
平成29年度地域経済産業活性化対策委託費（6次産業化等へ向けた事業者間マッチング等支援事業）

参加事業者商品紹介
ふくしまみらいチャレンジプロジェクト



実施概要
対象事業者の販路開拓や新たなビジネスの創出に向けた事業者間マッチ
ングを行うことで事業者の帰還、事業・生業の再建を通じ、まちの復興を後
押しすることを目的として、持続的な経営・地域での産業創出を支援します。

本プロジェクトの対象事業者
東日本大震災時に12市町村（田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、
富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村）で事業を
行っていた事業者及び現在12市町村において事業を実施している事業者。

作り手の思いのこもった逸品たちをもっと多くの方々に知っていただきたい。

私たちが取り組むのは、相双12市町村の事業者のみなさまの

地域愛にあふれ、未来に目を向けた新しいチャレンジへのサポートです。

事業・生業再開や再建を目指し、果敢にチャレンジを続ける方々の

商品の改良・開発、テスト販売やマッチング、販路開拓などを、

事業者や地域のみなさまとともに、続けてまいりました。

それは、地域の将来につながる、新しい価値の創造を目指す取り組みでもあります。

もう一度ここで、根を張り枝を伸ばし、末長く続く未来への循環を。

数々の熱いチャレンジの一部をここに、ご紹介いたします。

はじめ に

【4つのプロジェクトサポート】

ふくしまみらいチャレンジプロジェクトとは

商品改良 新商品開発 販売促進 流通支援
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合資会社 旭屋

旭屋 とまとらーめん3食 ギフト

福島県いわき市にある、『とまと
ランドいわき』で栽培する生食用
のブランドトマト「サンシャイン
トマト」のみを贅沢に使ったスー
プが、自慢の麺に絶妙にマッチ。
トマトベースで、炒め玉ねぎの
味わいが効いたこだわりのスー
プは、あっさりながらコクのある
味わい深い仕上がりです。

なみえ焼そば2食 袋入り

浪江のソウルフード「なみえ焼そば」ほか
家庭で手軽に味わう生きた本格麺。

1935年に、米穀・製粉・乾麺製造業として浪江駅前にて創業。生
麺、ゆで麺と商品の幅を広げ、安全で造り手の見えるおいしい麺を
つくり続けています。現在は郡山市に事務所を構え、生きた麺だか
らこそのおいしさを追求。「なみえ焼そば」は、浪江町で愛される極
太麺と濃厚ソースが特徴の焼そばで、B級グルメとしても知られま
す。町内の飲食店で提供されてきましたが、1979年に、旭屋から「1
食用太麺」が発売されて以来、家庭でも楽しめるようになりました。

通常の焼そば麺の約３倍太い
『もっちり極太麺』です。麺、もや
し、バラ肉の３種の材料を炒め、
添付のオリジナル濃厚ソースを
絡めれば出来上がりです。もち
もちとしてコシのある太麺に濃
厚でスパイシーなソースが絡
み、シャキシャキとした歯ごたえ
のもやしが食欲をそそります。

親父の小言みそらーめん3食 ギフト

味噌ベースのスープに、清酒
「親父の小言」の酒粕を練り込
んだ、クリーミーでクセになる味
わい。これに最適な麺として採
用した昔ながらの細麺は、スー
プがよく麺に絡むようウェーブ
をかけています。お好みによりメ
ンマ、焼き豚、ゆで玉子と季節の
野菜などを添えると一層美味。

なみえ焼そば3食 ギフト

通常の焼そば麺の約３倍太い
『もっちり極太麺』です。ギフト
箱仕様で、ご贈答用にもぴった
り。「なみえ焼きそば」はとてもシ
ンプルで、麺、もやし、バラ肉を
炒め、添付のオリジナル濃厚
ソースを絡めれば出来上がりで
す。麺１袋に対し、もやし170ｇ、
豚バラ50ｇが黄金比率です。
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有限会社 扇田食品

とうふまんじゅう

豆乳・おから・大豆・とうふの
入った、とうふ屋ならではのヘ
ルシーまんじゅう。皮にはとうふ
と豆乳を、餡には主におからを
使用。まるで、大豆をそのまま食
べているような、濃厚な味わい
を楽しめます。じっくり低温で2
度蒸すことで生まれた、ふっくら
しっとりした食感をどうぞ。

青ばた川俣にがりとうふ

素材と手作りへのこだわりは当たり前
さらに深化と進化を続ける大豆製品たち。

国内の農家と栽培契約した最高級の大豆、天然にがり、阿武隈山
系の名水を使用し、手作りにこだわったとうふ作りを続けていま
す。大豆の特徴を見極めブレンドし、その豆の持つ風味を存分に引
き出せるよう、日々研鑽を重ねて作られるとうふは、県外にも知ら
れ、幅広い世代に愛されています。近年は、とうふだけにとどまら
ず、大豆を使った新しい商品づくりも展開。豆乳や揚げもの、納豆、
とうふを使った和菓子やスイーツなども人気商品となっています。

甘みのある青ばた大豆は、古く
から“ずんだ”の材料などとして
も知られます。その、国内産の
厳選青ばた大豆と天然にがり、
名水を使用した手作りとうふで
す。伝統の技術により、青ばた
大豆の風味を引き出したこだわ
りの逸品。夏は冷奴に、冬は湯
どうふなどがおすすめです。

塩で食べる納豆

シンプルに塩で味わう、とうふ
屋が考えた納豆です。山形県と
岩手県産の、大粒の秘伝大豆だ
けを厳選使用。じっくり熟成発
酵させることで、青ばた大豆の
うまさが引き出され、際立ちま
す。大粒で食べごたえがあり、日
本酒やワインのおつまみにも、
実はとてもマッチする商品です。
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みそ漬処 香の蔵

あん肝のみそ漬

あんこうの肝を、贅沢にみそ漬に
しました。みそ漬にすることで、
あん肝特有のクセはなくなり、濃
厚な旨味が増します。そのとろけ
るような舌触りは日本酒の肴と
しても喜ばれ、意外にも20代～
30代の女性にもファンの多い
商品。合成着色料・化学調味料・
保存料等は一切不使用です。

醍醐とうふ（おとうふのみそ漬）

手間を惜しまない伝統製法が生む
新食感のみそ漬が静かなブーム。

1940年の創業以来、きゅうりの乳酸発酵漬け込みを行う、乳酸菌
や酵母菌を使った商品づくりのプロフェッショナル。初代から続く、
トキワきゅうりを極限まで乳酸発酵させた、薄味で食べやすい漬物
は、「相馬きゅうり漬」として、代表商品に成長しています。「みそ漬
処 香の蔵」では、豆腐やクリームチーズなどの味噌漬が大好評。下
漬け・本漬けを違う味噌床に漬け込み、タンク内の味噌漬を撹拌し
続け、やさしい味わいの商品を手間暇惜しまず作り続けています。

豆腐を味噌に漬込み、半年間に
わたり低温熟成させることで、
豆腐の中まで味噌が浸透し、と
ろっと滑らかな食感を実現しま
した。豆腐とは思えない、まるで
チーズのような味わいを楽しめ
ます。合成着色料・化学調味
料・保存料等は一切不使用。
大・小2種類で展開しています。

蔵醍醐 クリームチーズのみそ漬

クリームチーズを味噌に漬込む
ことで、チーズのコクと味噌の風
味が融合した、新しい発酵食品
です。ワインのおつまみや、ク
ラッカーにのせていただくもよ
し、サラダやアツアツのご飯にも
ぴったり。合成着色料・化学調
味料・保存料等は一切不使用。
大・小2種類で展開しています。

浜めし ‒しらす生姜‒

国産のしらすと国産の生姜を、
出汁の効いたしょうゆで漬込ん
だ、浜の香りと生姜の爽やかな
辛味が引き立つ一品です。その
ままご飯にのせたり、まぜご飯・
炊き込みご飯・冷奴の薬味等々
に大活躍。保存料は一切不使
用。平袋とお土産用の箱入りが
あります。
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DANONY（ダノニー）

栗の渋皮煮

川内村産の素材にこだわった
旬を味わう手作りスウィーツ。

季節のジャムや冬野菜のピクルス、ケーキなどが人気の、高原の
カフェとして名を知られたカフェ・ダノニー。その伝説のカフェの
心意気で、現在もダノニーとして、「柏餅」や「栗の渋川煮」などの
スウィーツを手作りし、道の駅などで販売しています。「川内村産
の素材を使った商品」「手作り」を基本コンセプトに、それぞれ試行
錯誤を重ねた商品を、一つひとつ丁寧に製造。パッケージリニュー
アルや新商品開発、イベント出展にも意欲的に取り組んでいます。

川内村産の栗の中でも特に大
粒で甘さのある“ぽろたん栗”。
旬の時期に入ったばかりの栗は
一番甘さがのっています。その
時期の大粒の栗だけを使用し、
さらに氷温熟成させてから渋皮
煮に仕上げます。ほっくりとした
栗の風味とラム酒の香りで、甘
すぎず優しい“大人味”をどうぞ。
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株式会社 ハム工房都路

荒びきウインナー

つなぎ不使用で肉の含有量が多
いため、赤身肉の歯ごたえの良い
食感が特徴です。肉の旨みを味
わえるよう、香辛料も控えめ。ボ
イルすると肉汁の旨みがあふれ
出ます。2014年、DLG（ドイツ農
業協会）食品競技会で、味、形、
スモーク色などの評価基準で満
点のみが受賞できる金賞受賞。

やまと豚 レバーの燻製

国産生肉を昔ながらの熟成工程で加工。
本場ドイツでも高評価、受賞続 ！々

岩手県産「やまと豚 米らぶ」を100％使用し、手間を惜しまず丁寧
に、一つひとつの商品を作りあげています。肉質がきめ細かく柔ら
かで、脂肪に甘みのある、風味抜群の「やまと豚 米らぶ」を、昔なが
らの熟成工程で加工することで、肉本来の旨味と、量産品には真
似できない芳醇な味わいを生み出します。素材の良さを生かすた
め、着色料・保存料は一切不使用。添加物は必要最低限にとどめ、
チームワークで安心・安全で「おいしい」商品を作り続けています。

グループ内農場から新鮮な生の
レバーを調達し、加工していま
す。そのためレバー特有の臭み
の気にならない上品な味に仕上
がっています。独自配合の灰持
酒を使用した漬込み液に、10日
間～漬込み、スモークの風味と
ネットリした食感が楽しめます。
ワインや日本酒との相性も抜群。

原木ロースハム（ブロック）

スモークの風味と肉のしっかりと
した食感が特徴。豚ロース肉に、
食塩、砂糖などで味付けしじっく
り味をしみこませ、さらに、豚肉
本来の旨みを活かす塩分濃度で
の塩漬期間を約14日間置き、熟
成させて肉の旨みを引き出してい
ます。2017年、DLG（ドイツ農業
協会）食品競技会で銀賞受賞。

ベーコン（ブロック）

豚ばら肉に、食塩、砂糖、調味料
などを擦り込んでじっくり味を
しみこませ、さらに熟成させるこ
とで肉の旨みを引き出していま
す。脂身に甘味のある、しつこさ
のない味と、スモークの風味、肉
のしっかりとした食感が特徴で
す。2017年、DLG（ドイツ農業
協会）食品競技会で金賞受賞。
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有限会社 福相食品工業

牛たんスモーク

南相馬市は仙台から近いこと
と、加工技術があったことから、
牛たん加工の下請けが盛んでし
た。自然の恵みを余すところなく
いただく、文化ともいえます。本
商品は、その伝統の技術により、
タン先の歯ごたえのよい食感が
あるのが特長。そのまま酒や
ビールの肴として楽しめます。

ロースト焼豚

江戸末期からの伝統と斬新さを
兼ね備えた燻製は、やみつき必至。

1940年代に、食肉加工品の店として旧小高町に創業し、会社設
立を経て食肉加工品の卸に発展。大手百貨店への出店、取引経
験も多数の実力派。もともとのルーツは古く、幕末の頃からすで
に、この地に伝わる「小高ハム」の製造を手掛けていたと伝えら
れ、現在も江戸末期からの製法を守り続けています。特注の燻
製機を使った独特の燻し方で、ふくよかで力強い風味を実現。伝
統と斬新さを兼ね備えた、新商品開発を積極的に行っています。

「秘伝のタレ」の独特な風味に
ファンの多い逸品。かつては
「ロース焼豚」を販売していたと
ころ、昭和50年代にロース肉が
不足し、製造中止に。すると苦情
が殺到したため、原料をモモ肉
に、品名を焼いて作る＝ロースト
と切り替え、現在も生産を続ける
ロングセラー商品になりました。

厚切りベーコン

スモーク処理は、肉を吊るした真
下でチップを燃やす直下式。昔
ながらの手間暇かけた製法で、
大量生産品とはまったく別物の、
肉そのものの食感が味わえます。
また、工場内にオートマチックの
ベーコン製造機がないため、そ
の製造工程上からも「手造り」の
表示が認められています。

牛たん串（業務用）

牛たんのパーツの中でも、柔ら
かい霜降りの部分を使用してお
り、常磐自動車道SAでも人気商
品です。下味は薄味になってお
り、調理後に塩コショウ等を直
接振りかけて提供します。フライ
パン等で焼く、または炭火やス
チームコンベクションオーブン
（スチコン）にも対応しています。
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株式会社 マツバヤ

清酒 親父の小言 
純米酒 雪室貯蔵

手造りにこだわり、小仕込みにて
丁寧に醸造した酒を、雪室貯蔵
しています。穏やかな口中香と
米の旨みの調和がとれた味わい
は、冷やでも楽しめますが、常温
やぬる燗で、ますます滑らかさと
柔らかさを増し旨みの余韻も拡
がります。濃い味やシンプルな
味付けの料理との相性が抜群。

清酒 親父の小言 
山廃仕込み純米大吟醸

心に響く処世訓「親父の小言」と
地域愛溢れる商品のコラボレーション！

「親父の小言」は、江戸時代嘉永年間に流布したとされる処世訓。昭
和初期に福島県浪江町の古刹「大聖寺」の和尚がそれを整理し、家
族や信徒に残したものが現代版「親父の小言」のはじまりです。昭和
30年代に、浪江町で商店を営んでいたマツバヤが、許可を得て額
装し商品化したところ、その味わい深い独特な書体と普遍的なメッ
セージが多くの人の心に響き、一気に全国に広がりました。震災後、
「親父の小言」は、復興を願うオリジナルブランドとして蘇りました。

伝統的な酵母育成法である山
廃仕込みを取り入れ、きめ細か
くも味のボリュームと品格を併
せ持った純米大吟醸です。日本
酒「親父の小言」は、浪江町請戸
にあった江戸時代から続く鈴木
酒造店が、山形県長井市の新天
地にて、全て手造りにこだわり、
小仕込みにて醸造しています。

清酒 親父の小言 
袋吊り大吟醸

発酵したもろみを袋吊りにし、
垂れ落ちた雫のみを集めた超
限定の大吟醸。手造りにこだわ
り、小仕込みにて丁寧に醸造し
ています。和・洋食に合う、香り、
ふくよかさ、繊細な味の移ろい、
余韻、全てが最上質です。冷酒
にてグラスに少量注ぎ、香りを
楽しみながらお楽しみください。

清酒 親父の小言 
本醸造辛口

大辛口ながらも繊細で緻密な味
わいが爽やかな旨みを与え、辛
いだけの辛口ではなく、飲み飽き
ずに盃を重ねられます。手造り
にこだわり、小仕込みにて丁寧
に醸造。素材の薫りを楽しむよう
な料理に抜群の相性で、熱燗で
は名刀の切れ味の如く、動物系
油脂を斬るように味わえます。



ふくしまみらいチャレンジプロジェクト事務局
経済産業省委託事業

〒160-0004 新宿区四谷1-2 三浜ビル5Ｆ

TEL：03-6380-5490　FAX：03-6380-6805

contact@fukush ima-mira i .jp

ht tps://f ukush ima-cha l lenge.go.jp/

〔営業時間〕平日10：00～17：00（土日・祭日除く）




