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～美郷雪華コレクション～～美郷雪華コレクション～

道の駅美郷

　秋田でも有数の米どころの美郷町。丹精込めて育て
られた、安心安全な美郷産米は、友好都市の東京都大
田区をはじめ、さまざまなところで販売されています。

　ニテコ清水を使った人気の「流
しソーメン」。円卓を囲んでの流
しソーメンです。

　外はサクッ、中はもっち
りとした甘さひかえめの
「おから」を使ったヘルシ
ーなドーナツです。

　ホワイトラベンダー「美郷雪華」から真空
低温抽出法で抽出したフローラルウォー
ターを使用したルームフレグランスです。美
郷雪華の華やかで優しく可憐な香りに包ま
れ、落ち着いた癒しの空間を生み出します。

　ご飯やお酒との相性が抜群の「お漬
物」です。大根を燻した定番の「いぶり大
根漬け」や、茄子にもち米を詰めた見た目
も美しい「花ずし」など、種類も豊富です。

　外観はガラス張りで中の休憩スペースから田園風景を一
望でき、内装、商品棚には県産木材をふんだんに使用した施
設。新鮮な野菜、お米をはじめ、漬物、お菓子、地酒、地サイ
ダー、味噌醤油、あけびづる細工などさまざまな特産品を取
り揃えています。お米のおいしさを認識してもらえるようご飯
がすすむ土産品も多く、レストランでは町と連携協定を結ん
でいる日本航空（株）国際線機内食シェフが監修した釜炊き
ご飯に合うメニューを提供しています。同じく町と連携協定
を結んでいるアウトドア用品のモンベル秋田美郷店も隣にあ
ります。

　名水百選「ニテコ清水」から生まれ
た地サイダーです。ほんのりとした甘
さと優しい炭酸が好評です。

　奥羽山麓で大切に育てられた
黒毛和牛と地元の食材をふんだ
んに使った「まぜご飯」です。

Room fragrance using floral water extracted from 
white lavender "Misato sekka" by vacuum low 
temperature extraction method. It is surrounded in a 
gorgeous, gentle and pretty aroma of Misato sekka, 
and creating a calm healing space.

This Japanese pickles are good compatibility 
with rice and sake.
There is a good selection of “Iburi Daikon 
Pickles” that smoked daikon radish pickles and “
Hanazushi” that packed sweet rice in eggplant 
with beautiful flower, etc.

It is a soda pop born from Japanese 100 
famous water "Niteco Shimizu".
A slightly sweet flavor and just right 
sparkling gas are popular.

This is mixed rice named “Misato Manma” 
which used Wagyu beef raised in the Ouu 
Mountain and local ingredients.

ニテコサイダー

美郷の漬け物

美郷まんま

美郷雪華
ルームフレグランス

　町オリジナル品種のホワイトラベンダー「美郷雪華」から採取した酵母は、平成２６年８月に「美郷雪華酵母」
として商標登録され、「美郷雪華コレクション」として、さまざまな商品に活用されています。

美郷雪華
パウンドケーキ

美郷雪華味噌

美郷雪華
こまちさぶれ

おから
ドーナツ

美郷雪華 Blue Abyss 美郷雪華

ニテコ
流しソーメン

Misato town is one of the rich rice producing area in Akita.
Misato Mai is being sold in various places in Japan, including Ota City 
in Tokyo, the friend city with Misato Town.

美郷米
日本を代表する米品種

「あきたこまち」、新品種「サキホコレ」

Misato Mai Rice

Misato Tsukemono Pickles

Niteko Soda Pop

Misato Manma beef bowl

Okara Donuts

Niteko
Nagashi Somen Noodles

　醤油ベースの「厳選和風だし」
に揚げ玉をのせた、懐かしい味わ
いの中華そば。昭和４０年代美
郷町の学生に大人気だったメニ
ューの復刻版です。
This Chinese noodles based on soy sauce 
and Japanese style broth with nostalgic 
taste that put Tempura flakes.
It is a reprinted version of the menu that was 
popular among students in Misato Town 
around 1970's.

美郷たぬ中
Misato Tanuchu Noodles

美郷 恵 味の み わ てを つ

This noodles served with flowing 
Niteko Spring Water.
You can catch the noodles
with your chopsticks,
dip them in a cup of sauce and eat.

This donut made from soy pulp.
It’s low calorie.

Room fragrance “Misato Sekka”

Misato Sekka Sake - Blue Abyss Misato Sekka Sake 

Misato Sekka Miso

Misato Sekka 
Pound Cake

Misato Sekka 
Komachi Sabure

いぶ

Town Guide of MisatoTown Guide of Misato

賑
わ
い

し
と

癒

が
あ
る
ま
ち

美郷町観光情報センター
　「道の駅美郷」内にあり、「美郷町まちナビ
カード」を設置し、おすすめ観光スポットや飲食
店、温泉などの情報を紹介しています。カードは
無料でもらうことができ、持参すると割引などの
サービスが受けられる店もあります。
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