実施 日時 :2019年 11月 28日 (木 )8:00〜

岩手県参加者 リス ト (水 産)

13:00

※試食無 くな り次第終了
特長な ど

セールス商品

事業者名

岩手 の沿岸海域 はわかめの生長に適 した環境、肉厚、風味舌 ざ

湯通 し塩蔵わかめ
岩手県漁業協同組合連合会

株式会社

ひろの屋

わ り抜群

す きこんぶ

保存 に適 した海藻乾物、水戻 しして煮物 ・サラダに

湯通 し塩蔵刻 み こんぶ

塩蔵品、真水で塩抜 きサラダ、煮物に

殻付 きうに

洋野 うに牧場の四年 うに
北三陸の至宝 「蝦夷 アワビ」 は、他のアワ ビと比べ非常 に身が

包
活色

引き締 まっていることが特徴 です。
三陸産の帆立の貝柱、岩手県田野畑村の牛乳 と素材にこだわ
り、ホワイ トソースか ら全て手作 りしました。塩 とこしょうの

帆立 グ ラタン

有限会社

みで味付 け。
ご家庭で簡単 に、電子 レンジで温めるだけで召上れる商品。

木村商店

三陸産の脂の乗 つたさばとさんまを自社特製の出汁 と天 日塩で
三陸浜寿司

(さ

ば、 さんま)

味付 け し、冷めても美味 しい岩手県遠野産低 ア ミロース米 と合
わせ、素材の美味 しさを詰め込んだ押 し寿司。保存料、添加物
は未使用。

ミー トソース風

トマ さんソース

ミー トソースの挽肉をさんまのす り身に置換えて作 った ソース
缶詰です。 自社栽培 の高糖度 ミニ トマ トで煮込み素材にもこだ
｀
ヽ
安心 してお召 し上が りいた
わ り、ア レルゲ ン (27品 目)な して
だ けます。2018年 岩手県▼ るさと食品 コンクール「優秀賞 ・特
S、

別賞」、同年岩手県水産加 工品 コンクール「県民特別賞」を受
賞。専門家、バ イヤ ー、 一般市民な ど様々な方が審査員になっ
ても「お っ?!」 と言 っていただけた話題の品です。
ミー トソース風の発 売後、 ミー トソースが美味 しかったからカ
レー も企画開発 してほ しいという声か ら挑戦 した商品です。他
にも トマ トを活か した 「カレーJと 「グ リーンカレー」 もライ
ンナ ップ していますが、3種 の中でも女性人気の高いのが 「ほ
トマさんソース
非営利型一般社団法人

ほ うれん草カ レー

うれん草 カレー」 です。2019年 岩手県農福連携グランプ リで
「優秀賞」を受賞 しました。 「ほ うれん草カ レー」 はもちろん
「カ レー」 「グ リーンカレー」 もすべ て 「 トマ さん」 ブラン ド

かたつむ り

です。 さんま"と

トマ ト"が 製品の材料 として使われていること

も特徴 です。
トマさんソースシ リーズには、大船渡特産の さんま"と 自社栽
培 の高糖度 ミニ トマ トが必ず材料に使用 されて いますが、 力
トマ さん ソース

カ レー味

レー味には自社栽培 の りんご"や セ ロリ、生姜など多数の野菜
もた っぶ り使用 し、 スパ イスも しっか り効かせた大人 の トマ ト
カ レーに仕上げました。
辛 い物好 きな方にも リピー トして頂 いている幸国のスープカ
レーです。 トマ さんソースシ リーズの一品なので、 さんま、 ト

トマさんソース

グ リーンカ レー味

マ トの大船波の素材 はもちろん使用 しています。スパ イシーな
カ レー、 ク リー ミーなほ うれん草カ レーと刺激的なグ リーンカ
レーで日替わ りで三陸大船渡の魅力をお楽 しみ頂 けます。

※天候、漁獲状況等 により変更になる場合がございます。

実施 日時 :2019年 11月 29日 (金 )

福島県参加者 リス ト(水 産)

8:00‑13:00

※試食無 くな り次第終 了
事業者名

セールス商品

特長な ど

福 島海 の宝 カツオ フ レー ク油缶

福 島水揚 げのカツオを使用。 カツオ本来の風味が特徴です。

かつお浅炊 きジ ンジ ャー風味

かつお浅炊 きバ ター醤油風味

かつお浅炊 きおろ し煮

福島県漁業協 同組合連合会

合資会社 カネキ商店

めひか り唐揚げ

福 島水揚 げのカツオを生姜 を ベースにあ っさ りと仕上げま し
た。

福島水揚 げのカツオをお子様に好 まれるバ ター醤油味に仕上
げました。

福島水揚げのカツオをさっぱりおろし煮にしました。
っくらおい しく仕上が
いわき市の魚めひか りを油で揚げでお、
ります。

塩 サバ フィレ

厳選 されたサバ を使用 しています。

サ バ フィ レ

厳選 されたサバ を使用 して い ます。

いわ し開 き

厳選 された イワシを使用 しています。

さん まのポ ーポ ー焼 き

さん まのす り身 を使 った商品で、 いわ きの郷土料理です。

味丸極 上黒干 しさん ま

70年 継 ぎ足 した秘伝 のタ レに漬込 んだ漆黒の さん ま

あ じまるひものカワハ ギ

新鮮なカワハギをフィーレにして一塩で仕上げました。

太子開 き

新鮮 なアナ ゴを開 き一塩 に、

×天候、漁獲状況等により変更 になる場合がございます。

vS、

っ くら肉厚 なのが特徴です。

実施 日時 :2019年 11月 30日 (上 )8:00〜 13:00

宮城県参加者 リス ト(水 産)

×試食無 くな り次第終 了
セールス商品

事業者名

特長など
宮城県の主要養殖生産物である「カキ・ ホヤ ノリ・ ギンザケ・ ワカメ ホタ
テJを ご紹介 します。当日は、旬 の 「かきの り汁Jの 試食を ご用意 しますので、

宮城県漁業協同組合

ノ リ・ギンザケ・ ワカメ・ ホタテ

カキ・ホヤ

是非 ご賞味 くだ さい。
また、会場では、宮城県内水産加エメーカー 13社 が上記養殖生産物を中心 とし
た選 りす ぐりの水産加工品を提案 してお りますので、是非 ご覧いただき、御検討
くだ さいますようお願 い申 し上げます。
ほやは水揚後時 弓が経つ と独特 の風味がきつ くなるため、本商品は水揚後す ぐに

新商品 お刺身ほや 200g入

F日

さばいて加工 し、急速冷凍 しているので癖がな く旨味がぎっ しりです。

(冷 凍)

令和元年産 養殖銀鮭 「極み鮭J銀 鮭 トリム E

5kg cs6〜 9枚 入

(冷 凍)

水揚後す ぐに活 〆、そのまま加工 した新鮮な銀鮭を血合 い骨 と皮を取 り除いて衛
生的に トリム Eに 加工 し、急速冷凍 を しました。お剌身、寿司ネタとしてお使 い
頂 けます。

新商品 銀鮭焼漬瓶詰 80g入 (常 温365日

新商品 ホタテ焼漬瓶詰 80g入

自社 ブラン ド銀鮭 「極み鮭Jを 使用 した焼漬です。焼いた銀鮭を醤油 ベー スのタ
)

(常 温365日

レに漬け込 んでお ります。 ご飯のお供はもちろん、お酒の肴にぴった りです。
三陸産のホタテを使用 した焼漬です。ボイル し実 ったホタテを醤油 ベースのタレ
)

に漬 け込んでお ります。 ご飯 のお供 はもちろん、お酒の肴にぴった りです。
自社ブラン ド銀鮭 「極み鮭 Jを 使用 した銀鮭押 し寿司です。お米は由城県産 の

にほん海洋牧場株式会社

新商品 銀鮭押 し寿司

6貫 入

(冷 蔵)

「ひとめばれJに 玄米 「金のいぶ き」を混ぜて炊 きこんだ酢飯です。酢 〆の銀鮭
と玄米入酢飯のプチプチが とても相性が良 くお生産にも最適です。

みやぎ海洋本部

けで味付 け し、銀鮭本来 の味を楽 しめる商品に仕上げました。食感を

ロングライフ商品
銀鮭荒ほぐし 85g入

(常

温365日

)

かす為荒めにほぐしました。かみ しめると鮭 の旨味がジュワッと広が ります。
の海苔を使用 し、風味・食感を生 かす ように浜の漁師の作 る佃煮風に軽

ロングライフ商品
の り浅炊 き 100g入 (常 温365日

く炊き上げました。

)

の銀鮭 と地元仙台の仙台味噌の相性はバ ッチ リです。仙台味晴 のコクの

養殖銀鮭 「極み鮭」加 工品
銀鮭極み漬

(仙

台味噌)

1切 入

(冷 凍)

養殖銀鮭 「極み鮭」加 工品
銀鮭焼魚

(仙

台味噌漬)

1切 入

(冷 凍)

お 魚 と野 菜 ソテ ー シ リー ズ (ミ ー ル キ ッ ト)

株式会社 ミナ ト水産

ります。
宮城県産 の銀鮭 と地元仙台の仙台味噌の相性はバ ッチ リです。解凍後 レンジで加
きたての味が楽 しめます。他 に塩麹漬、西京味噌漬、味琳漬、辛回山
甘国山漬 があ ります。
フライパ ンソテーシ リーズの簡便食品

7ア イテムの品揃え

パ ワーサ ラダ

サ ラダフイッシ ユ
プ レーンとレモンバ ジルの2種

お魚 フライ各種油調済み製品

竜田 唐揚 げ・ フライなどの油調済み製品

焼魚 煮魚

三陸産魚種 (銀 鮭 ・カレイ・秋刀魚等)

サバ・赤魚・ ブ リ ガス トロ
(三

陸産た ら・鮭・ さば '秋 刀魚等)

気仙沼産活 〆真穴子使用の下処理済み開き穴子背開き 1枚 200g〜 800g
気仙沼産活 〆真穴子の珍 しい一夜干 しです。 1枚 200g〜 250g

伊達あな ごの開 き
伊達あな ご―夜干 し
株式会社 さん りくみ らい

ある旨味をご堪能 くだ さい。他に塩麹漬、西京味噌漬、味琳漬、熟成塩、甘 口山

サメの水揚 げ日本一、気仙沼 の人気食材。低 力ロリー、低脂質、高 タンパ ク、高

モ ウカザメフライ

鉄分。
気仙沼階上産 の肉厚わかめ是非ご賞味 くだ さい。

塩蔵わかめ

塩や水 さえも使わな い漁師直伝 の 潮煮製法"石 巻湾の牡

n"亀

か ら逆 る 「潮Jの みで

煮込んだ濃厚な100%の 牡蠣 の旨味ご堪能 くだ さい。牡蠣の潮煮たつ.Sや り100gの

牡蠣 の潮煮

満足品です。
お刺身ほや

朝獲れの旬のほやを句感冷凍 し鮮度を美味 しさに閉 じ込めました。肉厚柔 らか。
き〜冷凍 まで即 日加工 しています。鮮度を美味 しさに閉
章
月どれの自城のほやを象」

三 陸 わ か め の一 本 だ し

夏 のネバ トロ !わ かめ、茎わかめ、昆布、めかぶ。三陸育ち の四種の海凛を細か
く亥」
み、かつおだ し風味で味付けました。 ご飯やお豆腐、お野菜などにかけるだ

じ込めた逸品です。
末永海産株式会社

け。食卓 に常に置いておきた いご飯 の親友。万能おだ し。
性蠣 と仙台味噌を丹念に合わせた旨味の極み
題上性蠣 に焼 きを入れ、粗 目に ミンチ し仙台赤味噌 と練 り合わせ。仕上げに秘伝
の牡蠣の旨汁を加えました。内容量 の半分以上が牡蠣 !の 濃厚な牡蠣 の風味 !そ

性蠣味噌

のままおつ まみに。 ご飯やお茶漬けにのせた り、妙めものに加 えて調味料にも。
なんでも使 える万能おかず味噌です。
な味の漬魚や山漬 けなど自社独 自の製法で漬魚を製造 してお ります。地域'性

金華銀鮭、前浜魚介類等

を出 した商品を提供 し地元の味を全国ヘ
地元の銀鮭、地元の酒粕、地域性を出 した石巻 の加工屋だか ら造れ る商品を提供

金華銀鮭本仕込粕
株式会社ヤ マサコウシ ョウ
金華サバ長寿味噌 レンジ UP商 品
金華銀鮭山演魚醤油潰

湯煎式

いた します。
地元で水揚げされるサバ を地元の老舗の味噌屋 の味噌を使用 し500W3分 レンジ
で温めるだけ食 べ られる簡便性 の良い商品
金革銀鮭魚醤干 しを美味 しく焼 きました。湯煎か皿に移 しレンジで温めるだけで
食 べ られる簡便性の良 い商品です。

「CAS

細胞 を壊 さず冷凍す るCAS凍 結。宮城で水揚げされた、ほたて、ほや、 さんよ、
わかめ等は、解凍 しても ドリップがなく、いつでも生の食感 と美味 しさを味わえ

FRESHJシ リーズ

ます。解凍するだけで、そ のまま寿司ネタとして使用できる新商品も取 り揃えて
います。
旬の時季 に水揚げされた宮城産 さんま、 さば、真いわ しを中心にとした国産魚
を、保存料・化学調味料不使用 の優 しい味の便利な トレーパ ック商品に しまし
た。蓋 フィルムを外 しそのままテーブルヘ、 また トレーのまま電子 レンジで温め

「煮付け」 シ リーズ

ても。常温で180日 保存可能。 コンビニや量販店での小売販売、ギフ トに最適な

株式会社鮮冷

商品です。
宮城産 かき、ほや、た こな どの7種 類の海の幸を、保存料や化学調味料を使わず美
味 しく仕上げました。常温 で180日 保存可能。常備品 として、 またギフ ト等 に最

「岡清魚屋」 シ リーズ

適です。
三陸産のかき、ほや、たこ、ほたてを、人気の高 いア ヒージ ョに しまし

宮城
「女川ア ヒージ ョ」 シ リーズ

た。オー ドブルやブルスケ ッタ、漬 けオイルも使 いパ スタやサ ラダにもお勧めで
す。お しゃれなパ ッケージは、ギフ トとしても大好評 です。
三陸産の肉厚なわかめを厳選 して自社独 自の低温乾燥で風味 と食感を損なわない

金華カッ トわかめ 13g

ように作 りました。
宮城県産 のわかめを浜の生産者か ら直接仕入れ、 自社で厳選 して選別加工 してい

金華わかめ 80g

ます。
三陸産の茎わかめを梅酢な どを使 つて しば漬 け風味に仕上げた漬物です。 コリコ

かめ漬物

100gし

ば演け 中華味

リとした食感で さっぱ りした美味 しさです。刻んでおにぎりの具材 としても美味
しいです。

富士國物産株式会社

国産 の原料にこだわった無添加食品です。焼 き海苔、鰹節、 とろろ昆布、糸青の

ささっと海苔 ごはん 20g

りをル

ン ドしました。

国産 の原料にこだわ り厳選 した七種類の海藻をブ レン ドしました。みそ汁、お吸

20g

い物 に使用 して くだ さい。

きの りとろろ 17g

国 産 の焼 きの り と とろ ろ昆 布 を ブ レン ドしま した。

あ り湯通 し塩蔵元付 き茎若布 500g

三陸産、茎わかめです。

カ ッ トわかめ 80g

三陸産わかめを使用

チ ップス

三 陸 産 わ か め を使 用

卵―個 をほやで包んで、甘辛 く煮付 けた一風変わつた商品です。 女川限定の郷
ほやたまご

土料理をそのまま製品化 しました。

ほや煮

ほやのむき身を甘辛いたれで煮付け、 くせのないやさしい味に仕上げました。
ほや独特のにがみを抑 え、あまりほやを食 べた事がない方にも食 べていただける

目を引 く商品ですので、お生産や酒のつ まみに

よう工夫 しました。酒のつ まみ、おやつに最適
有限会社 マルキチ阿部商店

ほやのむき身丸 々―個分をの して、やわ らか くさきやす く仕上げました。酒 のつ

さきほや

まみ、おやつに最適
女川産の銀鮭を蒸 して、ほ ぐし身を調味 して さらに炒め、そばろに しました。甘

銀鮭 そ ぼ ろ

銀鮭昆布巻 き

めの味付 けで、 ご飯 にぴった りです。
(リ

女川産の銀鮭を、丁寧 に昆布で巻いて、4時 間 じっくりと煮つけました。お生産

アスの詩)

ち ょうどよいお手軽サイズです。
1産 のかきを、丁寧 に昆布で巻いて、 じっくりと煮つけました。お生産 にち よ

かき昆布巻き くリアスの詩)

うどよいお手軽サイズです。
品ほやた まご、を一ロサイズで新発売

うずらのほやたまご

鮮度の良 いホヤを原料に使用 しているのでホヤが昔手な方でもお召 し

ホヤの塩辛

りいただけるような商品です。
ある宮城県産 のホタテ貝柱をえることで噛めば噛むほどに旨味が溶れる商

久 リホ タ テ

有限会社かみた いら

です

性蠣を原料に使用 し、牡蠣 の旨味をのこした まま醤油 ベースで まろや

牡蠣 のまろやか煮

煮込んだ商品です。
ヤをえ ることで旨味を一層引き出 した商品です。

久 リホヤ

肉厚な≧わかめを剣 山引きで細か く裂いて、 中華風に味つけ した商品

華茎わか め

金華 さば水煮
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金華特大 〆さば

有限会社 ミノ リフーズ

金革ヤ リイカ
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しました。
使用 '9う

された近海のヤ リイカを、お束」
身用 に仕上げました。 自社独
り、甘 く旨味を最大に引き出 し、 ドリップが出にくいものと
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(刺

身用)

ミネラル豊富な沿岸部で大切に育て られた活 〆の銀鮭を丁寧に骨抜 き加
い た しま した。 刺 身 は も ち ろ ん調 理 も しや す い もの とな って お ります 。

コをオ リジナルル ン ドの粉にます
ぎし瞬間凍結にて仕上げ
こか ら揚げ

ました。唐揚げと言 うよ り、 クリス ピーのようなサクサクとした食感 と、 タ コの
を感 じる一 品 とな っ て お ります。

株式会社光洋水産

アカモク

天然のアカモクをプロの技で選別、加工 しました。色 も粘 りも良い一級品です。

結び煮昆布

一つ一つ手作 りで昆布を結び、独 自の味づけで、おい しく煮炊 きしました。

塩蔵わかめ

三陸沖の色 も良い、おい しいわかめです。

元茎のつ くだ煮

歯ごたえのある元茎を、 しょうが しょう油で煮 ました

ソ っかけ塩辛
ぶ っか け 明 太 子

塩幸の持 つ、独特 の風味を大切に した商品です。
明太風に仕上げた助子をブ レン ドした、人気商品です。

めかぶ松前漬

昆布 のまろやかな旨味、数の子の歯応 えが楽 しめる商品です。

Sヾ

株式会社八葉水産

有限会社川村海産

いかキムチ

いかと人参、 だいこんなど食感が良い商品です

おさしみわかめ 金袋

三陸産の外洋 一等品使用

お さしみわかめ 黒袋

三陸産の外洋 一等品使用

三 陸産

肉厚

わかめ

肉厚でシャキッとした食感のわかめです。

陸産

肉厚

昆布

煮物やお鍋 に最適の早煮昆布です。

とろろ昆布
※天候、漁獲状況等 によ り変更になる場合がございます。

昆布本来 の味 と香 りを引き出すために昔ながらの手仕事 で丁寧に削った一級品で
す

