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おいらせ町観光物産協会おいらせ町
イメージキャラクター
「おいらくん」

（L）　価格：648円
にんにくの発酵・熟成にじっくり時間
をかけることでにんにく特有の臭いを
取り除き、甘くフルーティな味になり
ました。保存料・防腐剤不使用

内容量：150g　価格：540円
青森県産にんにくをマイルドな味噌
に練り込み、ソフトな味に仕上げまし
た。生野菜や海産物との相性も抜群！
チャーハンの調味料にもこれだけで
OK ！

内容量：40g　価格：324円
青森県産の大根、ごぼう、人参を乾燥さ
せセットにしました。水戻し不用の炊
き込みご飯の具は、調味時間をぐっと
短縮して便利です！
保存料・防腐剤不使用

    内容量：190ｇ　価格：1,458円
手軽に食べられるように、大きさの不
揃いな黒にんにくを、お買い求めやす
い価格で用意しました。
保存料・防腐剤不使用

内容量：20g
価　格：　　

4,104円
（20本入）

1,080円
（5本入）

青森県の健康食材である甘くてフルー
ティーな黒にんにくと、アブラツノザ
メの軟骨から抽出したプロテオグリカ
ンを使用して、美味しいゼリーができ
ました。

内容量：20g　価格：216円
水戻しなしでそのまま使えます！

「青森ごぼう」を手軽に活用できる乾
燥チップにしました。
保存料・防腐剤不使用

内容量：60g　価格：216円
大根の産地、青森から初の製品化！大
根を太めにカットすることで、独自の
歯ごたえを実現。他県商品との違いが
はっきりわかります。
保存料・防腐剤不使用

内容量： 7包
価格： 724円
内容量： 30包
価格：3,089円
内容量： 50ｇ
価格： 648円
内容量：100ｇ
価格：1,080円

青森県産ごぼうを使った「おいらせごぼ
う茶」。ごぼうの香ばしい香りと、ほの
かな甘みが特徴。疲れた心と体を癒して
くれます。煮出して冷蔵庫で冷やして、
麦茶感覚で飲んでも良し。焼酎のごぼう
茶割りも美味（^^♪

内容量：20g　価格：216円
水戻しなしでそのまま使えます！

「青森ごぼう」を手軽に活用できる乾
燥チップにしました。
保存料・防腐剤不使用

内容量：30g　価格：248円
青森の良質のにんにくをスライスして
乾燥させました。そのままでも良し、
水戻しして野菜炒めや、素揚げにして
トッピングにも。
保存料・防腐剤不使用

内容量：     50ｇ
価　格：1,296円

黒にんにくの製造方法
を活用し、ごぼうを熟
成しました。弘前大学
との共同研究により新
しい機能性食品をつく
りました。乾燥してお
茶にすることにより、
さらに良い商品になり
ました。
保存料・防腐剤不使用

内容量：150ｇ　価格：464円
青森県産ごぼうのパリッとした食感と
風味をそのままに、マイルドな味噌に
漬け込みました。
ご飯がすすむ一品です。

内容量：150ｇ　価格：464円
青森県産ごぼうのパリッとした食感と
風味をそのままに、マイルドな醤油に
漬け込みました。
昔懐かしい味に仕上がっています。

内容量：150ｇ　価格：464円
青森県産ごぼうのパリッとした食感と
風味をそのままに、さっぱりしたかつ
お風味に漬け込みました。つい箸が止
まらなくなる一品です。

１パック
価格：500円

青森県産鶏肉と南部せんべいを使
用し、おいらせ町産ながいもを繋ぎ
とした、さくさくプリプリのクリス
ピー感覚の鶏唐揚げです。惣菜・べ
んとうグランプリ2018優秀賞。

１パック
価格：500円

青森県産鶏手羽先を、3種のブレンド
塩とりんご果汁をベースに、衣におい
らせ町産ながいもをミックスしました。
ジューシーな鶏、本来の旨みを堪能し
たくてつくりました。惣菜・べんとう
グランプリ2020入賞。

１パック
価格：500円

青森県産の鶏もも肉を１枚使い、あっ
さりと3種のブレンド塩と、繋ぎにお
いらせ町産ながいもを使用し、鶏肉本
来の贅沢な味に仕上げました。

　価格：700円
青森県産食材にこだわり、肉巻きのタレ
には黒にんにく、 ごはんにはまっしぐら、
春巻きにはりんご、コロッケにはおいら
せ産ながいもを使用し、青森の美味しさ
が詰まったスタミナ満点のお弁当です。

内容量：100ｇ
価　格：300円

「えごま油を搾った後」
のえごまを粉末にしま
した。すいとん、天ぷ
ら、サラダ等どのよう
にもお使いできます。
保存料・防腐剤・農薬
不使用

内容量：200㎖
価　格：540円

良質な青森県産にんにく
の香りとうまみを閉じ込
めたにんにく醤油。食欲
をそそる香りが特徴。野
菜炒めや、焼肉、野菜サラ
ダなどにも最適。

内容量：500㎖
価　格：2,200円

青森県おいらせ町で収
穫した黒すぐり（カシ
ス）と青森県産熟成り
んご果汁で贅沢に作り
ました。淡いピンクの
楽しいお酒です。甘み
の中に酸味があり少し
贅沢な感じのお酒です。

熟成おいらせ黒にんにく
単品

三太郎漬（味噌味）

にんにくみそ フデばあさんの
炊きこみご飯の具

熟成おいらせ黒にんにく
親孝行

三太郎漬（醤油味）

豊潤堂 黒にんにくゼリー

にんにく醤油

黒すぐり＆
りんごシードル

スライスごぼう　平切り

三太郎漬（かつお風味）

歯ごたえのある
切り干し大根

おいらせごぼう茶

スライスごぼう　笹切り チキベイ おいらせ
手羽ちゃん

おいらせ骨なし
ビッグチキン

おいらせ
肉巻き弁当

えごま油 えごまパウダー
スライスにんにく

黒ごぼう茶

有限会社 信愛商事

下道建設株式会社 青森エゴマの会

有限会社 柏崎青果 ☎0178-56-5030
【主な販売先】インターネット、町内産直施設 他

☎0178-56-2882
【主な販売先】どんちゃんの食卓（イオンモール下田内）不定期、町内外の催事・イベント

☎0178-56-3033
【主な販売先】町内ＪＡ産直施設 ☎0178-56-3501

【主な販売先】町内産直施設、ユートリー 他

えごま油

2022年3月作成

清流・清風・清海育ち 人にやさしく、安心・安全で優れた

※気候などにより常備できない商品もございます。ご了承ください。
※お問合わせは各店舗またはおいらせ町観光物産協会までお願いします。

※表示価格は、全て
　税込価格です。

内容量：　65ｇ
価格：1,000円
内容量：140ｇ
価格：1,980円

おいらせ町産エゴマ100％
を低温圧搾し、無精製のま
ま、ぎゅっと瓶に詰め込み
ました。エゴマの風味を楽
しみつつ安心して美味しく、
お召し上がりいただけます。

内容量：110ｇ
価格：2,000円

おいらせ町内に作付け
収穫した「えごま」、一
番搾り100%の『えご
ま油』です。α－リノ
レン酸が豊富。毎日、
小さじ１杯おすすめし
ま す。 保 存 料・ 防 腐
剤・農薬不使用

〒039-2289　青森県上北郡おいらせ町上明堂60-6
（おいらせ町役場商工観光課内）事務局

TEL：0178-56-4703  FAX：0178-56-4268

人気
商品



おいらせ町
イメージキャラクター
「おいらくん」

おいらせ町観光物産協会

カワヨ ヨーグルトシャーベット

内容量：900㎖
価　格：500円

牛の自然放牧と健康管理、自家製
100％の製品づくり。低温殺菌製
造をしています。ホルスタイン、
ジャージー、ブラウンスイス牛の
３種の牛乳をブレンド。

内容量：100㎖　価格：210円
ホルスタイン、ジャージー、ブラウンスイス牛の3種
のミルクを低温殺菌し、ヨーグルトをブレンドし、レ
モン果汁で一層爽やかな味に仕上げました。

内容量：　720㎖
価　格：1,298円
内容量：　1.8ℓ
価　格：2,574円

「地元の米でつくったお酒を飲みた
い」という声が挙がり、賛同する米農
家で「おいらせ農酒会」が結成されま
した。地場産米・酒のＰＲを推進する
ため、町も一緒に打ち合わせを重ね、
2015年4月17日「穂ノ泉」が完成し
ました。現在、町内10箇所の酒取扱
店で販売しています。

内容量：275㎖
価　格：419円

青森県産米で仕込んだ純
米酒と青森県産りんごを
すりおろして発酵させた
りんご酢、ハチミツをブ
レンドしました。さわや
かでほんのりと甘酸っぱ
い、身体にやさしいお酒
です。

内容量：500㎖
価　格：946円

桃川にごり酒に青森県産
混濁りんご果汁を加えた、
トロリとした口当たり、
スッキリとした甘さと酸
味で飲みやすいリキュー
ルです。りんごをメイン
に青森らしさを散りばめ
たデザインは、お土産に
も最適です。

内容量：120㎖　価格：250円
ホルスタイン、ジャージー、ブラウンスイス牛の3種
のミルクを低温殺菌し、アイスにしました。添加物
を一切使用せず、コクと口溶けの良さが特徴です。

内容量：　720㎖
価　格：1,155円
米の旨みを十分に
引き出した、コク
と旨さが楽しめる
純米酒。ぬる燗で
より一層うまさが
引き立ちます。

内容量：
720㎖

価　格：
1,650円

芳醇な香りと、ま
ろやかな口当たり
は冷やでも燗でも
楽しめる逸品です。

内容量： 10個
価格：1,200円
内容量： 15個
価格：1,800円

旧百石町から約40年つくり続け、日々改良を加え、発
酵バターやオーガニックシュガーなどを使用。冷やし
てもおいしく食べていただけるようにしました。どの
世代にも愛される一品です。保存料・防腐剤不使用

内容：姫っこもち、
シャモロックスープ他

価格：3,000円
おいらせ町で栽培された、もち性の強い小麦粉を使用
した姫っこもち・姫っこすいとんを始め、味わい深い
五穀味鶏や青森県産野菜にこだわった２種類の乾燥野
菜などを、シャモロックでとった出汁スープを入れ、お
好みで手作り麹南蛮をアクセントとして使用すること
で、美味しい姫鍋が出来上がります。

内容量：200g　価格：250円
もち小麦の、咀嚼しやすく飲み込み
やすい機能性と、血糖値が上がりに
くく食物繊維が豊富である成分を活
かした商品。集団調理等の食材とし
ても、ご利用いただいています。

「もち小麦」は、1995年
農水省で創出したもち型
の小麦で、生産量からみ
ても全国的に希少な品種
です。
平成25年からおいらせ
町で作付が始まり、全国
的な健康志向の高まりや
超高齢化社会に適応す
る穀物として注目されて
いる食材です。 
粒・粉を使用した料理へ
の応用は広く、レシピの
紹介と共に家庭食材とし
て好評です。

内容量：    1.8ℓ
価　格：1,787円

県産米を使用し、じっくり
発酵させたもろみを独自の

方法で撹拌、
濾過、殺菌。
なめらかな口
当たり。甘口
でソフトな味
わい。酒質は
高い評価を受
けています。

内容量：　720㎖
価　格：1,375円
青森県産酵母と桃
川酵母、二つの酵
母を使用し、豊か
な香りとコクを併
せ持つ吟醸純米酒。

内容量：　720㎖
価　格：3,300円
まろやかで気品の
ある味わい、馥郁
たる香り、全ての
調和を大切にした
大吟醸。

内容量：300㎖
価　格：415円

本醸造仕込み、うまさ
のコクを大切にした生
貯蔵酒で軽快な喉越し、
フレッシュな香味が口
の中に広がる新鮮な風
味の後味スッキリとし
た飲み飽きしないお酒
です。

カワヨ グリーン牧場の
100％牛乳

おいらせ純米酒
穂ノ泉

桃川 りんごに　
恋したお酒

桃川 雪りんご

カワヨ アイスクリーム牧場【バニラ】 桃川 純米酒

桃川 吟醸純米 杉玉

びっくりごんた

ハーブソルト
（肉用）

ハーブソルト
（魚用）

ハーブソルト
（トマト用）

for TEA°姫っこ鍋セット姫っこもちおいらせ町産 もち小麦

桃川 にごり酒

桃川
吟醸純米酒

桃川 大吟醸

桃川 生貯蔵酒
ゴールド

（もち姫・粒）
内容量：300ｇ
価　格：325円

（もち姫・粉）
内容量：500ｇ
価　格：540円

内容量：20g　価格：486円／内容量：50g　価格：1,296円
町内の農園で作ったハーブは、農薬・化学合成肥料を一切使用
していません。使用しているハーブは全て農園で栽培したもの
です。ご家庭で簡単に香草焼きが楽しめます。
※画像は一例です。他にも様々な種類やブレンドがあります。

内容量：１個
価　格：時価

健康野菜の定番「青パパイヤ」は、ビタミンC・E・カ
ロテンが豊富で、優良なパパイン酵素（分解酵素は
パイナップルの6倍）を多く含み、身体の代謝を助け、
食物繊維も多いため整腸を促す作用がある。無農
薬栽培。一年を通して収獲でき、出荷が可能。

内容量：150ℊ　　　　
価　格：100円～250円

青森県特有の寒暖差で育ったバ
ナナは糖度も高く風味に富んで
おり、「冬越しバナナ」として販売。
温泉熱とバイオマス燃料を活用
し自社温室で温度管理し、完熟
たい肥をすき込み無農薬にて栽
培しております。
本州最北でのバナナ栽培は、お
いらせ町が唯一の栽培地であり、
地産地消の南国フルーツとして
量産に取組んでいます。

内容量：１斤
価　格：350円

もち性小麦粉「もち姫」を使用した食パンは当店オリ
ジナルの配合で製造しています。

「ふわふわ」「しっとり」「もちもち」の食感と腰折れに
近いギリギリまでの柔らかさを追求し、耳まで美味し
い優しい甘味が特徴です。

おいらせ青パパイヤ

内容量：　12個
価　格：380円

原材料は、だるま芋と
でん粉。形をへっちょ
こ（おへそ）にしただん
ごです。特徴は、モチ
モチ、ツルッ！

おいらせ だるま芋へっちょこだんご

だるま芋とは…長芋の突然変異で生まれた芋で、土壌改良に
努めた結果、粘り・甘さ・コクが増しました。でんぷん質が
強いので、熱を加えると一段とおいしくなります。

清流・清風・清海育ち 人にやさしく、安心・安全で優れた

おいらせ町産
国産バナナ

もち姫のキセキ

2022年3月作成

〒039-2289　青森県上北郡おいらせ町上明堂60-6
（おいらせ町役場商工観光課内）事務局

TEL：0178-56-4703  FAX：0178-56-4268

カワヨグリーン牧場 ☎0178-56-4111

さつきグループ ☎0178-56-3226
【主な販売先】町内産直施設 他

観光農園アグリの里おいらせ ☎0178-20-0670

モンターニュ お菓子のやまろく
☎0178-52-2663　【主な販売先】ユートリー

桃川株式会社 ☎0178-52-2241
【主な販売先】インターネット、町内酒販店

CONSE FARM ☎0178-52-2241・☎0178-70-5929
【主な販売先】CONSE  HERBSHOP  F!ND、 町内物産施設　他

小袋（約2杯分） 
価格：324円

 缶入り（約5杯分）
 価格：918円

　　　　　　北緯40°からお
いしいハーブティーのために

「 for TEA°」ハーブといえば
手軽に楽しめるハーブティー。
職場やご自宅でフレッシュそ
のままおいしいハーブティー
で一息つきませんか。

※表示価格は、全て
　税込価格です。

人気
商品

イチ
押し！

人気
商品

人気
商品


