＜石川県能美市＞五感で堪能 ゆずいろのくにツアー

2021/11/27( 土 ) 10:00 START

日時

農

朝 あさ

Morning

10:00 - ＠国造ゆず畑

Agriculture
まるで現地に訪れた気分！
五感を刺激する、アクティブツアー。
今まさに旬を迎える、香り高い国造ゆず。VR を使っ
たゆずの収穫体験や生産者さんと自然豊かな畑を巡
ります。

PRICE / ¥5,000 ( 税込 )

Time Table
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11:15

11:45

オープニング

ゆず農家塚田さんのお話

収穫体験 (※VR)

やまぎし養蜂場

ゆず畑探索
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美しい里山に囲まれた、国造ゆずの畑からスタート。ゆず農家・塚田さんのお話の後、360°見渡せる VR でゆずの収穫疑似
体験を行います。その後、蜜蜂がゆずの花から集めた蜂蜜をつくっているやまぎし養蜂場さんにお話をお聞きし、新鮮なゆ
ずに蜂蜜をかけて味わうなど、新たなゆずの楽しみ方もレクチャー。大人も子供も楽しめるツアーです。
※PC＋モバイル環境を推奨

Set
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国造ゆずの蜂蜜

VR

ゆずみそ

石 川 県 能 美 市・国 造 地 区。

5 月の終わり頃、国造ゆずの樹は

現地に行ったような感覚

北陸産の大豆、コシヒカ

国造ゆず
1980 年頃、地域おこしを機に

優しい色合いの可愛らしいゆずの

になれる VR キット。お

リ、雪国ゆず使用のゆず

「ゆずの特産化」が始動。生産

花を咲かせます。みつばちの役割

持ちのスマホを使って、

味噌です。おにぎりや田

者さんの「安心して丸ごと楽

のひとつでもある花粉交配もまた、

五感で楽しむゆず畑。香

楽など、万能のお味噌で

しんでもらいたい」との強い

国造ゆずが無農薬で育てられてい

りを通じて現地との距離

す。

願いから、30 年以上無農薬・

るからこそ、全国的にも貴重で美

も近くに感じます。

有機肥料で大切に育てられて

味しい、ゆずの花から集められた

います。

蜂蜜を採ることができます。
inimu (WEBSHOP)
で購入も可能です。

iPhone 版

Android 版

360°動画を楽しんでいただくため、ご使用のスマートフォンに Youtube アプリをダウンロードする必要があります。
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塚田さん
国造柚子生産組合
ゆず・お米の生産販売 組合長
塚田 良三さん
子供の頃、祖母が里帰りで持
ち帰った国造ゆずをゆず味噌
にして食べさせてくれて、そ
の時の美味しさが忘れられ
ず、国造ゆずを作るきっかけ
になっています。約 30 年前

からつくっているゆずの品種は、木頭（種あり・実が大きい）と多田錦（種無し・果汁が多い）の 2 種類で、農薬を使わず、
家で採れた米糠や鶏糞・牛糞・動物の堆肥、全て有機肥料を使用しています。
ゆずは「桃栗 3 年柿 8 年ゆずの大馬鹿 18 年」という、ことわざがあるほど生育の遅い果物で、枝には鋭い刺があり収穫に
困りますが、これからもみんなが安心して食べられるゆずを作っていきたいと思っています。
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金澤やまぎし
養蜂場株式会社
石川県金沢市で養蜂とともに
90 余年。金澤やまぎし養蜂場
（旧 み つ ば ち の 詩 工 房）は、
伝承される養蜂技術を大切に
しながら、自然の風味を安心
安全にお届けしています。は

いる国産はちみつ。自然と地域を愛し、みつばちが与えてくれる恵みには人の手は加えず、

ちみつが採れる豊かな自然環

自然の風味や栄養をそのままお届けできるよう努力しています。今回お届けしている［国

境の減少、養蜂家の高齢化に

造ゆず蜂蜜］は、たくさん生産できないため普段オンラインでは販売していない貴重な一品。

より、ますます貴重になって

みつばち達が集めた国造ゆずの味わいをお楽しみください。

やまぎし養蜂場
オンラインショップで
購入も可能です。
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知

果汁絞り
国造ゆずは、毎年 11 月に収穫時期を迎えま
す。2 年に 1 度のペースで表年と裏年があり、
収穫量は表年で 10t、裏年では不作で 3t と、
3 分の 1 程になってしまいます。2021 年、
今年はその裏年にあたります。小ぶりで種
無しの多田錦は、絞ると果汁が多くてゆず
特有の苦みと甘みの香りが広がります。焼
き魚やお鍋、お酒などに入れるのもおすす
めです。

植樹について

先代の農家さん達が代々引き継ぎ、手塩にかけて大
先代の農家さん達が代々引き継ぎ、手塩にかけて大
切に育ててきた国造ゆずを後世に繋げていくために
切に育ててきた国造ゆずを後世に繋げていくために
も、植樹活動をこれからも続けていきます。
も、植樹活動をこれからも続けていきます。

一般的に樹齢が約 30 年といわれる、ゆずの樹。国
造ゆず団地の樹は、とうに 30 年を超えています。
そんなゆず団地は WANOWA（国造ゆず）商品の企
画がスタートしてから 3 年半が経過した、2019 年 3
月。ついに、売上の 2％の一部で約 30 年ぶりにゆず
の苗木 40 本の植樹が実現しました。地元の小学生
も植樹作業に携わり、子供たちが大きくなる頃、ゆ
ずの樹も成長し、香り豊かな国造ゆずが実ります。

国造ゆず商品 / SOUVENIORS

クラフトリキュール
YUZU
生産者のみなさんが、
農薬を使わずに有機肥
料だけで栽培した、幻
の石川県産国造柚子の
リキュールです。 ロッ
クやソーダ割りはもち
ろんのこと、ビールで
割ったビアカクテルも
おすすめです。かき氷

㈱車多酒造

やバニラアイスにかけ

924-0823
石川県白山市坊丸町60-1

て、大人のデザートと
してもお楽しみいただ

TEL 076-275-1165 / FAX 076-275-1866
WEB https://www.tengumai.co.jp/

けます。

ゆずみそ
北陸産の大豆、コシヒ
カリ、雪国ゆず使用の
ゆず味噌です。おにぎ
りや田楽など、万能の
お味噌です。

inimu (WEBSHOP)
で購入も可能です。

ゆず胡椒
石川県ゆずと国産唐辛
子を使用。お味噌汁、
お刺身、麺類、お鍋料
理など、料理の薬味と
してお使いください。

inimu (WEBSHOP)
で購入も可能です。

㈲サカモトアートシステム
923-1222
石川県能美市下徳山町2039
TEL 0761-51-6615 / FAX 0761-51-6616
WEB https://www.sakamoto-art.com/

企画・運営

お問い合わせ
１１１‐００３３
東京都台東区花川戸２ 10 ８グレースハイム染谷１階
TEL 0358307288 / FAX 0358307289
MAIL inquiry@kyarainnovate.jp
WEB https://kyarainnovate.jp

協力

石川県能美市役所

国造柚子生産組合

金澤やまぎし養蜂場
株式会社

EarthRing

柚芽実会

Sorriso

有限会社
サカモトアートシステム

いしかわ百万石物語
江戸本店

nirsi（ナージ）

