
水の里の特産品水の里の特産品水の里の特産品

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？

2017 年３月掲載



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。（2017 年 3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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 6 くりのみの米こうじ味噌 
 7 秩父かぼすサイダー 
 8 地粉うどんせき麺
 9 皆好の玉手箱
10 【飛騨牛】絶品ロース焼肉
11 米原水（まいばらすい）
12 政所茶ジェラート
13 いけぼく牛乳　ホルスタイン
14 イタリアンジェラート　ミルク
15 滋賀の丁字麩
　おふらすく奥永源寺政所茶
16 紀奥山椒 /手摘み臼挽き粉山椒
　/山椒佃煮 (白醤油 )/ 山椒水煮
　/山椒ジャム

 1 とろろうどん
 2 盛岡三大麺味づくし
 3 前沢牛らーめん
　 秋刀魚らーめん
 4 鯉の甘煮
　 鯉ぶかし　
 5 の恵み詰合わせ
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３ 前沢牛らーめん 10 食入

秋刀魚らーめん 10 食入

前沢牛らーめん） 岩手県前沢牛
を使った濃厚な味わいの醤油
スープに、 コシが自慢の中華麺
128ｇ（めん 80ｇ、 スープ 48ｇ） ×10

秋刀魚らーめん） 三陸の塩とさ
んま節を使った節系醤油スープ
と、 コシが自慢の中華麺
120ｇ（めん 80ｇ、 スープ 40ｇ） ×10

各 10 食分　￥2,500

胆沢川水系

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 鯉の甘煮
鯉ぶかし

水揚げしてすぐの鯉を輪切にし、
砂糖、 醤油、 だしと長く受け継
いだ 「古地」 で煮上げました。
地域に根付く伝統の味です。 /
輪切にした鯉を骨までやわらかく
し、 砂糖、 醤油、 だしと 「古地」
で煮上げました。

鯉の甘煮） 1 切 ×3 袋　￥2,041

鯉ぶかし ） 1 切 ×3 袋　￥2,365

寒河江川

丸原鯉屋
山形県寒河江市柴橋 662-1
TEL : 0237-84-2752

山形県
寒河江市

１ とろろうどん

岩手県
奥州市

うどんに適した小麦粉を使用し、
とろろ芋を加えた、 つるつるなめ
らかな舌ざわりと歯ごたえが特徴
の味わい深い麺です。 夏は冷し、
冬は温かくしてお召し上がりくださ
い。

250g×10 ￥2,100

株式会社小山製麺
岩手県奥州市胆沢区小山字下野中 2-5
TEL : 0197-47-0434

株式会社小山製麺
岩手県奥州市胆沢区小山字下野中 2-5
TEL : 0197-47-0434

株式会社小山製麺
岩手県奥州市胆沢区小山字下野中 2-5
TEL : 0197-47-0434

岩手県
奥州市

岩手県
奥州市

胆沢川水系胆沢川水系

盛岡三大麺味づくし２

￥3,000

盛岡三大麺と言えばわんこそ
ば、盛岡冷麺、盛岡じゃじゃ麺。
シコシコ麺にコクがあるスープの
「盛岡冷麺」 と、 肉味噌だれを
かけて豪快にかき混ぜて食べる
「じゃじゃ麺」 や 「わんこそば」、
の嬉しいセットです。

５ の恵み詰合わせ
山形県

寒河江市

鯉ぶかし （鯉の甘露煮） をはじ
め、 鮎、 椎 茸、 蕗、 き く ら げ
も全て国産です。 山形県産の
丸大豆を使った本醸造醤油、
山形県産の純米酒、 奄美産の
さとうきび糖などを使った五種類
の甘露煮 ・ 佃煮の詰合せです。

￥4,752

寒河江川

丸原鯉屋
山形県寒河江市柴橋 662-1
TEL : 0237-84-2752

冷麺 （麺 140ｇ×3）　
じゃじゃ麺 （麺 130ｇ×3）
わんこそば （麺 100ｇ×3）

鯉ぶかし 2 切 /2 袋、 あゆ甘露
煮 2 尾 /1 袋、 しいたけ佃煮
85g/1 袋、 きゃらぶき 85g/1 袋、
きくらげしょうが 70g/1 袋



９ 皆好の玉手箱 A ( 大黒 ・ 塩おかき詰合せ） 岐阜県
神戸町

寸田製菓株式会社　 岐阜県安八郡神戸町加納 365-1     TEL : 0584-27-5588

揖斐川水系地下水

７ 秩父かぼすサイダー 埼玉県
秩父市

「秩父かぼすサイダー」 は、 下久
保ダム上流の地滑りを抑制する排
水トンネルの湧水「太田部天然水」
と、 秩父郡市産のカボス果汁を２
０％使用した、 甘酸っぱくすっきり
とした味わいの贅沢プレミアムサイ
ダーです。

200ml  ￥324

株式会社龍勢の町よしだ
埼玉県秩父市上吉田 1763
TEL : 0494-78-0555

神奈川県
相模原市

利根川水系神流川

地粉うどんせき麺８

250g×3 ￥800

株式会社せき製麺
神奈川県相模原市緑区青山 828
TEL : 042-784-8100

「せき麺」 は、 神奈川県産をは
じめ、 関東一円で収穫された小
麦を主原料に用い、 国内産小
麦を使用し、 製粉から製麺ま
で、 一貫した弊社独自の製法
にて製造しております。 小麦粉
独特の風味を大切にした 「こし」
の強い麺をご賞味下さい。

６ くりのみの米こうじ味噌
胚芽米使用

長野県
小布施町

くりのみの米こうじ味噌は原材料
に長野県産の米と大豆 （共に栽
培期間中農薬不使用） を用いた
11割麹の天然醸造甘口味噌で
す。

500ｇ　￥649

社会福祉法人くりのみ園
長野県上高井郡小布施町大字都住 1238-2
TEL : 026-247-6330

千曲川上流域

皆好の玉手箱Ｂ（発芽玄米せんべい詰合せ )

皆好の玉手箱 E  ( 岐阜の味４種詰合せ） 皆好の玉手箱 L ( 岐阜県産いちご ・ 白醤油味詰合せ）

50g　￥550

50g　￥550

8 枚　￥550

8 個　￥550

地産地消と伝統製法にこ
だわり、 岐阜飛騨の豊か
な水と自然に育まれた高
山もち米を使用し、 素材
を生かしたおかきです。
洗米から製造工程には、
揖斐川水系の地下水を
使用し、 素材を引きたた
せています。

飛騨山椒と朴は古来より
山と土と水に恵まれたこ
の地域の自然の恵みで
す。 また里で育つ苺と懐
かしさを感じさせるザラ
メ、 その恵みを７つの工
程と９日間の手間をかけ
た焼きたてのおかきに活
かしました。

合鴨による有機栽培と独
自のこだわりとして、 夜
に冷たい地下水を入れ、
昼は太陽の熱で暖め昼
夜の寒暖差を作り、 一段
と美味しい 『あいがも米』
で作られた発芽玄米おか
きは 「医食同源」 「身土
不二」 につながるお菓子
です。

地産地消と伝統製法にこ
だわり、 岐阜飛騨の豊か
な水と自然に育まれた高
山もち米を使用。 お米の
味を生かした白醤油の淡
い味と岐阜県産いちごの
甘酸っぱい味のハート型
紅白おかきの詰合せで
す。



14 滋賀県
東近江市

11

イタリアンジェラート
ミルク

鈴鹿山麓のおいしい空気とおい
しい水で育った牛たちの搾りたて
の牛乳を使用し作ったジェラート
です。
香料や保存料は使用せず、 素
材本来の味を活かした “ほんま
もんの味” をお楽しみください。

愛知川水系

滋賀県
米原市 12 政所茶ジェラート 滋賀県

東近江市

「宇治 （うじ） は茶所 （ちゃどころ）、
茶は政所 （まんどころ）」 と詠わ
れているように全国に名の知れた
有名なお茶の産地が永源寺東部
（政所地域） にあり、 その政所で
採れた茶葉をジェラートに仕上げ
ました。

140ml ￥310

900ml ￥556 140ml ￥310

500ml ￥121

200ml ￥176

有限会社池田牧場
滋賀県東近江市和南町 2191
TEL : 0748-27-1600

有限会社池田牧場
滋賀県東近江市和南町 2191
TEL : 0748-27-1600

有限会社池田牧場
滋賀県東近江市和南町 2191
TEL : 0748-27-1600

滋賀県
東近江市

愛知川水系

愛知川水系

いけぼく牛乳　
ホルスタイン13

70℃30分間の低温殺菌で仕上
げた “ほんまもん” の牛乳をぜ
ひご賞味下さい。 搾りたてその
ままの味を皆様にお届けした
い。 そんな想いをギュッと詰め
込みました。

10 【飛騨牛】
絶品ロース焼肉

岐阜県
大垣市

飛騨牛は、 日本が世界に誇るブ
ランド牛です。 その飛騨牛の中
でも、 当社は最高ランク５等級、
上級ランク４等級のみを使用して
います。 最高級部位のロース肉
は、 甘みと旨みがありジューシー
な霜降り、 きめ細かな肉質は肉
の部位でトップクラス！

500g　￥13,888

末広精肉店
岐阜県大垣市郭町 3-205
TEL : 0584-78-2298

木曽川水系

15

滋賀県名産の四角い麩 「丁字
麩」 に奥永源寺政所の清流の
地に育まれた苦味のあるお茶を
粉末にし、 丁字麩にその味わ
いをのせて焼き上げました。

5ｇ×12 枚　￥1,111

（社福 ) あゆみ福祉会 工房しゅしゅ
滋賀県東近江市上羽田町 786-1
TEL : 0748-20-3993

愛知川水系

滋賀の丁字麩おふらすく
奥永源寺政所茶

滋賀県
東近江市

淀川水系姉川

滋賀県米原市土木部 上下水道課
滋賀県米原市顔戸４８８番地３
（米原市役所近江庁舎）
TEL : 0749－52－6923

米原水は日本百名山 「伊吹山」
を源とする水であり、 硬度が高
いことが特徴で、 運動時のミネ
ラル補給にも適しています。 市
と包括連携協定を結んでいる青
山学院大学で学生コンペを実施
し、 企画からデザインまでを学
生が提案しています。

「米原水」 ： まいばらすい



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29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）

７ つや姫ハスタセット 山形県
天童市

山形県
天童市

食べられる米ぬか８

アイスクリームや、 レアーチー
ズケーキなどのトッピングに、
またお肉との組み合わせも。

16 紀奥山椒 （乾燥粒山椒 M) 山椒佃煮 ( 白醤油 )

手摘み臼挽き粉山椒

和歌山県
有田川町

8ｇ　￥500

かんじゃ山椒園
和歌山県有田郡有田川町宮川 129
TEL : 0737-25-1315

有田川

山椒水煮

山椒ジャム

6ｇ　￥402

45ｇ　￥555

40ｇ　￥463

100ｇ　￥801

ぶどう山椒を通常より、
1 ヶ月以上早く収穫し乾
燥したもので、 柑橘類
特有の甘くて爽やかな
香りが特徴です。 ハー
ブ 感 覚 で、 魚 や 肉 料
理はもちろんパスタや
サラダ等にも良く合いま
す。

ぶどう山椒は、 大粒でしっかりした
風味と辛味があり柔らかな口当たり
が特徴。 地元産の醤油を使用。
箸休めに。 また、 煮魚や炒飯、
ピラフ等にトッピングする。 

山椒は、 自家農園及び近隣農家
で低農薬栽培されたもので、 粒が
大きく山椒の風味が強く、 お奨め
です。 魚や佃煮などの煮物、 タレ
やドレッシング等に。 また、パスタ、
ピラフなどにトッピングも。   

柔らかな実山椒を、 時間をかけて、
山椒の風味を残した絶妙の味わい
のジャムに仕上げました。 アイスク
リームや、 レアーチーズケーキな
どのトッピングに、 またお肉との組
み合わせも。

ぶ ど う 山 椒 の 乾 燥 品
は、 特に漢方向けなど
で高い評価を得てきま
した。 乾燥山椒を、 石
臼で挽き、 粉砕時の熱
に よ る 影 響 が 無 い た
め、 山椒の香りと青み
がきれいな状態を保っ
ています。


