
　私たちりんご生産者は、高品質な岩手のりん
ごを消費者にお届けするため、生産から販売ま
で、産地一丸となって日々取り組んでいます。
　特に、岩手冬恋研究会では、岩手で生まれ
たりんご品種「はるか」の中から、糖度16度
以上・蜜入り指数3.0以上という非常に高い基
準で厳選して、最高級の“プレミアム冬恋”とし
て、全国に出荷しております。
　こうしたりんご生産者の努力と、岩手の風土
で育まれた高品質な岩手の県産りんごを楽しむ
2週間をぜひご堪能下さい。

　岩手のりんごは、収穫の時期に応じて、色・
味・食感のバラエティに富んだ品種が楽しめ、
その品質は、国内外の流通関係者からも高い評
価をいただいております。
　今回、「りんご産地岩手」を県内外にアピー
ルするため、キャンペーン「岩手アップルⅡ
weeks2017」を初めて企画したところ、ＪＲ東
日本㈱様を始めとする関係者の皆様から広く御
協賛をいただくことができました。飲食店や菓
子店も含め、様々な形で岩手のりんごを楽しむ
２週間をぜひ盛り上げてまいりましょう。

　県産りんごにあらためて触れることで、もっと地元が好きになるイベントを開催します。岩手県は全国４位のりんご
生産地で、年間購入金額は全国１位というりんごが大好きな県！中でも「冬恋」は糖度や蜜入りにこだわった岩手のプ
レミアムりんご。そこで、冬の恋のイベント・バレンタインデーの２か月前である12月14日を「いわて冬恋day」と名
付け、記念イベントを開催いたします。同日、東京上野駅の「いわて産直市」でも冬恋販売PRを行い、首都圏の人々
にも岩手県産りんごのおいしさを広めます。
　県産りんご関連商品を販売するほかに、貴重な冬恋プレミアムBOXを販売。これを機会に岩手のりんごを食べ比べて
みてください。盛岡駅　2階北側コンコースには、りんごの装飾パネルを配置し、記念の日にぴったりの撮影スポット
として、「冬恋day」を盛り上げます。岩手のりんごを満喫する一日に、ぜひご参加下さい。

安全・安心・高品質な岩手のブランドりんご
キャンペーン「岩手アップルⅡweeks 2017」、
岩手のりんごを楽しむ 2 週間をぜひ盛り上げて行きましょう

プレミアムなりんご記念日にしよう！
「いわて冬恋 day」記念イベント

12月14日（木）　11: 00～18:00 盛岡駅　2 階北側コンコース

岩手冬恋研究会 会長
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※オリジナルメニューのメイン食材は岩手県産の食材を使用
　していますが、仕入れ状況により変更になる場合があります。
※写真・イラストは全てイメージです。

フェア参加施設

JR東日本東北サービス

2017

12 1 14（Tue）/ （Fri）
〜

愛情詰まった岩手のかわいいりんごが、
おいしい料理になりました。
甘酸っぱいハーモニーが冬を彩ります。

［共同開催］

いわて 食材発信 プロジェクト

※写真はイメージです。

検 索

盛岡駅構内店・フェザン
ホテルメトロポリタン盛岡

　　　   にて開催 

に恋する季節がやってきた！

岩手のりんごがおいしい理由

　岩手のりんごは酸味と甘みのバランスもよく、形はふっく
ら。自然豊かな産地で育ち、農家さんの愛情が込められてい
ます。岩手は昼と夜の温暖差が大きいため蜜が入りやすく、
特に甘いりんごになります。蜜は熟度が進んでいることを表
わしています。
　おいしい秘密はこだわりの栽培方法にあります。県内で多く
採用されている「わい化栽培」は、りんごの樹にまんべんなく
太陽の光が届くように育てる栽培方法です。さらに、袋をかけ
ない「無袋栽培」で育てることによって、りんごは養分をたっ
ぷり蓄えて糖度が高くなり、コクのある味わいになります。

　りんごには体を温める効果があるため、冬に食べても体を
冷さない数少ない果物のひとつです。「1日1個のりんごで
医者いらず」と言われるほど、体にいい成分が含まれていま
す。りんごに含まれるポリフェノールには肌を白く美しくす
る効果があります。ほかにも体の内側から疲れを癒すなど、
健康面にも効果は抜群です。さらに、りんご100g当たりのエ
ネルギーは約57キロカロリーと、カロリーが低めで体に優し
い食べ物です。
　りんごはそのまま食べても料理に使ってもおいしい食材。
今が旬の岩手のりんごをたくさん味わいましょう。

冬恋とは？
「冬恋」は、岩手生まれのりんご品種「はるか」を一玉ずつ、光センサー選果機
にかけて、独自の選果基準である「糖度15度以上、蜜入り指数2.5以上」の果実
のみを認定しています。２枚重ねの特殊な袋を丁寧にかけることで
果実品質が高まり、「糖度」や「蜜入り」を保証しています。
歯ごたえのある食感と、凝縮された蜜と甘さが一味違う、
こだわりのプレミアムりんごです。

りんごは美容& 健康にピカイチ

岩手のりんごM EMO



生で食べるイメージがあるりんごですが、色々な調理方法があります。
お店によって違うりんご料理をお楽しみください。

いわての大地においしいりんごが実りました。
 お持ち帰りにぴったりなおすすめりんご商品が集まりました。

りんごがんづき
129円（税込）販売店：�

限定

10皿

※イングリッシュサイダーのセット
1,000 円（税込）もございます。
りんごを白金豚で巻き上げました。
食べやすい串のスタイルで、テリヤキ
ソースで甘じょっぱく仕上げ、ビール
との相性も最高の一品。 
取扱店：�

リンゴの白金豚巻テリヤキ串
1串700 円（税込）2串1,200 円（税込）

�ビア&ヴルスト ベアレン
営業時間  10:00～23:00
(フードL.O.22:00 ドリンクL.O.22：45)
提供時間  15:00～22:00
電話番号  019-601-5069

盛
もりもり

ア々ップル豚キムチ丼！ 1,080円（税込）
白金豚使用の豚キムチ丼。隠し味のすりりんごが味の決め手です。
食後にはかわいいウサギの形をしたりんごをどうぞ。

5南部いろり庵 盛岡駅店
営業時間  10:00～20:00 (L.O. 19:45)
提供時間  10:00～19:45
電話番号  019-626-1085

太陽いっぱいの
 りんごパイ

（1箱）972円（税込）
販売店：2 7

岩手奥州りんご
プリン 

（1箱）648円（税込）
販売店：1

りんご好き 500円（税込）
佐助豚のバラ肉とりんご、という意外な組み合わせ。
ぜひ生卵と絡めて食べていただきたい一品です。
4駅の串揚げ家
営業時間  平日16:00～21:30 (L.O. 21:00)
　　　　  土・日・祝15:00～20:30 (L.O. 20:00)
提供時間  平日16:00～21:00  土・日・祝15:00～20:00
電話番号  019-629-2112

エーデルワイン 720ml 1,555円（税込）
スパークリングワイン
星の果樹園シードルドライ取扱店：�

五枚橋ワイナリー
りんごワイン
ふじ・ジョナゴールド1,300 円（税込） 
王林1,520 円（税込）
販売店：8

北の旬搾りりんごジュース
190g162円（税込）ガラス瓶1L756円（税込）
販売店：190g … 1 7、ガラス瓶… 7

北の旬搾りりんごゼリー
スタンディングパウチ 190g
216円（税込）販売店：7

りんごパイ
150円（税込）
販売店：�

創菓工房みやざわ
赤いほっぺ 150円（税込）
 6 個1,100 円（税込）
10個1,750 円（税込）
販売店：�

販売店：�

丸基屋 岩手りんごの
チーズタルト 259円（税込）
 6 個1,987 円（税込） 
10個3,024 円（税込）

スイーツだけじゃない
新しい味のりんご創作料理

りんごの酸味と
爽やかさを活かした甘い一品

ポンム・ラムレザン
550円（税込）

県産りんごサンド350円（税込）

①アップルパイ 518円（税込）

②アップルカスタード
  ドーナツ 410円（税込）

りんごグラタン
 324 円（税込）

シナモン風味の生地にりんごのコンポートを
のせて焼き上げ、バニラのババロアにラムレー
ズンを加えたムースを重ね合わせました。

カップアップルパイに濃厚なバニラアイスを添えて。
苦いコーヒーと共に季節の味覚を楽しめる一皿。

ベアレンイングリッシュ
サイダー330ml 420円（税込）
取扱店：�

コンポートにしたりんごを薄切りに重ねて飾り付け
ました。この時期らしい手作りスウィーツです。

りんごを使った甘みのある
爽やかなグラタンです。

ベアレン
アップルラガー
330ml 420円（税込）
取扱店：�

�ホテルメトロポリタン盛岡
　  NEW WING
　ティーラウンジ クローバー
営業時間  10：00～18：00
電話番号  019-625-1211

甘酸っぱいりんごのコンポートとホイップ
クリームをもっちりした福田パンにサンド
しました。今だけ食べられる限定 20 個
のメニューです。

6 iwate tetoteto
営業時間  7:15～20:00
提供時間  9:00～
電話番号  019-606-4832

赤武酒造 Liqueur Sweets
いわて完熟りんご 600円（税込）（ロック）

9純情産地いわての店
　 みのるダイニング
営業時間  10:00～22:00(L.O. 21：30)
提供時間  10:00～22:00
電話番号  019-601-7214

� AERON COFFEE & BEER STAND
営業時間  6：30～22：00 (L.O. 21：30)
提供時間  ①6:30～21:30  ②11:00～21:30
電話番号  019-909-0475

�回転鮨 清次郎
営業時間  10:00～22:00 (L.O. 21:00)
提供時間  11:30～21:00
電話番号  019-654-8015

岩手県産りんごを100％使用。華やかなりん
ごの香りが特徴のリキュールです。岩手の大
地で育った完熟りんごのおいしさをそのまま
閉じ込めています。

アップルパイ 400円（税込）
風味を生かしてりんごは甘さ控えめにコン
ポートし、サクサクのパイ生地で包み焼き
上げました。

� 銀河堂 1890
　 Sweets&Bakery
営業時間  8：00～22：00
提供時間  10：00～
電話番号  019-681-1890

田村さんちの皮ごと丸絞り
りんごジュース  200g 300円（税込）販売店：�

江刺りんごジュース 三姉妹
（サンつがる・ジョナゴールド・サンふじ）  

各種626円（税込） 販売店：�

干しりんご
540円（税込）
販売店：�

りんごどら焼き
129円（税込）
販売店：�

江刺りんごゼリー
（3種類・各1コ） 
194円（税込）販売店：�

リンゴ園の少女
160円（税込）
販売店：�

岩手県産りんご
各種取り揃えております。
販売店：�

いわてりんご日和
 108円（税込）販売店：�

岩手りんごと
チーズの
タルトケーキ

（1箱）918円（税込）
販売店：1 3

創菓工房みやざわ
焼きりんごパイ
700円（税込） 販売店：�

南昌さんさ
ジュース

（1缶）108円（税込）
販売店： 1  3

二戸佐助豚とリンゴのロースト 1,058円（税込）
二戸久慈ファームの佐助豚をジュー
シーに焼き上げて、香ばしいりんごの
ローストをのせて仕上げた一品です。

�フレスキッシマ
営業時間  10:00～22:00 (L.O. 21:30)
提供時間  17:00～21:30
電話番号  019-629-2235

お土産に喜ばれる
りんごを使ったかわいいお菓子

厳選された新鮮な
りんごは自然本来の
美味しさを味わえます

自宅でゆっくり味わう
ジューシー果汁が凝縮された一杯

�カワトクキューブミニ
営業時間  10:00～21:00
電話番号019-601-5700

�食彩工房
営業時間  10:00～21:00
電話番号  019-601-6163

�北星舘
営業時間  9:00～21:00
電話番号  019-654-7859

� TOMATOMAとつか
営業時間  10:00～21:00
電話番号  019-606-4755

�リカーコート プロースト
営業時間  10:00～21:00
電話番号  019-622-7812

�岩手菓子倶楽部
営業時間  9:00～21:00
電話番号  019-654-7661

� 御菓子司 山善
営業時間  9:00～21:00
電話番号  019-651-1666

� 三陸菓匠さいとう
営業時間  9:00～21:00
電話番号  019-652-8007

�東北めぐり いろといろ
営業時間  9:00～21:00
電話番号  019-601-7312

フェザン店
8岩手の酒屋KIKIZAKEYA
営業時間  9:00～21:00
電話番号  019-601-8008

�回進堂
営業時間  9:00～21:00
電話番号  019-613-2637

�フルールきくや
営業時間  9:00～21:00
電話番号  019-601-5678

7大地館
営業時間   8:00～20:40
電話番号   019-623-1033

1ぐるっと遊盛岡駅店
営業時間  8:00～19:40
電話番号  019-651-1904

3美味山海盛岡駅店
営業時間   7:15～20:45
電話番号   019-626-1905

2もりおか銘品館
営業時間  7:00～20:45
電話番号  019-606-5396
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アップルロール 432 円（税込）
りんごに昆布の旨みと塩味をつけ
て、自家製の蒸し海老と白身魚で
巻いた、見た目も華やかな手網寿
司です。ベアレン イングリッシュサイダー

650円（税込）

ベアレン イングリッシュサイダー
600円（税込）
サイダー1 本に岩手県産りんご 2 個分を使
用した、贅沢で自然な味わい。アルコールも
しっかり感じられます。
取扱店：9 �

岩手の大地で育った完熟りんごのおい
しさを、そのまま閉じ込めています。

ベアレン アップルラガー 500円（税込）
りんごを丸ごとしぼった果汁を麦汁と共に発酵させ、爽やかに仕上
げました。スッキリした飲み口が女性に人気です。
取扱店：�

限定

20個

くずまきワイン
滝沢りんごワイン ポム
1,400円（税込）販売店：8

りんごサンド
140円（税込）
販売店：�

めんこいりんご
185円（税込）販売店：�

岩手のりんご
３㎏セット  5,040 円（税込）
５㎏セット 7,200円（税込）

限定

10皿

販売店：�

料理には
岩手県産

ふじりんごを
使用


