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水の里の特産品

水の里 （ダム周辺など、 おおむね河川の上流部の区域に位置する” まち” や “むら”） は私たちに

とってとても大切な 「水」 の出発点です。 水の里には豊かな川の流れや満々と水を湛えるダムなど

があり、 下流の多くの街や農地を潤しています。 このような地域のコミュニティと文化 ・ 暮らしが受け

継がれていくよう、 みんなで応援しませんか？



水の里の特産品マップ
水の里（ダム周辺など、おおむね河川の上流部の区域に位置する“まち”や“むら”）
の魅力を活かした食品を紹介しています。（2016年 1月新規掲載対象商品）
※新規掲載品以外も含む全ての水の里の特産品は、こちらで紹介しています。
     URL： http://mizunosato-ouen.jp/
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1 つや姫パスタセット
2 食べられる米ぬか
3 ８食会津喜多方ラーメンこだわりセット
4 会津地鶏らーめん醤油味　
5 ブルーベリージャム
6 ベリーちゃん飴 
7 ベリーちゃんのしずく 
8 あさみや茶スイーツ「抹茶葛餅」 



内容量・価格は平成 28年 1月現在の主なものです。詳細は製造者等に直接お問合せください。

３ ８食会津喜多方ラーメン
こだわりセット

福島県
喜多方市

栂峰（つがみね）渓流水を水源と
する日中ダムの水が喜多方の水
道水です。
喜多方の水と、 みちのく産小麦
を使用した中華麺です。 スープ
は地元会津の老舗醸造元の醤
油 ・ 味噌を使用。

８食入　￥2,800

㈱喜多方らーめん本舗　関東営業所
東京都千代田区岩本町 3-4-11 國竹ビル 2F
TEL : 03-5829-9634 

阿賀野川水系押切川

水の里特産品

No. 商品名

商品の説明

内容量　価格

河川水系

商品写真

都道府県
市町村

４ 会津地鶏らーめん
醤油味 （２食）

栂峰（つがみね）渓流水を水源と
する日中ダムの水が喜多方の水
道水です。
厳選した小麦を使用した、 多加
水のもちもちとした歯ごたえのあ
る太ちぢれ麺。 スープは会津地
鶏のエキスを使用した味わい深
い醤油スープ。

2 食入り　￥368

阿賀野川水系押切川

福島県
喜多方市

１ つや姫パスタセット 山形県
天童市

米粉のみのパスタと違い、 小麦
の香りと米粉のモチモチ感がミック
スした商品で、機能性を高める為、
米ぬかと大豆粉をプラスしました。
紅大豆の果皮を練り込んでいるの
で　麺はほのかなピンク色。 外国
人観光客の方々には、 国産パス
タの和風メニューを提供できます。

200g×6 本セット ￥3,150

三和油脂株式会社東京営業所
東京都葛飾区奥戸 7-20-10
TEL : 03-5654-7868

三和油脂株式会社東京営業所
東京都葛飾区奥戸 7-20-10
TEL : 03-5654-7868

山形県
天童市

最上川水系最上川最上川水系最上川

食べられる米ぬか２

5g×30 本セット ￥3,000

国内産玄米の胚芽と外皮をマイ
クロパウダー化し、 さらに顆粒
化。 口当たりが良く、 腸にも優
しく摂取できます。 抗酸化成分
が豊富で、 不足しがちなマグネ
シウムの摂取にも有用。 オリゴ
糖を加えて美味しさと栄養バラ
ンスを強化。

５ ブルーベリージャム
福島県
三春町

三春ダムを望む園地で育てられ
たブルーベリーを、ブルーベリー
とグラニュー糖だけでジャムにし
ました。
全て手づくりで無添加 ・ 無着色
の優しい甘さのジャムです。

140ｇ　￥680

かおるブルーベリー園
福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内 173
TEL : 0247-62-4956

阿武隈川水系大滝根川

㈱喜多方らーめん本舗　関東営業所
東京都千代田区岩本町 3-4-11 國竹ビル 2F
TEL : 03-5829-9634 



内容量 ・価格は平成 26 年７月現在の主なものです。 詳細は製造者等に直接お問合せください。

注意点  ・ 国土交通省として、 個別の特産品の販売促進を行うものではありません。
            ・ 個別の特産品で事故等が発生した場合でも、 国土交通省は一切責任を負いません。
　　　　　 ・ 内容量、価格は平成28年1月現在の主なものです。詳細は製造者等に直接お問合せください。

○水の里 （ダム周辺など、 おおむね河川の上流部の区域に位置する 

   “まち” や “むら”） の魅力を活かした食品を、 全国に知ってもらう

   プロジェクトです。

○国土交通省が募集しています。

○水の里の活性化を目指しています。

次の①〜③のすべてにあてはまる特産品 （ギフトセットを含む） とします。

なお、 地域限定、 個数限定、 季節限定などの特産品も対象となります。

①水の里で生産されているもの又はそれらを原材料としているもの

②特産品を企画 ・ 販売することにより、 水の里の活性化に貢献するもの

③食品表示に関する各種制度を遵守しているもの

※なお、 特産品の製造者等が、 製造物責任法 （PL 法） の保険に加入し　

　 ている必要があります。 

水の里応援
プロジェクト

国土交通省水管理 ・ 国土保全局水資源部水資源政策課水源地域振興室

〒100-8918　東京都千代田区霞が関２−１−３
TEL : 03-5253-8392  FAX : 03-5253-1581
E-mail : g_LAW_SSG_SCH@mlit.go.jp

水の里の特産品

対象商品

水の里の特産品 （随時受付中）

※新規掲載品以外も含む全ての水の里の特産品はこちらで紹介しています。 内容量 ・ 価格は平成 28年 1月現在の主なものです。
   内容 ・ 価格は、 製造者等に直接お問合せください。 URL : http://mizunosato-ouen.jp/

８ あさみや茶スイーツ
「抹茶葛餅」

滋賀県
甲賀市

１２００年の伝統の味と香り、 日
本五大銘茶の 「朝宮茶」 と吉
野本葛を使用した濃厚抹茶あ
んの葛餅です。
お抹茶の香りと 「つるつる ・ ぷ
るっぷる」 の食感をお楽しみく
ださい。

43g×８個入り　￥1,600

淀川水系瀬田川

株式会社 山本園
滋賀県甲賀市信楽町上朝宮 275-1
TEL : 0748-84-0014

６
福島県
三春町

三春ダム付近に位置する過足
ブルーベリーの丘で育てたブ
ルーベリーを使った飴です。
三春ダムの恩恵を受けながら
大 切 に 育 て た 大 粒 で 甘 い ブ
ルーベリーです。 農薬 ・ 化学
肥料は使用しておりません。

過足ブルーベリー生産組合
福島県田村郡三春町大字過足字舘 9-1
TEL : 0247-62-6885

ベリーちゃん飴

阿武隈川水系大滝根川

１袋 約20個　￥250

７ ベリーちゃんのしずく

三春ダムの水を用いて育てら
れたブルーベリーを、 １本に約
100ｇ凝縮させた無添加濃縮ド
リンク。 他の原料は一切使用
していません。 皮からも成分を
無駄なく抽出していますのでブ
ルーベリー本来の風味をご堪
能いただけます。

１本 50ml　￥300

阿武隈川水系大滝根川

福島県
三春町

過足ブルーベリー生産組合
福島県田村郡三春町大字過足字舘 9-1
TEL : 0247-62-6885


