
【イベントについてのお問合せ】 
（株）東奥アドシステム  ☎017（776）3771（平日：午前9時から午後5時）

■主催／東奥日報社　■共催／公益社団法人 青森県観光国際交流機構　■特別協賛／東北電力（株）青森支店　
■後援／青森県、青森県市長会、青森県町村会、青森県商工会議所連合会、青森県商工会連合会　
■協賛／（株）青森銀行、（株）みちのく銀行、リサイクル燃料貯蔵（株）　■協力／各市町村、青森県だし活協議会

来場者プレゼント

青森県の食の魅力が満載！ 東奥日報社の2022年度版「うまい森 青いもり」を開催します！ キャッチフレーズは“県産品を
食べて健康、買って応援”。各フェア会場には、おいしくてヘルシーな名産品が各市町村から集合。

会場にてアンケートにご協力いただいたご来場者へ、参加市町村からいずれかの粗品を進呈いたします。
※引き換えはお一人様1回限り。数量限定のため無くなり次第終了。プレゼントは選べません。

◆Willow’sファームのほおずきドライフルーツ（青森市提供） ◆津軽金山焼「青森県箸置き」・解体した大型立佞武多の和紙を
使った栞（五所川原市提供） ◆十和田市産のにんにく（十和田市提供） ◆ムチュランタオル（むつ市提供） ◆つがーるちゃんクリ
アファイル（つがる市提供） ◆ホタテかりんとう「あどはだり」（平内町提供） ◆サーモンPRエコバック（今別町提供） ◆むーもん
クッキー（外ケ浜町提供） ◆パスタソース（蓬田村提供） ◆ふかうら人参ジュース（深浦町提供） ◆白神山地リストバンド（西目屋
村提供） ◆飲むこんにゃくゼリー（鶴田町提供） ◆町長！メバルのおかきじゃダメですか？（中泊町提供） ◆かわらけつめい茶パッ
ク（野辺地町提供） ◆トマトジュース「夏娘」（七戸町提供） ◆“かっちゃ”のごぼう
佃煮（六戸町提供） ◆あねっこあげもちプチ（横浜町提供） ◆わかさぎの佃煮
（東北町提供） ◆乾燥ふのり（風間浦村提供） ◆ホタテソフト（佐井村提供） ◆五
戸のおんこちゃんオリジナルグッズ（五戸町提供）

青森市、五所川原市、十和田市、むつ市、つがる市、
平内町、今別町、外ケ浜町、
蓬田村、深浦町、西目屋村、
鶴田町、中泊町、野辺地町、
七戸町、六戸町、横浜町、
東北町、六ケ所村、佐井村、
風間浦村、五戸町

【参加市町村】（22市町村・順不同）

青森会場
in短命県返上！地産地消！～食べて健康。買って応援～

GMUGMU
★グルメミュージックユニット★★グルメミュージックユニット★

青森地域活性化アイドル（青森市観光大使）青森地域活性化アイドル（青森市観光大使）

ミニライブ
開催！！

ミニライブ
開催！！

うまい森 青いもりテーマソングを歌ううまい森 青いもりテーマソングを歌う

マスクの徹底 適切な距離 消毒の徹底 検温の徹底 手洗いの徹底 場内の換気 試飲・試食不可

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、ご入場
時の検温やマスクの着用、手洗いや手指消毒の徹底に
ご協力をお願いいたします。
●会場内での試食・試飲はできません。
●入場制限を行う場合がありますので、ご了承ください。

ご来場いただくお客様へ

11 19 ・20土 日
■時間：午前9時30分～午後3時

イベントホール ステージにて
9：45～19日 土●市町村PRタイム

五所川原市「ごしょりん」
十和田市「十和田にんにん」

むつ市「ムッシュ・ムチュランⅠ世」
蓬田村「ヨモットくん」
六戸町「メイプルくん」
横浜町「なっちゃん」

佐井村「雲丹（うんたん）」
ご当地ゆるキャラ大集合！ 「ヒラメ」プレゼント！

19日（土）のみ、六ケ所村のブースでお
一人1,000円以上購入した方、先着50
名様に「ヒラメ」
1尾をその場で
プレゼント！

１Ｆイベントホール、エントランスホール、正面特設テント

青森県観光物産館アスパム
（青森市安方1-1-40）会場

五所川原市

十和田市

む つ 市

蓬 田 村

深 浦 町

西目屋村

鶴 田 町

中 泊 町

六 戸 町

横 浜 町

佐 井 村

外ケ浜町

青 森 市

9：45～

9：55～

10：05～

10：15～

10：25～

10：35～

10：45～

10：55～

11：05～

11：15～

11：25～

12：45～

13：00～（with GMU）

11：00～ ・13：30～20日 日

（六ケ所村提供）



 ※表示価格はすべて税込みです。  ※コロナウイルス感染拡大や当日の天候等の影響により出店が中止になる場合がございます。出店リスト ［順不同］※■は初登場

■芽実農園【鶴田町】  ☎090-7023-9028

■クリエイティブサポート「ぷちぶろう」
【十和田市】  ☎0176-51-5315

味つき南部
せんべいの
決定版！

味つき南部
せんべいの
決定版！

1袋30～35g 150円
うめやませんべい

糖度が高く、
酸味控えめ
自慢のぶどう！

糖度が高く、
酸味控えめ
自慢のぶどう！

Lサイズ1房 300円
スチューベン

■いしおか（八甲田牛消費拡大協議会）
【青森市】  ☎017-739-8129

青森市産「八甲田牛」
ご賞味あれ！
青森市産「八甲田牛」
ご賞味あれ！

90g×5個入 1,000円
八甲田牛メンチカツ ほか

■道の駅十三湖高原
【五所川原市】  ☎0173-62-3556

1回（400g～4kg）
500円

十三湖しじみ
すくいどり
十三湖しじみ
すくいどり

■トーサム【五所川原市】
（市浦牛すじカレー）

■よもぎた物産館マルシェ
【蓬田村】（マルシェバーガー）

■いまべつ牛販売促進
連絡協議会【今別町】
（いまべつ牛カルビ）
■ブナの里白神公社
【西目屋村】（白神そば）

■素のままproduct 回
【鶴田町】
（回の水餃子（冷凍餃子））
■中泊町特産物直売所
「ピュア」【中泊町】
（新鮮野菜と味自慢漬物）
■小野や【中泊町】
（即席 しじみのみそ汁）
■野辺地町観光協会
【野辺地町】（かわらけつめい茶） ■佐井村漁業協同組合

【佐井村】（甘塩うに）

■フェニックスライズ【五戸町】
（OD２・折り畳み式焚き火台）

■五戸町観光協会【五戸町】
（カラマードの家 手作り紅玉パイ）

■Willow’sファーム
【青森市】（食用ほおづき
お試し3点セット、赤菊芋）

■青森県だし活協議会
【八戸市】（できるだし）

■パン工房ビリオン【野辺地町】
（野辺地ホタテカレーパン）

■しちのへ観光協会【七戸町】
（無添加100％トマトジュース）

■道の駅よこはま「菜の花プラザ」
【横浜町】
（ほろよい豚メンチ
カツバーガー）

■小川原湖漁業協同組合
【東北町】
（小川原湖産大和しじみ）

■六ケ所村特産品販売所
「六旬館」【六ケ所村】
（ごぼうあられ）

■山神【青森市】
（ほたてがゴロゴロ入った
調味料）
■旨道【青森市】
（津軽ハム３点セット）

■山海珍味販売しもかわ
【むつ市】
（ほたて干貝柱（白干））
■つがる市観光物産協会
【つがる市】
（りんご do ねぎ）
■平内町水産商工観光課
【平内町】（焼ホタテ）

■北相産業【今別町】
（もずくうどん乾麺）

■そとがはま物産
観光振興会【外ケ浜町】
（米粉シフォンケーキ）

五戸町観光協会

小川原湖漁協

ブナの里白神公社

そとがはま物産観光振興会

つがる市観光物産協会

山海珍味販売しもかわ

トーサム

平内町水産商工観光課

素のままproduct回

中泊町特産物
直売所「ピュア」

北相産業

よもぎた物産館マルシェ

Willow’s
ファーム

青森県だし活協議会

六旬館

山神

旨道

小野や

野辺地町
観光協会

しちのへ観光協会

菜の花プラザ

パン工房ビリオン

佐井村漁協

フェニックスライズいまべつ牛販売促進
連絡協議会

■上明戸農園【十和田市】  
☎090-4315-5638

生食用りんごのみ使用
無添加100％の
ジュースです！

生食用りんごのみ使用
無添加100％の
ジュースです！

1,000ml 950円

葉とらず
リンゴジュース

■みちのく福祉会 工房「歩み」【むつ市】  
☎0175-45-2050

むつ下北産の甘酸っぱい
夏秋いちごを使用！
むつ下北産の甘酸っぱい
夏秋いちごを使用！

1個 200円
菓秀 ～夏秋いちごのマドレーヌ～ 真昆布

津軽海峡の荒波で
育った、天然物の
真昆布です！

津軽海峡の荒波で
育った、天然物の
真昆布です！

■木下漁業部【風間浦村】  
☎090-7338-7106

50g 500円

■道の駅ふかうら「かそせいか焼き村」
【深浦町】  ☎0173-76-3660

200g 650円

紅鮭寿し紅鮭寿し

■亜里屋【六戸町】  ☎0176-57-0397
4人前 4,500円

プレシャモ♯6
鍋セット
プレシャモ♯6
鍋セット




