
厳選された秋田の自信作
糖度・サイズなどの基準を、認定事業者が販売店等と連携して定めた高規格品です。

県内の登録生産者において、米を一定量給与された、肉質３等級以上の黒毛和牛です。
肉質は、“やわらかい”“旨味が強い”“脂の口溶けが良い”のが特長です。

時期 産地

認定事業者

比内地鶏
特定ＪＡＳよりも厳しい独自基準を設け、高品質な比内地鶏の生産に励んでいます。
肉の旨味と黄色を帯びた脂の深い味わいが自慢です。
<飼育方法>28日齢以降平飼い（１㎡当たり５羽以下）　<飼育期間>雌150日齢以上、雄100日齢以上

秋田牛

湖東プレミアム枝豆

時期 産地

認定事業者

通年 県全域

秋田牛ブランド推進協議会 秋田市山王四丁目1-1（秋田県農林水産部畜産振興課内） ☎018-860-1806

おいしい枝豆にこだわる県内の枝豆栽培生産者が、絶対美味しいと自信を持って出荷
した枝豆の中から、一徹豆専門官能検査員が毎日食味検査を行い、最上級の美味しさ
と認定したものを出荷します。

時期 産地

認定事業者

８月～9月 県全域

丸果秋田県青果株式会社 秋田市外旭川字待合28 ☎018-869-5511

技術の高い生産者を選定し、食味が良い品種を厳選しています。
レギュラー品とは異なる栽培基準で育てた上級の枝豆をお届けします。

時期 産地

認定事業者

８月上旬～９月下旬 五城目町・井川町・八郎潟町・潟上市

あきた湖東農業協同組合 南秋田郡五城目町字七倉123-2 ☎018-855-6221

通年 県全域

秋田県比内地鶏ブランド認証推進協議会 秋田市山王四丁目1-1（秋田県農林水産部畜産振興課内） ☎018-860-1806

秋田県農林水産部農業経済課販売戦略室
〒010-8570　秋田県秋田市山王四丁目1-1
TEL：018-860-1771　FAX：018-860-3806　Email:Hanbai@pref.akita.lg.jp

秋田県東京事務所
〒102-0093　東京都千代田区平河町二丁目6-3　都道府県会館７階
TEL：03-5212-9115　FAX：03-5212-9116　Email:tokyo@pref.akita.lg.jp

お問合せ

一徹豆［プレミアム枝豆］

（令和元年12月作成）

色づきが良く、大玉のものを厳選して、専用の化粧箱に箱詰めしています。
数量限定の甘くて美味しい極上の佐藤錦を是非ご賞味ください。

時期 産地

認定事業者

６月中旬～7月中旬 湯沢市三関地区

こまち農業協同組合 湯沢市北荒町5-8 ☎0183-79-2431

直径20cm前後、重さ3kg前後で、他の小玉すいかよりも少し大きめの県オリジナル
品種です。果肉のシャリ感と果皮近くまで楽しめる甘さが特長です。

時期 産地

認定事業者

６月下旬～８月下旬 県全域

㈱あきたベジフルサポート 秋田市外旭川字待合28 ☎018-853-7831

あきた夏丸チッチェ［小玉すいか］

佐藤錦［さくらんぼ］

ひろっこはアサツキの若芽で、雪の下から掘り出すため、綺麗な黄白色をしています。
豊かな風味とシャキシャキした食感がたまらない逸品で、春の訪れを告げる野菜です。

時期 産地

認定事業者

1月中旬～3月中旬 湯沢市相川地区

こまち農業協同組合 湯沢市北荒町5-8 ☎0183-73-3131

ひろっこ

一粒ひとつぶの生育を見極め、芳香と食味が引き立つ熟期に収穫しています。
愛情たっぷりのキイチゴをお届けします。

時期 産地

認定事業者

生：７月上旬～10月中旬　冷凍：通年 五城目町

五城目町キイチゴ研究会 南秋田郡五城目町西磯ノ目一丁目1-1 ☎018-852-5215

五城目キイチゴ

熟しても緑色のままで、小ぶりで食べやすい特長があります。品種は加工に適した
ホワイトゼノア。甘露煮を中心に、近年はジャムやコンポートにも使用されています。
また、期間限定で生食用の完熟いちじくとしても出荷しています。

時期 産地

認定事業者

9月中旬～11月上旬 にかほ市

にかほ市いちじく振興会 にかほ市金浦字花潟93-1 ☎0184-38-4303

いちじく

一般的な栗の1.5～2倍の重さがあり、大きいものは１個60g～70g以上になります。
実はふっくらしていて、煮栗や焼き栗、渋皮煮、和菓子、更には栗焼酎など様々な
用途で利用されています。

時期 産地

認定事業者

10月上旬～10月下旬 仙北市西木地区

西明寺栗生産販売事業協同組合 仙北市西木町小山田字八津249-1 ☎0187-47-3535

西明寺栗

県産広葉樹チップ使用の菌床栽培です。大型で肉厚な食感にビックリしてください。
菌床害菌や防虫などの管理を徹底し、無農薬で安全なきくらげです。

時期 産地

認定事業者

6月～11月 横手市

高橋農園 横手市平鹿町醍醐字明沢126 ☎0182-25-3762

きくらげ

菌床には白神山地の秋田杉の“おが粉”をふんだんに使用しています。
カサの直径が約10cm、重さが1個約100gと大きく肉厚です。
なめらかでコリコリした食感と旨味は、まるであわびのようです。

時期 産地

認定事業者

通年 秋田市

㈱白神カンパニー 秋田市仁井田小中島70-1 ☎018-838-0821

白神あわび茸

ふつうの大根より短く太い“ぽっちゃり体型”で、重量感があります。
かなり強い辛みを持つ一方、他の辛み大根に比べて糖度が高く、
奥深い香りと味わいがあります。

時期 産地

認定事業者

10月下旬～3月中旬 鹿角市八幡平松館地区

松館しぼり大根栽培組合 鹿角市八幡平字松館28 ☎0186-32-2303

松館しぼり大根★［辛み大根］



地域特有の「ここにしかない」希少な農産物です。伝統野菜や特産品として独特な
食材だからこそ、調理方法や食べ方もひろがりのある品々です。

★印は、地理的表示（GI）保護制度の登録品目。

収穫が全国で最も遅い産地で、ゆっくり熟して出来上がるため、味が濃くて美味しいと
評判！ 味はもちろん、大きさや美しさも魅力です。

時期 産地

認定事業者

９月上旬～９月中旬 鹿角市

㈱あきたベジフルサポート 秋田市外旭川字待合28 ☎018-853-7831

平均700gと大きい果実が特長の県オリジナル品種です。
ジューシーでさわやかな甘さが際立ち、中心の”かまど”と呼ばれる部分が小さく、
美味しさを余すことなく楽しめます。

時期 産地

認定事業者

９月下旬～10月中旬 男鹿市・潟上市

㈱あきたベジフルサポート 秋田市外旭川字待合28 ☎018-853-7831

県内で誕生した「ふじ」系の優良品種です。
ミツがたっぷり入って、糖度は14度以上と甘く、濃厚な味を是非ご賞味ください。

時期 産地

認定事業者

11月中旬～１月上旬 湯沢市

こまち農業協同組合 湯沢市北荒町5-8 ☎0183-79-2431

「王林」と「千秋」の掛け合わせから生まれた県オリジナル品種です。
酸味が少なく、濃厚な甘味がたっぷりで、表面の星空のようなきれいな果点が特長
です。

時期 産地

認定事業者

11月上旬～12月上旬 鹿角市

㈱あきたベジフルサポート 秋田市外旭川字待合28 ☎018-853-7831

県内でも有数の豪雪地帯の横手市は、夏場は日照量が多くて昼夜の温度差が大きく、
りんごの名産地でもあります。甘味と酸味のバランスに優れたジューシーな果実が自
慢で、外観や品質を厳選したものをお届けします。

時期 産地

認定事業者

11月中旬～２月中旬 横手市

㈱あきたベジフルサポート 秋田市外旭川字待合28 ☎018-853-7831

高齢級秋田スギは、樹齢80年生以上の人工林から生産される丸太で、品質等の基準
を満たすものです。この丸太からは、年輪の目の混んだ節の少ない高品質の製品が
生産され、和室の部材などに使用されます。

時期 産地

認定事業者

通年 県全域の国有林

東北森林管理局 秋田市中通五丁目9-16 ☎018-836-2120

高齢級秋田スギ［木材］

ふじ［りんご］

秋田紅あかり［りんご］

紅秋光［りんご］

秋泉［日本なし］

かづの北限の桃［川中島白桃］

比内地鶏のオスを去勢し、７～８か月かけて育てた「あきたシャポン」は凝縮された
うま味とバターのような香りが特長です。冬場限定の出荷です。

時期 産地

認定事業者

11月～1月 大館市・北秋田市

あきたシャポン研究会 北秋田市増沢字小瀬渡場51 ☎0186-78-9007

あきたシャポン［比内地鶏去勢鶏］

行者菜は、「行者にんにく」と「ニラ」を掛け合わせた野菜です。
強い香りが病害虫を寄せ付けないため無農薬で栽培しています。
炒めものや餃子のほか和食にもおすすめです。

時期 産地

認定事業者

5月上旬～９月下旬 仙北市田沢湖地区

田沢湖行者菜会 仙北市田沢湖生保内字上石神29-11 ☎0187-43-1734

寒冷地の秋田ならではの栽培法を確立し、身が太くてふっくらと柔らかく、
青臭さがなく、ねばりが強いのが特長です。

時期 産地

認定事業者

5月下旬～８月中旬 羽後町新成地区

ＪＡうご新成園芸組合 雄勝郡羽後町足田字泉田45-1 ☎0183-62-5827

ひばり野オクラ★

行者菜

山内地区特有のさといもで、まろやかな粘りが特長です。
冷涼な気候による“朝露”が葉の表面を潤し、デンプンの生成を促すとされ、
他産地と味が違うと言われています。

時期 産地

認定事業者

9月上旬～11月中旬 横手市山内地区

秋田ふるさと農業協同組合 横手市駅前町6-22 ☎0182-35-2630

黒緑色で光沢がある小さな球形で、歯ざわりが魚卵に似ており、“畑のキャビア”と
呼ばれています。くせがなく淡泊な味わいで、プチプチした食感が楽しめます。
大館市の生産量は日本一です。

時期 産地

認定事業者

10月上旬～７月下旬 大館市

あきた北農業協同組合 大館市根下戸新町7-22 ☎0186-59-4588

三関せりの特長は、長く伸びた白い“根っこ”です。
葉はもちろん、根まで美味しく食べられ、独特の風味とシャキシャキとした食感が
最高です。

時期 産地

認定事業者

10月中旬～３月下旬 湯沢市三関地区

こまち農業協同組合 湯沢市北荒町5-8 ☎0183-73-3131

清らかな湧水を利用して栽培しています。
収穫が冬期間となることから、身のしまった甘いれんこんに仕上がります。
煮物で食感を楽しむのがおすすめです。

時期 産地

認定事業者

10月中旬～3月 美郷町

農事組合法人ニューファーム千畑 仙北郡美郷町土崎字下野際106-3 ☎0187-85-3500

長さが30cmほどにもなり、内部は芯まで濃い橙色をしています。
肉質はしっかりしており、甘味と香りが強いのが特長です。
色鮮やかで赤みが強く、表皮が滑らかなものが美味しいです。

時期 産地

認定事業者

10月中旬～4月上旬 横手市山内地区

山内にんじん生産者の会 横手市山内土渕字ニ瀬8-4 ☎0182-35-2267

山内にんじん

美郷れんこん

三関せり

大館とんぶり★

山内いものこ［さといも］

秋田ならでは、オンリーワンのラインナップ！

三種町は生産量日本一を誇るじゅんさいの里です。
白神山地からミネラル豊富な水が沼に注ぎ込んでいます。
ツルンとした食感とのど越しは、清涼感抜群です。

認定事業者 森岳じゅんさい加工業者組合 山本郡三種町森岳字岩瀬188-2 ☎0185-83-3010

時期 産地生：5月上旬～8月中旬　加工品：通年 三種町じゅんさい


