髙橋蒲鉾店
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有限会社 丸髙 髙橋蒲鉾店
代表者 髙橋 俊勝

所在地 青森市戸山字荒井18

電 話 017-742-1744

ＦＡＸ 017-743-0622

Ｈ Ｐ

青森で長きに渡りお客様のご支持を頂いている蒲鉾
製造工場であります。

地元の食材や食べ方で青森らしさをアピールしてお
ります。

大角天（さつま揚げ）
かまぼこ家族（蒸しかまぼこ）
生姜味噌おでん

各商品とも青森らしい練り物やおでんとなっており
ます



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 ディメール
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株式会社 ディメール
代表者 岡田 和雄

所在地 八戸市沼館1-10-46

電 話 0178-45-4900

ＦＡＸ 0178-41-2811

Ｈ Ｐ http://www.de-mer.com/

おもに地元八戸市のブランド鯖「八戸前沖さば」を
主原料とした、しめさば、燻製、冷凍寿司、焼き鯖
寿司を製造販売、「北限の鯖」の美味しさを、全国
のみなさまへお届けします。

地元八戸産さばを中心に、むつ産海峡サーモン、寒
冷地での栽培に適した米、下北のゆきのはなを活用
した取り組み等を行うことで、これからも県内の農
林漁業者の経営の改善や地域の活性化にも貢献して
いきたい

切れてるしめさば
鮨屋のしめさば
鯖の冷燻
八戸鯖の棒寿司
八戸銀サバトロづけ丼

【切れてるしめさば】
スライス済みで盛り付けるだけ
【鮨屋のしめさば】
無添加、米酢と天然塩で浅締め
【鯖の冷燻】
20℃前後に冷やした桜のチップ燻煙でスモークし
た生ハム食感の燻製
【八戸鯖の棒寿司】
冷凍してもモチモチな食感のお米「ゆきのはな」使
用
【八戸銀サバトロづけ丼】
ご当地どんぶり選手権準グランプリを受賞、一般向
けに調整開発



青森県産品カタログ｜事業所｜デリカむつ
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デリカむつ
代表者 二本柳 栄子

所在地 むつ市苫生町1-2-38

電 話 0175-23-6411

ＦＡＸ 0175-23-6412

Ｈ Ｐ http://derika-mutu.jp

当社では青森県の食材を使用し、いかずしや下北半
島コロッケなど県内外の物産展でも大人気の商品を
手作りで製造しております。

地元の食材を使用し、安心・安全な食品作りに取り
組んでおります。

元祖「いかずし」
大湊海軍コロッケ
本州最北端｢北の下北半島コロッケ｣

いかずし…イカの中に調味したキャベツ等生野菜と
イカの足を詰め、まろやかな酢漬けにしました。下
北半島のおみやげに大人気の無添加食品です。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 Do
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株式会社 Do
代表者 浜田 健三

所在地 弘前市駅前町12-1

電 話 0172-28-6123

ＦＡＸ 0172-28-5640

Ｈ Ｐ http://www.hamadakaisan.com/

株式会社Doは「津軽弘前市場ハマダ海産」とし
て、地元のお客様の求めるものを中心に、創業から
60年ずっと津軽で好まれる食材を扱って参りまし
た。
特に平成10年より自社工場設立、津軽の郷土料理
「飯寿し」や、手焼きで丁寧に焼いた「焼魚」等の
製造、通信販売を行っております。

何より「美味しい」ものを提供し続けたい。そのた
めに材料を選び・加工し、人の手で一つ一つを作り
上げています。又、鮮度の良いものを提供するため
に、出来立てを迅速にお届けするよう管理を徹底し
ております。

津軽郷土料理「紅鮭飯寿し」
「にしん飯寿し」
海鮮はさみ漬「紅寿しロール」
「にしん寿しロール」

津軽の「飯寿し」はご飯を食べる寿しではなく、ご
飯を調味料として使った魚が中心のものです。甘酢
味に仕上げたごはんと、魚のうまみが相まって、コ
クがあるのに食べやすくなっています。また、
「ロール」は、その魚の飯寿しを新鮮なキャベツで
はさみ、見た目も美しく華やかな一品に造り上げま
した。



青森県産品カタログ｜事業所｜長久保食品 株式会社
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長久保食品 株式会社
代表者 長久保 忠則

所在地 東北町字田ノ沢30

電 話 0175-62-2119

ＦＡＸ 0175-62-2381

Ｈ Ｐ http://www.nagakubo-f.jp

青森県の東「小川原湖」の畔で親子3世代継く加工
業者です。県内で獲れる小魚を厳選し、親しまれる
味を造り続けています。

お客様のニーズにお応えできるよう、日々努力して
おります。

わかさぎ佃煮
筏焼き
こうなご佃煮
子持ちわかさぎ甘露煮

青森県産、小川原湖産の魚を独自の製法で炊き上げ
ています。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 丸石沼田商店
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株式会社 丸石沼田商店
代表者 沼田 廣

所在地 青森市青柳二丁目12番10号

電 話 050-3785-3945

ＦＡＸ 017-775-2656

Ｈ Ｐ http://www.m-numata.jp

大正7年創業の魚肉練製品製造会社

主原料にこだわり、良質な「すり身」を使用。高品
質な商品の製造に取り組んでおります。

焼ちくわ 
A竹輪(1本入)
B竹輪(1本入)
B竹輪(2本入)
青森竹輪(2本入)

主力商品の「焼ちくわ」（A竹輪、B竹輪）は、長
時間煮込んでも煮崩れせず、プリプリとした弾力の
ある食感を楽しめます。
電子レンジで、温めていただきますと焼きたての美
味しさを味わえます。



青森県産品カタログ｜事業所｜野辺地町漁業協同組合
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野辺地町漁業協同組合
代表者 代表理事組合長 吉田 国彦

所在地 野辺地町字野辺地568

電 話 0175-64-2264

ＦＡＸ 0175-64-7413

Ｈ Ｐ

紫外線殺菌装置・海水冷却装置を設置し、安全・安
心なホタテを全国にお届けいたします。

生産情報を公開しています。

活ほたて

陸奥湾で育まれた甘くておいしいホタテです。



青森県産品カタログ｜事業所｜合同会社 袰月海宝
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合同会社 袰月海宝
代表者 小倉 龍毅

所在地 東津軽郡今別町字袰月31

電 話 0174-36-2011

ＦＡＸ 0174-31-0006

Ｈ Ｐ

前沖の津軽海峡で採捕される、天然の海藻を原材料
とし、生塩蔵製品、常温で保存が出来る商品で6次
産業を推進する。

養殖の原材料が海産品でも主流を占めている昨今、
天然の海藻を採捕・十分に利活用して製品化し、市
場を首都圏に求め、地場産業の活性化・若者の雇用
の創出を図り、元気で生き生きした故郷の再生を目
指して奮闘する。

袰月天然岩わかめ（塩蔵・封パッ
ク）
袰月天然岩もずく（塩蔵パック）
袰月天然藻もずく（塩蔵パック）
細目昆布粉粒（パック）

天然素材の持つ特性を活用して商品化して、昔なが
らの塩蔵品による細菌等から安全性・保存性も優れ
た商品を提供する。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 もりた観光物産
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有限会社 もりた観光物産
代表者 森田 健

所在地 十和田市奥瀬字十和田湖畔休屋486

電 話 0176-75-2206

ＦＡＸ 0176-75-2207

Ｈ Ｐ
http://www.shokokai.or.jp/02/
0240410032

弊社は十和田湖畔でおみやげ品の小売・卸売り、飲
食店を営んでおります。数年前より十和田湖周辺で
とれた食材の加工を始めました。

十和田湖には食材のイメージがあまりなく、僅かに
「十和田湖ひめます」が一部のお客様に知られてい
る程度です。「十和田湖ひめます」はもちろんです
が、わかさぎや山菜・野菜など十和田湖周辺でとれ
る食材で作った商品を作りPRして、十和田湖観光
の魅力を高めていきたいと思っています。

ひめます塩焼（レトルト）
ひめますオイル漬（レトルト）
わかさぎ煮
ふき煮

十和田湖周辺でとれた食材をシンプルな味付けで、
おみやげ品にしました。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 山神
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株式会社 山神
代表者 神 武徳

所在地 青森市油川岡田262-5

電 話 017-763-3380

ＦＡＸ 017-788-4481

Ｈ Ｐ http://www.yamazin.jp/

会長・社長が漁師。養殖から商品化までの全てを
行っています。

自社工場はHACCP工場を取得・維持することで衛
生的で安全な生産を心がけています。

ほたての正直(ベビーボイルホタテ)
玉雫（冷凍生貝柱）
漁師のホタテフライ
ホタテオリーブオイル漬け …他

鮮度と旬にこだわったホタテ貝を滅菌海水を使用し
加工することでホタテ本来の味が濃いのが特徴。



青森県産品カタログ｜事業所｜ヤマモト食品 株式会社
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ヤマモト食品 株式会社
代表者 山本 浩平

所在地 青森市野内浦島56-1

電 話 017-726-5581

ＦＡＸ 017-726-5575

Ｈ Ｐ http://www.yamamoto-foods.co.jp/

優れた「あおもりの味」を皆様のもとへ届けたい。
その願いを込めて厳選されたカズノコと新鮮な各種
原料を当社独自の製造方法によりまして数々の製品
をつくりあげております。商標登録を多数取得して
おり、青森のお土産の定番として、また全国に販路
を広げていっております。

品質管理はもとより包装容器の改善、リサイクル、
無公害製品の切り替えなど積極的に取り組んでおり
ます。

味よし
ねぶた漬
特撰ねぶた漬
味よし子っこちゃん
ねぶた松前漬
つる太郎
他

厳選された数の子、スルメと大根、胡瓜をねばりの
ある昆布と共に風味良く漬け込んだ醤油漬です。



青森県産品カタログ｜事業所｜アグリパークつがる塾
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アグリパークつがる塾
代表者 今 久男

所在地 五所川原市前田野目砂田57-6

電 話 090-6487-6395

ＦＡＸ 0173-29-3023

Ｈ Ｐ

米・野菜・りんごを自社で生産し、加工から販売ま
で自ら行う、「農の6次産業化企業」です。

・無農薬野菜の生産・加工
・有機栽培米・りんごの生産
・自社生産品の直接販売

・手作りアップルパイ
・手作りブルーベリーパイ
・手作りパンプキンパイ
・乾燥リンゴチップス

・素材はすべて青森県産
・素材にこだわった自社生産
・ブルーベリー・かぼちゃは無農薬で自社栽培



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 マルコーいずもり
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有限会社 マルコーいずもり
代表者 代表取締役社長 犾守 達幸

所在地 八戸市吹上三丁目2番3号

電 話 0178-22-4064

ＦＡＸ 0178-22-4058

Ｈ Ｐ

弊社は1951年（昭和26年）に南部せんべいの製造
を始めました。八戸では、「南部せんべい」は長年
に渡り身近なおやつとして親しまれてきました。地
域に根差したメーカーとして、お客様に喜んで頂け
るよう製造しております。

「お客様においしい南部せんべいをお届けしたい」
という思いで、製造技術の向上に取り組んでおりま
す。

南部せんべい
（特上ごま・まめ・ごまぬり・三色
ミックス・いか・粒ミックス・かる
焼きバター・えびのり・クッキー
風・フライ・白・減塩ごま・ながい
も・にんにくアーモンド・おつゆ・
せんべい汁セット）

噛むとパリッと砕ける食感とともに、胡麻やまめ等
の素材の香りがふわっとあふれます。
素朴な味わいをお楽しみください。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 甘精堂本店
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株式会社 甘精堂本店
代表者 三浦 祐一

所在地 青森市新町1-13-21

電 話 017-722-3740

ＦＡＸ 017-722-1661

Ｈ Ｐ http://www.rakuten.co.jp/kanseido/

むつ湾とともに開けてきた港町あおもり。その伝統
と文化に育まれ、明治24年の創業以来、伝えてき
たのは本物の味。
甘精堂本店は新しい世紀へ向けてたしかな味に、ま
ごころを添えてこれからもお届けしてまいります。

明治24年に創業。和菓子専門店として、羊羹、焼
菓子、生菓子、干菓子等を取り扱っております。
特に昆布を使用した昆布羊羹は、郷土の銘菓として
御用命頂いております。
今後もお客様にご愛顧される様に新商品を開発して
いきたいと考えております。

・昆布羊羹
・カシス羊羹
・ねぶた絵巻
・若 浪

全国菓子観光大博覧会で昆布羊羹が最高賞の名誉総
裁賞を受賞。明治24年創業時に北海で収穫されて
いた、良質の昆布を使用して生臭さが残らないよう
に試行錯誤しながら現在の昆布羊羹が出来上がった
といわれております。昆布には一般野菜にくらべ
て、ビタミンやミネラルが多く、水溶性の食物繊維
(フコダイン)がたっぷリ含まれていると言われてお
り、ヘルシーな食品といわれております。又、合成
保存料、着色料など一切使用されておりません。安
心してお召し上がりいただけます。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 川口あんぱん
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有限会社 川口あんぱん
代表者 代表取締役 川口 健栄

所在地 板柳町板柳字土井118-4

電 話 0172-73-2711

ＦＡＸ 0172-73-2740

Ｈ Ｐ http://www.kawaguchi-anpan.com/

りんごの郷 津軽 秀峰 岩木山の南、世界遺産白神山
地に源を発する岩木川・・・
日本海より遡ることおよそ45kmの東岸板柳に明治
十三年「川口のあんぱん」は創りだされました。
130年余、津軽の人たちに愛される銘物和菓子と
なっております。

北海道産豆を吟味のうえ、手間隙惜しまずお客様の
笑顔を想いながらつくりあげます。時代の変化はあ
れど「美味しいお菓子をつくり続ける」ただこの一
念は初代善助から受け継がれ変わる事はありませ
ん。

・津軽銘物「川口のあんぱん」
・黒ゴマたっぷり洋風せんべい
「ゴまダラケ」
・ゴまダラケの姉妹品「えびゴま」

北海道産豆にこだわり自家にて製造したあんこを使
用した「川口のあんぱん」
黒胡麻たっぷり滋養たっぷりの洋風せんべい「ゴま
ダラケ」



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 小向製菓
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有限会社 小向製菓
代表者 小向 優一

所在地 六戸町犬落瀬字柳沢91-643

電 話 0176-57-2937

ＦＡＸ 0176-57-2080

Ｈ Ｐ http://komukaiseika.com/

創業50年。製造・工場直営店。美味しいお菓子作
りに日々取り組んでいます。

青森県の特産品のりんごを使用したお菓子を中心に
製造しております。

・アップルクーヘン
・林檎どら焼
・バームクーヘンラスク
・りんごカスタードパイ

・林檎を丸ごと1個使用し、バームクーヘンで包み
込んだ「アップルクーヘン」。

・バームクーヘンをラスクに仕上げた「バームクー
ヘンラスク」。

・林檎の果肉を餡に練りこんだ「林檎どら焼」。



青森県産品カタログ｜事業所｜佐藤製菓
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佐藤製菓
代表者 佐藤 助一

所在地 弘前市大字津賀野字宮崎68

電 話 0172-34-3356

ＦＡＸ 0172-34-3486

Ｈ Ｐ http://www.tsugaru-atemono.jp

昭和27年創業の製造卸のお菓子屋です。津軽伝統
のくじ付き当物駄菓子を唯一守り、作り続づけてき
ました。時代のニーズと共に、内容量の変更、包装
形態の改良、添加物の見直し等、お客様への安全・
安心を心がけ、手作りで、美味しい津軽駄菓子とそ
の遊びの文化を継承する事を使命としております。

津軽の伝統、当物駄菓子を次世代へ継承するため
に、お客様にご満足頂ける美味しく、清潔なお菓子
を心かけています。殆どが手作りのため、ハードな
仕事ですが、従業員への技術継承と育成、そして人
口減少・少子高齢化の中、新商品開発と販路拡大に
も取り組んでおります。また、施設等に当物駄菓子
を寄付し、皆さまに喜んでもらっております。

「大王当て」「プチ・大王当て」
「イモ当て」「プチ・イモ当て」
「糸引き」
「生姜糖美力・黒糖」

津軽に戦前から伝わる閻魔大王くじ付の当物駄菓子
で、生菓子・餡ドーナツ・黒砂糖菓子が有ります。
今尚、お盆やお正月の定番お菓子として、家族や友
人が集って、皆で昭和レトロを楽しむ津軽伝統のお
菓子です。また、今話題のプロテオグリカンを入
れ、生姜汁で煮詰め、更に仕上げに加える大辛の生
姜糖美力は、体を温めると共に、健康貢献を目指し
たお菓子です。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 松栄堂

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/jg-61.html[2016/05/24 13:13:23]

有限会社 松栄堂
代表者 畑中 和紀

所在地 青森市栄町1-5-4

電 話 017-743-1863

ＦＡＸ 017-742-2420

Ｈ Ｐ http://www.syoeido.co.jp

創業53年目なり市内に3店舗を有し、茶人好みの生
菓子・干菓子を主に販売しております。近年は地元
の産品を使用した銘菓づくりに取り組んでます。

3年ほど前より地場産品を使用した商品又函館と青
森の材料をコラボした商品開発に取り組んでおりま
す。「味噌バターカレー牛乳どら焼き」・「ヒトナ
ツノコイ」・「なとわ」等。

函館-青森間新幹線開通を記念して販
売
「なとわ」

「なとわ」は青森県津軽地方の方言で「あなた(な)
とわたし(わ)」という意味です。函館の濃厚な牛乳
と青森の甘酸っぱいりんごを使ってミルク饅頭を作
りました。



青森県産品カタログ｜事業所｜寺山餅店
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寺山餅店
代表者 寺山正幸

所在地 黒石市中町36-1

電 話 0172-52-2826

ＦＡＸ 0172-26-7484

Ｈ Ｐ http://www.terayamamochiten.com

文政7年創業、初代寺山久左衛門が 雑穀業として開
業し、三代目より餅屋を営んでいます。自家製にこ
だわり、一子相伝、代々長男のみが作り方を継承
し、真心をこめて作らせていただいています。

江戸時代から続く伝統の味を守りつつ、時代に合っ
た新しい商品の開発にも力を入れています。

四半餅、ちーずりんご餅、大福餅、
浅香餅、ナンバ大福、しそ餅

県産米を使用し、自家製あんにこだわって作ってい
ます。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 デコール菓子店
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有限会社 デコール菓子店
代表者 桑田 義光

所在地 八戸市青葉3-2-21

電 話 0178-22-0141

ＦＡＸ 0178-47-6666

Ｈ Ｐ

「おいしい笑顔に会いたくて」をモットーに素材に
こだわり真心にておいしい菓子作りを目指しており
ます。

地域の名所やことわざ等を商標登録した数多い商品
を持ち販売しています。又モンドセレクション金賞
を3年連続受賞した商品を含め3点も大人気です。

青森アップルポテト

青森県産の紅玉りんごを100％使用し、さつまいも
の甘さと酸味ある紅玉を使って、あっさりした食べ
やすいお菓子です。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 二階堂
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有限会社 二階堂
代表者 代表取締役 二階 隆光

所在地 青森市本町1-6-11

電 話 017-732-1104

ＦＡＸ 017-723-6061

Ｈ Ｐ http://nikaidou.jp

お客様の笑顔・ひとときの幸せを造ることができる
よう「地域に愛されるお店」を目指しています。

青森の素材を活かし安心して食べていただける材
料、健康を意識した材料を使っております。

りんごのきもち
ねぶたの鈴
あおもり藍フィナンシェ
など

りんごの形をしたサクサクのクッキーで青森県産の
りんごが入ったバタークリームをサンド。バターの
風味豊かなリンゴの形をしたかわいいクッキーと自
然豊かな青森の地で育ったシャキシャキの新鮮りん
ごの果肉とバタークリームのハーモニーが人気で
す。



青森県産品カタログ｜事業所｜お菓子のヒロヤ 株式会社
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お菓子のヒロヤ 株式会社
代表者 代表取締役 葛西 フサヱ

所在地 弘前市和泉二丁目1-2

電 話 0172-27-3232

ＦＡＸ 0172-27-3234

Ｈ Ｐ http://okashinohiroya.com/

地元食材を生かし、和菓子、洋菓子を揃えています
が、昔ながらの地元津軽に伝わるお菓子も数多く販
売しております。

地元の食材を生かし、お客様に食べて頂いて幸せだ
なと感じて頂けるお菓子作りを目指しております。

津軽に昔からあるお菓子等様々な和
菓子、洋菓子、ソフトクリームや軽
食を扱っている店舗もあります。

写真の商品は、刻んだ青森りんごがカステラの中に
入って、ふんわりと焼きあがった上にブランデーの
洋酒が効いた逸品です。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 不二屋製菓
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有限会社 不二屋製菓
代表者 坂本 憲哉

所在地 五所川原市錦町1-101

電 話 0173-34-2293

ＦＡＸ 0173-34-8170

Ｈ Ｐ

五所川原市の銘菓の販売
・むしおくり最中
・立佞武多羊羹
祝用、法事用注文菓子の促進
・立佞武多の館、エルムの街、みなみやでも販売し

ております。

・五所川原市の銘菓の販売促進に力を入れてゆく方
針

・立佞武多の館で販売させていただき、館の催事に
は協力して販売に力を入れて行く方針

・祝用、法事用注文菓子の促進に力を入れてゆく

・むしおくり最中
・むしおくり羊羹
・立ネブタパイ
・立ネブタ好き
・佞武多ばやし
・佞武多太鼓

・五所川原銘菓むしおくり最中
小豆アンで最中に餅入りで、むしおくりの頭を型
どった最中

・立佞武多羊羹
小豆アンに小豆の煮込み入り

・全国菓子博で日本商工会議所会頭賞で受賞



青森県産品カタログ｜事業所｜合名会社 菓子処丸美屋
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合名会社 菓子処丸美屋
代表者 若山 忠義

所在地 八戸市小中野八丁目8-35

電 話 0178-22-6105

ＦＡＸ 0178-47-3553

Ｈ Ｐ http://www.marumiya.jp/

創業昭和8年原料を厳選し職人の手づくりで本物の
菓子づくりを目指しています。

県産製菓原料をなるべく活用する取組みをしていま
す。

はまべの花

特製のあんこを包んだパイ饅頭です。三陸復興国立
公園の種差海岸に咲く浜茄子の花をイメージして作
りました。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社　マルサカ煎餅

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/jg-68.html[2016/05/24 13:13:28]

有限会社 マルサカ煎餅
代表者 坂 ミネ子

所在地 八戸市大字新井田字外久保1-1

電 話 0178-25-4510

ＦＡＸ 0178-25-4655

Ｈ Ｐ

300年の歴史をもつ南部煎餅を作り続けて50年。
伝統の味を守りながら、常にその時代に愛される商
品づくりを目指しています。

幅広い年齢層の方々にご愛顧いただきたく、昔なが
らの風味そのままに、さまざまな味をつけたお菓子
感覚の、商品開発に取り組んでおります。

われ揚げチーズ煎餅、チーズ風味み
み煎餅、胡麻煎餅、豆煎餅、フライ
みみ

南部煎餅の元祖とも云える胡麻煎餅、豆煎餅は、ご
年輩の方々のお茶の友として愛され、新しい商品
は、お子様のおやつやおつまみとして好評をいただ
いております。



青森県産品カタログ｜事業所｜元祖鶴子まんじゅう 萬栄堂
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元祖鶴子まんじゅう 萬栄堂
代表者 松田 智司

所在地 八戸市大字八幡字五日町2-9

電 話 0178-27-3017

ＦＡＸ 0178-27-7363

Ｈ Ｐ

櫛引八幡宮の西参道に大正10年、初代松田萬次郎
により《萬栄堂》の屋号で創業。80余年の永きに
わたり造り続けた《元祖鶴子まんじゅう》は発売以
来、技に磨きをかけ、苦心研究を重ね、郷土の誇る
銘菓として、全国各方面の方々に喜ばれています。
第23回全国菓子大博覧会内閣総理大臣賞受賞他、
多数受賞。

永い年月を経てもなお愛される、「元祖鶴子まん
じゅう」の伝統の味を守り続けています。また時代
のニーズに合わせ、オリジナリティがあり、地域の
観光振興の一助となるような魅力あふれる商品の開
発・研究を日々重ねています。

「元祖鶴子まんじゅう」他、八戸物
語シリーズ「八幡亀子」や「国宝合
掌土偶人形焼」、八幡ロールなど
が、お土産品として人気がありま
す。

元祖鶴子まんじゅうは、黒糖を使用した皮で餡を包
み焼き上げて、白い落雁粉をたっぷりまぶして仕上
げた味わい深い御菓子です。発売以来、変わらぬ味
が愛されています。



株式会社 ラグノオささき
代表者 代表取締役社長　木村 公保

所在地 弘前市百石町9

電　話 0172-35-0353

ＦＡＸ 0172-33-7917

Ｈ　Ｐ http://www.rag-s.com

ラグノオささきは1884年（明治17年）に小さな駄
菓子屋として始まりました。1958年には洋菓子店
「ラグノオ」を開店、1969年現在の社名「株式会
社ラグノオささき」となりました。店名の「ラグノ
オ」はフランスの戯曲「シラノ・ド・ベルジュラッ
ク」に登場する菓子屋に由来します。現在、青森県
内を中心に、秋田県、宮城県を含め97の店舗と、
県内外の問屋やお土産店への卸販売をする菓子製造
販売会社です。

ラグノオささきはフードチェーンを通じて、安全で
安心なお菓子を製造、販売するために品質の確保や
法令の遵守に努力して参ります。
向外瀬工場、境関工場はA-HACCPの認証を受けて
おり、「パティシエのりんごスティック」「気にな
るリンゴ」を製造する境関工場はISO22000も取得
しております。

・パティシエのりんごスティック
・気になるリンゴ
・カスタードケーキ　いのち

青森県リンゴを大きめにカットし、スポンジ生地と
一緒にパイで包み焼き上げた「パティシエのりんご
スティック」や青森県産リンゴをまるごと一個パイ
で包み焼き上げた「気になるリンゴ」など青森県産
リンゴにこだわりました。どちらもリンゴのシャキ
シャキした食感が特徴です。
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青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 よこはまロマン創社

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/jg-71.html[2016/05/24 13:13:30]

株式会社 よこはまロマン創社
代表者 代表取締役 野坂 充

所在地 横浜町字林ノ脇79-12

電 話 0175-78-6687

ＦＡＸ 0175－76－1067

Ｈ Ｐ http://www.nanohana-plaza.com

下北半島の玄関口として下北の観光物産、地域のイ
ベント等の情報発信に努める。

物産品を使用した加工品の開発・商品のブランド化
を目指す。

菜の花はちみつ
菜の花はちみつパイ

横浜町特産品の菜の花はちみつを使ってパイを焼き
上げました。サクサクの食感と濃い香りとコクのあ
る甘さが自慢のお菓子です。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社青森県特産品センター［在来津軽「清水森ナンバ」ブランド確立研究会事務局］
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株式会社青森県特産品センター
［在来津軽「清水森ナンバ」ブランド
確立研究会事務局］
代表者 中村 元彦

所在地 弘前市亀甲町61

電 話 0172-39-1811

ＦＡＸ 0172-39-1212

Ｈ Ｐ http://www.aomori-shop.com/

青森県内の生産者及び生産者団体の販売窓口として
生鮮品から加工品まで幅広く全国に紹介販売してい
ます。又、青森県内の特産品開発のアドバイスお手
伝いもしています。

平成16年から産地復活とブランド化を目指して、
在来津軽「清水森ナンバ」ブランド確立研究会を組
織し、事務局をしています。
約400年前に津軽の藩祖為信が京都から持ち帰って
広めたと伝えられている大振りで風味豊かなトウガ
ラシは、一時生産量が激減しましたが、研究会発足
後生産量も増え、生産者、加工業者、飲食店が連携
し、弘前大学や行政が支援することで、徐々に生産
量も増え、地域ブランドとして注目されています。

在来津軽「清水森ナンバ」
一味唐辛子(一般向け・業務用)
一升漬
きのこなんばん漬
青唐辛子ペースト(業務用)

在来津軽「清水森ナンバ」は学術名を弘前在来トウ
ガラシといい、成熟果の辛味成分は鷹の爪より低い
ですが、香りが極めて良く、糖分含量が他品種より
高く品質的に優れた特徴があります。さらにビタミ
ンC、Eの含量は日本の在来トウガラシのなかで特
に高く、栄養・機能面から見ても極めて食品価値の
高いトウガラシです。
その加工品は、在来津軽「清水森ナンバ」にしか出
せない独特の風味があります。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社エイ・ワンド（青い森わんど）

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/jg-73.html[2016/05/24 13:13:32]

株式会社 エイ・ワンド
（青い森わんど）
代表者 高森 正志

所在地 青森市安方1-11-1

電 話 017-777-6345

ＦＡＸ 017-777－6345

Ｈ Ｐ http://a-wando.com

生産量日本一の「りんご」を使った商品企画・開
発・販売を行っております。中でもりんごの調味料
「りんごde食卓」シリーズは、りんごを毎日の食
卓に添えてほしい！という思いから作りました。新
しく珍しい商品でもあることから、各メディアから
も注目され人気商品となっております。また「りん
ごみそ」は、青森県物産振興協会会長賞、「りんご
マヨタイプ」は、青森県農林水産部長賞をそれぞれ
受賞しました。

現在は青森県産りんごを中心に商品開発をしており
ますが、産学官で開発された「プロテオグリカン」
と県産りんごを組み合わせた商品や、「青森カシ
ス」と県産りんごを組み合わせた商品開発にも取り
組んでおります。

・りんごde食卓（りんごみそ、りん
ごバター、りんご醤油、りんごマ
ヨタイプ）

・檎風茶（きんぷうちゃ）（林檎＆
カシス、林檎＆くき茶）

・ねぶたカレー（季節限定）
・ブルボワ化粧品（石鹸、リップ）

全て青森県産りんごを使用した商品です。
中でも「りんごみそ」「りんごマヨタイプ」は、青
森県初！全国でも珍しい、りんごの果肉がたっぷり
入った新食感・新感覚の調味料です。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社　小野寺醸造元
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株式会社 小野寺醸造元
代表者 代表取締役 小野寺 昭夫

所在地 三戸町大字在府小路町39

電 話 0179-23-3070

ＦＡＸ 0179-22-0151

Ｈ Ｐ http://www.marusyou.jp

みそ、醤油は明治34年から変わらぬ製法で、すべ
て手作りにこだわっています。
地元三戸町の城山の湧水と地元に根ざした商品づく
りをしています。

昔ながらの自然食の良さを守り続け、地域の人に地
域の味を。

南部玉みそ、こだわり醤油、
三升漬、おろしにんにくみそ、
ガマズミ果汁「ジョミ」

南部玉みそ、こだわり醤油、三升漬、おろしにんに
くみそ・・は全て工場内で製造、熟成されたこだわ
りの商品です。
ジョミ（ガマズミ果汁）は、地元三戸産の果実を使
用し、県・総合研究センター・保健大学の産学官の
共同研究から生まれた商品です。



青森県産品カタログ｜事業所｜かねさ 株式会社
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かねさ 株式会社
代表者 阿保 建司

所在地 青森市浪岡大字高屋敷字野尻97-22

電 話 0172-69-1411

ＦＡＸ 0172-69-1562

Ｈ Ｐ http://www.kanesa.co.jp

味噌は我が国古来の伝統食品であると同時に一番身
近にある健康食品です。かねさはその味噌造りに最
も適したここ津軽の地に創業以来百三十余年の間皆
様の健やかな暮らしに微力ながら役立たせて頂きま
したことにささやかな自負と大きな喜びを感じてお
ります。

今後も伝統醸法による味噌造りはもちろん緑の工場
ネットワ-クを構築し皆様の身近な食品の開発に取
り組んでまいります。「おいしさと健康」を信条と
して未来の食生活への扉を開く私どもの小さな挑戦
に温かいご支援を賜りますようお願い申し上げま
す。

味噌、顆粒味噌、調理調味味噌、
梵珠百水、水素水の恵み

・青森県の4大夏祭をパッケージに採用した土産物
商品

・フリーズドライ製法の顆粒みそ汁
・青森ねぶた-わかめ汁、弘前ねぷた-とうふ汁、五

所川原立ねぶた-しじみ汁、八戸三社大祭-油あげ
汁

・1缶でみそ汁20杯分、添付のスプーンで軽く2杯
でお椀一杯分のみそ汁が簡単に作れます。



青森県産品カタログ｜事業所｜カネショウ 株式会社
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カネショウ 株式会社
代表者 代表取締役社長 櫛引 利貞

所在地 平川市日沼富田30-12

電 話 0172-57-2121

ＦＡＸ 0172-57-5500

Ｈ Ｐ http://www.ringosu.com/

創業大正元年、地元に根ざした発酵食品メーカーで
す。

りんごを中心とした、青森県産原料を発酵させて造
る「酢」、「しょうゆ」。また、ドレッシング、つ
ゆ等の製造販売。

ハチミツ入りんご酢
樽熟りんご酢
バルサミィアップル
ほたてしょうゆ

津軽産「りんご」をまるごとすりおろしたものを発
酵させ、木樽塾成させる独自製法のこだわりのりん
ご酢です。



コムラ醸造 株式会社
代表者 小村 彰夫

所在地 五戸町字銀杏木13-5

電　話 0178-62-7333

ＦＡＸ 0178-62-7330

Ｈ　Ｐ
http://www.komurajouzou.com/
index.htm

創業明治18年。
味噌・醤油の醸造元として始まり、「コムラのなん
ばんみそ」をメイン商品に各種漬物の製造を行って
います。また、「コムラのなんばんみそ」は青森県
伝統食品に認定されています。
地元で生産された野菜を使用し、地域に根付いた商
品を幅広く製造しております。

地元で栽培された農作物を使用した商品作りを目指
し、長年続いている味と地域密着の味を守り伝えつ
つ、日々変わり続ける時代のニーズに合わせた商品
作りに務めております。また、地域で育てられた商
品を全国の方々にも県産品としてPRするために、
各種物産展等での販売も広めております。

・コムラのなんばんみそ甘口
　（120g、230g）
・コムラのなんばんみそ辛口
　（120g、230g）
・コムラのなんばんみそ　山菜入り
　（フキ・ワラビ入り 150g）
・ピリ辛ふりかけ
・漬物のもと（三五八）

「なんばんみそ」とは、明治の頃より青森県南地方
の厳冬期の保存食として始まり、現在まで地域の
人々に慣れ親しまれている漬物です。大根・人参・
胡瓜・しその実・青唐辛子等の野菜を熟成させたも
ろみに漬け込んだ、少しピリ辛の味です。
ご飯のお友や、酒の肴にと、幅広く召し上がれる商
品です。素朴な風味と色々な野菜の食感をお楽しみ
いただける一品となっております。

青森県産品カタログ｜事業所｜コムラ醸造 株式会社 file://///x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタ...
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青森県産品カタログ｜事業所｜さいした商店醸造
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さいした商店醸造
代表者 齊下 隆

所在地 三沢市字古間木山68-91

電 話 0176-53-3882

ＦＡＸ 0176-53-5053

Ｈ Ｐ

当店の製品は食品添加物を使用しないことをモッ
トーとしております。

こうじなんばん

青唐辛子と米麹としょう油をじっくり熟成させ、と
ろける甘い麹、マイルドな辛みが自慢の逸品です。



青森県産品カタログ｜事業所｜ミリオン 株式会社
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ミリオン 株式会社
代表者 柴田 浩夫

所在地 青森市問屋町1丁目9-6

電 話 017-763-0880

ＦＡＸ 017-763-0881

Ｈ Ｐ http://www.t-mirion.co.jp

弊社は地元の農産物を中心とし、産学官で研究した
結果を基にした加工食品の販売を行っております。
尚、自社製剤工場を整備することで、『地産・地
消・地工』を念頭に地域経済の振興と日本国の食糧
自給率の向上に役立つものと確信しております。

地元青森の素材を中心に安全・安心な健康食品作り
に取り組んでいます。

シジミドリンク
プロテオコラーゲンドリンク
青森県産素材調味料

青森県産にんにく福地ホワイト六片（低臭加工特許
取得）と津軽海峡の塩をブレンドした万能調味料で
す。



青森県産品カタログ｜事業所｜会幸農園®
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会幸農園®
代表者 会津 哲幸

所在地 板柳町灰沼字玉川9-1

電 話 0172-73-4523

ＦＡＸ 0172-73-4530

Ｈ Ｐ

リンゴに含まれる品種間成分にこだわったジュース
作り

リンゴに含まれる成分にこだわったジュース作り
（ポリフェノール、ペクチン、ビタミンなど）

ポリフェノールマックス®

りんごに含まれるポリフェノールにこだわった
ジュース（品種間に検査により大きな数値さがあり
ます。）



青森県りんごジュース 株式会社
代表者 代表取締役社長　竹鼻 孝為稚

所在地 黒石市相野178-2

電　話 0172-52-2321

ＦＡＸ 0172-59-1055

Ｈ　Ｐ http://www.shinyapple.co.jp

シャイニーブランドの商品は青森の果樹園から旬の
りんごを丸ごとジュースにした自然の風味がたっぷ
りの本物のジュースをお届けしております。

稀少価値の紅玉は契約栽培で。
シャイニーはりんごの品種にこだわっています。例
えば紅玉。その酸味と香りはジュースには欠かせな
いものですが生産量は年々減少する一方。長年愛さ
れる美味しさを提供し続けるためにシャイニーでは
優良な農家と契約栽培を結んでいます。

スパークリングアップル
金のねぶた
銀のねぶた
贅沢りんご

青森県産りんごを使用した果汁100％の炭酸りんご
ジュース。りんごのみずみずしさと雑味のないスッ
キリとしたのどごしを楽しめます。ノンアルコール
飲料です。

青森県産品カタログ｜事業所｜青森県りんごジュース 株式会社 file://///x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタ...
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青森県産品カタログ｜事業所｜尾崎酒造 株式会社
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尾崎酒造 株式会社
代表者 尾崎 行一

所在地 鯵ヶ沢町大字漁師町30

電 話 0173-72-2029

ＦＡＸ 0173-72-6655

Ｈ Ｐ http://www.ozakishuzo.com

海水浴場とスキー場の両方を有する大自然に囲まれ
た地で手造りの酒蔵

世界自然遺産・白神山地の湧き水を仕込み水とし、
基本通りの酒造りを・・・。

特別純米酒・安東水軍

すっきりとした軽やかなふくらみのある純米酒



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 ゴールド農園
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有限会社 ゴールド農園
代表者 石岡 繁行

所在地 弘前市大字下湯口字村元182-3

電 話 0172-36-7307

ＦＡＸ 0172-36-0649

Ｈ Ｐ http://www.goldnouen.com

消費者の皆様に愛されてきた葉取らずりんごの栽培
から出荷、加工に至るまで美味しさ・安心・安全を
お届けいたします

りんごは最新の選果機により選別され、確かな品質
で出荷。自社の加工施設でジュースの製造を行いま
す。

りんご・りんご加工品

青森県産の原料のみを使用し砂糖や酸味料などを加
えていないストレート100％ジュースです。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 白神山美水館
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有限会社 白神山美水館
代表者 太田 正光

所在地 鰺ヶ沢町大字赤石町字大和田39-42

電 話 0173-72-7761

ＦＡＸ 0173-72-7762

Ｈ Ｐ http://www.bisuikan.co.jp

白神に育まれたおいしい湧き水を全国の皆様に飲ん
でいただき、またそのことが、町おこしにも役立て
たら…そのような思いから白神山美水館は設立され
ました。

安全でおいしい水を提供し続け、地域のさらなる活
性化、さらなる白神の環境保全につながるよう努力
して参ります。

白神山地の水

日本初の世界自然遺産・白神山地の希少な湧き水を
非加熱でボトリング。溶け込んだ酸素や二酸化炭素
は自然のまま。加えて硬度わずか0.2㎎/Lの超がつ
くほどの軟水なので、くせがなく、まろやかで、体
に浸み込むような飲み心地。赤ちゃんも安心してお
飲みいただけます。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 スターリングフーズ
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株式会社 スターリングフーズ
代表者 森山 博幸

所在地 平川市中佐渡南田54-2

電 話 0172-57-5158

ＦＡＸ 0172-57-5159

Ｈ Ｐ http://www.sf-nora.com/

創業30年。青森県産のりんごにこだわった、
ジュースとジャムを販売しております。

青森県産りんごにこだわり、安心と安全を念頭に、
おいしさを追求しております。
全国の百貨店、量販店、小売店、通販、外食店等で
取り扱われております。

青森県産りんごジュース 各種
青森県産りんごジャム 各種
青森県産りんご酢、他

りんごジュースは、青森県産りんごを皮ごと丸ごと
搾った100%果汁です。
ジャムは、青森県産りんごを果肉たっぷり煮込んだ
低糖度ジャムです。（糖度約40%）



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 青研
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株式会社 青研
代表者 代表取締役 竹谷 勇勝

所在地 弘前市五代字白山堂213

電 話 0172-82-4637

ＦＡＸ 0172-82-4417

Ｈ Ｐ http://www.ringo-seiken.co.jp/

りんごの生産・販売・加工等で6次産業化を推進
し、国内はもとより海外への輸出にも積極的に取り
組んでいます。ジュースは高品質、低価格、美味し
さをコンセプトに販売、生りんごは、内部品質、糖
度、鮮度などを基準に販売、好評を頂いておりま
す。

★国際認証グローバルGAP取得
★国際認証ISO22000取得
★障害者積極雇用
★児童・学生等の無料工場見学受入れ
★農作業労働負荷の削減に取り組み。収獲箱の軽量

化。葉とらず栽培の推進
★パワーアシストスーツ等着用による従業員の重労

働の低減に取組中。

青研の葉とらずりんご100
（ストレートジュース）
葉とらずりんご
岩木山特選りんご

青森産100％の生りんごを贅沢に5品種以上ブレン
ドした、無加水、無加糖、無香料、無酸味料のスト
レートジュースです。だからまろやかな甘さとスッ
キリした喉ごしが好評です。
生りんごの冷蔵管理と厳しい品質チェックにより、
難しいとされるストレート100％の通年製造・販売
を可能にしています。



相馬村農業協同組合
代表者 代表理事組合長　三上 道廣

所在地 弘前市五所野沢23-1

電　話 0172-84-3218

ＦＡＸ 0172-84-3737

Ｈ　Ｐ http://www.ja-souma.or.jp/

昭和39年（1964）に相馬村農業協同組合と相馬村
第一農業協同組合が合併し、相馬村農業協同組合が
誕生しました。
代表的な取扱農産物はりんごで、取扱販売高は全体
の9割以上を占めます。
北は岩木山、西と南の広い地域が白神山地に属し、
標高260mの丘陵台地は、昼夜の温度差が大きい場
所。ここで作られるとびきり美味しいりんごを取
扱っています。

JA相馬村は販売する製品の品質や安全確保のた
め、ISO22000の取り組み、製品の安全管理体制を
構築しております。食品安全目標といたしまして、
当組合責任のクレームゼロを掲げており、法令遵
守、顧客と合意した要求事項の遵守など、係わるす
べての従業員に食品安全法を周知させております。

りんごジュース各種（通年販売）
・詰合せ6本入
・ふじ6本・王林6本
・ブレンド6本・シナノG6本・他
りんご（9月～4月販売）
・つがる
・トキ
・サンふじ・ふじ
・サンふじ（みつまるくん）
・サンふじ（飛馬ふじ）
・他

世界遺産白神山地を背にした青森県弘前市相馬地区
産りんごのみを使用し、旬の素材と鮮度にこだわっ
た本物無添加ストレートジュース。最新技術によ
り、完全無添加を実現。昔ながらのりんご本来の風
味を醸し出すことが出来ました。

青森県産品カタログ｜事業所｜相馬村農業協同組合 file://///x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタ...
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青森県産品カタログ｜事業所｜丹代青果 株式会社
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丹代青果 株式会社
代表者 代表取締役社長 丹代 金一

所在地 つがる市森田町床舞緑野81番地

電 話 0173-26-4583

ＦＡＸ 0173-26-2363

Ｈ Ｐ

青森りんごブランド発展のため りんごひとすじ。
「心を動かす」企業を目指しております。

地産地創・商品開発・商品ブランドの育成

まるっこまんま
ちいちゃんの想い出りんご

通常の落果加工用りんごは使用せず、青森県産完熟
樹上りんごを絶妙にブレンド。飲みやすくフレッ
シュなストレート果汁100％ジュースです。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 津軽ぶどう村
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有限会社 津軽ぶどう村
代表者 須郷 貞次郎

所在地 鶴田町鶴田字相原71-1

電 話 0173-22-7711

ＦＡＸ 0173-22-6313

Ｈ Ｐ http://www.budomura.co.jp/

スチューベン生産量日本一の産地、青森県鶴田町の
有志による農業法人。ぶどう生産農家、成育のプロ
が顔の見えるお付き合い。大切に丁寧に育てたぶど
うを出荷します。

手間をかけぶどうを冬季熟成し製造に3ヶ月かけ
る。
「完熟スチューベン原液」
私達は、自信と責任を込めて出荷するぶどうの1箱
1箱に生産者名と顔を明記しています。
産地直送に主力をおき、通販、インターネット、郵
便局カタログ等で全国のお客様と直接お取引をして
いる他、生協、通販会社、商社等への直接取引も行
なっています。出荷品質の管理、顧客満足度を最も
大切に業務しています。

スチューベンぶどう
完熟スチューベン原液720ml

スチューベン
高い糖度のため貯蔵ができます。
完熟の状態で収穫し、ぶどう専用施設で貯蔵するの
で、2月末まで楽しむことできます。
完熟スチューベン原液
スチューベン種を原料に、さらなる安全性を確認す
るために、国内の外部機関にて更に229種類のダブ
ルチェックの残留農薬検査を行なっています。



青森県産品カタログ｜事業所｜(一財)十和田湖ふるさと活性化公社
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(一財)十和田湖ふるさと活性化公社
代表者 理事長 渡部 毅

所在地 十和田市大字奥瀬字堰道39-1

電 話 0176-72-3202

ＦＡＸ 0176-72-3230

Ｈ Ｐ http://www.oirase.or.jp/

十和田市の観光及び物産の宣伝、調査、研究、開発
等の事業を行うとともに十和田市の観光施設等の管
理運営その他必要な事業を行うことにより、十和田
市の観光及び物産の振興を図り、もって市勢の発展
に寄与することを目的とする。

奥入瀬ビール
奥入瀬のむヨーグルト
奥入瀬源流水
奥入瀬珈琲
十和田バラ焼き
十和田バラ焼きのタレ
他

地元の水・牛乳・ニンニクなどに、こだわった製
品。



青森県産品カタログ｜事業所｜八戸酒類 株式会社
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八戸酒類 株式会社
代表者 橋本 八右衛門

所在地
八鶴工場:青森県八戸市八日町一番地
五戸工場:青森県三戸郡五戸町川原町12

電 話
八鶴工場：0178-34-0011
五戸工場：0178-62-2115

ＦＡＸ
八鶴工場：0178-34-0313
五戸工場：0178-62-3013

Ｈ Ｐ https://hachinohe-syurui.com/

八鶴工場は青森県八戸市の中心部の八日町にあり、
創業は古く230余年前の天明6年(1786年)に酒造り
を始めました。江戸時代に八戸藩を治めていた南部
氏の家紋｢向かい鶴｣と八戸の地名「八」を掛け合わ
せ「八鶴」と命名されました。
五戸工場は、五感で醸す手造り低温長期型醗酵の南
部流儀と、八戸酒類が発祥と言われている十号酵母
に、頑固にこだわって新しい地酒の旨さに挑戦して
おります。

27酒造年度より従来の蔵人体制から南部杜氏とし
て経験を積んだ、八鶴工場の加藤貴大、五戸工場の
上井裕文を筆頭に社員による酒造り体制に移行し、
今までの伝統を受け継ぎつつも、新たな酒造りにも
果敢に挑戦しております。

八鶴工場 銘柄「八鶴(はちつる)」
「大吟醸」「華想い純米大吟醸」
「純米吟醸」「濃醇辛口純米 剛酒」
「三戸のどんべり」
五戸工場 銘柄「如空(じょくう)」
「大吟醸」「華想い純米大吟醸」
「純米吟醸」「純米酒金ラベル」

八鶴工場、五戸工場とも原料米は良質の県産米を使
用しております。八鶴工場は、南部流儀の伝統技法
と五感で醸す手造りの「八戸のうまし酒」です。
五戸工場は「ピュアで端麗」「ふくよかな旨み」
「喉ごしのいい後味」にさらに磨きをかけておりま
す。



青森県産品カタログ｜事業所｜ななの会
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ななの会
代表者

所在地
青森市中央1丁目26番22号
（かめや酒店内）

電 話 017-735-1620

ＦＡＸ 017-723-5967

Ｈ Ｐ

青森の美味しいお酒、それを醸す蔵元の素晴らしさ
を酒屋なりにたくさんの皆様にご紹介したい想いで
酒類小売店7軒が集まりました。どちらも青森県酒
造好適米『華想い』を100%使用。南部と津軽の水
の違いで味が異なる面白さを皆様に知っていただき
たい。

★純米吟醸 七力
★純米吟醸 津軽半島
（ななの会のうち5軒のみで販売）

『七力』・・・八甲田の伏流水使用し(株)盛田庄兵
衛（七戸町）に醸造依頼。南部杜氏が仕込む。上品
で華やかな香りを感じ、口に含むと米の旨みがジュ
ワ～と広がり、キレ良く旨辛口タイプ。
『津軽半島』・・・白神山地の伏流水を使用し、尾
崎酒造（鰺ヶ沢町）に醸造を依頼。優しく穏やかな
香りで、米のドッシリとした旨みを感じ、最後は辛
さが際立つ日本海の荒波をイメージしたもの。



青森県産品カタログ｜事業所｜成田農園
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成田農園
代表者 成田 英雅

所在地 板柳町大字大俵字和田391-1

電 話 0172-77-2707

ＦＡＸ 0172-77-2707

Ｈ Ｐ http://tsugaru-naritanoen.com/

成田農園は「本物と真心をお届けする」をモットー
に、除草剤を使用せず、有機肥料で育てた完熟りん
ご、りんご加工品など、青森県産にこだわった商品
をお届けしております。

除草剤を使用せず、堆肥、有機100%肥料を投入し
た健康な土づくりと、病害虫の徹底予察により、無
駄な農薬を出来るだけ抑え、可能な限り遅く収穫
し、樹上で完熟したりんごに育つ様、努力致してお
ります。

りんご
りんごジュース
りんごジャム
すりおろしりんご

完熟林檎100%果汁「津軽のかおり」、無添加完熟
千秋100%果汁「津軽千秋」、完熟林檎ジャム「津
軽の幸」、林檎黒房すぐりジャム「津軽の恵」、蜂
蜜入りすりおろし林檎「津軽の稔」



青森県産品カタログ｜事業所｜鳩正宗 株式会社
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鳩正宗 株式会社
代表者 稲本 修明

所在地 十和田市大字三本木字稲吉176-2

電 話 0176-23-0221

ＦＡＸ 0176-24-2532

Ｈ Ｐ http://www.hatomasa.jp/

十和田市唯一の酒蔵・鳩正宗は明治32年の創業以
来、十和田の味を作り続けています。いずれも十和
田市出身の南部杜氏・佐藤企が仕込んでおり、中で
も定番の「八甲田おろし」は華やかな香りと爽やか
な旨みが感じられる十和田自慢の美酒です。

「地酒は地方食文化の結晶である」を社是とし、八
甲田・奥入瀬の伏流水を仕込水に使い、昔ながらの
製法にこだわりながら新しい技術を取り入れて「十
和田の美酒」として地酒を造り続けています。

八甲田おろし 純米大吟醸 華想い40

原料米に青森県産酒造好適米「華想い」を100％使
用し、奥入瀬川の伏流水で十和田市出身南部杜氏
「佐藤 企」が仕込み、長期低温発酵させた商品で
す。米・水・技すべてが青森県産の純米大吟醸で
す。2014年JAL国内線ファーストクラス採用商
品。



青森県産品カタログ｜事業所｜特定非営利活動法人 農楽郷hibiki
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特定非営利活動法人 農楽郷hibiki
代表者 理事長 日野口 敏章

所在地 十和田市東十五番町55番3号

電 話 0176-23-8100

ＦＡＸ 0176-27-6779

Ｈ Ｐ http://nougakkou.com/

県から障害者就労継続支援B型事業の指定を受け
て、一般就労が困難な障がいを持った方に対し
て、“自然との共生共存”の理念のもと就労・生産
活動の機会の提供と自立支援を行っている。

農業（果樹の栽培・収穫、野菜の栽培・収穫・出
荷）と農産加工品（ジュース、ジャム、お茶等）の
製造・販売、受託業務（公園清掃・巡回業務、にん
にく・ごぼう等の受託業務）を行っている。平成
26年5月に国から6次産業化の認定を受けて農産加
工品の開発・製造・販売に力を入れている。また、
周年作業ができるように、ビニールハウスでの野菜
の水耕栽培にも力を入れている。

ブルーベリーとカシスのジュースブ
ルーベリーとカシスのジャム
ごぼう茶・黒すぐり茶
日々カシス（サプリメント）
若葉にんにく奥十姫(おとひめ)（青
果）
奥十姫ピクルス

農薬・化学肥料を使用しないで栽培した自家生産農
作物を原料にしています（ごぼう茶は近隣農家生産
の低農薬ごぼうが原料）。
保存料などの添加物は一切使用していません。
果樹は一粒一粒を手摘みで収穫、お茶は自家焙煎で
生産しています。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 弘果物流
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株式会社 弘果物流
代表者 代表取締役社長 大中 徹

所在地 弘前市大字末広1-2-1

電 話 0172-27-1800

ＦＡＸ 0172-27-1801

Ｈ Ｐ http://hirokabutsuryu.com/

弊社は、原料にこだわり青森県産りんごをはじめ、
津軽育ちのスチューベンや弘果オリジナル品種「つ
がりあんアップル」を使用した食品開発・販売を
行っています、又、楽天市場の店舗［弘果フレッ
シュ便」より全国発送が可能で、県内外問わず大変
好評をいただいております。

指針「誠実・奉仕」「創意・工夫」「改革・挑戦」
を経営の信条とし、より一層の努力をいたし、地域
社会に貢献出来るよう努めております。

1.りんごジュース各種
2.ぶどうジュース
3.りんごジャム各種
4.りんごシャーベット
5.スチューベンシャーベット
6.黒にんにく
7.アップルフロマージュ
8.りんご市場のカレールー
9.栄黄雅りんご酢

原料を青森県産にこだわり、安全で安心な商品を提
供しております。



青森県産品カタログ｜事業所｜六花酒造 株式会社
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六花酒造 株式会社
代表者 北村 裕志

所在地 弘前市向外瀬字豊田217

電 話 0172-35-4141

ＦＡＸ 0172-35-4147

Ｈ Ｐ http://www.joppari.com/

六花酒造は1972年（昭和47年）3月に青森県弘前
市の造り酒屋3社が合併して誕生しました。創業は
1719年（亨保4年）まで遡ります。
当社が造る日本酒の代表銘柄は「じょっぱり」で
す。「じょっぱり」とは津軽の方言で「頑固者」や
「意地っ張り」を意味しています。

津軽・弘前で酒を造り続けてもうすぐ300年。当社
が造る代表銘柄「じょっぱり」の名が示す通り、頑
固に「辛口清酒」造りと伝統を守りつつ、新しい酒
造りにも挑戦しており、国内では全国新酒鑑評会、
海外ではインターナショナル・ワイン・チャレンジ
で優秀な成績を収めています。

【清酒】
じょっぱり、龍飛、津軽海峡、蔵子
【焼酎】
津軽海峡、海峡黄金
【リキュール】
造り酒屋シリーズ、ほろりシリーズ

四季豊かな青森県で育った原料と、世界自然遺産・
白神山地からの地下伏流水を使用しています。



青森県産品カタログ｜事業所｜桃川 株式会社
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桃川 株式会社
代表者 島田 勝

所在地 おいらせ町上明堂112

電 話 0178-52-2241

ＦＡＸ 0178-52-3145

Ｈ Ｐ http://www.momokawa.co.jp

1889年創業。「いい酒は朝が知っている」を
キャッチフレーズに、「おいしいお酒を通じて人を
幸せにしたい」という理念のもと、「おいしい酒造
り」に取り組んでいます。

酒造りには、”米”・”水”が重要な要素である
が、”人（技）”の育成が最大のポイントと考えて
います。酒作りの伝統技術の伝承と新技術の導入、
「和醸良酒」を基に、常にお客様に愛される酒造り
を行っております。

桃川大吟醸純米

青森県産酒造好適米「華想い」と青森県産酵母「ま
ほろば吟」で醸したオール青森県産。華を想わせる
フルーティーな香り、キレの良い喉越しの大吟醸純
米酒。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 サンマモルワイナリー
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有限会社 サンマモルワイナリー
代表者 北村 良久

所在地 むつ市川内町川代1番地6

電 話 0175-42-3870

ＦＡＸ 0175-42-3236

Ｈ Ｐ http://www.sunmamoru.com/

下北ワインは100年計画で事業を進めています。
青森県特別栽培農産物認証ぶどう100％で醸造

今年度は青森県産のりんご・スチューベンのワイン
を製造を増やし、台湾・ハワイなど海外にも輸出す
る予定

下北ワインJoshua&Claire
[ジョシュア＆クレア]赤
品種 北の夢

山葡萄とピノノワールを交配させた世界でここだけ
のハイブリット品種
深いガーネット色から想像出来ない酸味と果実味の
良好なバランスはまさに下北テロワールです。濃厚
な赤は一般的な赤ワインのポリフェノール3倍！！



青森県産品カタログ｜事業所｜小田桐錦石研究所
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小田桐錦石研究所
代表者 小田桐 吉津

所在地 青森市西滝3丁目19-27

電 話 017-781-2347

ＦＡＸ 017-766-9779

Ｈ Ｐ

代表であり職人でもある小田桐吉津は、故郷にある
錦浜にて出会った錦石に魅せられ1942年(昭27)石
加工の道へ進み1955年(昭41)小田桐錦石研究所を
設立。長年の石加工研磨技術が認められ、平成14
年青森県伝統工芸士に認定後、平成16年伝統的工
芸品産業功労者褒賞受章、平成26年には青森県褒
賞を受賞しています。

古い時代よりいろいろな場面で用いられ歴史のある
錦石を、一人でも多くの方々へ紹介し、また、実感
していただきたい想いで日々製作しています。

アクセサリー一般
・ループタイ ・ペンダント
・タイピン ・プローチ
・バックル ・イヤリング
等

青森県指定伝統工芸品。
多様な表情を持つ錦石の良さを最大限に引き出し、
二つと同じものがない一品商品です。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 甲州屋洋服店
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株式会社 甲州屋洋服店
代表者 内藤 孝造

所在地 青森市新町2-2-6

電 話 017-722-3363

ＦＡＸ 017-723-2053

Ｈ Ｐ http://www.k5.dion.ne.jp/~koshuya/

総合ファッションビル「ファッション・イン甲州
屋」（1915年創業）
青森市新町商店街に紳士服、婦人服、学生服等の販
売店舗を構えています。
2006年より、地域振興の一助にと、地元あおもり
の伝統文化や観光、特産品などをモチーフとしたオ
リジナル商品の製造、卸、販売を展開しています。

ねぶた品質 ねぶたプライド
私たちが世界に誇る「ねぶた」をもっとたくさんの
人に知ってもらいたい。そして未来へ繋いでいきた
い。「ねぶた」の伝統文化永続を願い、後継者の育
成や文化・芸術面でのねぶたの価値向上を目指して
「ねぶたブランド商品」の企画・販売・利益還元に
取り組んでいます。

ねぶたTシャツ
ねぶたブリーフ
ねぶたフェイスパックほか

ねぶた師・竹浪比呂央が制作し祭で実際に運行され
た作品がモチーフです。いわゆる観光土産品とは一
線を画し、アパレル商品として普段使いの着やすさ
を重視、デザインや素材にこだわって生地段階から
作り込んだ逸品です。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 たなか銘産
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株式会社 たなか銘産
代表者 田中 寿

所在地 弘前市田町4-2-2

電 話 0172-36-0111

ＦＡＸ 0172-36-0112

Ｈ Ｐ https://tanaka-meisan.jp

当社は昭和22年の創業以来、伝統工芸“津軽
塗”の製造・販売を行っています。300年以上の歴
史を持つ津軽塗を、伝統の技を受け継いだ熟練の職
人が一つ一つ自社工場にて心を込めて製造しており
ます。

伝統を守り、古き良き津軽塗を製造する一方で、新
たなデザインや色使いを研究し、津軽塗の技術や個
性を活かしながら、現代的な新しい塗や新商品の開
発も積極的に行っています。

【伝統工芸“津軽塗”】
箸・和食器・iPhoneケース・文房
具・雑貨・アクセサリ・茶道具・お
盆・座卓・仏具
など

津軽塗は、別名“馬鹿塗”と呼ばれるほど工程が多
いのが特徴です。当社では、一工程ごとに妥協せず
心を込めて製造しておりますので、津軽塗の持つ漆
の美しさと質感を感じていただけると思います。



青森県産品カタログ｜事業所｜久光社
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久光社
代表者 葛西 千佳子

所在地 平川市南田中北原58-2

電 話 0172-57-5218

ＦＡＸ 0172-57-4455

Ｈ Ｐ

日本一のりんごの生産地青森は美しい雪の降る北国
です。“りんごのリズム”の商品は“白い雪と赤い
りんご”からイメージしてデザインされ、又、青森
県での手作りの優しい暖かさにこだわった製品作り
をしています。

青森のイメージがコンパクトに詰まった、お手軽な
価格で使いやすい商品構成をモットーにしておりま
す。

手ぬぐい、タオル、スタイ、はんか
ち、袋類、トートバッグ

青森らしく“りんごのイメージ”がコンパクトに詰
まった商品構成を考えており、使い易く、お求めや
すい価格にと努力しております。



青森県産品カタログ｜事業所｜北洋硝子 株式会社

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/jg-104.html[2016/05/24 13:13:58]

北洋硝子 株式会社
代表者 宮内 幸一

所在地 青森市富田4丁目29-13

電 話 017-782-5183

ＦＡＸ 017-782-4899

Ｈ Ｐ http://www.tsugaruvidro.jp

日本ならではの四季の色にこだわり、色を様々に組
み合わせる事で移りゆく情景のように無限の表情を
見せる「津軽びいどろ」。青森県が認定する伝統工
芸品です。花器やオーナメントは暮らしの中に華や
かさや落ち着きを演出し、器は丈夫さもあり気軽に
使っていただけるよう、また寛ぎの時を共に過ごし
て頂けるように職人の想いが込められた日本のハン
ドメイドガラスです。

職人がガラスという素材と向き合い、素地の調合か
ら完成まで色々とカタチにこだわり、その自然の美
しさをガラスに写しとるように情熱的で丁寧な物づ
くりに日々取組んでいます。

・千円盃（6 種 4 色）
・各タンブラー（多色多彩）
・花器（一輪挿し等）
・ふくろう（親・子）
・青森をテーマにしたグラス
（復刻）

青森市で指定されておりますフクロウのオーナメン
トです。津軽びいどろの一年中人気者「ガラスのふ
くろう」です。見た目はまるまると太っていて、何
とも可愛らしいです。
親ふくろうは5色、子ふくろうは4色と展開されて
おります。



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 みやざき
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有限会社 みやざき
代表者 宮崎 紅陽

所在地 むつ市大畑町東町30

電 話 0175-34-3005

ＦＡＸ 0175-34-3094

Ｈ Ｐ

下北半島をはじめ県内各地の観光土産品の企画、製
作を行っております

地域に合わせた旅の思い出作りを、商品に反映させ
たい

オリジナルのれん
ストラップ、キーホルダー、Tシャ
ツ、根付、木工品、絵はがき（下北
全域）、裂織

裂織
丹念に織り込まれた布地を手提げ 巾着袋 ペンケー
ス等に製作しました



青森県産品カタログ｜事業所｜有限会社 宮本工芸
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有限会社 宮本工芸
代表者 宮本 一志

所在地 弘前市南横町7

電 話 0172-32-0796

ＦＡＸ 0172-32-0796

Ｈ Ｐ

1949(昭和24)年創業
岩木山麓などで自生しているあけび蔓、山ぶどう皮
を使った編組品の販売、先人からの伝統技術を守
る。

伝統技術を絶やさないよう職人の育成、販路拡大の
為、物産展などで全国的に販売している、又メディ
アなどでの宣伝も積極的に活動している。

あけび蔓細工
山ぶどう皮細工

色々な編み組方が有り自然の材料で職人一人々が1
つの篭を作っている為、1つとして同じ篭が無い、
同じ木型を使って編み組んでも職人が違えば表情が
違うオリジナルな篭になります。
使えば使うほど艶があがり価値が上がります、また
修理が出来ますので親子何代に渡っても使えます。



青森県産品カタログ｜事業所｜株式会社 八幡馬
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株式会社 八幡馬
代表者 代表取締役 高橋 利典

所在地 八戸市沼館2丁目5-2

電 話 0178-22-5729

ＦＡＸ 0178-22-5730

Ｈ Ｐ http://www.yawatauma.co.jp/

昭和29年（1954年）創業。
青森県伝統工芸品指定

文化的にも地域に根付き、長年に亘り活用されてき
た、地域を代表する玩具である「八幡馬」を未来に
残していくために、従来品の販売強化はもちろんの
こと、オリジナルデザインの製作や、小学校などで
絵付け体験教室を通して文化的情報発信活動を行
い、伝統の継承とともに新たな顧客ニーズの開拓に
取組んでいます。

八幡馬 （各種）

青森県八戸地方に古くから作られている郷土玩具で
す。馬産地ならではの名玩具「日本三駒」のひとつ
として親しまれています。
縁起の良い馬の品として結婚祝・新築祝・出産祝・
内祝などのお祝い事、開業開店祝・落成記念など企
業や商売の盛業・発展を願う記念品贈答品および観
光土産品として喜ばれています。



青森県産品カタログ｜産直｜「道の駅」浅虫温泉ゆ～さ浅虫「ゆ～さ市場」

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/sc-1.html[2016/05/24 13:14:01]

「道の駅」浅虫温泉ゆ～さ浅虫
「ゆ～さ市場」
津軽海峡で獲れる非常にやわらかい昆布であたたか
いごはんをやさしく包んだ若生こんぶのおにぎりが
ススメ。その他にも、新鮮野菜と魚介類を豊富に取
り揃えています。

若生こんぶのおにぎり

所在地 青森市浅虫字螢谷341-19

電 話 017-737-5151

営 業 9:00～17:00

定 休
なし[保守点検の為、毎年2月上旬
（平日2日間）休館有］



青森県産品カタログ｜産直｜道の駅なみおかアップルヒル「農産物直売所」

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/sc-2.html[2016/05/24 13:14:02]

道の駅なみおかアップルヒル
「農産物直売所」
おいしいりんごとりんごジュース、漬物と花（鉢
物）が人気です。

トマピーとりんごのジャム

所在地 青森市浪岡女鹿沢字野尻2-3

電 話 0172-62-1232

営 業
8:00～18:00（4月～10月）
8:00～17:00（11月～3月）

定 休 なし



青森県産品カタログ｜産直｜ほたて広場
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ほたて広場
陸奥湾の美味しい「活ほたて」はもちろん、鮮魚・
新鮮野菜も豊富に取り揃えております。ほたてソフ
トクリームも大好評！！

活ほたて

所在地 平内町土屋字鍵懸56

電 話 017-752-3220

営 業
9:00～18:00（4月～10月）
9:00～17:00（11月～3月）

定 休 12月31日～1月2日



青森県産品カタログ｜産直｜外ヶ浜町総合交流促進センター「かぶと」

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/sc-4.html[2016/05/24 13:14:04]

外ヶ浜町総合交流促進センター
「かぶと」
三厩、義経海浜公園内にある当施設。地元で獲れる
魚貝類の加工品などを取り揃えております。

あんこうのともあえ

所在地 外ヶ浜町字三厩中浜地先

電 話 0174-31-7021

営 業 8:30～17:00

定 休
毎週水曜日
7月20日～8月20日は無休（予定）



青森県産品カタログ｜産直｜JA津軽みらい 道の駅ひろさき「サンフェスタいしかわ」

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/sc-5.html[2016/05/24 13:14:05]

JA津軽みらい 道の駅ひろさき
「サンフェスタいしかわ」
特産のりんごやりんごパイ、とうふかまぼこ等の加
工品も充実。弘前の魅力満載の道の駅です。

とうふかまぼこ

所在地 弘前市石川字泉田62-1

電 話 0172-92-3366

営 業
9:00～18:30（4月～10月）
9:00～18:00（11月・3月）
9:00～17:30（12月～2月）

定 休
8月13日（午後）、
12月31日～1月3日



青森県産品カタログ｜産直｜津軽藩ねぷた村
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津軽藩ねぷた村
県内で生産し、加工された「優れもの」を取り揃
え、県内外からのお客様に紹介・販売しておりま
す。

清水森ナンバ一升漬

所在地 弘前市亀甲町61

電 話 0172-39-1511

営 業 9:00～17:00

定 休 12月31日



青森県産品カタログ｜産直｜JAつがる弘前農産物直売所 ひろさき新鮮組

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/sc-7.html[2016/05/24 13:14:06]

JAつがる弘前農産物直売所
ひろさき新鮮組
お城と桜で有名な弘前公園となり、津軽藩ねぷた村
内に位置し、店内には新鮮な野菜や果物のほか、会
員が作ったりんごジュースやジャム、シロップ漬け
などが並べられています。また、出荷している会員
の写真が掲載されており、お客さまにも生産者の顔
が見えることで安心なお買い物をしていただけま
す。

りんごたっぷり
ミニハンバーグ

所在地 弘前市亀甲町61（ねぷた村内）

電 話 0172-35-8828

営 業 9:00～17:00

定 休 なし（年末年始休業有）



青森県産品カタログ｜産直｜JAつがる弘前 アグリマーケット四季彩館
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JAつがる弘前
アグリマーケット四季彩館
弘前市内と岩木山とを結ぶ県道3号線沿いに位置
し、岩木の会員が作った青果物や加工品が店頭に並
べられています。山菜加工品や地酒、お土産用お菓
子やあけび弦細工なども取り揃えております。

津軽の桃で作った
「桃じゃむ」

所在地 弘前市五代字早稲田508-3

電 話 0172-82-5000

営 業
9:00～18:30（4月～10月）
9:00～17:30（11月～3月）

定 休
4月～12月 なし
1月～ 3月 月曜日
（年末年始休業有）



青森県産品カタログ｜産直｜野市里（のいちご）
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野市里（のいちご）
地元の新鮮で安全な食材が揃い、嶽きみ関連商品、
青森県産品等のお土産品も充実しています。（嶽き
みスイーツ、嶽きみ焼酎）

嶽きみドレッシング

所在地 弘前市宮地字川添77-4

電 話 0172-82-1055

営 業
9:00～18:00(4月～9月）
9:00～17:00（10月～3月）

定 休 なし



青森県産品カタログ｜産直｜JAつがる弘前 グリーンハウスかあさんの店

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/sc-10.html[2016/05/24 13:14:09]

JAつがる弘前
グリーンハウスかあさんの店
JAつがる弘前本店のとなり、国道7号線沿いに位置
し、店内にはA-COOP商品を主とした生活用品等
をご用意しております。もちろん、会員の作った新
鮮な野菜や果物、りんごジュースやジャムなどの加
工品も取り揃えております。

青森県産つがるロマン
包装米飯

所在地 弘前市城東北4-1-1

電 話 0172-27-9273

営 業
8:00～17:00（7月～9月）
9:00～17:00（10月～6月）

定 休 月曜日（お盆・年末年始休業有）



青森県産品カタログ｜産直｜JA津軽みらい 産直センターひらか
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JA津軽みらい
産直センターひらか
新鮮な南八甲田高原野菜をはじめ、とれたてのりん
ご、切花も数多く揃えております。

新鮮野菜

所在地 平川市小和森字上松岡211-1

電 話 0172-44-1200

営 業
7:30～18:00(4月～11月）
[平日] 8:30～17:30（12月～3月）
[土日祝] 8:30～17:00（12月～3月）

定 休 12月31日～1月3日



青森県産品カタログ｜産直｜JA津軽みらい 尾上特産物直売所
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JA津軽みらい 尾上特産物直売所
地物新鮮野菜、おいしい果物や切り花など商品を充
実させ、皆様をお待ちしております。

トマト・プチヴェール・
切花など

所在地 平川市日沼字富田10-19

電 話 0172-57-5510

営 業 9:00～18:00

定 休 年末年始



青森県産品カタログ｜産直｜道の駅いかりがせき 津軽「関の庄」
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道の駅いかりがせき
津軽「関の庄」
春は山菜、秋はりんごや果物・野菜・自然薯など地
元でとれた新鮮でおいしい品々を取り揃えて、皆様
のお越しをお待ちしております。

自然薯

所在地 平川市碇ヶ関碇石13-1

電 話 0172-49-5161

営 業 9:00～18:00

定 休 年末年始



青森県産品カタログ｜産直｜JA津軽みらい あっぷるはうす
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JA津軽みらい あっぷるはうす
黒石のりんごは山間地で生産されているため、甘み
が多くとてもおいしいです。漬物や赤飯など、おふ
くろの味も多数ご用意しております。

りんご、りんごジュース

所在地 黒石市花巻字長坂南2-8

電 話 0172-53-1650

営 業
7:30～17:30（4月～11月）
8:00～17:00（12月～3月）

定 休 年末年始



青森県産品カタログ｜産直｜JAつがる弘前農産物直売所 ふじの里
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JAつがる弘前農産物直売所
ふじの里
JAつがる弘前藤崎給油所となり、国道7号線沿いに
位置し、店内には藤崎町産の新鮮な野菜・果物のほ
か、地元の素材を活かした加工品や民芸品が並べら
れています。
野菜などには生産者の名前が表示されていますの
で、安心・安全な作物を手に取ってみて下さい。

JAつがる弘前オリジナルりん
ごジュース「林檎四季」

所在地 藤崎町藤崎字中豊田15-4

電 話 0172-89-7087

営 業
9:00～17:30（4月～10月）
9:00～17:00（11月～3月）

定 休
月曜日
お盆・年末年始休業有



青森県産品カタログ｜産直｜大鰐町地域交流センター 鰐come
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大鰐町地域交流センター
鰐come
大鰐温泉もやしをはじめ大鰐高原でとれた新鮮野菜
や大鰐土産品など様々な商品を取り揃えておりま
す。

大鰐温泉もやし

所在地 大鰐町大鰐字川辺11-11

電 話 0172-49-1126

営 業
[売店] 平日8:00～18:00、
土日祝8:00～19:00
[鰐の湯] 9:00～22:00

定 休 毎月第3木曜日



青森県産品カタログ｜産直｜道の駅はしかみ 「階上ふるさとにぎわい広場」

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/sc-17.html[2016/05/24 13:14:14]

道の駅はしかみ 
「階上ふるさとにぎわい広場」
地元の新鮮な農産物や海産物・加工品などの階上町
の特産品を中心に数多くの商品を販売しておりま
す。

階上早生そば（干しそば）

所在地 階上町大字道仏字耳ケ吠3-3

電 話 0178-88-1800

営 業
9:00～19:00（4月～12月）
9:00～18:00（1月～3月）

定 休 12月31日、1月1日



青森県産品カタログ｜産直｜名川チェリーセンター
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名川チェリーセンター
毎月1日は「産直の日」、第3水曜日は、1割引き
セールで特売しております。

旬の果物や野菜

所在地 南部町虎渡字西山27-1

電 話 0178-75-0166

営 業
9:00～18:30（4月～9月）
9:00～17:30（10月～3月）

定 休 12月31日～1月2日



青森県産品カタログ｜産直｜ふくちジャックドセンター
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ふくちジャックドセンター
安全・安心な農産物を提供すると共に食育にも力を
入れております。皆様のご来店をお待ちしておりま
す。

花、もち類

所在地 南部町苫米地字上根岸73-1

電 話 0178-84-4520

営 業
8:30～19:00(4月～11月）
8:30～18:00（12月～3月）

定 休 毎月第3木曜日、元旦



青森県産品カタログ｜産直｜田子町ガーリックセンター
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田子町ガーリックセンター
約100種類のにんにく関連商品販売と、レストラン
のにんにくづくしのメニューは、にんにく好きには
たまりません！

クロシュ

所在地 田子町田子字田子11

電 話 0179-32-3165

営 業
9:00～18:00（売店）
11:00～15:00（レストラン）

定 休 年末年始、その他臨時休業あり



青森県産品カタログ｜産直｜産直たっこや
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産直たっこや
田子産にんにくは、もちろんのことにんにく加工
品、きのこ類など多数商品を取り揃えて、皆様のお
越しをお待ちしております。

田子産にんにく

所在地 田子町田子字下田子東ノ又19-1

電 話 0179-32-4208

営 業 8:30～18:00

定 休 1月1日、2日



青森県産品カタログ｜産直｜ふれあい市ごのへ
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ふれあい市ごのへ
五戸町産の旬の新鮮野菜や果物を取り揃え、スタッ
フ一同皆様のご来店をお待ちしております。

新鮮野菜

所在地 五戸町豊間字地蔵平1-1059

電 話 0178-62-6962

営 業 8:00～18:00

定 休 1月1日～3日



青森県産品カタログ｜産直｜夢の森ハイランド 産直センター
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夢の森ハイランド 産直センター
地元で収穫された野菜、果物をはじめ、手造りアイ
スクリームなどがあります。併設のレストランでは
倉石牛ロース定食、倉石牛煮込定食が人気です。

りんごジュース、
紅玉ゼリー

所在地 五戸町倉石石沢字下雨原平99

電 話 0178-77-3131(代)

営 業 8:30～17:30

定 休 なし



青森県産品カタログ｜産直｜道の駅十三湖高原
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道の駅十三湖高原
日本一美味しいと折り紙付きの「十三湖しじみ」を
メインとした特産品の販売。

シジミエキスドリンク

所在地 五所川原市相内字実取287-1058

電 話 0173-62-3556

営 業
9:00～18:00（4月～10月）
9:00～17:00（11月～3月）

定 休 12月31日～1月2日



青森県産品カタログ｜産直｜つがる市農産物直売所
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つがる市農産物直売所
約200名の会員が生産した旬の農産物、郷土料理
(すしこ漬、けの汁等)、手づくり加工品を豊富に取
り揃えております。

すしこ漬
しとぎ餅

所在地 つがる市柏下古川花崎112-2

電 話 0173-25-2865

営 業 8:00～18:00

定 休 1月1日



青森県産品カタログ｜産直｜道の駅もりた「おらほのめへ」
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道の駅もりた「おらほのめへ」
愛情込めて育てた地元の野菜や果物、手作り加工品
等を販売しています。それらを詰め合わせた「ふる
さと宅急便」は全国の方々から喜ばれております。

アップルパイ

所在地 つがる市森田町床舞稚桜4-1

電 話 0173-26-4477

営 業 9:00～18:00

定 休 なし



青森県産品カタログ｜産直｜むらおこし拠点館フラット
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むらおこし拠点館フラット
友の会会員が丹精込めて作った野菜、加工品を販
売。特に夏はメロン・スイカ、冬はながいも・ごぼ
うが人気です。

牛蒡めん美人、ごぼうおから入
りかりんとう

所在地 つがる市豊富町屏風山1-273

電 話 0173-69-5215

営 業
9:00～18:00（4月～9月）
9:00～17:30（10月～3月）

定 休 無休（12月31日～1月3日休業）



青森県産品カタログ｜産直｜道の駅つるた「鶴の里あるじゃ」
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道の駅つるた「鶴の里あるじゃ」
新鮮な野菜と、おいしい果物をお客様にお届けしま
す。

スチューベンジュース

所在地 鶴田町境字里見176-1

電 話 0173-22-6971

営 業 8:00～18:00

定 休 元旦



青森県産品カタログ｜産直｜農産物直売アンテナショップ とれたて市
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農産物直売アンテナショップ
とれたて市
安全・安心、更に味にこだわったりんごを、豊富な
品種と量を取り揃えてお待ちしております。

りんご、リンゴジュース

所在地 板柳町福野田字本泉34-6

電 話 0172-73-3293

営 業
8:30～17:00（8月～12月）
10:00～15:00（1月～3月）
9:00～16:00（4月～7月）

定 休 12月29日～1月3日



青森県産品カタログ｜産直｜徐福の里物産品直売所
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徐福の里物産品直売所
港で水揚げされた鮮魚や加工品を取り揃えてありま
す。また、ライオン橋から見える「海に浮かぶ岩木
山」や夕日も絶景です。

地元・小泊沖の鮮魚と
水産加工品

所在地 中泊町小泊字下前271-1

電 話 0173-64-3720

営 業
9:00～16:00
9:00～16:30（7月、8月）

定 休
毎週水曜日（7月8月は定休日無し）
12月31日～1月3日



青森県産品カタログ｜産直｜海の駅わんど「あじ・彩・感」
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海の駅わんど「あじ・彩・感」
豊かな大自然に恵まれた鰺ヶ沢の新鮮な野菜と充実
した惣菜で皆様をお待ちしております。

スイカ、メロン

所在地 鰺ヶ沢町本町246-4

電 話 0173-72-7887

営 業
9:00～18:00（4月～12月）
9:00～17:00（1月～3月）

定 休
1月1日、2日、その他メンテナンスの為、
臨時休業の場合あり



青森県産品カタログ｜産直｜かそせいか焼き村

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/sc-32.html[2016/05/24 13:14:27]

かそせいか焼き村
海と山に囲まれた自然あふれる道の駅です。地元な
らではの味、オリジナル商品が沢山あります。

餅、漬物、海産物

所在地 深浦町風合瀬字上砂子川144-1

電 話 0173-76-3660

営 業
9:00～18:00（3月～11月）
9:00～17:00（12月～2月）

定 休 12月31日～1月3日



青森県産品カタログ｜産直｜十二湖駅産直コーナー 「ぷらっと」
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十二湖駅産直コーナー
「ぷらっと」
世界自然遺産「白神山地」の麓で採れた旬のおいし
い地場産の魚介や野菜、山菜を豊富に取り揃えてい
ます。

笹もち

所在地 深浦町松神字下浜松33-1

電 話 0173-77-3000

営 業
9:00～17:00(4月～11月）
10:00～15:00（12月～3月）

定 休 月～水曜日（12月～3月）



青森県産品カタログ｜産直｜アグリの里おいらせ
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アグリの里おいらせ
こだわりの新鮮野菜、果物、オリジナル加工品など
を豊富に取り揃えております。朝づみイチゴアイス
が人気です。

モチ小麦商品

所在地 おいらせ町向山東2-2-1684

電 話 0178-56-2884

営 業 8:30～18:00

定 休 12月31日～1月2日



青森県産品カタログ｜産直｜道の駅ろくのへ メイプルふれあいセンター

file:////x-server/stock/作業中/1603-0110-物産振興協会カタログHP/物産HP/sc-35.html[2016/05/24 13:14:30]

道の駅ろくのへ
メイプルふれあいセンター
国道46号線沿いにある小さな道の駅です。地場産
品の野菜や手作り加工品を取りそろえております。

黒にんにくアイス

所在地 六戸町大字犬落瀬字後田87

電 話 0176-55-4134

営 業
9:00～18:00（4月～11月）
9:00～17:30（12月～3月）

定 休 12月31日～1月3日



青森県産品カタログ｜産直｜道の駅奥入瀬 十和田市観光物産館「四季彩館」
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道の駅奥入瀬 十和田市観光物産館
「四季彩館」
奥入瀬観光の東玄関口に位置し、芝生広場や駐車場
は広くゆったりできます。朝採り野菜は新鮮ですよ
～

奥入瀬のむヨーグルト

所在地 十和田市奥瀬字堰道39-1

電 話 0176-72-3201

営 業 9:00～18:00

定 休 12月31日、1月1日



青森県産品カタログ｜産直｜道の駅しちのへ「産直七彩館」
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道の駅しちのへ「産直七彩館」
国道4号線、七戸・十和田駅に隣接した道の駅しち
のへ内産直施設。地元の新鮮野菜が満載です。

新鮮野菜

所在地 七戸町荒熊内67-94

電 話 0176-62-5777

営 業 9:00～18:00

定 休
3月31日（休日、祝日は前後日に変更あ
り）



青森県産品カタログ｜産直｜道の駅よこはま「菜の花プラザ」
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道の駅よこはま「菜の花プラザ」
横浜町特産品おじゃがいも、人参は甘みがあると好
評で価格も安く提供しております。

じゃがいも（きたあかり・メー
クイン）、人参

所在地 横浜町林ノ脇79-12

電 話 0175-78-6687

営 業
8:00～18:00（4月～10月）
9:00～17:30（11月～3月）

定 休
12月31日、1月1日
毎週火曜日（1月～3月）



青森県産品カタログ｜産直｜北彩漁業生産組合
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北彩漁業生産組合
海峡サーモンの直売所です。鮮魚は、5月～7月ま
での期間限定です。加工品は、各種通年で取り揃え
ております。

海峡サーモンお刺身・
切身セット

所在地 むつ市大畑町湊村165

電 話 0175-34-5374

営 業 9:00～17:00

定 休 毎週土・日曜日



青森県産品カタログ｜産直｜下北名産センター「しもきた産直広場」
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下北名産センター
「しもきた産直広場」
地元生産者の手作り野菜、加工品を数多く取り揃え
ております。

べこもち

所在地 むつ市大曲2-13-33

電 話 0175-22-3231

営 業 9:00～17:00

定 休 なし（12月31日～4月中旬まで休業）



青森県産品カタログ｜産直｜ミルク工房ボン・サーブ（斗南丘牧場）
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ミルク工房ボン・サーブ
（斗南丘牧場）
卵と生クリーム不使用で新鮮生乳75％以上のソフ
トクリーム。ヨーグルトもそうぞ。

ソフトクリーム

所在地 むつ市田名部字内田42-606

電 話 0175-28-2888

営 業
10:00～17:00（4月～12月）
10:00～16:30（1月～3月）

定 休 毎週火曜日（11月～4月）


