
市産原料：米

常温

常温常温 常温
ピーマン市産原料はちみつ、卵市産原料

 奥州光一代　純米吟醸

はちみつラスク わんこ釜飯

クロワッサンプレーン

へるしーりんご

 江刺りんご甘酒

林檎っち（藤原ロマンのセミドライフルーツ）

もちた蕎麦

どら焼き

正法寺梅 トマトピューレー

駒ヶ岳

トマト味噌ラーメン

米粉ドーナツ

 及川りんご園のりんごジュース（サンふじ・ジョナゴールド）

めぐみたっぷりドレッシングシリーズ

えさし金札めん

奥州はと麦茶特別純米酒「微笑みがえし」

せんや6種詰合せ

江刺りんごジュース「三姉妹」

三色奥州煎餅

ピーマン饅頭

黄金の国平泉煎餅

奥州はちみつバウムクーヘン S 前沢牛入り釜飯こめんしぇ

岩手づくしの酒

奥州市江刺区「和一郎のはちみつ」使用 簡単レンジで5分。前沢牛入り釜飯。

外側はカリッとし、中はしっとり米ワッサン

えさしのりんごの美味しさをぎゅ～と凝縮！

甘酒にりんごをすりおろして入れました

江刺のりんごをそのまま、食べやすく

一度食べたらまた食べたくなる江刺産そば

奥州市産の上質な小豆と卵を使用どら焼き

昔ながらの梅干 クッキングトマト「すずこま」使用

アーモンドを主原料に丹念に焼き上げたお菓子です

クッキングトマト「すずこま」使用

粉も卵も牛乳もそして器まで奥州市産！

自家製りんごをそのまま搾った100％りんごジュース

JA岩手ふるさとの産品をドレッシングで！

江刺金札米を
100％使用した
お米の麺です

奥州の歴史ロマンと味わい深い健康美茶
思い出に残る
楽しい酒の宴に…

奥州産の銘柄米『ひとめぼれ』で作ったお煎餅。

江刺でのびのびと
育った三姉妹

奥州産『ひとめぼれ』で作ったお煎餅

こんな饅頭、見たことねえ！まず食べでみらい。

奥州近辺のお米『ひとめぼれ』で作ったお煎餅です。

蜂蜜をたっぷりと使用した、しっとり食感 簡単レンジで5分。前沢牛入り釜飯。商業高校生と共同開発したフランス焼菓子

1本（720ml）　2,052円（税込）

20g入　250円（税込） 1個（1人前）　810円（税込）

5個入　260円（税込）

6袋入　800円（税込）

1個　378円（税込）

40g入　432円（税込）

200g×10袋入　2,750円（税込）

10個入　1,450円（税込）

16個入　650円（税込） 10個入　3,780円（税込）

8袋入　1,350円（税込）

5個入　4,320円（税込）

1個　480円（税込）

1箱（3本入）　2,592円（税込）

1本（150ml）　350円（税込）

5食入　1,080円（税込）

1本（500ml）　160円（税込）1本（720ml）　1,404円（税込）

30入　2,322円（税込）

6本入　2,786円（税込）

18入　735円（税込）

10個入　965円（税込）

18入　1,080円（税込）

1個入　1,320円（税込） 1個（1人前）　810円（税込）5個入　1,134円（税込）

酒米・酵母・麹・蔵人　すべてが岩手。地力を活か
し、地力で作った奥州市前沢のチカラの結集です。

（株）デジアイズ　TEL 0197-56-2014
●買えるお店：イオン前沢店
前沢区向田2丁目85（マップ D-4）

8:00～21:00  なし
●ほかに：小林酒店、Kマート、
吉田酒店、萬屋エンドー

http://www.digiis-sanchoku.com/ousyuhikariichidai/index.html

自家製はちみつバターを一枚一枚塗った丁寧なラス
ク。ラッキーやミラクルがやってくるという噂も。

地粉の店　やどり木
●買えるお店：地粉の店　やどり木
水沢区大鐘町1-3-2（マップ E-3）
 6:00～12:00
 日曜日・水曜日・第3火曜日

http://jigona-yadorigi.com

奥州の『ひとめぼれ』をアルファ化したものに、前沢牛入
りの釜飯の素を混ぜ、レンジで5分で釜飯が出来上がり
ます。　 せんや （株）水沢米菓　TEL0197-47-1008
●買えるお店：みずさわ観光物産センター
水沢区西町1-1（マップ D-3）
 9:00～18:00

●ほかに：後藤屋、コープアテルイ、
奥州市内道の駅等

http://www.senya1008.com/

江刺金札米の米粉で手作りパンを焼きました。
米粉ならではのもちもち食感と、腹もちの良さが特
徴です。　夢の里工房はらたい　TEL0197-35-0030
●買えるお店：江刺ふるさと市場
江刺区愛宕字金谷83-2

（マップ E-3）
 9:00～18:00  1/1～3

●ほかに：水沢ホーマック産直
http://www.haratai-komepan.com

江刺産のりんごを100%使用。りんごをじっくり丁寧
に乾燥して、更に美味しさUP！美容と健康にも◎!!
就労継続支援B型　えさしふれあい工房　TEL0197-35-8167

●買えるお店：江刺ふるさと市場
江刺区愛宕金谷83-2（マップ E-3）
 9:00～18:00  1/1～3

●ほかに：えさしふれあい工房
http://www.juseikai.or.jp/index.html

麹のほんのりした甘み、江刺りんごの芳純な香りが
絶妙に溶け合い、甘酒のイメージをくつがえす新感
覚の味わい。

（有）高善商店　TEL0197-35-1279
●買えるお店：麹屋　高善　江刺区中町3-20
（マップ E-2）  9:00～17:30  火曜日
●ほかに：スーパースーパーマーケットサンエー、
江刺ふるさと市場

http://shop.takazen.biz

江刺で生まれた「藤原ロマン」をそのままセミドライ
フルーツにしました。凝縮されたりんごの美味しさ
が味わえます。

紅果園　TEL0197-35-4285
●買えるお店：江刺ふるさと市場
江刺区愛宕金谷83-2（マップ E-3）
 9:00～18:00  1/1～3

●ほかに：紅果園

そば通の地元生産者が栽培したそば粉を使用。自家
製粉で藪系のそばに挽き込み、風味豊かに仕上げま
した。

そば処もちた屋　TEL0197-35-3535
●買えるお店：そば処もちた屋
江刺区岩谷堂五位塚697-1

 （マップ E-2）
 11:00～15:00  年中無休

http://www.mochitaya.com/

発売から70年。原材料にこだわり一つ一つ丁寧に焼
き上げました。粒あん、ごまあん、季節限定商品。

菓子処　後藤屋　TEL0197-23-2931
●買えるお店：菓子処　後藤屋
水沢区大町78 （マップ E-3）
 8:30～18:30  なし

http://www.mugituki.com

地元の青梅を使い、天日塩、赤シソのみで漬けていま
す。（塩分15％）

黒石梅の里生産組合　TEL0197-26-2151
●買えるお店：産直来夢くん
水沢区真城杉ノ下51（マップ E-3）
 9:00～18:00
 毎月第2水曜日

農家自らが作った料理用トマト「すずこま」のピュー
レーです。生食用のトマトと違い、熱を加えると旨み
とコクが増すトマトです。

農事組合法人 上小田代　TEL0197-32-2533
●買えるお店：江刺ふるさと市場
江刺区愛宕字金谷83-2（マップ E-3）
 9:00～18:00
 1/1～3

水沢銘菓“駒ヶ岳”はアーモンドを主原料に焼きあげま
した。独特の香りと風味は当店自慢の逸品です。

（有）柳屋　TEL0197-23-4756
●買えるお店：水沢銘菓処　柳屋
水沢区大畑小路50（マップ D-3）
 9:30～19:00
 なし

自慢のスープは、農家が自らが栽培したクッキング用
トマト「すずこま」をぜいたくに使い、酸味と旨みを
いかしました。

農事組合法人 上小田代　TEL0197-32-2533
●買えるお店：江刺ふるさと市場
江刺区愛宕字金谷83-2（マップ E-3）
 9:00～18:00
 1/1～3

南部鉄器でひとつひとつつくる直径約13cmの焼き
ドーナツ。おから入りもあります。

地粉の店　やどり木
●買えるお店：地粉の店　やどり木
水沢区大鐘町1-3-2（マップ E-3）
 6:00～12:00
 日曜日・水曜日・第3火曜日

http://jigona-yadorigi.com

江刺産りんごの自家製りんごを品種毎にしぼった、
100％ストレート果汁のりんごジュースです。
ミズサキノート（カフェ・店舗）　TEL0197-35-8548
●買えるお店：ミズサキノート
江刺区稲瀬字水先595-2

（マップ D-2）
 10:00～17:00
 日曜日～水曜日

http://mizusaki.shop-pro.jp/

「焼肉用」「野菜たっぷり」「ヨーグルト」の3種類をご用
意！3種類を詰め合わせたギフト箱もあります。
岩手ふるさと農業協同組合　流通販売課
TEL0197-41-5215
●買えるお店：産直来夢くん
水沢区真城杉ノ下51（マップ E-3）
 9:00～18:00 毎月第2水曜日

●ほかに：菜旬館、米工房
http://www.jafurusato.or.jp

お米のもちもちつるつるとしたのどごしを鴨がら・鮭
節・カレーの3種のスープでお楽しみいただけます。
JA江刺金札米販売センター　TEL0120-898948
●買えるお店：江刺ふるさと市場
江刺区愛宕字金谷83-2 （マップ E-3）
 9:00～18:00  1/1～3

●ほかに：スーパースーパーマーケット
サンエー、えさし藤原の郷

http://www.ec-esashi-furusato.com/eccube/index.php

原料に奥州市衣川産のはと麦を100％使用しており、
殻つきはと麦を焙煎した香ばしい風味が特徴です。
岩手ふるさと農業協同組合　流通販売課　TEL0197-41-5215
●買えるお店：産直来夢くん
水沢区真城杉ノ下51（マップ E-3）
 9:00～18:00  毎月第2水曜日

●ほかに：菜旬館、米工房、道の駅みずさわ、えさし藤原の郷、
衣川荘、とうほくニュージーランド村、国見平温泉、黒滝温泉

http://www.jafurusato.or.jp

「江刺金札米」のふくよかな甘みを凝縮した優しい味
わいに仕上がっています。（15度以上16度未満）
JA江刺金札米販売センター　TEL0120-898948

●買えるお店：江刺ふるさと市場
江刺区愛宕字金谷83-2 （マップ E-3）
 9:00～18:00  1/1～3

●ほかに：JA江刺ふれあいセンター
http://www.jaesashi.or.jp/

奥州の澄んだ空気と水で育まれた銘柄米『ひとめぼ
れ』を主原料に職人が心を込めて焼き上げたお煎餅。

せんや（株）水沢米菓　TEL0197-47-1008
●買えるお店：みずさわ観光物産センター
水沢区西町1-1（マップ D-3）
 9:00～18:00

●ほかに：後藤屋、コープアテルイ、奥州市内道の駅等
http://www.senya1008.com/

江刺りんごの「サンつがる・ジョナゴールド・サンふじ」を
使用した濃縮還元をしていないストレート果汁です。

JA江刺園芸センター　TEL0120-35-3127
●買えるお店：スーパー
スーパーマーケットサンエー

　（マップ E-2）
http://www.ec-esashi-furusato.com/
eccube/index.php

せんやの売れ筋3種類が入ったお煎餅
せんや （株）水沢米菓　TEL0197-47-1008

●買えるお店：みずさわ観光物産センター
水沢区西町1-1（マップ D-3）
 9:00～18:00

●ほかに：後藤屋、コープアテルイ、
奥州市内道の駅等

http://www.senya1008.com/

胆沢のピーマンを使った変わり種饅頭。ピーマン嫌
いのお子さんにもイケるかも!?

まるかん菓子店　TEL0197-46-2382
●買えるお店：まるかん菓子店
胆沢区南都田字国分262-2（マップ D-3）
 7:00～19:00
 月曜日

奥州産米『ひとめぼれ』を主原料に職人が一枚一枚
心を込めて焼き上げたお煎餅。

せんや （株）水沢米菓　TEL0197-47-1008
●買えるお店：みずさわ観光物産センター
水沢区西町1-1（マップ D-3）
 9:00～18:00

●ほかに：後藤屋、コープアテルイ、
奥州市内道の駅等

http://www.senya1008.com/

奥州市産の蜂蜜・卵を使用した、大自然の美味しさ
が「ぎゅっ」と詰まったバウムクーヘンです。

（株）きくや　TEL0120-564-827
●買えるお店：フルールきくや　常盤通店
水沢区佐倉河後樋107（マップ E-3）
 10:00～19:00  1/1

■ほかに　前沢本店、大鐘店、
イオン前沢店、江刺店

http://www.e-kikuya.co.jp/

奥州の『ひとめぼれ』をアルファ化したものに、前沢牛入
りの釜飯の素を混ぜ、レンジで5分で釜飯が出来上がり
ます。　 せんや （株）水沢米菓　TEL0197-47-1008
●買えるお店：みずさわ観光物産センター
水沢区西町1-1（マップ D-3）
 9:00～18:00

●ほかに：後藤屋、コープアテルイ、
奥州市内道の駅等

http://www.senya1008.com/

水沢商業高校の生徒さんと共同開発し、奥州市産米粉
を100％使用。しっとりモチモチの食感が人気です。

（有）銘菓処 高千代　TEL0197-23-7726
●買えるお店：（有）銘菓処 高千代
水沢区吉小路18（マップ D-3）
 9:30～19:00
 1/1

http://www.takachiyo.net

常温 常温

常温 常温

常温

常温 常温

常温 常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温常温

常温

要冷凍 要冷蔵常温 常温

常温常温

の食材を使ったこだわりのお土産品
米市産原料 梅市産原料

米市産原料

そば市産原料

米市産原料

米市産原料 米市産原料卵市産原料

小豆市産原料

米、卵、牛乳市産原料

りんご市産原料

米市産原料

米市産原料

米市産原料

はちみつ市産原料

りんご市産原料

りんご市産原料 なたね油、ピーマン、玉ねぎなど市産原料はとむぎ市産原料

米、前沢牛市産原料

米、前沢牛市産原料

トマト市産原料 トマト市産原料

りんご市産原料

りんご市産原料

産産産産産産産産産産産産産産産産産市市市市市市市市市市市市市市市市市州州州州州州州州州州州州州州州州州奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥

 奥州サボン  お米でできた消臭スプレー コメッシュ  お米でできたアウトドアスプレー お米と桃のボディミルク　ピーチカーネル

おむすび煎餅

無農薬玄米×発酵から生まれた贅沢石けん 100％天然由来の消臭スプレー 厳選された素材はすべて自然由来 食べものを作るように丁寧に

3つの味のおむすび型のおせんべい

1個　2,160円（税込） 1個　1,944円（税込） 1個　2,322円（税込） 1個　3,780円（税込）

50g×3袋入　864円（税込）

奥州市産のお米を、麹、酵母の力で発酵させた「米も
ろみ粕」で作った無添加の洗顔石けん。

使われていなかった田んぼを再生させ、育てたお米からできた化粧品雑貨。
お米に新たな可能性を見出す地域循環プロジェクトから生まれました。

奥州市産のお米でできたエタノールに、消臭効果のあ
る微生物を配合した100％天然由来。

奥州市産のお米でできたエタノールに、和ハッカ、ユー
カリなど、虫がキライな香りを調合。

奥州市産のお米と、桃の種で作ったボディミルク。乳液
タイプで、全身にお使い頂けます。

（株）ファーメンステーション　TEL0197-47-5917
●買えるお店：まちの駅　水沢産直　水沢区西町1-1（マップ D-3）

 9:00～18:00  年末年始
http://shop.fermenstation.jp/

みそ、しお、しょうゆ味の無添加のお煎餅です。
奥州市の美味しい“ひとめぼれ”で作っています。

小野製粉所　TEL0197-23-3926
●買えるお店：えさし藤原の郷
江刺区岩谷堂小名丸86-1（マップ E-2）
 9:00～17:00  年中無休

●ほかに：煎餅屋、四代目清五郎

常温 常温 常温 常温

常温

米市産原料 米市産原料 米市産原料 米市産原料

米市産原料


