平成２７年度青森県推奨観光土産品商品一覧（新規）

区分 連番

食品

商品名

シャイニー倶楽部 り
1 んご塩ノンオイルド
レッシング

シャイニー倶楽部 り
んご胡麻ドレッシング

価格（税込）

¥270

出品社名

商品説明（出品者コメント）

190ｍｌ

青森県産りんご果肉を使用し、和風なドレッ
シングを作りました。りんごを60％配合し、
あっさりフルーティーな風味に仕上げまし
青森県りんごジュー た。りんごの風味とあっさりとした塩味、アク
セントのブラックペッパーがサラダはもちろ
ス株式会社
ん、お肉やお豆腐にもよく合います。また、
サラダに限らず調味料として普段の調理に
プラスすることもできる味です。

190ｍｌ

青森県産りんご果肉を使用し、胡麻ドレッシ
ングを作りました。りんごを60％配合し、濃旨
青森県りんごジュー フルーティーな風味に仕上げました。りんご
と胡麻の風味がサラダはもちろん、お肉やお
ス株式会社
豆腐によく合います。また、サラダに限らず
調味料として普段の調理にプラスすることも
できる味です。

食品

2

食品

大和蜆純粋エキス肝
3
助

内容量
青森県産の大和蜆の煮汁だけを乾燥粉
株式会社しじみちゃ
¥12,960 200ｍｇ×
末化した100％しじみエキスです。身と貝
ん本舗
200粒
殻は一切使用しておりません。

青森のかんたんまん
ま ねぶた飯

１箱（60ｇ
株式会社舘山
×2食）

炊き込みごはんで味わう、青森グルメ。水を
加えて電子レンジ5分で出来る、おいしいご
はん。炊いたごはんの味と食感にこだわり、
青森県産のうるち米（つがるロマン）を独自
の技術でパフ状に加工。お米も具材も全部
入っているので、調理は簡単水を加えてレン
ジでチン。まるごと陸奥湾産ホタテ入りの「ホ
タテ貝焼きみそ味」と、絶妙なハーモニーの
「みそカレーバター牛乳味」の2種類セットで
す。

6個（2個
日本料理百代
×3袋）

りんごのはちみつを使いアップルブラン
デーも青森産というこだわりをもち、見た
感じと食感の違いを感じてもらいたい。
又、四季を通して皆様に届けられます。
和食の職人の技で出来た一品です。

食品

食品

食品

食品

食品

4

5 冷製蜜りんご

6

7

8

りんごde食卓（りんご
マヨタイプ）

りんごde食卓（りんご
バター）

りんごde食卓（りんご
みそ・甘口）

¥270

規格

¥972

¥1,512

¥788

¥788

¥734

160ｇ

りんごの果肉がたっぷり入った新しいマヨ
ネーズタイプのソースです。紅玉りんごの程
良い酸味と黒コショウのピリッと感が、ベース
株式会社エイ・ワン となっているマヨネーズ風味のコクと合い
まって食材の旨みを引き立てます。ディップ
ド
でもトッピングでも自由な活用スタイルで食
卓を飾ります。フルーティなりんごの風味と
食感が、新鮮野菜にはもちろん、こってりとし
た揚げ物や焼き物にも幅広くマッチします。

190ｇ

すりおろした青森県産りんごと北海道産バ
ターを、なめらかな口あたりになるようじっく
りと煮込みました。ジャムのような甘味と食
株式会社エイ・ワン 感に、バターのコクでまろやかに仕上げまし
た。パンやトースト、ホットケーキにはもちろ
ド
ん、アイスクリームやヨーグルトに添えてもミ
ルキーで美味しく召し上がれます。また、お
醤油と合わせるとステーキやハンバーグ
ソースとしても美味しく召し上がれます。

180ｇ

青森県産りんごを皮付きのままカットし、皮を
感じないまでに津軽味噌じっくり煮込みまし
た。果肉がたっぷりで、まるでジャムのような
甘味とと食感に、ほんのりとお味噌の風味
株式会社エイ・ワン が。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・新感覚のフルー
ド
ツ味噌です。煮込み料理や炒め物にはもち
ろん、お肉、お魚のトッピング、パンやハン
バーグにも美味しく召し上がれます。また
ディップ感覚で気軽にお使い頂けます。
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画像

平成２７年度青森県推奨観光土産品商品一覧（新規）

区分 連番

食品

食品

食品

食品

食品

食品

食品

食品

商品名

価格（税込）

規格

出品社名

商品説明（出品者コメント）

津軽十三湖しじみ
9
ラーメン（塩味）

十三湖しじみ貝から採ったエキスを使用
510ｇ（麺 かがや食品株式会
¥1,188
したノンオイルのヘルシーなスープが決
110ｇ×3） 社
め手です。

10 津軽ラーメンギフト

魚介エキスをベースにした和風の醤油
味スープと、煮干の中でも最高級と言わ
855ｇ（麺 かがや食品株式会
¥1,188
れるカタクチイワシで｢だし｣をとったまろ
110ｇ×6） 社
やかでコクのある煮干スープの2種類を
お楽しみいただけます。

11 黄色い林檎１L瓶

12

りんご市場のカレー
ルー甘口

15 菊じゃむ

16

ブラックアップルビネ
ガー

17 女神の林檎

18 みんなのめし友

¥540

¥410

¥680

１L

・黄色品種ならではの芳醇な香りと特有の甘
さを持ち合わせた「トキ」、「きおう」、「王林」
のみを使用した、爽やかな味わいの密閉搾
りストレートジュース。・黄色品種はその美味
青森県農村工業農 しさ等から年々生産量が増加傾向にあり、
業協同組合連合会 県も消費拡大に取り組んでいる注目のりん
ごです。そのりんごを美味しいジュースに仕
上げ、一年を通して飲んでいただくことで黄
色品種の美味しさを知って頂き、出来秋の青
果の拡販にも繋げていける商品です。

170ｇ

弘果弘前中央青果(株)が生産者と
契約栽培しているオリジナル品種
「栄黄雅」をペースト状にしたもの
株式会社弘果物流 を加えて、直火焼き製法で仕上げ
ました、ルーの味・色・香りに気をく
ばり丹念に少量ずつ焼き上げまし
た。

120ｇ

青森県南部町特産の食用菊の王様と言わ
れる阿房宮を使い、今までに無い菊花の薫
る菊ジャムを作りました。このジャムは、パン
やトーストはもちろん南部せんべいに塗って
菊せんべいとしていただきますとどこか懐か
有限会社村井青果 しい菊せんべいとして香り・風味・食感が一
層際立ちどこか懐かしく感じます。また、お
湯に溶かして頂きますと、菊の香りがより引
き立ち、菊の花びらの食感も楽しむ事が出
来ます。

青森県産りんご果汁を煮詰めて発
酵させた全く新しいタイプの調味
料です。甘酸っぱくてコクのある、
¥1,296 300ｍｌ カネショウ株式会社
クセになる味です。調理用の甘酢
としてはもちろん、薄めて飲んでも
美味しいです。

¥3,240

¥168

500ｍｌ

83ｇ

津軽の完熟りんごを原料とし、丁寧に琥
珀色に濃縮させた果汁を独自の技術で
発酵させ、さらにじっくりオーク木樽で熟
成させたりんご酢です。原料「りんご」だ
カネショウ株式会社
けのまろやかでコクのある自然な味わい
をお楽しみ頂けます。そして、青森発の
新・美容成分である「プロテオグリカン」
が配合されております。

株式会社おさきん

2

青森県は平均寿命全国最低レベルですが、短命
県返上に貢献出来ないかと思い「美味しく食べて
健康長生き！」をコンセプトに作りました。使って
いる主原料は青森県産の大根・えのきだけ・なめ
こ・昆布で、どれも体に良いとされている食材で
す。 塩分も控えめにして、食べ過ぎないように量
は少なめの食べ切りサイズにしました。 １日１食
この製品を食べて頂き、健康を維持出来たらと
「１日１友 健やか家族」というキャッチフレーズに
しました。健康増進に少しでも寄与出来たらと
思っております。

画像

平成２７年度青森県推奨観光土産品商品一覧（新規）

区分 連番

食品

19

商品名

紅の夢りんごジュー
ス（赤）

大鰐温泉もやし御ひ
たし

食品

21

食品

スタミナ源たれ味い
22
か天

食品

食品

食品

食品

食品

23

24

25

26

27

青い森の奏ギフトセッ
ト

熟成黒にんにくのた
れ

価格（税込）

¥5,000

¥700

¥324

¥3,564

¥514

規格

720ｍｌ

出品社名

商品説明（出品者コメント）

紅の夢の林檎は、果肉が赤いのが特徴
で、酸味の強い林檎ですが、果汁が今ま
でにない綺麗な赤色になります。従来の
ジュースとくらべ、天然で鮮やかな赤色
いっちゃん林檎農園
の果汁が綺麗なのが魅力です。私が飲
んで、感じたのは本来の林檎ジュースと
は全然違ってアセロラ果汁に近い味わ
いに仕上がっていると思います。
わが町『大鰐』に約４００年前から伝わる幻
の伝承野菜「大鰐温泉もやし」をお土産とし
て差し上げたいというお客様の声のお応えし
て生まれた商品です。「大鰐温泉もやし」特
有のシャキシャキとした食感を残しながら、
大鰐高原のりんご１００％のオリジナルのは
ちみつ入りりんご酢「さっパ酢。」と追いガツ
オの出汁で酸味をおさえたさっぱりとした味
付けに仕上げました。

320ｇ

プロジェクトおおわ
に事業協同組合

50ｇ

スタミナ源たれ味のいか天。ビールのお
株式会社丸辰渡辺
つまみ、お土産品としても大好評をいた
海産
だいております。

200ｍｌ×
ワダカン株式会社
３本

青森県田子産のホワイト六片種と青森県産
すりおろしりんごにこだわった「。「フライド
ガーリックドレッシング」。青森県産りんご・カ
シス果汁を使用した「飲むカシスりんご酢」。
青森県田子産ホワイト六片種と青森県産り
んご果汁、十和田の地酒、青森県産大豆・
米を使用した津軽味噌を使用した「焼肉のた
れ」のセットです。とことん青森県産原料にこ
だわった３種類の調味料詰め合わせセットで
す。
青森県産田子産のにんにくと熟成・醗酵させ
た黒にんにくを使用しました。生のにんにく
の風味と黒にんにくのドライフルーツのよう
な風味と甘さが特徴です。また、かつおぶ
し・昆布・さばぶし・しいたけの旨味を効かせ
和テイストに仕上げました。焼肉のたれはも
ちろん、野菜炒めやチャーハンなどの炒め
物によく合います。また、ＴＢＳ「知っとこ」（現
在終了）のランキングでなすに合う調味料と
して第２位に選ばれた商品でもあります。

350ｇ

ワダカン株式会社

325ｇ

脂のりがバツグンの八戸前沖鯖を押し
寿しにしました。一度に酢〆・炙り・梅し
その三種類の味を堪能できます。H２１
年に東北新幹線全線開業に向けて県が
有限会社三咲羽や
新たな「あおもり土産」選定会を開催し、
１０選に認定されました、以後、駅弁とし
て販売し、弊社の駅弁商品の中でお客
様よりお買上げ№１の商品です。

八戸前沖鯖 押し寿
し 三種

¥1,100

さかさ寿し（桜鱒・平
目・鯖）セット

青森県を代表する桜鱒・天然平目・八戸
前沖鯖の押し寿し。それぞれの旨味を最
大限に引き出し販売する際に旨味成分
桜鱒230
を逃さずおいしく召し上がって頂くため、
ｇ・平目
¥8,149
有限会社三咲羽や 魚の身を下に舎利を上に致しました。
230ｇ・鯖
又、製造日の次の日より一層美味しさが
240ｇ
増し、3日目まで違う味を堪能出来る商
品にしました。ネット販売にて全国へお
届けします。

青森県産熟成黒にん
にく

¥1,950

300ｇ

上質・安心な青森県十和田市産ミネラルに
んにく「福地ホワイト六片種」を使用した健康
補助食品「青森県産熟成黒にんにく」です。
青森第一食糧有限 一次加工のみで、化学調味料は一切使用し
ていない完全無添加の健康補助食品ですの
会社
で、安心して召し上がることが出来ます。ま
るでドライフルーツやプルーンのような風味
ですので大変食べやすくなっております。
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画像

平成２７年度青森県推奨観光土産品商品一覧（新規）

区分 連番

食品

食品

菓子

菓子

菓子

商品名

セイリングのふかうら
28 雪人参ビーフシ
チュー

30

清水森ナンバ飯 炊
き込みご飯の素

31 海峡小角詰合せ

32

33

ドラキュラのたまご
にんにく味

ドラキュラのたまご
黒にんにく味

ドラキュラのたまご ト
マト味

価格（税込）

規格

出品社名

商品説明（出品者コメント）

地域食材の「ふかうら雪人参」をメインに据
え、贈答品として良質な食材を連想させる
「可愛く、おしゃれ」なパッケージで送る側も
貰う側も満足できるようにした。また、加工食
レトルト
¥1,080
食べ物屋セイリング 品は人参のうまさを引き出す調理方法を用
220ｇ
い、パッケージのインパクトに負けない美味
しさを追求した。地域食材の価値を高める事
例として、デザイン視点を活用し、深浦町の
観光や農漁業との連動を目指した。

180ｇ 添
¥450 付つゆ40 有限会社岩木屋
ｇ

¥1,458

弘前清水森地区に伝わる幻のなんば
「清水森ナンバ」をメインにした炊き込み
ご飯の素は、他に類をみない商品です。
甘味を含んだまろやかな辛みと風味の
良さが特徴の「清水森ナンバ」を使用し、
具だくさんで、程よい辛みが後を引く、美
味しい炊き込みご飯に仕上げました。

一口サイズのかつおぶし、こんぶ、小
魚、えび、のりせんべいを詰合せした珍
味せんべいです。

60枚

有限会社八戸屋

8個入

青森県七戸町産の特産物にんにくを粉
末にした物を生地に練りこんだ焼き菓
株式会社御菓子の
子。スペインの伝統菓子「ポルポローネ」
みやきん
風に仕上げました。天間舘神社のコウモ
リ小舎を記念して発売しました。

8個入

青森県七戸町産の特産物黒にんにくを
粉末にし生地に練りこんだ焼き菓子。ス
株式会社御菓子の
ペインの伝統菓子「ポルポローネ」風に
みやきん
仕上げました。天間舘神社のコウモリ小
舎を記念して発売しました。

¥540

8個入

青森県七戸町産の特産物トマトを粉末に
し生地に練りこんだ焼き菓子。スペイン
株式会社御菓子の
の伝統菓子「ポルポローネ」風に仕上げ
みやきん
ました。天間舘神社のコウモリ小舎を記
念して発売しました。

¥540

¥540

菓子

34

菓子

35 にんにくパイ

¥140

1枚入

株式会社御菓子の 青森県産のにんにくと黒にんにくのパウ
みやきん
ダーを使ったパイ菓子

菓子

36 ながいもパイ

¥108

1枚入

株式会社御菓子の 青森県産の長芋を原材料に使ったパイ
みやきん
菓子。
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画像

平成２７年度青森県推奨観光土産品商品一覧（新規）

区分 連番

菓子

菓子

菓子

菓子

工芸

工芸

工芸

37

商品名

りんちゃんのこだわり
大福

39 なとわ

40 紅玉の雫

41 プチ・イモ当て

大人の折り紙・青森
42 伝統工芸文様「津軽
研ぎだし変わり塗」

43

八戸の祭りといにしえ
からの贈りもの

44 八戸の海岸散歩

価格（税込）

¥648

¥135

¥238

規格

3個入

35ｇ

出品社名

商品説明（出品者コメント）

寺山餅店

来月３月に開業予定の北海道新幹線に
ちなんで、青森県産の添加物なしのりん
ごジャムと北海道産のクリームチーズを
使用しました。柏木農業高校とコラボし
た大福。酸味のきいたクリームチーズと
甘いりんごジャムがマッチしている洋風
大福。

有限会社松栄堂

「なとわ」とは津軽地方の方言で、「な」は
あなたを表し、「わ」はわたしを表し、「あ
なたとわたし」という意味になります。又、
函館～青森間の新幹線開通を記念して
函館名産の牛乳と青森県名産のりんご
を使ったミルク饅頭を作りました。ミルク
のやわらかな味わいとりんごのシャキ
シャキ感をぜひご賞味ください。青函交
流の一助になる銘菓です。

１個（72
株式会社翁屋
ｇ）

寒天を使う流しものは古くからある錦玉とい
う和菓子です。今までもりんご果汁を使った
ゼリーなどのお菓子はありますが、寒天でつ
くる流しものはあまり見かけません。りんご
果汁を紅玉だけに限定したものは珍しく、ほ
どよい酸味と香りが生きているすっきり爽や
かな和菓子です。
りんご果汁は紅玉りんごを搾っただけで、ビ
タミンＣなどの酸化防止剤が入っていない自
然の味わいが自慢です。
戦前から津軽に伝わるくじ付き駄菓子（津軽当物
駄菓子）の最新バージョンで、当店の看板商品の
「イモ当て（餡ドーナツ）」を少量・お土産サイズに
した商品です。 少子高齢化に合わせると共に、
お盆やお正月の定番商品からの脱却、普段使い
の、気軽に小家族で楽しめ、食べきれるお菓子を
目指しました.. また、お土産にとして、津軽の昭
和の駄菓子文化を全国に紹介できるお菓子で
す。手作りで、昔の味を守り続け、保存料の使用
を控えながらも、賞味期限を３０日に伸ばす事が
できました。

11個（大：
¥1,080 3個、小： 佐藤製菓
8個）

「高級品手軽に楽しんで」をモチーフに幅広
い世代へ津軽塗に触れてもらう機会をこれ
まで以上に増加させる目的で製作しました。
津軽塗は多種多用な塗り模様が持ち味の全
15ｃｍ角 有限会社イシオカ工 国でも数少ない漆器です。たくさんの模様パ
¥540
ターンをさまざまな形に楽しんで頂けると思
8枚入 芸
います。また近年は海外でも「オリガミ」ブー
ムが人気を博しております。今後「ジャパン」
をＰＲするアイテムにするため、各民芸品、
工芸品パターンも製作していく予定です。

ポスト
¥700 カード7枚 合同会社マルカネ
入

八戸の歴史、文化、民族芸能等、八戸を代
表する祭りや文化財を絵はがきにデザイン
し、土産として全国に発信していきたい。イラ
ストは八戸工業大学感性デザイン学部元准
教授関川浩志が「地域文化に根ざした感性」
の研究テーマの中の作品から７種類用意し
ました。八戸を代表する祭りや文化財がポッ
プなイラストになり、わかりやすく紹介されて
います。

ポスト
¥700 カード7枚 合同会社マルカネ
入

八戸の名所旧跡を海岸線から。イラストは八
戸工業大学感性デザイン学部元准教授関
川浩志が「地域文化に根ざした感性」の研究
テーマの中の作品から８種類用意しました。
八戸を代表する祭りや文化財がポップなイラ
ストになり、わｋりやすく紹介されています。
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