
水の里の特産品水の里の特産品水の里の特産品
2015年 1月掲載号

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？



60 豊根ジャムギフトセット

61 かってきん

62 新姫ぽん酢２種＆ドレッシング

　セット

63 蓼らすく

64 焼きたでドーナツ

65０８　辛美人

36 日光ラスクシュガー

37プレミアム日光ラスクビター

38 日光ラスク　匠

39 のむかきす

40 秩父の柿酢

54 ふるや五平餅

55 栗きんとん水饅頭、

　 焼栗きんとん

56 飛騨牛カレーギフトセット

57 飛騨清見カレー

　ドレッシングセット

58 梅本さんの鶏ちゃん

59 トマトジュース

41 豆庵　「水の里」セット

42 消費者御用蔵詰合せ

43 神泉水

44 高麗郷味めぐり

　醤油・味噌セット

45 藤野ゆずの尊

46 藤野ゆずジャム

47 藤野ゆずこしょう

水の里の特産品マップ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。（2015 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/

48 シナノゴールドジュレ

49 紅玉と巨峰の

　コンフィチュール

50 川中島白鳳・ナガノ

　パープル・ラフランス

　ジュレセット

51 開田産プレミアム蕎麦

　【侘（WABI)】

52 まろやかりんごバター

53「りんご乙女」

66 吉田くんらーめん

67 ゆず香るセット

68 和風　ゆずドレッシング

69 ゆず塩胡椒

70 わんぱく　ゆず茶

71 ふ菓子　黒糖

72 四万十川源流水仕込み

　石うす挽国内麦おつゆ麸

73 土佐の果実原液 100％　

74JA にじ柿ワイン

75 あまおうアイス

76 ゆふいんサイダー

77 虹色ラムネ
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１さくらんぼジャム　３個セット

２さくらんぼ酢　南陽

３さくらんぼチーズタルト

４さくらんぼパイ

５冷凍さくらんぼ（ミックス）

　軸つき６個入り

６さくらんぼピクルス

７トマトジュース

８ 田子にんにく入り味噌　あいこ

９「カシス de 美人」

   奥中山高原の輝き Bセット

10 八幡平の大地の恵み 炊き込みご飯の素

11 雪ほたる

12 五穀豊穣ぽんせん プレーン

13 龍泉洞の水１Ｌ

3

4

14 白神フルーツ黒にんにく Ｌ玉

15 吟造りあま酒コージーズ

16 米沢牛 100％粗挽きハンバーグ

17 黄木（おおき）の黒毛和牛入り

　ハンバーグセット

18 米沢牛肩すき焼用

19 米沢牛すきパック

20 味付けたまご　スグ卵

21 深かつお風味味付

  玉こんにゃく

22 かつお風味

　ごぼうこんにゃく

23 玉こんにゃく（箱入り）

24 秘境の香り　TKY-30B

25 泉太のどぶろく

　「ぶなの泉」

　「ぶなの雫」甘口

26 会津のべこの乳詰合せ

27 水さやか

28 会津山塩のシュークリーム

29 甘こうじ

30 たっぷり肉みそ

31 塩糀

32 たくみの里のむヨーグルト

33「ミュンヘン風ハムセット

34 水土舎厳選ジャムセット

35 はらだのくーへん

　（アップルクーヘン）
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抹茶クリームと黒蜜を
わらび餅で包んだ、
二 つ の 味 の ハ ー モ
ニーが楽しめます。

11

20ｇ×12　￥600

有限会社　団平
岩手県和賀郡西和賀町大沓 36-26-4
TEL : 0197-82-3298

雪ほたる雪ほたる 岩手県
西和賀町

内容量 ・価格は平成 27 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。

小 社 一 押 し 商 品 を
セットにしました。ｾｯﾄ
内容 :ｶｼｽとﾘﾝｺﾞのｺﾝ
ﾌｨﾁｭｰﾙ 95g 入 ×2、
ｶｼｽ40% 果 汁 入 り 飲
料 360ml 入 ×１

９

コンフィチュール 95g 入 ×2
飲料 360ml 入 ×１　 \3,250

有限会社　萬博堂
岩手県二戸郡一戸町岩舘字馬場平 64-17
TEL : 0195-33-4416

「カシス de 美人」「カシス de 美人」
奥中山高原の輝き B セット奥中山高原の輝き B セット

馬淵川水系馬淵川

岩手県
一戸町

有限会社　大橋さくらんぼ園
北海道芦別市上芦別町 469
TEL : 0124-23-0654

４ さくらんぼパイさくらんぼパイ

660ｇ　￥3,139

当園自慢のさくらんぼ
と北海道産原料にこ
だわった 『さくらんぼ
パ イ』。 当 園 は 石 狩
川上流地域にあり、
北海道初の全国果樹
技術 ・ 経営コンクー
ル” 農林水産大臣賞”
を受賞。

石狩川水系空知川

北海道
芦別市

530ｇ ￥2,945

有限会社　大橋さくらんぼ園
北海道芦別市上芦別町 469
TEL : 0124-23-0654

３ さくらんぼさくらんぼ
チーズタルトチーズタルト

北海道産原料とオリ
ジナルチーズにこだ
わった『さくらんぼチー
ズタルト』。 当園は石
狩 川 上 流 地 域 に あ
り、 北海道初の全国
果樹技術 ・ 経営コン
クール” 農林水産大
臣賞” を受賞。

石狩川水系空知川

北海道
芦別市

北海道産原料にこだ
わった 『さくらんぼ酢
　南 陽』。 当 園 は 石
狩 川 上 流 地 域 に あ
り、 北海道初の全国
果樹技術 ・ 経営コン
クール” 農林水産大
臣賞” を受賞。

有限会社　大橋さくらんぼ園
北海道芦別市上芦別町 469
TEL : 0124-23-0654

２ さくらんぼ酢さくらんぼ酢
南陽南陽

石狩川水系空知川

北海道
芦別市

120 ml　￥860

完熟さくらんぼの美味
しさをギュっと詰めま
した。 当園は石狩川
上流地域にあり、 北
海道初の全国果樹技
術 ・ 経営コンクール”
農林水産大臣賞” を
受賞。

有限会社　大橋さくらんぼ園
北海道芦別市上芦別町 469
TEL : 0124-23-0654

６ さくらんぼピクルスさくらんぼピクルス

160ｇ　￥556

石狩川水系空知川

北海道
芦別市

完熟さくらんぼの美味
しさをギュッと冷凍し
ました。 当園は石狩
川上流地域にあり、
北海道初の全国果樹
技術 ・ 経営コンクー
ル” 農林水産大臣賞”
を受賞。

５

140ｇ×6   ￥2,658

有限会社　大橋さくらんぼ園
北海道芦別市上芦別町 469
TEL : 0124-23-0654

冷凍さくらんぼ (ﾐｯｸｽ）冷凍さくらんぼ (ﾐｯｸｽ）
軸つき６個入り軸つき６個入り

石狩川水系空知川

北海道
芦別市

北海道産原料にこだ
わった 『さくらんぼジャ
ム　３ 個 セ ッ ト』。 当
園は石狩川上流地域
にあり、 北海道初の
全国果樹技術 ・ 経営
コンクール” 農林水
産大臣賞” を受賞。

85ｇ×3　￥1,620

有限会社　大橋さくらんぼ園
北海道芦別市上芦別町 469
TEL : 0124-23-0654

１ さくらんぼジャムさくらんぼジャム
３個セット３個セット

石狩川水系空知川

北海道
芦別市

八幡平の原木しいた
け、 人参、 ごぼうを
ふんだんに使用し、
素材の良さを生かし
たこだわりの炊き込み
ご飯の素です。

10

480ｇ　￥372

八幡平の大地の恵み八幡平の大地の恵み
炊き込みご飯の素炊き込みご飯の素

北上川水系赤川

岩手県
八幡平市

八幡平市産業振興株式会社
岩手県八幡平市大更 2-154-36
TEL : 0195-75-0070

無農薬 ・ 無化学肥料
で育てた完熟ミディト
マトで作りました。

７

720ｇ  ￥1,575

株式会社　岡本農園
北海道河西郡中札内村興和東 5 線 199-10
TEL : 0155-68-3206

トマトジューストマトジュース 北海道
中札内村

田 子 に ん に く 入 り、
無添加無着色の手づ
くりおかず味噌。

８

140ｇ　ｵｰﾌﾟﾝ価格

株式会社　和の郷
青森県田子町田子川代ノ上ミ 66-39
TEL : 0179-32-4343

田子にんにく入り味噌田子にんにく入り味噌
あいこあいこ

青森県
田子町

十勝川水系札内川 馬淵川水系馬淵川

北上川水系和賀川

商品の説明

商品名商品名

内容量  価格

製造者 （又は販売業者） など
住所又は所在地
電話番号 

No.

河川水系

商品写真

都道府県
市町村

水の里水の里特産品特産品



味付けたまご
スグ卵
22

かつお風味が効いた
ごぼうを巻いたこん
にゃくです。

6 個 ×2 袋　オープン価格

株式会社　丸実屋
宮城県刈田郡蔵王町大字塩沢字土ヶ市 13-1
TEL : 0224-33-2303

かつお風味かつお風味
ごぼうこんにゃくごぼうこんにゃく

宮城県
蔵王町

内容量 ・価格は平成 27 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。

にんにくを熟成させ
て、 甘さと酸味のバ
ランスが絶妙な味わ
い に 仕 上 げ ま し た。
毎日１～２粒で健康と
美容にお役立てくださ
い。 甘さと酸味のバ
ランスが絶妙！健康
と美容を応援します！
45ｇ～ 65ｇ ￥463

株式会社しらかみファーマーズ
秋田県北秋田市米内沢字長野岱 102-25
TEL : 0186-84-8316

白神フルーツ黒にんにく白神フルーツ黒にんにく
Ｌ玉Ｌ玉

14
秋田県

北秋田市

米代川水系阿仁川

ミヤマ
16

米沢牛を粗挽きにし、
豚の網脂で包んだ少
し贅沢なハンバーグ
です。 粗挽きの食感
とあふれ出る肉汁を
ご 堪 能 く だ さ い。 米
沢牛専門店だからで
きる味わいです。
130g×4 個　ソース付

￥2,650

株式会社　米沢牛黄木
山形県米沢市桜木町 3-41
TEL : 0238-22-2241

米沢牛 100％米沢牛 100％
粗挽きハンバーグ粗挽きハンバーグ

山形県
米沢市

上川水系 上川

18

株式会社　米沢牛黄木
山形県米沢市桜木町 3-41
TEL : 0238-22-2241

米沢牛肩すき焼用米沢牛肩すき焼用
山形県
米沢市

上川水系 上川

17

株式会社　米沢牛黄木
山形県米沢市桜木町 3-41
TEL : 0238-22-2241

黄木 ( おおき ) の黒毛黄木 ( おおき ) の黒毛

和牛入りハンバーグセット和牛入りハンバーグセット

山形県
米沢市

上川水系 上川

日本三大鍾乳洞 「龍
泉洞」 から湧き出る
前の水をくみ上げ非
加熱にて、 除菌のみ
で 充 填 致 し ま し た。
自然の美味しさその
ま ま パ ッ ク 致 し ま し
た。

13

2000 ml　￥178

株式会社　岩泉産業開発
下閉伊郡岩泉町乙茂字乙茂 90-1
TEL : 0194-22-4432

龍泉洞の水　１Ｌ龍泉洞の水　１Ｌ 岩手県
岩泉町

五穀豊穣ぽんせん五穀豊穣ぽんせん
プレーンプレーン

12 岩手県
西和賀町

サンタランド　株式会社
岩手県和賀郡西和賀町大沓 36-42-1
TEL : 0197-82-3290

雑穀と体に良い発芽
玄米を混ぜ、 そのま
ま焼き上げたぽんせ
ん。

20ｇ×3　￥262

15

粒無しなめらかノンア
ルコール、 米麹 100％
の美味しさです。

160g ￥2,857

日の丸醸造　株式会社
秋田県横手市増田町増田字七日町 114-2
TEL : 0182-42-1335

吟造りあま酒吟造りあま酒
コージーズコージーズ

秋田県
横手市

20

有限会社　大丸商店
山形県東根市神町東 2-3-5
TEL : 0237-48-1001

上川水系 上川

味付けたまご味付けたまご
スグ卵スグ卵

山形県
東根市

19

有限会社　大丸商店
山形県東根市神町東 2-3-5
TEL : 0237-48-1001

米沢牛すき丼の素米沢牛すき丼の素
山形県
東根市

上川水系 上川

21

株式会社　丸実屋
宮城県刈田郡蔵王町大字塩沢字土ヶ市 13-1
TEL : 0224-33-2303

阿武隈川系白石川支流

かつお風味味付かつお風味味付
玉こんにゃく玉こんにゃく

宮城県
蔵王町

かつお風味がしっかり
としみ込んだ玉こん
にゃくです。

350ｇ 648 円

北上川水系和賀川 小本川水系小本川

雄物川水系皆瀬川
どこか懐かしい洋食
屋の味、 食したとき
に情景とともに心が和
むお惣菜においしく仕
上げました。
デミグラスハンバーグ
140g×2 個
和風ハンバーグ
140g×2 個
イタリアンハンバーグ
140g×2 個   3,300 円

肥育期間、 月齢を重
視し、 長期肥育され
た 上 質 の 脂 質 の 牛
は、 食した時の柔ら
かな食感を生み出し、
米沢牛特有の深い味
わいを約束してくれま
す。

肩ロース 500g
タレ付 360ml×1 本

日本三大和牛といわ
れる 高クラスの 「米
沢牛」 の味を、是非、
ご家庭でご賞味くださ
い。

150g×10 パック 
8,000 円

国産の鶏卵を使用し
て山形のおいしい醤
油で調理 ・ 味付けし
た燻製風味の逸品で
す。

3 個入 3 袋 
835 円

阿武隈川系白石川支流

23

プリッとした食感がた
まらない玉こんにゃ
く。 たれと練がらしが
付いています。

株式会社　丸実屋
宮城県刈田郡蔵王町大字塩沢字土ヶ市 13-1
TEL : 0224-33-2304

玉こんにゃく玉こんにゃく
（箱入り）（箱入り）

宮城県
蔵王町

玉こんにゃく　9 個 ×3 袋
たれ　50g×3 袋
からし　1g×3 袋
                       1,080 円

阿武隈川系白石川支流



内容量 ・価格は平成 27 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。

28 会津山塩の会津山塩の
シュークリームシュークリーム

株式会社　白亜館
福島県会津若松市天神町 24-14
TEL : 0242-27-0898

福島県
会津若松市

26

生乳本来の風味や甘
みが生きた会津産の
生乳と独特の殺菌方
法ならではの懐かし
い味です。

4 種類　\3,240

会津中央乳業　株式会社
福島県河沼郡会津坂下町大字金上字辰巳 19-1

TEL : 080-1651-6025

会津の会津の
べこの乳詰合せべこの乳詰合せ

福島県
会津坂下町

27

尾瀬の自然水を、 透
明なゼリーに仕上げ
上品に固めた逸品で
す。

8 個入り　　1,370 円

株式会社　白亜館
福島県会津若松市天神町 24-14
TEL : 0242-27-0898

水さやか水さやか
福島県

会津若松市

24

自社製粉粗挽きそば
粉を使用した乾麺３種
類とめんつゆ、 そば
茶の詰め合わせ会津
の民芸品 「起き上が
り小法師付。

960g　￥3,000

株式会社　奈良屋
福島県南会津郡南会津町田島字田島柳 6-1
TEL : 0241-82-5250

秘境の香り秘境の香り
TKY-30BTKY-30B

福島県
南会津町

25

（一社） 只見町観光まちづくり協会
福島県南会津郡只見町大字只見字上ノ原 1828

TEL : 0241-82-5250

福島県
只見町

阿賀野川水系只見川

尾瀬を源とする大河 ・
只見川、 そして広大
な原生ブナ林が広が
る只見町。 只見の水
と、 米と、 雪国風土
が作り出す２つの味　
「泉太のどぶろく」。

\800 ～ \1,600

1720ml （瓶 / 生 ・ 冷凍）
360ml （生 ・ 冷凍）

31

米と米糀で糖化した、
練り状のこうじ漬の素
です。

120g　￥150

会津天宝醸造　株式会社
豊島区南池袋 1-8-7
TEL : 03－3989－1831

塩糀 120g塩糀 120g
12×212×2

福島県
会津若松市

阿賀野川水系阿賀川

33 ミュンヘン風ミュンヘン風
ハムセットハムセット

社会福祉法人上州水土舎
株式会社　赤城屋
群馬県富岡市後賀 723
TEL : 0274-64-1254

群馬県
富岡市

赤城屋のハム ・ ソー
セージ造りは、 ドイツ
の伝統の味を伝承し
た奥深い本場の味わ
いです。
ﾐｭﾝﾍﾅ― ・ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾞﾙｽﾄ： 260ｇ以上
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾀｰ： 150ｇ以上
ｼｭﾜｲﾝﾂｳﾞﾙｽﾄ： 170ｇ以上
ﾃﾞﾌﾞﾚﾂｨｰﾅ： 200ｇ以上
ｶｽﾗ： 200ｇ以上
種入りﾏｽﾀｰﾄﾞ： 90ｇ ￥5,000

利根川支流鏑川

32

利根川源流 「みなか
み町」 生まれのドリン
クヨーグルト。

150 ml×6 ￥1,602

（一財） みなかみ農村公園公社
群馬県利根郡みなかみ町須川 847
TEL : 0278-64-2211

たくみの里たくみの里
のむヨーグルトのむヨーグルト 150ml150ml

群馬県
みなかみ町

利根川水系赤谷川

34

ブルーべりーは無農
薬有機栽培認定の自
家栽培。 添加物や着
色料は一切使用して
いません。 材料の味
を活かした素朴な風
味をご堪能下さい。

260g　￥1,600

社会福祉法人上州水土舎
株式会社　赤城屋
群馬県富岡市後賀 723
TEL : 0274-64-1254

水土舎厳選水土舎厳選
ジャムセットジャムセット

群馬県
富岡市

利根川支流鏑川

阿賀川水系水無川 阿賀川水系阿賀川

阿賀川水系阿賀川 阿賀川水系阿賀川

ハート型に焼き上げ
たかわいいシュー皮
に 「会津山塩」 を使っ
たちょっぴりしょっぱ
い塩味のクリームを
詰めました。

6 個入り　　2,000 円

宮城県
蔵王市

29

十四割こうじで糖化醗
酵させた特殊味噌。
塩分 9.4％控えめ。

9 個　￥3,000

会津天宝醸造　株式会社
豊島区南池袋 1-8-7
TEL : 03－3989－1831

甘こうじ 500ｇ　8甘こうじ 500ｇ　8
福島県

会津若松市

阿賀野川水系阿賀川

城宮城宮城宮城宮城宮城宮城宮城宮城宮城宮城宮城宮城宮城宮城宮城宮城宮城県県県県県県県県県県県県県県県県県
蔵王市

30

国産のＳＰＦをたっぷ
り使用した、 中華風
の肉みそです。

会津天宝醸造　株式会社
豊島区南池袋 1-8-7
TEL : 03－3989－1831

たっぷり肉みそたっぷり肉みそ
120g　12×2120g　12×2

120g　￥150

福島県
会津若松市

阿賀野川水系阿賀川

35

りんごをまるごと１個
使用した、 自家製アッ
プ ル ク ー ヘ ン で す。
厳選された素材、 卵
を用い独自の配合で
一層一層ていねいに
焼き上げました。

１ケ　￥1,200

株式会社　原田農園
群馬県沼田市横塚町 1294
TEL : 0278-22-3991

はらだのくーへんはらだのくーへん
（アップルクーヘン）（アップルクーヘン）

群馬県
沼田市

利根川水系薄根川

泉太のどぶろく 「ぶなの泉」泉太のどぶろく 「ぶなの泉」
「ぶなの雫」 甘口「ぶなの雫」 甘口



内容量 ・価格は平成 27 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。

43

林 野 庁 「水 源 の 森
100 選」 に選出され
た県立上武自然公園
内城峯山山頂付近よ
り湧出する、 弱アル
カリ性の軟水です。

神泉水 500ｍｌ神泉水 500ｍｌ
24 本入24 本入

500ml　￥3,360

ヤマキ醸造株式会社
埼玉県児玉郡神川町下阿久原 955
TEL : 0274-52-7070

埼玉県
神川町42

利根川上流の神流川
流域の豊かな自然の
中で、 国産原料を使
用し、 昔ながらの作
り方でつくったお醤油
です。

1L  ￥3,210

ヤマキ醸造株式会社
埼玉県児玉郡神川町下阿久原 955
TEL : 0274-52-7070

消費者御用蔵消費者御用蔵
詰合せ B-5詰合せ B-5

埼玉県
神川町

利根川水系神流川

39 のむかきす　のむかきす　

皆野町商工会　柿のわ事業
埼玉県秩父郡皆野町皆野 1423
TEL : 0494-62-1311

埼玉県
皆野町

蜂蜜、 黒砂糖などが
入った、 スイーツタイ
プの柿酢。 東京都心
の水源地域で作って
います。

荒川水系荒川

300ml　￥1,600

40

完熟柿をまるごと自
然 発 酵 さ せ た 健 康
酢。 東京都心の水源
地域で作っています。

200ml　￥800

皆野町商工会　柿のわ事業
埼玉県秩父郡皆野町皆野 1423
TEL : 0494-62-1311

秩父の柿酢秩父の柿酢
200ｍｌ200ｍｌ

埼玉県
皆野町

荒川水系荒川

36

定番のシュガー。 幅
広い層のお客様にお
楽しみ頂けます。

120g　￥525

日光ラスクシュガー日光ラスクシュガー
120g120g

日昇堂
栃木県日光市今市 1447
TEL : 0288-21-0533

栃木県
日光市

鬼怒川水系大谷川

37

フランスパンの中まで
チョコレートを浸み込
ませたラスクです。

80g　￥550

日昇堂
栃木県日光市今市 1447
TEL : 0288-21-0533

プレミアム日光ラスクプレミアム日光ラスク
ビタービター

栃木県
日光市

鬼怒川水系大谷川

45

本醸造しょうゆとワイ
ンビネガー、 さらに藤
野産のゆず果汁をあ
わせた特上のゆず果
汁入りぽん酢です。

600ml　￥750

有限会社　ふじの
神奈川県相模原市緑区小渕 1695-1
TEL : 042-686-6755

藤野ゆずの尊藤野ゆずの尊
神奈川県
相模原市

相模川水系桂川

46

有限会社　ふじの
神奈川県相模原市緑区小渕 1695-1
TEL : 042-686-6755

藤野ゆずジャム藤野ゆずジャム
神奈川県
相模原市

相模川水系桂川

藤野で採れた、 ゆず
特有の爽やかな苦味
を活かした、 自然の
味わいのジャムです。

200ml　￥500

利根川水系神流川

41

利根川上流の神流川
流域の豊かな自然の
中で、 国産原料を使
用してつくったお豆腐
類詰合せです。

￥1,800

豆庵　豆庵　
「水の里」 セット「水の里」 セット

ヤマキ醸造株式会社
埼玉県児玉郡神川町下阿久原 955
TEL : 0274-52-7070

埼玉県
神川町

利根川水系神流川

木綿豆腐・絹豆腐・生ゆば ・

油揚 2 枚入 ・ 豆乳　各 1 個

38

栃木県産の牛乳と栃
木の尚仁沢銘水を使
用して焼き上げたフラ
ンスパンのラスクで
す。

1 箱 ￥1,050

日昇堂
栃木県日光市今市 1447
TEL : 0288-21-0533

日光ラスク　匠日光ラスク　匠
２０枚入２０枚入

栃木県
日光市

鬼怒川水系大谷川

44

弓削多醤油　株式会社
坂戸市多和目 475
TEL : 049-286-0811

高麗郷味めぐり高麗郷味めぐり
醤油 ・ 味噌セット醤油 ・ 味噌セット

埼玉県
坂戸市

荒川水系荒川
天然醸造のみそと国
内産大豆と国内産小
麦を使用して、 約 1 年
間杉製の木桶で仕込
んだ丸大豆醤油です。
高麗郷丸大豆醤油 1L 2 本
地みそ （赤） 500g　2 袋
地みそ （白） 500g　1 袋

 3,240 円

47

爽やかな香りの藤野
産ゆずと唐辛子を天
然塩で練り合わせ、
ピリッと効いた辛味が
自慢の柑橘系香辛料
です。

60g　￥600

有限会社　ふじの
神奈川県相模原市緑区小渕 1695-1
TEL : 042-686-6755

藤野ゆずこしょう藤野ゆずこしょう 神奈川県
相模原市

相模川水系桂川



内容量 ・価格は平成 27 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。

48

りんごの産地、 長野
市共和のシナノゴー
ルドです。

固形量　  150ｇ

内容総量 240ｇ ￥815

信州 ・ 川中島平ファクトリー
長野県長野市里島 76-2
TEL : 026-293-3600

シナノゴールドシナノゴールド
ジュレジュレ

長野県
長野市

信濃川水系千曲川

49

紅玉と無添加ドライフ
ルーツ巨峰のコンフィ
チュール。

内容総量 240ｇ ￥760

信州 ・ 川中島平ファクトリー
長野県長野市里島 76-2
TEL : 026-293-3600

紅玉と巨峰の紅玉と巨峰の
コンフィチュールコンフィチュール

長野県
長野市

信濃川水系千曲川

52

おいしく、 大きく生育
した物に選別したりん
ご を す り お ろ し、 バ
ターを加えてまろやか
に仕上げました。

200g　￥500

まろやかりんごバターまろやかりんごバター
200g ４本詰め200g ４本詰め

長野県
御代田町

千曲川水系湯川

株式会社　キョウショク
長野県北佐久郡御代田町馬瀬口雀ケ谷 1498
TEL : 0267-32-6155

51

天と地と人が織りなす
蕎麦。 信州木曽御嶽
の軟水の恵み。

580ｇ（めん 120ｇ×4、 つゆ 25ｇ×4）

株式会社　霧しな
長野県木曽郡木曽町開田高原西野 5227-121
TEL : 0264-44-2341

開田産プレミアム蕎麦開田産プレミアム蕎麦
【侘 （WABI)】【侘 （WABI)】

長野県
木曽町

木曽川水系西野川

￥1,500

54

中山道木曽路の郷土
の味覚。

20 本入　￥3,809

古屋産業　株式会社
岐阜県恵那市大井町 2531-3

TEL : 0573-26-3291

ふるや五平餅ふるや五平餅
20 本詰20 本詰

岐阜県
恵那市

木曽川水系阿木川

55
栗きんとん水饅頭栗きんとん水饅頭
焼栗きんとん 15 個セット焼栗きんとん 15 個セット

恵那栗工房 良平堂
岐阜県恵那市長島町中野 841-1
TEL : 0573-26-0703

岐阜県
恵那市

木曽川水系阿木川

岐阜県恵那産の栗を
使い、 昔ながらの製
法で熟練職人が丁寧
に作る伝統の和菓子
です。 栗の風味をお
楽しみください。

栗きんとん　10 個
化粧箱入り ￥2,650

58

飛騨地方の郷土料理
「鶏ちゃん」 をお手軽
に味わるセットです。

120g　￥1,667

梅本さんの鶏ちゃん梅本さんの鶏ちゃん
６袋セット６袋セット

株式会社　ふるさと清見 21
岐阜県高山市清見町三日町 597-3
TEL : 0577-68-2957

岐阜県
高山市

神通川水系宮川

醤油味 150g×3 袋
塩味 150g×3 袋

57

飛騨牛を使ったカレー
とオリジナルドレッシ
ングのセットです。

￥3,000

株式会社　ふるさと清見 21
岐阜県高山市清見町三日町 597-3
TEL : 0577-68-2957

飛騨清見カレー飛騨清見カレー
ドレッシングセットドレッシングセット

岐阜県
高山市

神通川水系宮川

飛騨牛カレー 210ｇ　×4 箱
ドレッシング 290ml
（ごま ・ チーズ）　　　× 各 1 本

50

信州 ・ 川中島平ファクトリー
長野県長野市里島 76-2
TEL : 026-293-3600

川中島白桃・ナガノパープル・川中島白桃・ナガノパープル・
ラフランスジュレセットラフランスジュレセット

長野県
長野市

信濃川水系千曲川

53

株式会社　マツザワ
長野県下伊那郡 高森町下市田 3123
TEL : 0265-35-3911

iTQi 国際優秀味覚コンテストiTQi 国際優秀味覚コンテスト
高位受賞高位受賞

「りんご乙女」「りんご乙女」

長野県
高森町

阿賀野川水系只見川

伝統スイーツを現代
風にアレンジ。 とろけ
る 食 感 の 新 感 覚 ス
イーツ。

100g　￥1,000

56

岐阜県産の 「飛騨牛」
と隠し味に 「郡上味
噌」 を使用した当店
自慢のカレーです。

2 個 ×3　オープン価格

株式会社　覇楼館
岐阜県郡上市白鳥町白鳥 21-14
TEL : 0575-82-3988

飛騨牛カレー飛騨牛カレー
ギフトセットギフトセット

岐阜県
郡上市

長良川水系長良川

ジ ャ ム や コ ン フ ィ
チュールなどの商品
の詰め合わせセットで
す。

59

飛騨産トマト１００％で
作ったトマトジュース
のセットです。

720ml ×3 本
　 ￥1,495

株式会社　ふるさと清見 21
岐阜県高山市清見町三日町 597-3
TEL : 0577-68-2957

トマトジューストマトジュース
720ml 3 本セット720ml 3 本セット

岐阜県
高山市

神通川水系宮川

240ｇ ×3 オープン価格



内容量 ・価格は平成 27 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。

61

豊根村地域おこし協力隊
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平 2
TEL : 0536-85-1021

かってきんかってきん 愛知県
豊根村

天竜川水系天竜川

60

新商品 『奥三河天狗
なす＆ブルーベリー
ジ ャ ム』 と、 地 域 お
こし協力隊が栽培した
トマトを使った 『赤ト
マトジャム』 『青トマト
ジャム』 のギフトセッ
トです。

豊根ジャム豊根ジャム
ギフトセットギフトセット

120g×3 瓶　￥1,482

豊根村地域おこし協力隊
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平 2
TEL : 0536-85-1021

愛知県
豊根村

天竜川水系天竜川

63

日本伝統のハーブ蓼
を使った 「野洲たで
ブランド」 の新名物！

約１0 個　￥800

蓼らすく蓼らすく 滋賀県
野洲市

淀川水系野洲川

64

日本伝統のハーブ蓼
を使った 「野洲たで
ブランド」 の新名物！

１個　￥160

野州市商工観光課
滋賀県野洲市小篠原 2100-1
TEL : 077-587-6008

焼きたでドーナツ焼きたでドーナツ 滋賀県
野洲市

淀川水系野洲川

67

さめうらフーズ
高知県長岡郡本山町本山 476

ゆず香るセットゆず香るセット 高知県
本山市

四国三郎清流吉野川
源流域、 土佐嶺北産
の実生柚子の手搾り
果汁使用。

66

らーめんの店　かいたん KT
島根県雲南市吉田町川手 207-4 
TEL : 0854-48-0031

吉田くんらーめん吉田くんらーめん
（２食）（２食）

島根県
雲南市

斐伊川水系斐伊川
無農薬自家栽培の唐
辛子を練り込んだラー
メンです。

312g　オープン価格

69

香り高い柚子の風味
をバランスよく調合し
た調味料です。焼肉、
焼き鳥、 唐揚げ、 野
菜炒めなどにお使い
下さい。

70g　378 円

土佐れいほく農業協同組合
高知県長岡郡大豊町黒石 200-2
TEL : 0887-73-0080

ゆず塩胡椒ゆず塩胡椒
高知県
大豊町

吉野川水系吉野川

70

カップにスプーン２～３
杯のゆず茶を入れ、
お湯を注いでかきま
ぜてお飲み下さい。
冷たい水や牛乳、ソー
ダ、 焼酎などで割っ
てもおいしいです。

420ｇ　864 円

土佐れいほく農業協同組合
高知県長岡郡大豊町黒石 200-2
TEL : 0887-73-0080

わんぱく　ゆず茶わんぱく　ゆず茶
高知県
大豊町

吉野川水系吉野川

吉野川水系吉野川

『愛知のてっぺん』 豊
根村で栽培されたお
茶をせんべいにしまし
た。 一枚一枚手焼き
で焼いています。 お
茶の香り、 味を存分
に楽しむことができま
す。

12 枚　￥555
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ＮＰＯ法人てっちりこ
岡山県苫田郡鏡野町河内 60-8
TEL : 0868-52-2225

０８　辛美人０８　辛美人 岡山県
鏡野町

吉井川水系吉井川
天日と乾燥機による
乾燥して、 石臼など
で粉にした一味唐辛
子は香りもよく、 独特
の辛さの中にもほの
かな甘さを感じられる
絶品の唐辛子。

200ml　￥530

62

新姫の酸味が爽やか
なぽん酢とドレッシン
グのセットです。

一般財団法人熊野市ふるさと振興公社
三重県熊野市紀和町板屋 78
TEL : 0597-97-0640

新姫ぽん酢２種＆新姫ぽん酢２種＆
ドレッシングセットドレッシングセット

420g　￥350

三重県
熊野市

熊野川水系北山川

68

青柚子 ( ゆず ) の皮
と唐辛子を使用した
「郷 の ゆ ず 柚 子 胡
椒」。 ピリッと辛味の
あとから、 ほんのり
柚子 ( ゆず ) が香りま
す。

和風和風
ゆずドレッシングゆずドレッシング

300ml　￥500

土佐れいほく農業協同組合
高知県長岡郡大豊町黒石 200-2
TEL : 0887-73-0080

高知県
大豊町

吉野川水系吉野川

71

土佐四万十川源流の
湧き水を使用した北
海道産小麦の手作り
麩菓子。

4 個入　￥300

有限会社　横山製麩所
高知県高知市愛宕町 2-15-11
TEL : 088-872-3670

ふ菓子　黒糖ふ菓子　黒糖
高知県
高知市

四万十川水系四万十川

野州市商工観光課
滋賀県野洲市小篠原 2100-1
TEL : 077-587-6008

300ml×3 本 ￥2,500



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27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 27 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/
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土佐の高知で採れた
ポンカン , 文旦 , ゆず ,
小夏の果実 （フルー
ツ） をそのまま絞り、
冷 凍 保 存 し、 150mｌ
に詰め替えた極上の
美味さのジュース。

150ml/100ml　￥3,100

株式会社　土佐名産会
高知県高知市春野町東諸木 1297-2
TEL : 088-855-8666

土佐の果実原液１００％土佐の果実原液１００％
４本セット４本セット

高知県
高知市

74

柿をまるごと使った柿
ワイン。

500ml　￥1,200

JA にじ柿ワインJA にじ柿ワイン

にじ農業協同組合
福岡県うきは市吉井町福益 417-1
TEL : 0943-76-5520

福岡県
うきは市

筑後川水系筑後川

あまおうをふんだんに
使ったオリジナルアイ
ス。

85 ml　￥280

にじ農業協同組合
福岡県うきは市吉井町福益 417-1
TEL : 0943-76-5520

あまおうアイスあまおうアイス75 福岡県
うきは市

筑後川水系筑後川

72 四万十川源流水仕込み四万十川源流水仕込み
石うす挽国内麦おつゆ麸石うす挽国内麦おつゆ麸

有限会社　横山製麩所
高知市愛宕町 2-15-11
TEL : 088-872-3670

高知県
高知市

四万十川水系四万十川

ゆっくりゆっくり時間を
かけて、 石うすで挽
いた香川産小麦粉と
国内麦グルテン１０
０％を使ってひとつひ
とつていねいに手焼
きしたおいしい麸で
す。
200g　ｵｰﾌﾟﾝ価格

天然色素で色付けし
た優しい色合いが特
徴。 可愛いギフト箱
入。

200ml×15 本　￥3,000

合名会社まるはら
大分県日田市中本町 5-4
TEL : 0973-23-4145

虹色ラムネ虹色ラムネ
15 本セット15 本セット

77 大分県
日田市

筑後川水系三隈川

自然豊かな由布院盆
地に湧き出る天然水
を使用したサイダー。

330ml オープン価格

湯布院観光総合事務所
大分県由布市湯布院町川上 2863
TEL : 0977-85-4464

ゆふいんサイダーゆふいんサイダー76 大分県
由布市

新川川水系新川川

大分川水系大分川


