
青森県町村会から
選りすぐりの物産がいっぱい！
神楽坂に青森の産品が一堂に！！ 2,000円以上ご購入のお客様に2,000円ごとに

1回抽選ができます。 ※賞品がなくなり次第終了

青森県を代表する新聞社
青森県町村会 × 期間中、毎日チャンスあり！！

※賞品は写真と異なる
　場合がございます。

福引き
大会

12/16まで
!

抽選で青森県産品
プレゼント！

カリポリ貝ひも しお味

☎017-757-2652
㈲アラコウ水産

40g 572円（税込）

ホタテ貝ひもと津軽
海峡のしおの旨みを
堪能できる逸品!

平内町
とまとけちゃっぷ

☎0174-27-3166
蓬田トマト加工グループ

1瓶（280g） 670円

蓬田村産桃太郎トマ
トの旨みを詰め込ん
だとまとけちゃっぷ。

蓬田村

深浦夕陽電球

☎0173-75-2261
ウェスパ椿山

1個 1,980円（税込）

深浦町が誇る日本海
の夕陽をイメージし
た、ＬＥＤ電球。

深浦町
樹熟りんごジュース（mix)

☎0172-85-2911
（一財）ブナの里白神公社

1本（1L） 850円（税込）

白神山地の麓で育った甘
い樹熟りんごを100％使
用。4種類のりんごをバラ
ンスよくmixしています。

西目屋村
ドレッシング トマト「麗夏」限定使用

☎0172-26-6901
㈱ふじさきファーマーズLABO

1本（180㎖） 540円

藤崎町産「麗夏」で仕
立てた若干の酸味が
特徴のドレッシング
です。

藤崎町

熟成にんにく元気くんカケラカップ

☎0176-68-3861
㈲天間林流通加工

1カップ（130g） 928円（税込）

青森県産にんにくを
約一か月熟成。酸味
と甘みが特徴の無添
加食品。

七戸町

「完熟」アップルジュース

☎0172-72-1500
（一財）りんごワーク研究所

1本(720㎖) 1,080円（税込）

完熟りんごのみ使用し
た、一人で飲みほした
くなるジュースです。

板柳町
339 STUBEN 7DAYS

☎0173-23-5703
㈱WANO Winery

1本（750㎖）1,944円（税込）

『つるたスチューベン
のワイン』是非一度ご
賞味ください。

鶴田町
完熟スチューベン原液

0120-911-210
㈲津軽ぶどう村

１本（720㎖） 1,300円（税込）

朝一番、目覚めの１杯
にぶどうジュースを。

鶴田町
中泊メバルでチン！

☎0173-57-5054
中泊町特産物直売所ピュア

1尾 1,500円（税込）

中泊はメバルの水揚
げ青森県No.1。メバ
ルの煮付けをレンジ
でチン。

中泊町

野辺地葉つきこかぶのカルパッチョソース

☎0175-64-2164

地域資源活用特産品検討委員会
（野辺地町商工会）

1瓶（140g） 520円（税込）

ほたてや白身魚のお
刺身、サラダにもどう
ぞ！！

野辺地町
ヤマサ醤油

☎0175-64-2437
野坂味噌・醤油店

1本（1L） 600円（税込）

創業明治10年、
品質本位。
特に刺身かけしょうゆ
に最適です。

野辺地町
かわらけつめい茶

☎0175-64-9555
（一財）野辺地町観光協会

1パック（40ｇ） 570円（税込）

煮出して芳ばしい、茶
がゆも出来る便利な
お茶パック入りです。

野辺地町
貴醸酒 駒泉 華頂

☎0176-62-2010
㈱盛田庄兵衛

1本（200㎖） 1,750円（税込）

水の代わりにお酒で
仕込んだ酒。貴醸酒
という大変珍しい日
本酒。※お酒は20歳から

七戸町

黒にんにく

☎0176-55-4134
㈱産直ろくのへの郷

1袋（120g） 750円（税込）

食べた後に、にんにく
特有の臭いがなく、フ
ルーツ感覚で食べら
れます。

六戸町

ブルーベリージュース

☎0175-72-4700

就労継続支援施設
かけはし

1本（500㎖） 1,500円（税込）

完熟果実をそのまま
搾ったストレート
ジュースです。

六ヶ所村
ひがしどおり十割そば

☎0175-47-2115
（一社）東通村産業振興公社

1袋（200g） 600円（税込）

東通村産の良質な玄
そばの風味を生かし、
石臼製法で丁寧に粉
挽きした逸品です。 

東通村
とろろ昆布

☎0175-32-1515
㈱熊谷商事

１袋（30ｇ） 378円（税込）

大間の天然最高級昆
布で作った食感と風
味をご堪能下さい。

大間町

おひさま色のミニトマトジュース

☎0172-58-2390
たざわトマト

1本（180㎖） 450円（税込）

食塩不使用。5種類の
ミニトマトを使った
無添加のストレート
ジュースです。

田舎館村

細目昆布粉粒

☎0174-36-2011
（同）袰月海宝

1袋（90g） 540円（税込）

振りかけて手軽に愛用。
食物繊維のフコイダン
やミネラル等ヌメリを
味わいながら食す。

今別町

スタミナ源たれビスケット

0120-31-3263
㈱お菓子のみやきん

1箱（7枚入） 540円（税込）

青森県民熱愛の味を
サクッと焼き上げた
おつまみビスケット。

七戸町

三五八

☎0178-84-2643
森田麹・味噌店

1カップ（300ｇ）700円（税込）

炒めて良し、煮て良し、
漬けて良し、塗って良し
の万能調味料。漬物、塩
辛が絶品になります。

南部町
妙丹柿くだもの酢

☎0178-75-1013
なんぶ農援㈱

1瓶（275ｍｌ） 972円（税込）

昔ながらの静置発酵法で
ゆっくりと発酵させて出来
た柿酢は、芳醇でまろやか
な味に仕上がっています。

南部町

試食・試飲コーナー

※一部の商品と限らせていただきますのであらかじめご容赦ください。

当日、お越しの際は試食・試飲コーナー
にて味わっていただけます。

青森県町村会（30町村）

カシスジャム

☎0174-25-2311
辻商店

1瓶（200ｇ） 800円（税込）

山と海に囲まれた農園
で、無農薬で育ったカシ
スを使用。甘さ控えめの
美味しいジャムです。

外ヶ浜町

特産地鶏シャモロックカレー

☎0178-61-1511
㈱グローバルフィールド

1箱（180g） 850円（税込）

青森シャモロックと
県産完熟りんごを煮
込んだ絶品カレー。

五戸町

天然わかめ

☎0178-89‐2648
㈱オダカネ

１袋（80g） 300円（税込）

収穫量が少ない貴重
なわかめです。磯の
香りが格別です。

階上町
乾燥しいたけ（菌床）

☎0178-88-5520
就労継続支援Ａ型事業所 心の里うぐいす

1袋（40g） 540円（税込）

厳選された菌床（きん
しょう）を使用し、丁寧
かつ清潔に栽培され、
肉厚で濃厚な味わい。

階上町

塩キャラ紅玉煎餅

☎0178-78-2511

（一財）新郷村
ふるさと活性化公社

1箱（6枚入） 1,080円（税込）

マイルドで深い味わ
いの塩キャラメルを
りんご煎餅でサンド。

新郷村

ホタテソフト

☎0175-38-4111
佐井村漁業協同組合

1袋（60g） 1,160円（税込）

青森県で水揚された
新鮮なホタテをボイ
ル・乾燥し、塩のみで
味付けしました。

佐井村
小山田せんべいセット

☎0179-22-0600
道の駅さんのへ

1セット 1,080円（税込）

サクサクとした食感
と素朴な味が、やみ
つきになります。

三戸町
風間浦昆布

☎0175-35-2010

風間浦村水産物開発
販売振興協議会

1袋（80g） 380円（税込）

津軽海峡産のこんぶ
はやわらくて低カロ
リーな健康食品です。

風間浦村

〝かっちゃ″のおかずだれ 

☎0176-57-0397
六戸町生活研究連合会

1瓶（100g） 600円（税込）

原材料は六戸産、調
味料は無添加！ にん
にく好きにはたまら
ない一品です。

六戸町にんにくだまり

めっぽう旨いつゆ

☎0175-77-3016
ろっかしょ村おこし和の工房

1本（300㎖） 780円（税込）

六ヶ所村泊地区で採
れた真昆布の旨味が
凝縮された万能つゆ。

六ヶ所村

なごみ

シードル、日本酒、ワイン、食料品等当たる！

※30町村の観光パンフレットなどを
　置いてあります。ご自由にどうぞ！！
　

※移住・定住パンフレットを置いて
　あります。ご自由にどうぞ！！

移住・定住コーナー 観光パンフレットコーナー


