
風味と自然のおいしさを
活かしたのむヨーグルト
甘さをひかえ、体に良いオリゴ糖を

使用しています。濃厚で
ほどよいとろみの中に牛
乳本来の旨さを感じる味

わい。
内容量／ 90ml

500ml
900ml

平成 11年
岩手県ふるさと
食品コンクール
◆   優秀賞受賞  ◆

まろやかな酸味とほどよい甘さ。
熟成させないフレッシュタイプ

アメリカ発祥の軟
質チーズ。熟成さ
せないでつくるフ
レッシュタイプで、
乳酸菌がもたらす
微かな酸味の中に
も甘みがあり、口
あたりもなめらか
なのが特徴。その
ままパンに塗って
食べるほか、菓子

や料理に広く利用されています。　　  内容量／ 100g

現代人に不足がちな
カルシウムが豊富な牛乳
　　　牧場産生乳100％使用、75℃

15分間殺菌・ノンホモジナ
イズド製法で仕上げた牛乳
です。静置しておくとビンの
上部に純正生クリームの層
ができます。これは、脂肪
球を壊さない、自然そのま
まの牛乳である証拠です。

内容量／ 200ml
900ml

さわやかな酸味と強い
発泡性の舌ざわりのあ
るのむヨーグルト
牧場産の生乳100％にケフィア粒
を使用して発酵させたヨーグルト
です。無添加、無加糖のままビン
に詰めました。

内容量／ 720ml

牛乳の風味を残し、
濃厚な味わいでコ
クのあるコーヒー

牧場産生乳を３０％使用、
コクとまろやかさを最大限
に引き出した乳飲料です。

内容量／ 200ml
900ml

くずまき高原牧場 商品ラインナップ

くずまき高原牛乳

くずまき高原きのこヨーグルト

くずまき高原ヨーグルト

くずまき高原アイスクリーム

白のプリン 魅惑のプリン黄のプリン

青のヨーグルト

クリームチーズプレーン

さけるチーズ

ゴーダチーズ

クリームチーズ山ぶどう

モッツァレラチーズ

ベビーゴーダチーズ

カッテージチーズ

プチモッツァレラチーズ

くずまき高原コーヒー

平成 16年岩手県産業まつり特産品コンクール
岩手県市長会　◆  会長賞受賞  ◆

平成 22年岩手県ふるさと食品コンクール
◆  優良賞受賞  ◆

平成23年いわて特産品コンクール
（社）岩手県産業貿易振興協会

◆    会長賞受賞   ◆

平成16年岩手県産業まつり
特産品コンクール

岩手県市長会　◆  会長賞受賞  ◆

平成 17 年
岩手県ふるさと
食品コンクール
◆  優良賞受賞  ◆

牧場産の新鮮な生乳をふんだんに使
用したアイスクリーム
新鮮な生乳と生クリームをたっぷり使った、カロリーと
甘さをおさえた味は、口の中で高原の香りが広がります。

バニラ味・ヨーグルト味・山ぶどう味 ‥‥ 各120ml
もなかアイス　バニラ（粒あん入り） ‥‥‥‥‥ 90ml

くずまき高原牛乳の自然な風味を残
した濃厚でなめらかな味わい

牧場産生乳のおいしさだ
けが濃縮されたような、洗
練されたミルクのおいし
さを存分に味わうことが
できます。濃厚でなめら
か、搾りたてのミルクを飲
んでいるような白のプリ
ンです。

内容量／ 90ml

牧場産クリームチーズがつくりだす
濃厚でなめらかな味わい
牧場産の生乳を凝縮したクリームチーズでつくられたチーズプ

リンは、牛乳本来の風味をい
かした濃厚でなめらかな味わ
い。食べて美味しい、パンに
塗っても美味しいプリンをビ
ンに凝縮しました。ミルクと
ワインとクリーンエネルギー
のまち葛巻町の大自然の恵
み、魅惑（みわく）プリンを
ご賞味ください。
　　　内容量／ 90ml

くずまき高原牛乳と甘く香ばしいカラ
メルがつくりだす昔懐かしい味わい

牧場産生乳と岩手県産の卵
を使用。素材そのものがも
つおいしさを追求したこだ
わりプリン。むっちりプル
プル、口に運ぶとどこか懐
かしい昔ながらのプリンで
す。

内容量／ 90ml

澄みきった青空のくずまき高原牧場
をイメージした食べるヨーグルト

牧場産生乳を使用。ソ
フトな食感を実現しま
した。上部にふんわり
とクリーム層ができま
す。

内容量／90ml
450ml

( アルミパウチ袋入 )

ミルクの風味を残したまろやかな
味わい
熟成期間を必要としないフ
レッシュタイプのチーズ。生
乳と食塩だけでつくった日本
人向けの食べやすいナチュラ
ルチーズを繊維状にし、手で
裂けるようにしたタイプで
す。そのまま食べるほか、切
り分けてサラダに使うことも
出来ます。

　　   内容量／ 80g

熟成させたコクのある味セミハードタイプ
熟成に長いもので３～６ヶ月と、ゆっくりと熟成させま
　　　 す。まろやかさの中にもコク

のある味わいが特徴です。
加熱すると溶けるため、
チーズトースト、ハン
バーグ、グラタンな
どに。また、そのま
ま切ってサンドイッ
チにはさんだり、お
つまみにしても美味。

内容量／ 1,000g
500g・125g・50g

山ぶどうの風味と自然のおいしさを
活かしたフレッシュタイプ

クリームチーズの
プレーンタイプに
葛巻町特産の山ぶ
どう果汁を練り込
んだ逸品です。ほ
どよい酸味とク
リーミーさが抜群。
パン、クラッカー、
菓子との相性が良
いです。
  内容量／100g

大きさは球状のトマ
トサイズ１個入り

内容量／ 120g

大きさはプチサイズ
８個入り

内容量／ 80g

ゴーダーチーズを伝統的な製法で
仕上げました
ゴーダチーズを日本人の味覚に合わせソフトに仕上げた
コーダチーズです。伝統的な製法で、表面はロウでコーティ
ングされており、ロウをむく様に取ってお召し上がり下さ
い。ロウでコーティングするのはチーズ表面の殺菌の為で、

ナチュラルチーズの伝統的な製
法の１つです。ワインやお酒の
おつまみに最適です。

内容量／ 200g

低脂肪のさっぱり味。タンパク質と
カルシウム豊富なフレッシュタイプ

名前の由来は、農
山村の家や別荘（Ｃ
ＯＴ－ＴＡＧＥ）
で作ったからだと
され、中央ヨーロッ
パでは、古くから
農家や家庭で作ら
れていました。脂
質４％前後と低脂
肪なのでさっぱり
とした味を好む人
に特にお勧めです。

粒状で、普通加熱せずそのまま食します。サラダに入れ
たり、ジャムやハチミツ、スパイスなどと混ぜるとより
美味しくなります。                      　　　 内容量／ 80g

五大栄養素が、バランス
よく含まれています。

五大栄養素とは、体のエネルギー源と

なるタンパク質・炭水化物・脂質・ビ

タミン・ミネラルのことです。牛乳を

はじめとする乳製品には、これらの栄

養素がバランスよく含まれています。

牛乳には

カルシウムは歯や骨の形
成に必要な栄養素です。

カルシウムは歯や骨の形成に必要な栄

養素です。しかし、カルシウムは栄養

素別の消化吸収率が約半分くらいの消

化吸収率です。

牛乳の

腸内細菌のバランスを整え
おなかの調子を良好に保つ。

ヨーグルトに含まれる乳酸菌は腸内で善

玉菌として増殖、腸内を良好な環境に整

えます。また、腸の蠕動運動を刺激して

排便機能を高め、スムーズなお通じも促

進しますので便秘予防にも効果的です。

ヨーグルトは

ミルクの栄養分が凝縮さ
れたのがチーズです。
タンパク質・脂肪・カルシウム・ビタミ
ンがバランス良く含まれています。チー
ズに含まれる乳酸菌や酵素が消化を助
け、チーズの脂肪が胃の粘膜を保護し、
アルコールの吸収を和らげます。また、
チーズに多く含まれるアミノ酸のメチオ
ニンは、肝臓の働きを助け、アルコール
の分解を助けます。

チーズには
くずまき高原牧場の取り組みが培った確かな製品を心を込めてお届けいたします

く
ず
ま

き
高原
牧場のこだ

わ
り

くずまき高原牧場では、良質
の生乳を生産するために、よ
い土づくり、よい草づくり、
よい牛づくりに力を注ぎ、エ
ネルギーまでまかなう地域完
全循環型食料生産基地を目指
し取り組んでいます。

平成17年全国ふるさと食品中央コンクール　◆  綜合食糧局長賞受賞  ◆
平成16年岩手県ふるさと食品コンクール　◆  最優秀賞受賞  ◆

ミルクの風味と微かな酸味を持つフレッシュタイプ
モッツアレラの語源はイタリア語のモッツアレ。引きちぎるという意味です。フレッシュタイプは鮮度が命。熟成させないの
で色は白く、塩水に浸してあります。弾力のある歯ごたえで、どんな料理にもよく合います。トマトとの相性が抜群です。生
食でわさび醤油をつけて、また加熱してもお召し上がりいただけます。加熱するととろりと溶けて絶品です。


