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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 7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/

 ７　庄助酒彩吟醸漬　黒べこ
 ８　白河高原清流豚　ロース味噌漬けセット
 ９　喜多方もっちり餃子／もっちりスープ餃子
10　只見生ラーメン　　　　　　　　　　　　
11　無添加　奥会津味噌
12　無添加　味噌漬 3種セット
13　ばんだい　薬師の水
14　會津の黒　乾麺
15　梅肉エキス
16　天然鉱泉水　信玄
17　「角や」飛騨高山ラーメンセット 具材付
18　飛騨高山らーめん醤油味／朴葉みそ味
19　酒蔵女将のお夜食〆ラーメン
20　飛騨獅子中華そば（醤油味）
21　麺屋しらかわ中華そば
22　飛騨高山ラーメンセット
23　味噌煎餅
24　鉱泉粥　玄米／白米
25　虹ます笹煮
26　スパークリング日本酒　すますま
27　萩屋ケイちゃん　みそ味
28　銀の朏（みかづき）

29　美濃白川茶
30　白川ハム（プレスハム）
31　やさ茶
32　美濃白川茶「かおる」
33　アマゴの甘露煮

1　天サイダー
2　老舗の味つゆ
3　老舗百十年
4　わさび詰合せ
5　やまめの一夜干し
6　せんや 三色煎餅
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水の里水の里特産品特産品

No. 商品名商品名

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

１

４３

２

５

遠野ふるさと公社
岩手県遠野市綾織町新里 8-2-1
TEL : 0198-62-0888

遠野ふるさと公社
岩手県遠野市綾織町新里 8-2-1
TEL : 0198-62-0888

老舗の味つゆ老舗の味つゆ 岩手県
花巻市

岩手県
花巻市

岩手産の大豆 ・ 小麦を使用した
天然醸造醤油に、 かつお節でだ
しをとり、 本格的に調味したつゆ。
復興庁選定 「世界にも通用する
究極のお土産」 10 選商品。 濃厚
なかつおの風味、 4 倍希釈のつ
ゆ。 北上山地からの伏流水、 地
下 150m から汲み上げた地下水を
仕込み水としています。

1ℓ×1 本 　￥1,800

佐々長醸造株式会社
岩手県花巻市東和町土沢 5 区 417
TEL : 0198-42-2311

佐々長醸造株式会社
岩手県花巻市東和町土沢 5 区 417
TEL : 0198-42-2311

北上川水系猿ヶ石川

北上川水系猿ヶ石川

老舗百十年老舗百十年

各 200ml 　　￥1,800

岩手県ふるさと認証食品の 「岩
手名産生醤油」。 復興庁選定
「世界にも通用する究極のお土
産」 10 選商品、 濃厚かつお風
味「老舗の味つゆ」。 つゆをベー
スに、 京都府丹後産米を原料
とした純米酢と、 岩手産片面紫
蘇を使用した「老舗の味ぽんず」
です。

北海道
七飯町

株式会社 小原
北海道亀田郡七飯町字中島 29-2
TEL : 0138-65-6545

天塩川水系天塩川

天サイダー天サイダー

330mｌ　 ￥167

士別市の農業振興に重要な役
割を担ってきた 「甜菜 （ビート）」
と、 生活の基盤となる天塩川の
「水」 でつくった士別産のサイ
ダーです。 地元 ・ 翔雲高校総
合ビジネス科の生徒の協力を得
て製造されました。

岩手県
遠野市

遠野ふるさと公社
岩手県遠野市綾織町新里 8-2-1
TEL : 0198-62-0888

北上川水系猿ヶ石川

わさび詰合せわさび詰合せ

１セット 　　￥3,700

遠野市宮守町は自然豊かな地
域で、 湧き水を使ったわさびの
栽培が盛んです。 遠野産のわ
さびとわさび漬を詰合せにしまし
た。

岩手県
遠野市

北上川水系猿ヶ石川

やまめの一夜干しやまめの一夜干し

3 尾入り ×3 袋 ￥3,550

遠野の清流で育てられた生きの
良い山女を使い、 1 尾、 1 尾
丁寧に開き処理しました。

内容量 ・ 価格は平成 28 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。

老舗の味つゆ老舗の味つゆ 岩手県
花巻市

岩手県
花巻市

岩手産の大豆 ・ 小麦を使用した
天然醸造醤油に、 かつお節でだ
しをとり、 本格的に調味したつゆ。
復興庁選定 「世界にも通用する
究極のお土産」 10 選商品。 濃厚
なかつおの風味、 4 倍希釈のつ
ゆ。 北上山地からの伏流水、 地
下 150m から汲み上げた地下水を
仕込み水としています。

1ℓ×1 本 　￥1,800

佐々長醸造株式会社
岩手県花巻市東和町土沢 5 区 417
TEL : 0198-42-2311

佐々長醸造株式会社
岩手県花巻市東和町土沢 5 区 417
TEL : 0198-42-2311

北上川水系猿ヶ石川

北上川水系猿ヶ石川

老舗百十年老舗百十年

各 200ml 　　￥1,800

岩手県ふるさと認証食品の 「岩
手名産生醤油」。 復興庁選定
「世界にも通用する究極のお土
産」 10 選商品、 濃厚かつお風
味「老舗の味つゆ」。 つゆをベー
スに、 京都府丹後産米を原料
とした純米酢と、 岩手産片面紫
蘇を使用した「老舗の味ぽんず」
です。

北海道
七飯町

株式会社 小原
北海道亀田郡七飯町字中島 29-2
TEL : 0138-65-6545

天塩川水系天塩川

天サイダー天サイダー

330mｌ　 ￥167

岩手県
遠野市

北上川水系猿ヶ石川

わさび詰合せわさび詰合せ

１セット 　　￥3,700

遠野市宮守町は自然豊かな地
域で、 湧き水を使ったわさびの
栽培が盛んです。 遠野産のわ
さびとわさび漬を詰合せにしまし
た。

岩手県
遠野市

北上川水系猿ヶ石川

やまめの一夜干しやまめの一夜干し

3 尾入り ×3 袋 ￥3,550

遠野の清流で育てられた生きの
良い山女を使い、 1 尾、 1 尾
丁寧に開き処理しました。

士別市の農業振興に重要な役
割を担ってきた 「甜菜 （ビート）」
と、 生活の基盤となる天塩川の
「水」 でつくった士別産のサイ
ダーです。 地元 ・ 翔雲高校総
合ビジネス科の生徒の協力を得
て製造されました。

遠野ふるさと公社
岩手県遠野市綾織町新里 8-2-1
TEL : 0198-62-0888

内容量 ・ 価格は平成 28 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。
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飯豊山地を水源とし、 日中ダム
の喜多方の水で栽培したコシヒカ
リ ・ こがねもちの米粉を使った餃
子。 さつまいも粉入りの皮に地元
野菜や 「エゴマ豚」、 桜えびを加
え旨みを出し、 会津地鶏の美味
いスープが上々。

スープ餃子 （22ｇｘ10）ｘ3 ・ スープ 60ｍｌｘ6

喜多方もっちり餃子喜多方もっちり餃子
もっちりスープ餃子もっちりスープ餃子

餃子 （21ｇｘ10）ｘ3　　　　　 ￥1,720

￥2,125

阿賀野川水系押切川

自然食品ばんだい
福島県喜多方市熱塩加納町加納字古屋敷
甲 2889-4
TEL : 0241-36-2675

福島県
喜多方市

岩手県
奥州市

株式会社 水沢米菓
岩手県奥州市胆沢区小山下笹森 52-1
TEL : 0197-47-1008

北上川水系胆沢川

せんや 三色煎餅せんや 三色煎餅

18 枚     ￥600

奥州の澄んだ空気と水で稔った
銘柄米 「ひとめぼれ」 を主原
料に一枚いちまい心を込めて焼
きあげた本物の味。 ３つの味を
おたのしみいただけます。

国産厳選素材をこだわりぬいて
選び天然醸造する味噌を、 只
見の清らかでおいしい水で仕込
みます。
豪雪地帯の只見らしく雪蔵の中
での低温熟成が味噌のコクと、
うま味に更なる深みを与えま
す。

無添加　奥会津味噌無添加　奥会津味噌

800g　￥780

福島県
只見町

目黒麹店
福島県南会津郡只見町大字只見
字田中 1220
TEL : 0241-82-2050

只見川水系只見川

只見生ラーメン只見生ラーメン
福島県
只見町

上質の小麦粉を２種類使い独自
にブレンドし、 只見の清らかで
おいしい水で練上げました。 加
水率が高く伸びにくいのが特徴。
手造りでしか出せない、 モチモ
チとコシの強い食感をお楽しみく
ださい。

生ラーメン 160g × 5 袋、

ラーメンスープ × 5 袋       ￥890

只見川水系只見川

目黒麹店
福島県南会津郡只見町大字只見
字田中 1220
TEL : 0241-82-2050

福島県
会津若松市

１３０余年老舗旅館の味が御家
庭でお召し上がり頂けます。
自家醸造味噌と吟醸酒と酒粕
の特製タレに、 調理長厳選の
ブランド福島牛を漬け込んだ逸
品。

庄助の宿瀧の湯
福島県会津若松市東山町大字湯本
字滝ノ湯 107
TEL : 0242-29-1001

庄助酒彩吟醸漬　庄助酒彩吟醸漬　
黒べこ黒べこ

阿賀川水系湯川

200ｇ（ロース 100ｇ×1 ・ モモ 100ｇ×1）

　　　　　　　　　　　   ￥3,700

白河高原清流豚　白河高原清流豚　
ロース味噌漬けセットロース味噌漬けセット

白河高原清流豚の極上豚ロー
ス肉を当店特製の味噌に漬込
み。 
フ ラ イ パ ン や グ リ ル で 焼 く と
ジューシーでやわらかな旨味が
溢れてきます。

100g×8 枚　￥4,630

阿武隈川水系阿武隈川

福島県
白河市

有限会社 肉の秋元本店
福島県白河市大信増見字北田 82
TEL : 0248-46-2350

内容量 ・ 価格は平成 28 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。

飯豊山地を水源とし、 日中ダム
の喜多方の水で栽培したコシヒカ
リ ・ こがねもちの米粉を使った餃
子。 さつまいも粉入りの皮に地元
野菜や 「エゴマ豚」、 桜えびを加
え旨みを出し、 会津地鶏の美味
いスープが上々。

スープ餃子 （22ｇｘ10）ｘ3 ・ スープ 60ｍｌｘ6

喜多方もっちり餃子喜多方もっちり餃子
もっちりスープ餃子もっちりスープ餃子

餃子 （21ｇｘ10）ｘ3　　　　　 ￥1,720

￥2,125

阿賀野川水系押切川

自然食品ばんだい
福島県喜多方市熱塩加納町加納字古屋敷
甲 2889-4
TEL : 0241-36-2675

福島県
喜多方市

岩手県
奥州市

株式会社 水沢米菓
岩手県奥州市胆沢区小山下笹森 52-1
TEL : 0197-47-1008

北上川水系胆沢川

せんや 三色煎餅せんや 三色煎餅

18 枚     ￥600

奥州の澄んだ空気と水で稔った
銘柄米 「ひとめぼれ」 を主原
料に一枚いちまい心を込めて焼
きあげた本物の味。 ３つの味を
おたのしみいただけます。

無添加　奥会津味噌無添加　奥会津味噌

800g　￥780

福島県
只見町

目黒麹店
福島県南会津郡只見町大字只見
字田中 1220
TEL : 0241-82-2050

只見川水系只見川

只見生ラーメン只見生ラーメン
福島県
只見町

生ラーメン 160g × 5 袋、

ラーメンスープ × 5 袋       ￥890

只見川水系只見川

目黒麹店
福島県南会津郡只見町大字只見
字田中 1220
TEL : 0241-82-2050

福島県
会津若松市

庄助の宿瀧の湯
福島県会津若松市東山町大字湯本
字滝ノ湯 107
TEL : 0242-29-1001

庄助酒彩吟醸漬　庄助酒彩吟醸漬　
黒べこ黒べこ

阿賀川水系湯川

200ｇ（ロース 100ｇ×1 ・ モモ 100ｇ×1）

　　　　　　　　　　　   ￥3,700

白河高原清流豚　白河高原清流豚　
ロース味噌漬けセットロース味噌漬けセット

白河高原清流豚の極上豚ロー
ス肉を当店特製の味噌に漬込
み。 
フ ラ イ パ ン や グ リ ル で 焼 く と
ジューシーでやわらかな旨味が
溢れてきます。

100g×8 枚　￥4,630

阿武隈川水系阿武隈川

福島県
白河市

有限会社 肉の秋元本店
福島県白河市大信増見字北田 82
TEL : 0248-46-2350

上質の小麦粉を２種類使い独自
にブレンドし、 只見の清らかで
おいしい水で練上げました。 加
水率が高く伸びにくいのが特徴。
手造りでしか出せない、 モチモ
チとコシの強い食感をお楽しみく
ださい。

１３０余年老舗旅館の味が御家
庭でお召し上がり頂けます。
自家醸造味噌と吟醸酒と酒粕
の特製タレに、 調理長厳選の
ブランド福島牛を漬け込んだ逸
品。

国産厳選素材をこだわりぬいて
選び天然醸造する味噌を、 只
見の清らかでおいしい水で仕込
みます。
豪雪地帯の只見らしく雪蔵の中
での低温熟成が味噌のコクと、
うま味に更なる深みを与えま
す。

内容量 ・ 価格は平成 28 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。
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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。

ばんだい　薬師の水ばんだい　薬師の水
福島県
磐梯町

名峰磐梯山から拡がる磐梯西
山麓湧水群は、 古くから龍神
の霊水として知られ、 徳一菩薩
ゆかりの慧日寺薬師如来の霊
験もあらたかで、 日本名水百
選に選ばれた清廉な水です。

500ml　￥112

株式会社　会津嶺の里　BW
福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字十王堂 38
TEL : 0242-74-1091

阿賀野川水系阿賀川

福島県
三島町

会津桐炭 株式会社
福島県大沼郡三島町大字名入
字下上ノ原 358
TEL : 0241-42-7802

阿賀野川水系只見川

會津の黒　乾麺會津の黒　乾麺

各 200g    ￥334 ／￥362

桐炭を混ぜ込んで乾麺として仕
上げました。 小麦粉との相性が
良く、 食べた時のモチモチ感が
強く、 非常においしい麺になり
ました。

麺 100ｇ×6、 スープ 33ｇ×6、
焼豚 30ｇ×3、 メンマ 100ｇ×2 ￥2,300

山梨県
身延町

株式会社 源泉館
山梨県南巨摩郡身延町下部 77
TEL : 0556-36-0357

富士川水系富士川流域

1000ml×15 本　￥3,0001000ml×15 本　￥3,000

下部温泉郷は、 徳富蘇峰、 石
原裕次郎らが逗留したことでも
有名。
傷やストレスを癒やした信玄の
隠し湯が育んだ鉱泉水で、 類
いまれなミネラル成分を含んだ
歴史的名水です。

天然鉱泉水　信玄天然鉱泉水　信玄梅肉エキス梅肉エキス 神奈川県
山北町

青梅を割って種をとり、 潰して
出た汁だけを、 炭火で煮詰め
た純粋なエキスです。 「血液改
善効果」 があるとされています。
梅干しよりも強力な殺菌効果や
鎮静作用があり、 のどの痛み、
頭痛、 腰痛の他、 特に整腸作
用に優れています。

50g　￥2,100

酒匂川水系 （丹沢湖）

杉山農園
神奈川県足柄上郡山北町山北 699
TEL : 0465-76-3894

無添加　無添加　
味噌漬 3 種セット味噌漬 3 種セット

奥会津只見の自家農園で採れ
た無農薬野菜を 「味噌だまり」
にたっぷりと漬け込んだ昔なが
らの味噌漬。
自家農園で採れた無農薬野
菜、 だいこん、 きゅうり、 みょ
うがの味噌漬けです。 添加物
は一切使用しておりません。

150g　￥360

福島県
只見町

目黒麹店
福島県南会津郡只見町大字只見
字田中 1220
TEL : 0241-82-2050

只見川水系只見川

内容量 ・ 価格は平成 28 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。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。

ばんだい　薬師の水ばんだい　薬師の水
福島県
磐梯町

500ml　￥112

株式会社　会津嶺の里
福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字十王堂 38
TEL : 0242-74-1091

阿賀野川水系阿賀川

福島県
三島町

会津桐炭 株式会社
福島県大沼郡三島町大字名入
字下上ノ原 358
TEL : 0241-42-7802

阿賀野川水系只見川

會津の黒　乾麺會津の黒　乾麺

桐炭を混ぜ込んで乾麺として仕
上げました。 小麦粉との相性が
良く、 食べた時のモチモチ感が
強く、 非常においしい麺になり
ました。

岐阜県
飛騨市

有限会社 麺の清水屋
岐阜県飛騨市神岡町殿 877
TEL : 0578-82-0145

神通川水系高原川

麺 100ｇ×6、 スープ 33ｇ×6、
焼豚 30ｇ×3、 メンマ 100ｇ×2 ￥2,300

飛騨高山の有名店とのコラボ商
品です。 あっさり醤油味にゆで
時間 1 分の細縮れ麺は相性抜
群で、 女性でも、 お子さんから
お年寄りの方まで召し上がりや
すい味です。 焼豚、 メンマも付
き、 本格的な味をご自宅で楽し
めます。

「角や」 飛騨高山「角や」 飛騨高山
ラーメンセット 具材付ラーメンセット 具材付

梅肉エキス梅肉エキス 神奈川県
山北町

青梅を割って種をとり、 潰して
出た汁だけを、 炭火で煮詰め
た純粋なエキスです。 「血液改
善効果」 があるとされています。
梅干しよりも強力な殺菌効果や
鎮静作用があり、 のどの痛み、
頭痛、 腰痛の他、 特に整腸作
用に優れています。

50g　￥2,100

酒匂川水系 （丹沢湖）

杉山農園
神奈川県足柄上郡山北町山北 699
TEL : 0465-76-3894

無添加　無添加　
味噌漬 3 種セット味噌漬 3 種セット

奥会津只見の自家農園で採れ
た無農薬野菜を 「味噌だまり」
にたっぷりと漬け込んだ昔なが
らの味噌漬。
自家農園で採れた無農薬野
菜、 だいこん、 きゅうり、 みょ
うがの味噌漬けです。 添加物
は一切使用しておりません。

150g　￥360

福島県
只見町

目黒麹店
福島県南会津郡只見町大字只見
字田中 1220
TEL : 0241-82-2050

只見川水系只見川

飛騨高山の有名店とのコラボ商
品です。 あっさり醤油味にゆで
時間 1 分の細縮れ麺は相性抜
群で、 女性でも、 お子さんから
お年寄りの方まで召し上がりや
すい味です。 焼豚、 メンマも付
き、 本格的な味をご自宅で楽し
めます。

有限会社 麺の清水屋
岐阜県飛騨市神岡町殿 877
TEL : 0578-82-0145

神通川水系高原川

名峰磐梯山から拡がる磐梯西
山麓湧水群は、 古くから龍神
の霊水として知られ、 徳一菩薩
ゆかりの慧日寺薬師如来の霊
験もあらたかで、 日本名水百
選に選ばれた清廉な水です。

株式会社　会津嶺の里
福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字十王堂 38
TEL : 0242-74-1091

各 200g    ￥334 ／￥362

株式会社 源泉館
山梨県南巨摩郡身延町下部 77
TEL : 0556-36-0357

富士川水系富士川流域

下部温泉郷は、 徳富蘇峰、 石
原裕次郎らが逗留したことでも
有名。
傷やストレスを癒やした信玄の
隠し湯が育んだ鉱泉水で、 類
いまれなミネラル成分を含んだ
歴史的名水です。

内容量 ・ 価格は平成 28 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。
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18 酒蔵女将の酒蔵女将の
お夜食〆ラーメンお夜食〆ラーメン

飛騨の酒蔵 「渡辺酒造」 の酒粕
をスープに仕込んだ絶品味噌
ラーメン。 酒造の過酷な仕込み
作業、 蔵の女将さんが蔵人の健
康のために作っていた酒粕入り
の味噌ラーメン。 いつでも食べら
れるように商品化したもの。 少し
ピリ辛のスープに合うよう、 中太
のストレート麺を使用。

飛騨獅子中華そば飛騨獅子中華そば
（醤油味）（醤油味）

270ｇ（麺 100ｇ×2、 スープ 35ｇ×2） 
              ￥362

270ｇ（麺 100ｇ×2、 スープ 35ｇ×2） 
              ￥362

しっかりと鶏ガラを炊いたスープ
に、 あっさりとした醤油味で仕
上げました。 細打ちのちぢれ麺
がよく合います。 和紙のパッ
ケージも素敵です。

麺屋麺屋
しらかわ中華そばしらかわ中華そば

飛騨高山で、 勢い No.1 のラー
メン店 「麺屋しらかわ」 とのコ
ラボ商品。コク深い醤油味です。
トレードマークの招き猫をパッ
ケージにあしらった可愛いデザ
イン。 ダシのうまみを引き出し
たおいしい醤油味。 細打ちのち
ぢれ麺との相性が抜群です。

飛騨高山飛騨高山
ラーメンセットラーメンセット

266ｇ（麺 100ｇ×4、 スープ 33ｇ×4） ×8 袋

             ￥3,000

麺に合成の保存料を使用せず、
常温保存可能なすぐれもの。 小
麦の香り立つおいしい麺です。
伊勢神宮内宮にも唯一奉納され
た麺で、 岐阜県の特産品 「飛
騨美濃すぐれもの」 にも認定さ
れています。 賞味期限も長く、
常温保存可能です。

有限会社 井之廣製菓舗
岐阜県飛騨市古川町弐之町 7-12
TEL : 0577-73-2302

神通川水系宮川

味噌煎餅味噌煎餅

36 枚 （2 枚入 ×18 袋） ￥1,000

飛騨古川の食文化でもある味
噌を使用した煎餅です。
「寒の水は腐らない！」 昔から
の言い伝えから、 寒の入りから
寒水を使用し、 土蔵熟成自家
製味噌を作っております。
すべての原材料は国産にこだ
わり、 1 枚 1 枚心を込めて作っ
ております。

岐阜県
飛騨市

岐阜県
飛騨市

岐阜県
飛騨市

岐阜県
飛騨市

有限会社 老田屋
岐阜県飛騨市神岡町釜崎 376-1
TEL : 0578-82-0043

有限会社 老田屋
岐阜県飛騨市神岡町釜崎 376-1
TEL : 0578-82-0043

有限会社 老田屋
岐阜県飛騨市神岡町釜崎 376-1
TEL : 0578-82-0043

神通川水系高原川 神通川水系高原川

神通川水系高原川

岐阜県
飛騨市

有限会社 老田屋
岐阜県飛騨市神岡町釜崎 376-1
TEL : 0578-82-0043

神通川水系高原川

岐阜県
飛騨市

有限会社 老田屋
岐阜県飛騨市神岡町釜崎 376-1
TEL : 0578-82-0043

神通川水系高原川

各 532ｇ（麺 100ｇ×4、 スープ 33ｇ×4） ￥800 532ｇ（麺 100ｇ×4、 スープ 33ｇ×4） ￥800

昔ながらの中華そばが好きな方
には絶対おすすめの逸品。 麺
に合成の保存料を使用せず、
常温保存可能なすぐれもの。 小
麦の香り立つおいしい麺です。
伊勢神宮内宮にも唯一奉納され
た麺で、 岐阜県の特産品 「飛
騨美濃すぐれもの」 にも認定さ
れています。

飛騨高山らーめん醤油味飛騨高山らーめん醤油味
／朴葉みそ味 (4 食入 )／朴葉みそ味 (4 食入 )

内容量 ・ 価格は平成 28 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。

酒蔵女将の酒蔵女将の
お夜食〆ラーメンお夜食〆ラーメン

飛騨の酒蔵 「渡辺酒造」 の酒粕
をスープに仕込んだ絶品味噌
ラーメン。 酒造の過酷な仕込み
作業、 蔵の女将さんが蔵人の健
康のために作っていた酒粕入り
の味噌ラーメン。 いつでも食べら
れるように商品化したもの。 少し
ピリ辛のスープに合うよう、 中太
のストレート麺を使用。

飛騨獅子中華そば飛騨獅子中華そば
（醤油味）（醤油味）

270ｇ（麺 100ｇ×2、 スープ 35ｇ×2） 
              ￥362

270ｇ（麺 100ｇ×2、 スープ 35ｇ×2） 
              ￥362

しっかりと鶏ガラを炊いたスープ
に、 あっさりとした醤油味で仕
上げました。 細打ちのちぢれ麺
がよく合います。 和紙のパッ
ケージも素敵です。

麺屋麺屋
しらかわ中華そばしらかわ中華そば

飛騨高山で、 勢い No.1 のラー
メン店 「麺屋しらかわ」 とのコ
ラボ商品。コク深い醤油味です。
トレードマークの招き猫をパッ
ケージにあしらった可愛いデザ
イン。 ダシのうまみを引き出し
たおいしい醤油味。 細打ちのち
ぢれ麺との相性が抜群です。

飛騨高山飛騨高山
ラーメンセットラーメンセット

266ｇ（麺 100ｇ×4、 スープ 33ｇ×4） ×8 袋

             ￥3,000

麺に合成の保存料を使用せず、
常温保存可能なすぐれもの。 小
麦の香り立つおいしい麺です。
伊勢神宮内宮にも唯一奉納され
た麺で、 岐阜県の特産品 「飛
騨美濃すぐれもの」 にも認定さ
れています。 賞味期限も長く、
常温保存可能です。

有限会社 井之廣製菓舗
岐阜県飛騨市古川町弐之町 7-12
TEL : 0577-73-2302

神通川水系宮川

味噌煎餅味噌煎餅

36 枚 （2 枚入 ×18 袋） ￥1,000

飛騨古川の食文化でもある味
噌を使用した煎餅です。
「寒の水は腐らない！」 昔から
の言い伝えから、 寒の入りから
寒水を使用し、 土蔵熟成自家
製味噌を作っております。
すべての原材料は国産にこだ
わり、 1 枚 1 枚心を込めて作っ
ております。

岐阜県
飛騨市

岐阜県
飛騨市

岐阜県
飛騨市

岐阜県
飛騨市

有限会社 老田屋
岐阜県飛騨市神岡町釜崎 376-1
TEL : 0578-82-0043

有限会社 老田屋
岐阜県飛騨市神岡町釜崎 376-1
TEL : 0578-82-0043

有限会社 老田屋
岐阜県飛騨市神岡町釜崎 376-1
TEL : 0578-82-0043

神通川水系高原川 神通川水系高原川

神通川水系高原川

岐阜県
飛騨市

有限会社 老田屋
岐阜県飛騨市神岡町釜崎 376-1
TEL : 0578-82-0043

神通川水系高原川

岐阜県
飛騨市

有限会社 老田屋
岐阜県飛騨市神岡町釜崎 376-1
TEL : 0578-82-0043

神通川水系高原川

各 532ｇ（麺 100ｇ×4、 スープ 33ｇ×4） ￥800 532ｇ（麺 100ｇ×4、 スープ 33ｇ×4） ￥800

昔ながらの中華そばが好きな方
には絶対おすすめの逸品。 麺
に合成の保存料を使用せず、
常温保存可能なすぐれもの。 小
麦の香り立つおいしい麺です。
伊勢神宮内宮にも唯一奉納され
た麺で、 岐阜県の特産品 「飛
騨美濃すぐれもの」 にも認定さ
れています。

飛騨高山らーめん醤油味飛騨高山らーめん醤油味
／朴葉みそ味 (4 食入 )／朴葉みそ味 (4 食入 )

内容量 ・ 価格は平成 28 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。
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岐阜県
下呂市

飛騨小坂観光 株式会社
岐阜県下呂市小坂町赤沼田 811-1
TEL : 0576-62-1010

木曽川水系飛騨川
（濁河川～飛騨小坂川）

鉱泉粥　鉱泉粥　
玄米／白米玄米／白米

各 260ｇ    ￥200

飛騨小坂温泉郷にわき出る炭
酸泉は温泉としては勿論、 飲
泉もでき、 古くから地元でも湯
治客にも親しまれてきました。
「この鉱泉で炊いたお粥を食べ
ると一年無病息災で過ごせる」
という言い伝えが今もなお受け
継がれ、 自慢の郷土食です。

合同会社 まん丸屋
岐阜県下呂市野尻 298-2
TEL : 0576-26-2047

木曽川水系 （飛騨川）

       みかづき       みかづき

銀の朏銀の朏

1ｋｇ（税込 \1,100）   2ｋｇ（税込 \2,200）
5ｋｇ（税込 \5,300） 10ｋｇ（税込 \10,100）

特別栽培米。 肥料は有機ジャ
ス登録肥料で化学肥料は使用
していません。 飛騨川に流れ
込む支流のミネラル豊富な水、
豊潤な大地、 600ｍ前後の高地
で寒暖の差がある気候で育てら
れた銀の朏を美味しく育て上げ
ます。

岐阜県
白川町

有限会社 白川町農業開発
岐阜県加茂郡白川町河東 3500-1
TEL : 0574-75-2146

木曽川水系飛騨川

美濃白川茶美濃白川茶

100g   ￥1,000

川から上る水蒸気と、 昼夜の
寒暖差が生んだ、 旨味がぎゅっ
と詰まった日本茶です。
白川町は、 お茶が育つ北限と
も言われ、 国内でのシェアは
１％ほどしかなく、 大変貴重な
お茶です。

岐阜県
下呂市

岐阜県
下呂市

有限会社 萩原チキンセンター
岐阜県下呂市萩原町古関 1014-1
TEL : 0576-52-2135

木曽川水系飛騨川

萩屋ケイちゃん　萩屋ケイちゃん　
みそ味みそ味

250ｇ   ￥398

岐阜県飛騨 ・ 奥美濃の郷土料
理をいつでも気軽に楽しめま
す。 創業 50 余年、 世代を超
えて愛される秘伝のみそダレは
野菜とも相性バツグン。 おかず
におつまみにお弁当にと大活
躍。

岐阜県
下呂市

渓流魚本来の味を損なわない
ように当社のこいくち醤油と、
砂糖のみで心をこめてじっくり
炊き上げました。 笹の葉のよう
に丁寧に並べて均一の味と柔
らかさを実現しました。 袋から
出してそのまま、 召し上がれま
す。

今井醸造合名会社
岐阜県下呂市萩原町萩原 1315
TEL : 0576-52-1007

虹ます笹煮虹ます笹煮

木曽川水系飛騨川

4 匹入り ×2 袋　￥1,143

スパークリングスパークリング
日本酒すますま日本酒すますま

飛騨の酒蔵が造った甘くて爽
やかなスパークリング日本酒で
す。
◇飛騨産酒造好適米 「ひだほ
まれ」、 岐阜清流酵母 （G 酵
母）、 飛騨の仕込水 （無菌天
然地下水） 使用

250ml　￥450

木曽川水系飛騨川

天領酒造株式会社
岐阜県下呂市萩原町萩原 1289-1
TEL : 0576-52-1515

岐阜県
下呂市

内容量 ・ 価格は平成 28 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。

岐阜県
下呂市

飛騨小坂観光 株式会社
岐阜県下呂市小坂町赤沼田 811-1
TEL : 0576-62-1010

木曽川水系飛騨川
（濁河川～飛騨小坂川）

鉱泉粥　鉱泉粥　
玄米／白米玄米／白米

各 260ｇ    ￥200

飛騨小坂温泉郷にわき出る炭
酸泉は温泉としては勿論、 飲
泉もでき、 古くから地元でも湯
治客にも親しまれてきました。
「この鉱泉で炊いたお粥を食べ
ると一年無病息災で過ごせる」
という言い伝えが今もなお受け
継がれ、 自慢の郷土食です。

合同会社 まん丸屋
岐阜県下呂市野尻 298-2
TEL : 0576-26-2047

木曽川水系 （飛騨川）

       みかづき       みかづき

銀の朏銀の朏

1ｋｇ（税込 \1,100）   2ｋｇ（税込 \2,200）
5ｋｇ（税込 \5,300） 10ｋｇ（税込 \10,100）

特別栽培米。 肥料は有機ジャ
ス登録肥料で化学肥料は使用
していません。 飛騨川に流れ
込む支流のミネラル豊富な水、
豊潤な大地、 600ｍ前後の高地
で寒暖の差がある気候で育てら
れた銀の朏を美味しく育て上げ
ます。

岐阜県
白川町

有限会社 白川町農業開発
岐阜県加茂郡白川町河東 3500-1
TEL : 0574-75-2146

木曽川水系飛騨川

美濃白川茶美濃白川茶

100g   ￥1,000

川から上る水蒸気と、 昼夜の
寒暖差が生んだ、 旨味がぎゅっ
と詰まった日本茶です。
白川町は、 お茶が育つ北限と
も言われ、 国内でのシェアは
１％ほどしかなく、 大変貴重な
お茶です。

岐阜県
下呂市

岐阜県
下呂市

有限会社 萩原チキンセンター
岐阜県下呂市萩原町古関 1014-1
TEL : 0576-52-2135

木曽川水系飛騨川

萩屋ケイちゃん　萩屋ケイちゃん　
みそ味みそ味

250ｇ   ￥398

岐阜県飛騨 ・ 奥美濃の郷土料
理をいつでも気軽に楽しめま
す。 創業 50 余年、 世代を超
えて愛される秘伝のみそダレは
野菜とも相性バツグン。 おかず
におつまみにお弁当にと大活
躍。

岐阜県
下呂市

渓流魚本来の味を損なわない
ように当社のこいくち醤油と、
砂糖のみで心をこめてじっくり
炊き上げました。 笹の葉のよう
に丁寧に並べて均一の味と柔
らかさを実現しました。 袋から
出してそのまま、 召し上がれま
す。

今井醸造合名会社
岐阜県下呂市萩原町萩原 1315
TEL : 0576-52-1007

虹ます笹煮虹ます笹煮

木曽川水系飛騨川

4 匹入り ×2 袋　￥1,143

スパークリングスパークリング
日本酒すますま日本酒すますま

飛騨の酒蔵が造った甘くて爽
やかなスパークリング日本酒で
す。
◇飛騨産酒造好適米 「ひだほ
まれ」、 岐阜清流酵母 （G 酵
母）、 飛騨の仕込水 （無菌天
然地下水） 使用

250ml　￥450

木曽川水系飛騨川

天領酒造株式会社
岐阜県下呂市萩原町萩原 1289-1
TEL : 0576-52-1515

岐阜県
下呂市

内容量 ・ 価格は平成 28 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。

○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 7 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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岐阜県
白川町

岐阜県
白川町

岐阜県
白川町

有限会社 白川町農業開発
岐阜県加茂郡白川町河東 3500-1
TEL : 0574-75-2146

木曽川水系飛騨川

400g   ￥1,000

株式会社 白川園本舗
岐阜県加茂郡白川町黒川 2716-8
TEL : 0574-77-2121

木曽川水系飛騨川 木曽川水系飛騨川

やさ茶やさ茶

500ml  ￥3,360

やさ茶は、 企業と岐阜大学の学
生が合同で研究 ・ 開発をしたお
茶です。
茶葉は、 夏の日差しで育ち、 秋
に刈り取りを行う番茶を使用し、
カフェインと渋みが少ない特徴が
やさしい味を作ります。
とことん体への 「やさしさ」 にこ
だわった 「やさ茶」 を是非。

株式会社 ますぶち園
岐阜県加茂郡白川町黒川 1400
TEL : 0574-77-1245

美濃白川茶美濃白川茶
「かおる」「かおる」

70g ￥1,000

昔は行われていた萎凋 （いちょ
う） と呼ばれる微発酵の過程を
わざと追加し、 ひと手間かける
ことで、 とことん 「香り」 にこだ
わったお茶です。
たくさんの山々から水が生まれ
る町で、 新鮮な空気と澄んだ水
で育った美濃白川茶 「かおる」
を是非ご賞味ください。

白川ハム白川ハム
（プレスハム）（プレスハム）

地元の畜産組合がハム作りを
はじめました。
道の駅 「美濃白川」 に併設さ
れたハムの加工場で 「無添加」
「無着色」 というこだわりを守り、
安心 ・ 安全なハムを提供してい
ます。ハム以外にも、ウインナー
やパストラミなど、 豊富な種類
が楽しめます。

アマゴの甘露煮アマゴの甘露煮
愛媛県
大洲市

肱川の上流部で育てたアマゴ
を、 薪や炭を使った昔ながらの
方法で手作業で甘露煮にしまし
た。 地元産の炭や薪、 自然栽
培のお茶を使った昔ながらの製
法で作っており、 骨まで柔らか
く、 頭からしっぽまで全て食べ
られます。

5 尾入り　￥800

肱川水系河辺川

あまごの里
愛媛県大洲市河辺町北平 4293
TEL : 0893-39-2915

岐阜県
白川町

岐阜県
白川町

岐阜県
白川町

有限会社 白川町農業開発
岐阜県加茂郡白川町河東 3500-1
TEL : 0574-75-2146

木曽川水系飛騨川

400g   ￥1,000

株式会社 白川園本舗
岐阜県加茂郡白川町黒川 2716-8
TEL : 0574-77-2121

木曽川水系飛騨川 木曽川水系飛騨川

やさ茶やさ茶

500ml  ￥3,360

やさ茶は、 企業と岐阜大学の学
生が合同で研究 ・ 開発をしたお
茶です。
茶葉は、 夏の日差しで育ち、 秋
に刈り取りを行う番茶を使用し、
カフェインと渋みが少ない特徴が
やさしい味を作ります。
とことん体への 「やさしさ」 にこ
だわった 「やさ茶」 を是非。

株式会社 ますぶち園
岐阜県加茂郡白川町黒川 1400
TEL : 0574-77-1245

美濃白川茶美濃白川茶
「かおる」「かおる」

70g ￥1,000

昔は行われていた萎凋 （いちょ
う） と呼ばれる微発酵の過程を
わざと追加し、 ひと手間かける
ことで、 とことん 「香り」 にこだ
わったお茶です。
たくさんの山々から水が生まれ
る町で、 新鮮な空気と澄んだ水
で育った美濃白川茶 「かおる」
を是非ご賞味ください。

白川ハム白川ハム
（プレスハム）（プレスハム）

地元の畜産組合がハム作りを
はじめました。
道の駅 「美濃白川」 に併設さ
れたハムの加工場で 「無添加」
「無着色」 というこだわりを守り、
安心 ・ 安全なハムを提供してい
ます。ハム以外にも、ウインナー
やパストラミなど、 豊富な種類
が楽しめます。

アマゴの甘露煮アマゴの甘露煮
愛媛県
大洲市

肱川の上流部で育てたアマゴ
を、 薪や炭を使った昔ながらの
方法で手作業で甘露煮にしまし
た。 地元産の炭や薪、 自然栽
培のお茶を使った昔ながらの製
法で作っており、 骨まで柔らか
く、 頭からしっぽまで全て食べ
られます。

5 尾入り　￥800

肱川水系河辺川

あまごの里
愛媛県大洲市河辺町北平 4293
TEL : 0893-39-2915


