七戸町恒例
《まける日》

お買得な２日間!!
あの「食べる」トマトジュースが
「農商工連携コーナー」にて
通常１本７００円を

２本で
販売店

￥1,000

レストランジュノン、ヤマサンストア、御菓子のみやきん十和田総本店

販売場所：イベント広場近く「農商工連携コーナー」
※農商工連携で共同開発した商品 も販売いたします。
レ ストラン ジュノン

桃太郎ギフト１００％（無添加）で
作りました。冬のトマトが採れない
時期でもトマトの美味しさを味わい、
栄養を補給することができます。
「農商工連携」
「本物健康志向」で
開発した商品もご賞味下さい。

七戸町民の皆様へ

昨年 ︑七戸町 商工会主 催の農商工 連
携セ ミ ナーを受講 し︑加工と 販売につ
いて 勉 強しました ︒トマト栽 培を始め
て十 六 年になりま すが︑秋の トマトは
味が 濃 厚でおいし いのに︑少 しの割れ
で規 格 外になって しまいもっ たいない
と思 っ ていました ︒そこで勉 強した通
りに ト マトジュー スに加工し ︑セミナ
ー の 参 加 者に 試 飲 して も らっ た とこ
ろ︑
﹁おいしい！﹂という反応が返って
きました︒
その セミナー を機に七 戸町商工会 に
入会 し ましたが︑ おかげさま で今は︑
商品 開 発・ホーム ページ・補 助事業な
どの 勉 強で︑充実 した︵忙し い︶日々
を過ごしております︒
農産物を生産するだけだった当社
が︑加工・販売にも取り組めたのは︑﹁雇
用拡 大 を図る﹂事 も一つの目 的である
県の ﹁ 農業法人等 経営強化モ デル支援
事業 ﹂ を活用し︑ ①加工の導 入による
付加 価 値の向上︑ ②インター ネット販
売等 新 たな販売方 法の導入︑ ③地域の
商工 業 者等と連携 した商品開 発︑の３
事業 に 昨年六月か ら取り組め たおかげ
だと思っております︒
今年 十二月の 新幹線開 業を一つの 目
標と し ︑農商工連 携で特産物 を使った
商品 を 開発し︑個 々の販売力 を結集さ
せて 売 り込んでい ければいい なあと思
っています︒
これ までは買 う側でし たが︑今年 は
売る側でまける日に参加いたします︒
商品 も安く販 売します が︑農業と 商
業を 通 じて︑七戸 町の将来を 明るくす
る方 法 について︑ 皆様と意見 交換でき
れば幸いです︒ぜひお出で下さい︒
有限会社みちのく農産
代表取締役
哘 清悦

★トマトジュース（当社オリジナル商品）

★トマトドレッシング

680 円／200ml

みちのく農産のトマトジュースで作
りました。カシスと黒にんにくのド
レッシングも作りました。地域の特
産物で作った個性ある健康志向のド
レッシングをぜひご賞味下さい。

天間林仕出しセンター

★濃縮トマトソース（無添加）850 円／300ｇ

★黒にんにく入りトマトソース(無添加)940 円/300g

トマトの旨みに隠し味を加えてをギュッ
と濃縮。オムレツ、チキンライス、今人
気のトマト鍋にも使える万能ソース。
一味違う美味しさを是非この機会に!

七戸産の黒にんにくをたっぷり入れた贅沢な
ソースです。濃縮トマトソースよりも甘くピ
ザソースとしても使え、濃縮トマトソースと
２種類あると料理の幅がぐんと広がります。

★トマトジャム（無添加）

★トマトヨーグルトソース(無添加)
480 円/220g トマトがちょっと苦手な方も大

あさがお

★トマトパン

300 円／120ｇ

白砂糖は一切使わずに無添加で作り
ました。自然の味をそのまま残した
体に優しいジャムができました。
トマトパンと合わせてご賞味下さい。

250 円／本

水の代わりにトマトジュースを使って
生地を作りました。トマトやカシスや
ブルーベリーなどの地場農産物を加工
して作ったジャムを付けて食べると、
一段と美味しく召し上がれます。

丈夫。ヨーグルトにかけてお召し上がり下さい。
トマトの赤い色が見た目もキレイで、体にも優し
いヨーグルトソースです。

★シフォンケーキ

200 円／個

規格外のニンジンを使ってみちのく農産が
作ったニンジンピューレを、生地とクリ
ームに使いました。煮込む事でニンジン
の持つ「甘さ」が引き出されています。
子どもにも「おいしい」と人気でした。

『グッドセブン』は当社のネットショップです。（http://www.good7.net/）
コンセプトは『七戸町民(７)の幸福(７)のために良い(good)商品を届ける』です。
七戸町商工会のＨＰ（http://www.shokokai.or.jp/shichinohe/）からも商品を注文することができます。

■トマトジュース（自社商品）
●トマトの機能性
トマトに含まれる赤い色素の
「リコピン」は、抗酸化作用が
ビタミン E の 100 倍、ベータカ
ロチンの 2 倍で、細胞のガン化
を防ぐ役割を持つ遺伝子を活性
化する機能があると考えられて
います。
実際に癌を患った人の血中リ
コピン濃度は、正常な人と比べ
ると低いと言われています。

●味と安全性 味については、良い微生物が増えるように、良質な堆肥や資材も投入し、
毎年土壌診断に基いた施肥・追肥を行い、トマトが必要とする成分と水分をこまめにバラ
ンス良く供給する事を心掛けています。Ｈ２１年産のトマトジュースは、糖度 7.0、コク
濃度 1.58 です。コク濃度は、蒸留水５０ｃｃに濾過した果汁１０ｃｃを加え十分攪拌し
た液体のＥＣ（電気伝導度）を測定した値です。コク濃度 1.5 が統計的に最もおいしいと
評価する人が多い数値です。ＥＣが１．５よりも低いと味が淡白になり、それ以上になる
と、喉や舌を刺激するような味になります。酸度（pH）は 4.4 でした。
安全性については、言葉や文字に安心を求めるのではなく、数字で確認する時代だと思
っています。「どんな農薬を何回使用したか？」（栽培履歴）よりも、「農薬が残っていな
いかどうか？」（残留農薬）が大事だと思います。Ｈ２１年産のトマトは、残留農薬の抜
き打ち検査で、全農薬成分が不検出でした。硝酸濃度は 250ppm でした。

参照：
「哘清悦ブログ」
（http://s-saso.jugem.jp/?eid=33）
「哘清悦のトマトジュースを徹底分析：数値で見る味と安全性」

■地産地消、食の安全、フェアトレード関連商品
120 円/本

★青森県産・岩手県産小麦粉

★奥入瀬珈琲

青森県産：きたかみ（薄力粉）
、ネバリ
ゴシ（中力粉）、岩手県産：ゆきちから
（強力粉）の価格は、250 円/800g、
1,300 円/5kg、6,250 円/25kg。

奥入瀬渓流の大自然のおいしさを
たっぷり含んだナチュラルミネラ
ルウォーター。その源流水を３
０％使用いたコーヒーです。

★有機栽培コーヒー豆

920 円/200g

多くの困難を乗り越えてコーヒーの有機栽培
（無農薬）を実現させたカルロス・フランコさ
ん（２００３年永眠）の遺志を継いだ生産者た
ちが栽培したとても香りがいいコーヒーです。

■経皮毒から健康を守る商品
経皮毒（けいひどく）とは、皮膚を通して（経皮）、体の中に毒が入ってくることです。私たちが日常使っているシャン
プーや洗剤などには、体に悪影響を及ぼす有害な化学物質が含まれています。現在急増しているアトピーなどのアレルギー
病や不妊症なども、この経皮毒が大きく関係しており、癌の原因の４分の１を占めるとも言われています。

★自然丸のマルセル（固形石けん）

360 円/500g

昔ながらの製法で、化学合成物質は一切使わず、動植物油脂
を枠に流し込んで固めて作った石けんで、溶けやすく心地よ
く使える石けんです。使いやすい大きさに切ってお使い下さ
い。河川を汚染する心配もなく安全で経済的な石けんです。

★自然丸の粉石けん

1,260 円/３kg

★自然丸の液体石けん

240 円／400ml

精製した食用油脂で作った化学物質無添加の食器洗い用
液体石けんです。ポリ公害と無駄を省いた詰め替えタイ
プです。今まで使っていた容器を捨てずに詰め替えて下
さい。シャンプーとして使って頂いても大丈夫です。

★イナータス・スキンケア化粧品

天然油脂原料を中空粒状に仕上げた溶けやすい粉石けんで
す。合成界面活性剤や蛍光増白剤や香料などは一切不使用。
仕上がりも白さもナチュラルです。お肌のデリケートな方、
赤ちゃんの肌荒れやオムツかぶれにも安心して使えます。

化学合成物質で作られた化粧品の使用は、肌の病気やシミ
やシワの原因になります。化学合成物質を一切使わず天然
成分を生かした真に高品質なスキンケアで、肌の健康を取
り戻して下さい。
（http://www.innatus.co.jp/）

新規就農希望者・失業者・会員農家の支援事業
を可能な限り今年度も実施する予定です。
【農家の皆様へ】 農業は、担い手不足・高齢化と言われていますが、就農を希望する若年者の当社
への問合せや就農相談が増えております。彼らの就農支援と、会員農家の支援のために、「農業サポ
ーター制度」と並行して、
「農業資産継承事業」も実施したいと考えております。農地・施設・設備・
農機具・パイプハウス・コンテナ・支柱など、十分使えるのに現在は使っていないという農業資産が
ありましたらお知らせ下さい。植付けや収穫作業時に労働力が必要な方もご相談下さい。

【問い合わせ先】
有限会社みちのく農産

代表取締役

哘

清悦（さそう

〒039-2852 青森県上北郡七戸町字哘 118
TEL･FAX：0176-68-4683 携帯：090-2880-0007

せいえつ）

e-mail：saso@r20.7-dj.com

