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このＦＡＸ注文書をホームページよりダウンロードできます。本ページをコピーしてお使いの場合、拡大コピー（A5→A4）をおすすめします。

fax 03-6458-4536 築地魚群 注文書

お名前
様

ご依頼主

お届け先　（ご依頼主様と同じ場合は、同上とお書きください）

ご注文の商品 （商品代金以外に送料（全国一律1,100円（税込））、代引き手数料（代金引換便ご希望の方のみ330円（税込））がかかります。
  ただし、ご注文合計15,,000円（税込）以上の場合、送料が無料となります。）

ご希望のお届け日 （商品によってはご指定できません）

その他ご要望など

フリガナ 電話番号

f a x 番号

ご住所

メールアドレス ＠

お支払方法 □ 代金引換 □ 銀行振込（前払い）□の中にチェックをしてください

アパート・マンション名まで記入してください〒　　　 ―

お名前
様

フリガナ
電話番号

ご住所

アパート・マンション名まで記入してください〒　　　 ―

お届け希望日 　　　　月　　　　　日（　　　）

　　　　月　　　　　日  （　　　）

ご注文日：　　　　月　　　　　日（　　　）

お届け時間帯

※ご注文日より３日目以降をご指定ください

□の中にチェックをしてください

※下処理の指示がない場合には、マルのままお届けします。

商 品 名 価格

円

円

円

円

円

円

個

個

個

個

個

個

数量 備 考

□午前中　　　　　　　□１４時～１６時　　　□１６時～１８時
□１８時～２０時　　　□１９時～２１時

□ お届け日はまだ未定です。 入金確認後、発送致します。

□午前中　　　　　　　□１４時～１６時　　□１６時～１８時

□１８時～２０時　　　□１９時～２１時

熨斗 （熨斗をご希望の方のみご記入下さい）

紅白蝶結び □御祝　□御礼　　□内祝　□御年賀　□御中元　□御歳暮

結び切り

仏熨斗

下処理

商品金額計

＋

□内祝　□御見舞　□結婚祝

□志　　□粗品　　□御供　□御仏前　□御霊前

鮮魚の下処理（鮮魚をご注文の方で下処理をご希望の方のみご記入下さい）

□　３枚おろし（頭・骨付き）　　□　エラ・内蔵・うろこ取り

ご注文ありがとうございます。確認後、弊社にて以下に記入してＦＡＸ返信を致します。

（以下、弊社記入欄）

ご注文金額 銀行振込（前払い）の方へ

お問い合わせ先

お届け予定日

送料

＋

代引き手数料

＝

ご注文金額合計

　　　　月　　　　　日（　　　）　１５時まで
に下記口座にご振込の手続きをお願いします。

（振込手数料はお客様のご負担でお願い致します）

【銀行】ゆうちょ銀行
【支店】ゼロイチハチ（〇一八）
【種類】普通預金

築地魚群
TEL:03-6458-4535
i n f o@gyog u n . n e t

【口座番号】　8036245
【口座名】ユ）ドリームアイランド

つきじ　ぎょぐん

築地魚群について

築地魚群の約束
築地魚群はお客様に次のことを約束いたします。

通信販売ですが、昔の街の魚屋のように、お客様の信頼を得て頼っていただけるお店になりたいと思っていま

す。どうぞよろしくお願いします。

築地魚群 店主

築地魚群 店主 平田

「お客様の声」を掲載してます！
ハガキやメールで頂いたお客様の声をホームページに掲載してます。

たくさんの喜びの声は私どもの元気の元です！ぜひご覧ください。

当店は、2011年に築地市場にて業務用水産物の卸売を開始しました。2013

年より個人のお客様へ新鮮な魚介のインターネット販売を開始、2019年から

は、魚介・海鮮類にとどまらず、肉や野菜・果物など世界中の食材を取り扱い始

めました。

築地市場での修行当時、まだ魚の素人であった私はスーパーでは見たこともな

いピカピカの魚達が、市場にあふれている事に驚きました。

この「私の驚き」を田舎の両親に伝えようと、とびきりの海鮮セットを市場から送り

ました。

「こんなに美味しい魚は初めて。ありがとう」という言葉がうれしかったことが現在

の築地魚群の礎となっています。

築地市場は2018年に80余年の歴史に幕をおろし豊洲市場へと移転、当店も魚介類以外も取り扱い始めるなど

変化はしていきますが、これからも創業当初のこの気持を忘れないよう、「築地魚群」という名前を変えずに誠意

をもって精進していきたいと思います。

末永いご愛顧宜しくお願いいたします。
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\9,800～\24,800

\7,920

\4,154

\4,320

> 箱ウニ(銅～金レベル)
> 北海道産いくら 醤油漬け 500g
> 北海道産たらこ 1本物 500g
> 北海道産明太子 1本物 500g

\3,240～\10,800

\5,400～\10,800

> 干物 3000～10000セット

> 干物＋漬け魚 5000～10000セット

\3,240～\7,560

\5,400～\10,800

> 西京漬け 3000～7000セット

> 漬け魚＋干物 5000～10000セット

\14,400

\16,200

\10,800

\9,936

> ボイルタラバガニ肩付き脚 1kg

> ボイルズワイガニ 2kg

> 活車エビ

> 活伊勢海老(国産)

\6,800～\16,800> うなぎ蒲焼きセット 各種

豊洲の魚屋が本気を出した漬け
魚のセットです。口に入れた時
にふわっと香る酒粕とやさしい
西京ミソの味が魚と調和してい
ます。

旨い干物が豊洲を目指す。大都市 東京の台所、豊洲だ
からこそ高級な干物が全国から入荷されます。スーパー
では入手困難な高級干物をセットにしました。

“生命”をまるまる頂く。
命のありがたみを噛みしめな
がら召し上がって下さい。

贈り物でないとなかなか食べる機会のないカニ・エ
ビ。カニは身がぎっしり、エビは活きたままの新鮮ピ
チピチ、全て豊洲市場クオリティーです。

浜名湖ブランドのうなぎシリーズで
す。浜中湖産うなぎだけを使っている
ので、安心・安全なのはもちろんのこ
と、美味しさも保証付きです。

西京漬け
干物

魚卵

うなぎ

かに・えび

おすすめギフト
お世話になったあの方へ、

美味しいギフトをお届けします。

お中元、お歳暮、母の日、父の日など、

特別な贈り物としてご利用下さい。

P.40

P.14

P.16

P.46

P.20

\4,884

\6,783

> 炭火3種たたきの食べ比べ3本セット

> 炭火4種たたきの食べ比べ4本セット

\5,980～\11,980

> 築地おつまみセット「梅」～「松」

炭火で炙ったマグロやカツオは、外はカ
リッと香ばしく、中はトロッとまさにお刺
身。食べてみてその美味しさに驚かれると
思います。

豊洲のプロが厳選したおつまみセット。
乾物だけじゃ物足りないので、炭火で
炙ったカツオやほやなどいろいろな珍味
を組み合わせました。

豊洲のプロが厳選したおつまみセット。
乾物だけじゃ物足りないので、炭火で
炙ったカツオやほやなどいろいろな珍味
を組み合わせました。

炙りたたき
（マグロ・カツオ・サーモン）

築地おつまみセット

P.60

P.50

2



※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

\5,400～\32,400

> 築地魚群 海鮮セレクトセット「梅」～「極」

\9,800～\39,800

> 築地魚群 海鮮と肉セレクトセット「梅」～「極」

\8,399～\19,800

\1,755～\7,498

> マグロセット各種

> マグロ 単品各種
\5,400～￥32,400> ふぐセット 各種

当店で取り扱って商品からバランス良くおすすめ
商品をセレクトしたバラエティーセットです！
そのボリュームと美味しさに喜ばれると思いま
す。

豊洲といったら「マグロ」。
老若男女、大好きなマグロです。
星の付いている高級なお鮨屋さんで出てく
るような贅沢なマグロを贈られたら喜ばれ
ます！ふぐの中でも最高とされる国産とら

ふぐなどを使った各種セットです。

築地魚群セレクトセット

マグロ
ふぐ

熨斗（のし）3種類、母の
日・父の日用及び通常のギフ
トカードをお付けすることが
可能です。（全て無料）
ご注文の際にご指定下さい。

祝い熨斗 結び切り熨斗 仏熨斗

P.4

P.8

P.47

\3,967～￥22,041 > 松坂牛・黒毛和牛 各種

築地にある創業100年以上の黒毛和牛を取り扱う吉澤商
店の最高級国産牛です。

松坂牛・黒毛和牛P.66

\14,800～￥49,800

> 豪華ホームパーティーセット

           「スタンダード」～「プラチナ」

「赤ワイン」とともに、ちょっと
リッチなホームパーティーを想定し
てセレクトしたセットです。

豪華ホームパーティーセットP.95

\9,800～￥39,800> シャンパン＆贅沢おつまみセット「スタンダード」～「プラチナ」

ホームパーティーのスタート時にシャンパンで乾杯しつつ、
アペタイザーを楽しむのを想定したセットです。

シャンパン＆
贅沢おつまみセット

P.95

\8,800～￥19,800

> ヨーロッパおつまみセット

          「スタンダード」～「ゴールド」

ヨーロッパ産のチーズやソーセー
ジ、サラミ、ハムといったおつまみ
のセットです。

ヨーロッパ
おつまみセット

熨斗・ギフトカード無料

P.93

\9,800～￥14,800

> チーズコレクション 「シルバー」～「ゴールド」

世界のチーズを食べ比べるセットです。日本の純米酒
粕漬けしたクリームチーズから、西洋の白カビタイ
プ、青カビタイプなどいろいろなチーズをセットにし
てあります。チーズ好きにはたまらない食べ比べセッ
トです。

チーズコレクションP.93
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干物

西京漬け

魚卵など

マグロ

炙りたたき
（マグロ・カツオ・サーモン）

築地魚群セレクトセット

築地魚群 海鮮セレクトセット
当店で取り扱っている魚介類の中から、人気定番商品の ”西京漬け” ”干

物” ”炙りたたきシリーズ” やマグロ、魚卵（※）など、海の幸が満載のお得な

セットです！そのボリュームと美味しさに驚くこと間違いなし！

築地魚群 海鮮と肉セレクトセット
海鮮のみならず、当店で取り扱っているお肉からもセレクトし、魚も肉もバランス良く楽しめるセットです。

当店の人気商品、西京

漬け・干物・炙りたたき

( か つ お ・ サ ー モ ン ) が

入った海鮮バラエティー

セットです。

豊洲市場といったらマグロ。老

若男女、みんな大好きなマグ

ロです。

イベリコ豚 各種
イベリコ豚ロース・しゃぶしゃぶ

用バラスライス・ハム・サラミ

など。

黒鶏・雌鴨
やわらかジューシーな黒鶏や

雌鴨のロース。

キャビア
世界三大珍味の一つキャビア

旨い干物が豊洲市場を目指す。

キンキ、ノドグロ、金目鯛・・・

干物通もうなるラインナップです。

外はカリッと香ばしく、中はトロッとお刺身状態！

まさに”生命”をそのまま頂く「魚卵」。

豊洲市場クオリティーのいくらや明太子

などです。

豊洲市場の魚屋が本気を出した西京漬け。

口に入れたときに、ふわっと香る酒粕とやさしい西京

味噌の味が、それぞれの魚と調和しています。

種類は「梅」と同じく西京

漬け・干物・炙りたたきで

すが、さらにパワーアップ

しています。

「竹」の内容に加えて、マ

グロ(中トロ)が入ってます!

各商品がバランスよく

入っていて、人気No.1で

す。 

マグロの中トロと赤身を食

べ比べできます。いくら

なども入り、漬け魚・干

物・炭火焼きなども更に

パワーアップ。 

マグロは大トロ・中トロ・赤

身と全部堪能できます。

漬け魚・炙りたたきは当

店で扱っている商品全

部!その他多種海鮮満

載。築地魚群を存分に

堪能できるセットです。 

（※）マグロや魚卵などは、築地魚群セット「松」 以上から入ります。

「梅」　\5,400 「竹」　\8,640 「松」 \10,800 「宝」 \21,600 「極」 \32,400

海鮮セットに入っている

ようなものに加えて、イベ

リコ豚のバラ、ソーセー

ジ、サラミが入ってます。

セットの目玉は「雌鴨ロー

ス」。鴨の胸肉はキメの

細かい柔らかな食感で、

臭みもなくどんな料理に

もあいます。

竹セットの内容に加え

て、ミナミマグロ中トロが

入 っ て い る の が 売 り で

す！

目玉は「黒鶏骨付きモモ

肉」。フランス政府が高

品質を認定した黒鶏で、

肉は脂分が少なくきめが

細かく、旨味とコクが肉に

閉じ込められています。

このセットは目玉商品目

白押し！ミナミマグロの

「大トロ・中トロ・赤身」から

キャビア、イベリコ豚各

種、炙りたたきなど、築

地魚群満喫セットです。

「梅」　\9,800 「竹」　\14,800 「松」 \19,800 「宝」 \29,800 「極」 \39,800

P.40 P.8

P.60

P.18

P.14

P.68

P.71

P.5

築地魚群 海鮮セレクトセット「極」

築地魚群 海鮮と肉セレクトセット「極」

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。 4



世界三大珍味

キャビア

トリュフ

チョウザメの卵を塩漬けしたキャビア。チョウザメサメの種類によってランクがあ

り、美味しいキャビアほど値段が高く、芳醇で複雑な味わいは世界三大珍味

にふさわしい食材です。

「黒いダイヤ」とも称されるトリュフ。

少量のトリュフを添えるだけで香り豊かな贅沢な一品に仕上がります。

フォアグラ
ねっとりとした食感・甘み・独特な香りが特徴のフォアグラ

高級食材として広く知られている「世界三大珍味」です。

なかなか食する機会は少ないですが、一度は堪能してみたい食材です。

ハレの日など特別なお食事にどうぞ！

トライアル的に手の出せる価

格のキャビアです。

キャビア（ドイツ産）20g                

\5,400

ミシュラン三つ星27店中22

店で使用されている上質

キャビアです。

カルーガハイブリットパスト

ライズキャビア50g 

\10,260 \12,960

イタリアで生育された、シベリ

アチョウザメとアドリアチョウ

ザメのハイブリッド種の卵を

原料としています。イタリアの

キャビア職人の技の結晶で

す。

キャビア・レジーナアルジェ

ント（銀レベル）（イタリア産）

50g 

最高級のキャビアに使用さ

れるチョウザメの一種オシェ

トラのキャビアです。

中国産とはいえ品質が劣る

ことなく、逆にコストパフォー

マンスが高いと評価されて

います。

オシェトラ・フレッシュ・キャ

ビア 50g （中国産） \9,800

ハンガリー産のリーズナブル

なフォアグラです。

鴨のフォアグラ約500gハン

ガリー産

フランス ランド産の鴨のフォ

アグラです。小さくて使いや

すいです。

鴨のフォアグラの大ローブ（

フォアグラ・カナール・アン

ローブ）約400gブランス産
\8,502

\7,517

夏トリュフは5-8月がシーズ

ンで、冬トリュフに比べて評

価は劣るものの、価格が

1/2から1/3ですので、コス

トパフォーマンスは高いトリュ

フです。

サマートリュフ約200g

イタリア産 \20,736

サマートリュフより香りが強い

のが特徴。

オータムトリュフ約200ｇ

イタリア産 \22,810

\9,904 \11,664

フランス ペリゴール産のフ

レッシュなフォアグラ（エキス

トラ）です。

鴨のフォアグラエキストラグ

レード約500gフランス・ペリ

ゴール産

フランス政府が推薦しEUが

IGP認定する上質なフォアグ

ラです。

鴨のフォアグラファーストグ

レード約600gフランス・ペリ

ゴール産

5



マグロカマ 1kg
\1,755

マグロ尾の身 1kg
\1,931

縞ほっけの開き
\1,257

金華さばの開き
\727

殻付き牡蠣 10個
\3,888

[定番]築地ガンガン焼き
\9,980

海鮮バーベキューセット

\9,898

\13,284

\20,169

\31,250

> 築地海鮮BBQセット 「鶴」 （2～3人前）

> 築地海鮮BBQセット 「竹」 （3～4人前）

> 築地海鮮BBQセット 「松」 （4～5人前）

> 築地海鮮BBQセット 「祭」 （4～6人前）

豊洲市場ならではの超豪華‼海鮮バーベキューセットです。

せっかく豊洲市場からバーベキュー用の魚介類をお届けするならと、

活きている食材にこだわりました。

写真は「豊洲市場 海鮮ＢＢＱセット「祭」」

※セットごとに入っている内容は違います。
　　詳しくはホームページでご確認下さい。

活オマール

活ハマグリ活サザエ

活ホタテ

ブラックタイガー海老

子持ち鮎

イカ

マグロホホ肉

特大活アワビ

その他 海鮮ＢＢＱにおすすめ商品

マグロ 干物貝 P.40P.28P.8

P.30

天気のよい日曜日に家族

を集めて海鮮バーベ

キューをしました！

みんなでワイワイ楽しい

ひとときでした。

食材到着！
ヤマトさんに
BBQ現場まで
持って来て
いただきました

豊洲から送った
海鮮食材の
鮮度問題なしっ！

築地魚群 店主の

海鮮バーベキュー 日記
築地魚群 店主の

海鮮バーベキュー 日記
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子供たちは、

活きている

オマール海老に

興味津々のようす

活オマールは
プリップリ
歯ごたえ最高

北海道の
ホタテは
超肉厚ッ

旨味濃厚
はまぐり

定番イカ焼き
バター醤油
の破壊力！
たまらん＞＜

あとは
片付けして

帰ろっと

手伝ってない(*^^*)→

お腹いっぱい
の子供たちは
遊びに夢中・

海鮮BBQ
に欠かせない
サザエの壺焼

晴天のなか、楽しい
BBQをすることが
できました。
皆さんも、お友達
ご家族と
素敵なバーベキューを
してみませんか？

まるでお肉っ
マグロほほ肉
は塩コショウで

巨大海老も
火を通したら
キレイな
赤色に！

初めて見る
巨大アワビ
う、動いてる

超豪華！
生きてる
アワビ
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マグロ

\3,213

\2,970

\4,860

【その他のマグロ】

> ミナミマグロブツ用 500g

> メバチマグロ赤身 500g

\7,650

\1,728

> マグロ3種の食べ比べセット

> 粗挽きネギトロ300g

ミナミマグロ頭肉 500g

\2,592マグロ ほほ肉 500g

\1,755マグロ カマ 1kg

\7,498ミナミマグロ
大トロスペシャル 500g

\8,399
\14,850

赤身・中トロセット 1kg
　　ミナミマグロ
　　本マグロ

\12,979
\24,750

全部セット（赤身・中トロ・大トロ） 1.5kg
　　ミナミマグロ
　　本マグロ

\19,800マグロ一尾
全身の部位セット 3.5kg

\8,262マグロ希少部位
4点セット 2kg

\6,171

\11,138

ミナミマグロ 大トロ 500g

本マグロ 大トロ500g 

\5,466

\10,209

ミナミマグロ 中トロ 500g

本マグロ 中トロ 500g

\4,350

\6,497

ミナミマグロ 赤身 500g

本マグロ 赤身 500g

\1,931マグロ 尾の身 1kg

豊洲といったら「マグロ」。老若男女、大好きなマグロです。

昔気質のお鮨屋さんがこよなく愛する

ミナミマグロ（インドマグロ）を中心に取り扱っています。

マグロは解凍方法や切り方で美味しさが変わります！

次項以降を参考に美味しいマグロをお楽しみ下さい。
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マグロの解凍方法

氷水解凍方法

解凍方法①

ボールに粗塩で塩水を作

ります。（水1Lに対して粗

塩30g）

その塩水でマグロのサクに

付いている切り粉クズをよ

く洗い流します。

水道水で塩水をざっと洗い流し、キッチンペーパーなどでサ

クに付いている水滴をよく拭いて下さい。

・・・
手間暇を惜しまない方法
マグロの旨味を最高に引き出す解凍 温塩水解凍方法

お手軽にやる方法
マグロのプロもこの方法で解凍

店主
おススメ

プロも
この方法

１．塩水で洗う

キッチンペーパーでマグロの水分を拭い

て、新しいキッチンペーパーをマグロに

巻き、皿にのせて軽くラップし冷蔵庫で

半日から1日寝かします。

寝かせることが重要です！

寝かせることによりマグロの身が熟成し

旨味が増します。

（寝かせすぎるとマグロの色が黒くなるの

で注意して下さい）

マグロの柵に付いている切り粉クズを水道水でざっと洗い流

し、温塩水にマグロを漬けます。

1-2分たったら温塩水からマグロの柵を取り出し、軽く水道

水で洗います。

解凍後のマグロにちょっと塩気を残すのが、マグロの旨味が

感じられるちょうどよい状態になります。軽く洗わないと解凍

後のマグロが塩っぱすぎるし、洗い過ぎると水っぽい味に

なってしまいます。「ざっと流す」程度が良いです。

１．温塩水で解凍

【共通】冷蔵庫で寝かす

完成！

ジップロックなどの密閉で

きる袋の中に、マグロの柵

をそのまま入れて下さ

い。必ず密閉できる袋を

使用して下さい。

マグロにラップをする必要はありません。マグロの柵を入れる

際に、袋からなるべく空気を押し出して下さい。

２．密閉袋に入れる

ボールに氷水をタップリと

用意し、その中に袋を沈ま

せます。袋が浮いてしまう

ようなら、重しをのせて袋

が氷水の中に沈むようにし

て下さい。

時間がたつと袋に氷の膜が張るので手ではがして下さい。

約1時間-1時間半程でマグロが解凍されます。

３．氷水で解凍

解凍方法②

お風呂の温度位のぬるま

湯に、粗塩を溶かして塩

水を作ります。（水1Lに対

して粗塩30g）

・・・

冷凍マグロの解凍には時間がかかります。

召し上がる半日から1日前に余裕をもって解凍して下さい。

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。9



大トロのお刺身の切り方

天然ミナミマグロの大トロ（お腹の部分）には必

ず腹骨があります。ミナミマグロの大トロをお刺

身にするときは、この差し込んでいる骨を上手く

取り除くことがコツとなります。

腹骨を上手に取り除く！
１.

よく切れる包丁を用意してくだ

さい。マグロのサクの皮目を下

にしてまな板に置きます。

サクの皮目を下
にして置く

２.

サクを左手で押さえ、皮に沿っ

て包丁を入れます。

皮を切り取る

３.

反対側の白い膜を切ります。

写真ではサクを立てて膜を

切っていますが、白い膜を下

にして（皮と同じように）切り

取ってもよいです。

白い膜を切り取る ４.

両側を切り落とします。写真に

白い骨が見えます。

両側を切り落とす ５.

骨が入っている部分にV字に

包丁を入れて、骨を取り除き

ます。

骨を取り除く

７.
皮や骨についている身は、ス

プーンでかき出してすき身にし

ます。

身を掻きだす

８.
シソや薬味と一緒に盛り付け

てください。

盛りつけて完成！

６.

大トロの部位は筋が強い場所

ですので、筋に対して垂直に

包丁が入るようにして刺し身を

切ります。筋を断つようにする

と食べたときに口の中で筋が

あたりません。

筋を断つように切
る

腹骨

マグロの切り方

10



中トロ・赤身のお刺身の切り方

① 包丁が命！

② 習うより慣れろ！

お刺身を切るまえに包丁は必ず研いで切れるようにして

おきます。

プロの板前は刃渡りがあるお刺身用の柳刃包丁を使用し

ますが、ご家庭の場合はできるだけ刃の長いものを用意し

てください。

包丁はサクに押しつけずに刃の根本から刃先までを使用

して引きながら切ります。上から押し付けたり包丁を前後

に動かしたりしないようにします。イメージは包丁で弧を描

くような感じです。

習うより慣れる！

何度かお刺身を造るとコツが分かってきます。角

が立ったお刺身は見た目だけではなく、実際に食

べても美味しいですよ！

１.

筋のないサクは右側からお刺身にしま

す。（平造りという）

平造り ２.

右側から順序よく同じ厚さに切ります。

同じ厚さで ３.

包丁の根本から刃先までを使いサクを

切ったあと、包丁の刃で右側に振りま

す。

包丁の根本から刃先を
使う

プロのお寿司屋さんに聞いた

「美味しいお刺身を造るコツ！」

築地の老舗「鮨竹若」 松井板長

大トロ・中トロ・赤身
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マグロ希少部位の食べ方

「脳天（頭肉）」の食べ方

天然ミナミマグロの脳天（頭

肉）は、非常に脂のりが強く

歯ごたえがあります。是非お

刺身でお召し上がり下さい。

軽く炙って鮨にすれば、あっ

という間に常連しか食べられ

な い お 鮨 屋 さ ん の 裏 メ

ニューです。

解凍方法は共通です。「マグロの解凍方法」をご参照下さい。

P.9

ずにく

「カマ」の食べ方

１．塩や胡椒をふってアルミ

ホイルに包んでグリルする。

２．焼き上がりの味が薄い場

合、醤油を少したらすのが

おすすめ。お好みで大根お

ろしなどを添えて下さい。

マグロのカマは、加熱して食べます。おすすめはホイル焼きで

す。バーベキューなどにも最適です。

「尾の身」の食べ方

１．塩や胡椒をふってアルミ

ホイルに包んでグリルしま

す。

２．身の部分はホロホロとし

た食感で、お肉のような旨さ

があります。特筆すべきは、

皮と身の間の白い筋で、こ

れが加熱されるとブリンブリ

ンのお餅のような食感となり

ます。これはコラーゲンの固

まりです。

マグロの尾の身は、加熱して食べます。おすすめは「カマ」と同

様ホイル焼きです。

尾の身にはマグロを運搬する

ために取り付けたヒモが付い

ている場合があります。解凍

する際に取り除いて下さい。

「ホホ肉」の食べ方

塩こしょうしをかけて

ステーキのように焼

いてできあがり！

マグロのホホ肉は、加熱して食べます。

シンプルに塩こしょうをかけてステーキのように

食べるのがおすすめです。

運搬用
ヒモ
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【材料】 （2人分）

・マグロ赤身 200g

・アボガド

・セロリの茎 細めを5～6本

・セロリの葉

・カッテージチーズ

・料理酒 50cc

・本みりん 50cc

・醤油 100cc

・オリーブオイル 大さじ2杯

セロリ風味？！漬けマグロ丼

マグロ尾の身の煮付け

①漬けタレを作る。

酒・みりん（各50cc）に火をつけアルコールをとばし、醤油（100cc）を

入れ、ひと煮立ちさせる。

②ひと煮立ちした漬けタレにセロリの茎（細めを5-6本）とオリーブオイル

（大さじ2）をいれ、冷ます。

③冷めたタレにマグロを10～30分漬ける。

④ごはんにちぎった焼き海苔、マグロ、アボカドをのせ、セロリの葉（細切り）をのせ完成。

カッテージチーズがあったので添えてみたところタレによく合ってさわやかなアクセントになりました。

【材料】 （2人分）

・マグロ尾の身 500g ・醤油、酒、みりん 各100cc

・砂糖 大さじ 5杯

①マグロ尾の身をさっと熱湯に通し、すぐに氷水の中で汚れをとる。

②水（600cc）・醤油（100cc）・酒（100ｃｃ）・みりん（100ｃｃ）・砂糖（大さ

じ5）を煮立て、尾の身を入れ落としぶたをして煮る（中弱火20～30

分）

マグロのレアステーキ

【材料】 （2人分）

・マグロ切り落とし（ブツ） 200g

・えのき

・塩、コショウ、小麦粉、

 バター、みりん、醤油　適量

①マグロの切り落とし（ブツ）に、塩、コショウ、小麦粉をまぶして、強火で

表面に焼き色をつける。

②バターでえのきを炒め、みりん、醤油で味付け。

マグロにほんのりセロリの風味がつき、葉もいい薬味となり満足の一品に仕上がります！

身の部分はホロホロとした食感で、お肉のような旨さがあります。皮と身の

間の白い筋はコラーゲンで、加熱するとプルンプルンな食感になります。

骨の中心の骨髄からは凝縮したうま味が溶け出しおいしい煮付けです。

えのきバターソースのコクがレアなマグロにぴったりで、ごはんがすすむ

一品です！
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西京漬け（漬魚）

\5,400

\10,800

\3,240

\4,320

\5,400

\7,560

【西京漬けと干物のセット商品】

> 西京漬け＋干物 5000セット（西京漬け4種8枚＋干物4種6枚）

> 西京漬け＋干物 10000セット（西京漬け6種11枚＋干物6種8枚）

【西京漬けのセット商品】

> 西京漬け 3000セット（6種8枚）

> 西京漬け 4000セット（6種10枚）

> 西京漬け 5000セット（7種12枚）

> 西京漬け 7000セット（11種16枚）

 銀だら　\875

 さわら（鰆）　\477  ぶり（鰤）　\405  カレイ　\571

 金目鯛　\684

人気No.1の魚種。口の中で旨味と共に
身がとろける味わいです。

深海にいる金目鯛は身に脂があり、ク
セのない白身の魚です。

さわらは歯ごたえのある魚で、西京
漬けとの相性がよい魚です。

さわらと同様に歯ごたえしっかり。かむ
ほどに魚の味があふれる魚です。

銀だらと似ている魚。柔らかな口当たり
で甘みのある美味しさです。

豊洲の魚屋が本気を出した漬け魚のセットです。口に入れた時に

ふわっと香る酒粕とやさしい西京味噌の味が魚と調和しています。

セット商品は、単品合計よりも割安となっています。

お中元・お歳暮といったギフトや自宅で召し上がる自家用として人気のある商品です。

単品商品

セット商品

※ギフト用化粧箱（324円）に
お入れすることもできます。写真は「西京漬け7000セット」

発泡箱に入れてお届け。

当店の西京漬けは単品1枚からご購入

頂けます。

ぜんぶで１１種類。

お好きな魚種を１枚からどうぞ！

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。 14



 紅鮭　\605 銀鮭　\554  赤魚　\500

メカジキ　\495  さば（鯖）　\365 イカ　\432

西京漬け（漬魚）の焼き方

１
漬け魚を冷凍状態のパックのまま水につ

けます。約20-30分で解凍されます。

２

３
-１

パックのまま解凍

パックから取り出した漬け魚の表面を、

キッチンペーパーなどで軽く拭いてくださ

い。

軽く表面を拭く

軽くもんだアルミホイ

ルを敷き、表面にサ

ラダ油を塗ります。

（漬け魚がくっつか

ないようにするため）

弱火でじっくり焼いて

下さい。

クッキングペーパーを

敷き、弱火でじっくり

焼いて下さい。

焼き上がり時間は調理器具や魚の種類、身の厚

さ等により異なります。焼き具合を見ながら、火加

減や時間を調整して下さい。

オーブン・グリルで焼く場合

３
-２

フライパンで焼く場合

天然の紅鮭は風味が高い鮭で、これぞ
「鮭」といった味のある魚です。

紅鮭に比べて脂がのっている鮭。焼き
あがりの皮目の美味しさは抜群。

赤魚は白身の魚で淡白。味噌と酒粕
の香りが調和しています。

高たんぱく・低脂肪でヘルシー。歯ごた
えがあり、焼きにあいます。

ノルウェー産の脂のりがよいさばを、甘
みがある西京漬けにしました。

肉厚なスルメイカで柔らかな食感で
す。香ばしさが食欲をそそります。
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築地魚群店主

ウニ
高級なお寿司屋さんで使用されるウニを飽き

るまで食べたい。

大切なあの人に食べさせて驚かせたい。

そんな贅沢な希望を叶えるウニだけを取り扱っています。

豊洲市場で特に評価が高く一流の寿司屋で使われる最高グレードのものをお届けし

ます。生産者は、小川浜中、マルキ平川、小川商店、羽立水産などです。1箱で

250-300gあります。一度でいいから最高級のうにを食べたい方はぜひお試しくださ

い。なめらかに口の中でとろける最高のうに、磯の香り、ふわっと溶ける旨味を堪能で

きます。

豊洲市場ではこのグレードのうにを「並びのうに」と

呼んでいます。整然と箱に並んだうには、見た目だ

けでなく味も濃厚で甘みがあります。甘みのあとに

口の中に濃厚な磯の香りが残ります。老舗の寿司

屋で「お好みでうにを握って」といって出されるよう

なうにです。

店主の一言

金レベル　\24,800

銀レベル　\18,900

銅レベル　\9,800 塩水ウニ
\5,980

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

私は築地市場時代にウニの競りをしていました。

ウニは等級によって大きく味に違いがあります。ひどい

ものは不味くて食べられません。ウニは産地や時期によっ

て様々なグレードのものがありますが、分かりやすくざっくりと次

のように評価します。

 ・最高級(金レベル)星のつく寿司屋で使用

 ・次点(銀レベル)カウンターのある寿司屋の夜で使用

 ・及第点(銅レベル)カウンターのある寿司屋のランチ用

落第点のウニとは、チリや中国産の冷凍ウニ。もしくは生で入荷するが、ウニ一葉がペラッペラで味のないウニ。100円回転寿司

などで見られる冷凍ウニは食べるに値しません。元来、うには冷凍してしまうと食感と風味が大きく損なわれます。

当店ではこのような落第点のウニは扱いません！

また、よくミョウバンがまずさの元凶のように言われますが全く違います。すばらしいうに生産者は、ミョウバンを絶妙な配分で使用

し、うにの生臭さやうに自体が溶けてしまうのを防いでいます。

「銅レベル」としていますが決して不

味くありません。カウンターのある寿司

屋のランチや海鮮丼用、もしくはグル

メ系と言われている回転寿司屋で出てくるようなうにです。銅レベルと

言ってもあなどるなかれ。味は甘みがあります。苦味はありません。生

のうにとしては安い部類に入りますので、うにの軍艦巻きから海鮮丼と

してお使いください。

北海道、三陸、ロシ

ア(北方四島)で水

揚げされたウニを塩

水に浮かべてパック

詰めした商品です。

最も生に近い状態のウニですので、濃厚なコク、甘み

をお楽しみ頂けます。
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美味しいウニを食べるための豆知識コラムコラム

築地魚群で取り扱っている商品の中でも、 ウニは特に人気が高いカテゴリのひとつです。

皆さん興味津々のウニについてまとめました。

美味しいウニを食べたい！そのためには、 ウニの種類、 産地、 そして旬を知ることが大切です。

豊洲市場には 1 日 1 万枚を超えるウニが入荷しています。 主にエゾバフンウニとキタムラサキウニの 2 種類。

エゾバフンウニはオレンジ色をした明るいウニ。 赤っぽい見た目から市場では 「赤」 とよばれ、 濃厚で甘みが

あり食べたあとに余韻が残る味です。

キタムラサキウニは白っぽい色のウニで、 その見た目通り 「白」 と市場でよばれ、 爽やかな甘味がある大粒

のウニです。

豊洲市場には世界中からウニが集まってきますが、 なかでも北海道 （北方四島含む）、 三陸から入荷する

ウニが美味しいです。

一部の回転寿司店などでは冷凍ウニを使用していますが、 これはお勧めできません。 冷凍ウニは品質のばら

つきが大きく、 ウニが嫌いになってしまうきっかけとなっています。

旬が一番大切。 美味しいウニを食べるコツは、 旬を迎えた産地のウニを食べること、 これに尽きます。

ウニの旬は季節によってそれぞれの産地を巡ります。

シーズンは 11 月から始まり、 北海道東 ・ 北方四島のウニが出始めます。 12 月頃には道東のウニは最盛期

を迎えます。

その後、 襟裳 （1-5 月） から道南の噴火湾、 春～初夏には三陸 （青森 ・ 岩手） のキタムラサキウニも美

味しい時期です。

産地は太平洋側から日本海側へと移り、小樽、利尻・礼文島、稚内では 6 月から 8 月が旬の時期となります。

9-10 月はウニの端境期。 市場への入荷数が減ります。

▶ウニの種類

▶ウニの産地

銘品はだては、キタムラサキウニ

浜中小川は、エゾバフンウニ

▶ウニの旬

北方四島

噴火湾

利尻島
礼文島

★ウニの有名な産地と旬

天売島
焼尻島

厚岸
11月～

6 ～ 8月

1～ 5月

5 ～ 8月

広尾

襟裳

松前
江刺

余市積丹半島 小樽

浜中

稚内

落石

昆布森

羅臼

三陸（青森・岩手）

産地の移動
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明太子・たらこ・いくらの 解凍方法
冷蔵庫でゆっくり解凍して下さい。（約半日～1日）

早く解凍したい場合は、密封した袋に入れて水につ

けて解凍して下さい。1～2時間で解凍できます。

切れ子ですがあまり破けてい

ません。味は申し分なくまろ

やかで美味しいです。お手軽

な朝食用としておすすめで

す。

アラスカ・ロシアの北の海で

獲れたスケソウダラの子(助

子)を明太子にしたものです。

北海道で獲れたスケソウ

ダラの子を使用して、北海

道で製造された明太子で

す。この明太子は豊洲市

場で最も評価が高いもの

です。

いくら・筋子

明太子・たらこ

明太子

たらこ

豊洲市場で評価の高いものだけを取り扱っています。ア

ツアツのご飯に乗せてお召し上がり下さい。

いくら本来の味と香りが凝縮して、口の中で弾け溢れてきます。

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

明太子 1本物 500g

【北海道産】

\4,320

明太子 1本物 500g

【原料アメリカ・ロシア】

\3,489

明太子切れ子（上）500g

\2,380

切れ子ですが、しっとりとした

たらこで、味もまろやかで美

味しいものです。
ロシア・アラスカ産の原料を使

用して、塩漬けされたたらこ1

本物です。値段と品質のバラ

ンスがとれているたらこです。

北海道で水揚げされたス

ケソウダラ子(助子)を、新

鮮なまま処理して塩漬けし

てます。豊洲市場で最も評

価されているたらこです。

たらこ 1本物 500g

【北海道産】

\4,154

新鮮な北海道産鮭の卵を
鮮度の良いうちに処理し、
醤油と味醂に漬け込んで
あります。

いくら醤油漬け500g

【北海道産】

\7,920

たらこ 1本物 500g

【原料アメリカ・ロシア】

\3,323

たらこ切れ子（上）500g

\2,280

たらこを西京味噌で漬けたま

ろやかな味です。

たらこ西京漬け500g

\3,564

塩のみでいくらを熟成させ、
本来の旨味を引き出してい
ます。1kg（箱入り）と小分け
した200g（パック入り）があり
ます。

鮭の子ではなく鱒の子(ます
こ)を醤油漬けした商品です。

いくら醤油漬け500g

【原料アメリカ・ロシア】

\5,400

塩いくら【北海道産】

・1kg（木箱入） \21,600

・200g（パック） \3,731

筋子酒粕500g \4,860

めずらしい筋子の西京漬けで
す。まろやかな旨みです。

筋子300g \3,888

紅子(紅鮭)の筋子ですので
卵の粒は小さめですが、味は
申し分ありません。熱々ご飯
にのせて食べるのが一番お
いしいです。
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数の子

この塩数の子は口のなかでプ

チプチとはじけるような歯ごたえ

がある築地クオリティーの良品

です。カナダ産の数の子で豊

洲市場で評価が高いです。折

れ子ですが一つ一つが大ぶり

の数の子で品質は上級品で

す。

じゃがいものガレットいくら添え

【材料】 （1人分）

・塩いくら 適量

・じゃがいも 2個

・オリーブオイル 大さじ1杯

・クレイジーソルト、胡椒少々

・バター 20g

①じゃがいも2個　極細切りにして水にさらす。

②じゃがいもをオリーブオイル大さじ1・クレイジーソルト少々・こしょう少々

とよくまぜる。

③フライパンにバター20gを熱し、じゃがいもを薄く丸く広げる。

④焦げ付かないようにフライパンをゆすりながら両面をカリッと焼く。

⑤食べやすくカットし、塩いくらをのせて完成。

明太子とお豆腐のぶっかけ丼

【材料】 （1人分）

・明太子切れ子　適量

・豆腐　適量

・青ネギ　少々

・バター　少々

①ごはんの上にくずしたお豆腐・明太子・焼き海苔・青ネギ・バターをの

せてレンジでチン！

②おしょう油をかけてぐちゃぐちゃ～っとまぜてばくばく～っと食べる！

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

塩数の子（折れ子）500g
\3,456

アメリカ(アラスカ)産のニシンの卵を国内で丁寧に

仕上げてあります。

一本一本黄金色に輝く数の子は見た目が大変め

でたく、化粧箱に入っているので贈答用にもご利用

できます。

もちろんご自宅用にお使いになるのも良いです。

塩数の子500g(化粧箱入り) \3,890

数の子を燻製した珍味です。数の子の歯ごたえと

ジューシーさを、しっかり香るスモークとともに楽しめ

る上品な味です。お酒の肴にピッタリ。特に日本酒

と相性が良いと思います。

スモーク数の子45g \778

ちょっとしたおつまみにいかがですか？カリカリのじゃがいもと塩いくらの塩味の相性がピッタリ！

ひとりランチにはもってこい。簡単でおいしいです！
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※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

タラバガニはカニの王様。ボイルして

ありますので、すぐに食べられます。

身づまりのよいタラバガニのみを選

別しています。スカスカのカニを買っ

て後悔したことのある人に、絶対に

オススメしています。

タラバガニ1kgサイ

ズ。身づまりよいので

毎年リピーター多数

です。

ボイルタラバガニ
肩付き脚1kg　\14,400

カニ

タラバガニ

この商品は正規品で、化粧箱に入った品質のよいカ

ニです。

ボイルしてありますので、解凍してそのまま食べられ

ます。

業務用として5kg版もあります。

ボイルズワイガニ2kg（化粧箱入） \16,200
ボイルズワイガニ5kg（業務用） \39,273

ズワイガニ

身がギッシリ入った品質の高いカニだけしか豊洲市場では流通しませんので

ご安心下さい。

ボイルタラバガニ
特混 6-700g  
\10,800

ズワイガニの殻をむいて詰

めました。色々な部位が

入っています。

ボ イ ル ズ ワ イ ガ ニ
特混600g \5,832

ズワイガニむいてあります。

解凍したらすぐに食べられ

ます。

ボイル本ズワイガニ
特棒むき身600g \13,745

手間のかかる殻むきなし、楽チン

なしゃぶしゃぶ用ズワイガニ。

本ズワイガニ 棒ポーション
蟹しゃぶ用800g \21,600

紅ズワイガニの爪を食べや

すいように下処理してあり

ます。

紅ズワイガニの爪1kg 
　　　　　　　　　\6,480

本ズワイ爪肉の独特な食

感を楽しめる、業務用たっ

ぷり1kg。

本ズワイガニ爪 1kg  
　　　　　　　　\10,152

米国産ズワイガニフレー

ク。業務用たっぷり1kg！

本ズワイガニフレーク
1kg　　　　　　　\7,884

国産紅ズワイほぐし身、業

務用たっぷり1kg

紅ズワイガニフレーク
1kg　　　　　　\5,832

超贅沢。蟹の王様タ

ラ バ ガ ニ 脚 の む き

身。すぐ食べられま

す。

ボイル本タラバガニ
特棒むき身 500g
\9,869

米国産タラバガニ

フレーク。業務用

たっぷり1kg！

タラバガニ
フレーク1kg
\12,312
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茹で上げた北海道産毛ガニです。

毛がには1年を通して、北海道近海のいたるところで漁

が行われています。その中でも特に鮮度の良いものだけ

が豊洲市場に入荷されます。

柔らかい脱皮したてのカニです。

加熱して殻のまま食べられる香

ばしいカニです。

北海道産 ボイル毛ガニ

500g \8,247

800g \12,175

1kg \15,317

市場内で活かしこんでから丁寧に出荷します。

冷凍毛ガニが多く流通していますが、活け毛ガニの茹で

たては冷凍ものと比べて絶品の味です。

茹で上がりのみその香りと身の風味は言葉では説明でき

ない美味しさです。

北海道産 活毛ガニ

500g \6,480

800g \14,040

1kg \19,440

ソフトシェルクラブ

中サイズ（18尾）　\9,331

大サイズ（14尾）　\7,862

特大サイズ（12尾）　\8,294

お出汁に使える安価なわたり蟹

です。

わたり蟹

約200g　\648

毛ガニ

その他カニ

三大カニを全てつめこんだ欲張りセットです。

食べ比べて楽しんでください。

カニ三昧3種セット

① 「タラバ1肩・ズワイ1杯・毛ガニ1杯」セット　\21,514 

② 「タラバ1肩・ズワイ2杯・毛ガニ2杯」セット　\31,752 

カニセット かにみそ

新鮮なズワイガニ味噌を缶

詰にしてあります。

かにみそ缶100g　\972



カニの身を取り出すのが

面倒くさいという方には

むき身がおすすめ！

ボイルカニの解凍方法

ズワイガニの食べ方

タラバガニの食べ方

①各関節に、料理バサミを入れて切ります。

ボイルして冷凍されているカニの解凍方法は共通

で次のようにします。

①カニの表面には乾燥を防ぐための氷の皮膜があ

ります。氷が溶けると水がでるため、カニを大きめ

のボールやお皿にのせて軽くラップをします。お皿

の下に新聞紙を敷いておくとよいです。

②そのまま冷蔵庫に入れ半日から1日かけてゆっ

くりと解凍します。（室温などで急速に解凍すると

旨味も流れでてしまうため、解凍に時間をかけて

下さい）

②一番太い部分の関節の少し下の殻周りをハサミで
切ります。

③ゆっくりと棒肉を引きだします。

④だき肉（肩肉）の部分は半分に切って中身を出しま
す。

①足の真ん中あたりの関
節の少し上を折ります。

②ひねって身を取り出し
ます。

③きれいに取れます。

\10,800

\9,869

\5,832

\21,600

\13,745

【タラバガニ】

> ボイルタラバガニ特混

> ボイル本タラバガニ特棒むき身(500g)

【ズワイガニ】

> ボイルズワイガニ特混

> 本ズワイガニ棒ポーション蟹しゃぶ用(800g)

> ボイル本ズワイガニ 特棒むき身(600g)

焼きタラバガニ
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毛ガニの食べ方

１．毛ガニを解体する

２．毛ガニの足の身を取り出す

①毛蟹の足を切り離す

まず、毛ガニをひっくり返し腹

の部分を上にします。毛ガニ

の殻が柔らかい関節の部分に

ハサミを入れ、切り離します。

①

③毛蟹の甲羅を外す

ふんどし（前かけ）を外した箇

所に出来た穴、毛ガニの甲羅

の付け根に親指をかけて甲羅

を外します。この際は毛ガニの

かにみそが流れ出ないように

甲羅を下にして作業しましょ

う。

③

②毛蟹のふんどし
　（前かけ）を外す

三角形になっているところが毛

ガニのふんどし（前かけ）で

す。そこに親指を入れ、取り外

します。

②

①足を2つに切り分ける

まずは殻を剥きやすいようにす

るため、毛ガニの足の関節から

２つに切り分けます。固い部分に

当たってしまった場合は無理に

切ろうとはせずに柔らかい関節

の部分を探して切り分けるように

して下さい。

①

②足の細い部分も
　切り開く

毛ガニの足の下の部分（毛が

少なく柔らかい平らな部分）か

ら少しずつハサミを入れていき

ます。逆側も同じように切りま

す。毛ガニの足の細い部分も

同様に切り開きます。

③身を取り出す

上手くハサミが入っていたら剥

がれます。上手く開けない場

合は無理に開かずに、再度ハ

サミを入れましょう。毛ガニの

殻が剥がれたら、中から毛ガ

ニの身を取り出してお召し上

がり下さい。

②

③

３．毛ガニの胴の身を取り出す

①胴を2つに切り分ける

毛ガニの胴を真ん中から２つ

にします。包丁を使ってさばき

ます。ハサミで少しずつ切って

も大丈夫です。

①

②身を取り出す

毛ガニの胴を真二つにして身

を取り出します。

②

④毛蟹のかにみそを
　甲羅に移す

⑤毛蟹のえらを取り外す

胴の部分に残っている毛ガニ

のかにみそを甲羅に移動させ

ます。毛ガニの甲羅の内側に

は白っぽい薄皮も付着してい

ますが、これも食べることが出

来ます。

ネズミ黄土色の異物の『がに』といい、魚のえらに相当するものなので

食べられません。付いたままでも大丈夫ですが作業の邪魔になる場

合は取り除いて下さい。（万が一、食しても毒にはなりません）

④

毛ガニ鍋
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えび

クルマエビ

活け車海老 500g \10,800

上がり車海老 500g \5,400

生冷凍 車海老210g \7,776

繊細ですが香りと旨味が溢れる車海老や、お祝いの象徴の伊勢海老など、

多種多様なえびを取り扱っています。

車海老は加熱したときに最大の旨味がで
香りが高く豊潤な甘みとプリッとした歯ご
たえを持っています。
「上がり車海老」とは、豊洲市場でえびの
選別過程で上がって（死んで）しまってい
た車海老です。

伊勢海老

活伊勢海老（国産） 500g \9,936

活伊勢海老（オーストラリア産） 4-500g \11,340

生冷凍伊勢海老 300g×2尾 \11,664

ボイル冷凍伊勢海老 250g×2尾 \12,312 

古来より目出度い席にはかかせない海
老です。大型で威風堂々たる容姿がお
祝いにもってこいです。
夏季は日本各地で伊勢海老の禁漁期と
なります。

甘エビ
水揚げ後すぐに船上で凍結処理された
品物です。解凍するだけで、とろけるよう
な食感のお刺身になります。

ブラックタイガー
加熱すると鮮やかな赤色のエビです。軽
く塩を降って焼くだけで美味しいエビの塩
焼きになります。 

ボタンエビ

【バラ凍結ボタンエビ】

> 大（25-33尾）1kg \9,288

> 特大（15-19尾）1kg \10,368

このボタンエビはカナダ、アラスカ海域で
水揚げされるもので、水揚げ後すぐに船
上で冷凍され鮮度が保たれています。

バナメイエビ
バナメイは白っぽい色で身質が柔らかな
エビです。天ぷらに相性がよいです。 ホワイトエビ

輸入されるエビでは珍しい天然物です。
エビの体が白っぽいのでホワイトエビとよ
ばれています。上品な甘みと柔らかな
身質が特徴のエビです。

川エビ

川エビ 500g \1,728

小ぶりの川エビを冷凍してあります。揚

げたての川エビにレモンを絞って食べる

と、エビの味もしっかりとしており、揚げた

エビ特有の香ばしい香りとサクサク食感

が美味しいです。

天使の海老

天使の海老1kg \6,912

世界最高峰の料理人が

絶賛し、最上級品とされ

ている海老です。

アカザエビ
（スキャンピ）

アカザエビ（スキャンピ）2kg 

 \19,872

高級海老で有名なアカ

ザエビ（スキャンピ）です。

海老すり身500g \2,700

エクアドル産海老にイカを加え
たソフトな食感のすり身です。

桜エビ

桜エビ 500g \3,240

桜えび素干し（国産）11g \929

桜えび素干し（台湾産国産混合）38g \1,490

天ぷらのかき揚げに欠かせない桜え
び。小さな体にエビの旨味がたっぷりと
詰まっています。

【バラ凍結甘えび】

> 中サイズ 1kg \4,320

> 大サイズ 1kg \4,752

> 特大サイズ 1kg \4,968

ボイルむき甘えび 1kg \5,724 

【バラ凍結 むきバナメイ海老】

> 中（100-200尾） \2,160

> 大（61-70尾） \3,240

【ブロック冷凍 むきバナメイ海老】

> 中（284-360尾）1.8kg \4,752

> 大（204-240尾）1.8kg \5,184

> 特大（124-160尾）1.8kg \5,832

【有頭】

> 中サイズ 50尾 \4,104

> 大サイズ 30尾 \5,616

> 特大サイズ 15尾 \8,424

【無頭】

> 中（164-200尾）1.8kg \5,616

> 大（84-100尾）1.8kg \7,992

> 特大（32-48尾）1.8kg \11,448

【寿司えび】

> 寿司えび30尾 \3,672

【天然ホワイトエビ無頭】

> 中（124-160尾）1.8kg \5,832

> 大（84-100尾）1.8kg \7,560

> 特大（32-48尾）1.8kg \12,744

【むき身】

> 中（244-280尾）1.8kg \6,696

> 大（124-160尾）1.8kg \7,560

> 特大（84-100尾）1.8kg \9,288

【尾付きむき】

> 大サイズ 16-20尾 \1,944

> 特大サイズ 8-12尾 \2,376

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。 24



①クルマエビはオガクズの中で眠っています。箱から

出すときに目を覚ましたクルマエビは飛び跳ねることがあります。オガク

ズが散らばる可能性がございますので、ご注意ください。

②クルマエビは10-15度の水温で生息しています。冷蔵庫内ですと寒

すぎて死んでしまいます。冷蔵庫に温度調整できる野菜室がある場合

は温度を10-15度に設定してください。

それ以外の場合は、冷暗所に発泡スチロールのまま置いてください。

夏季など室温が高いときは発泡スチロールの中に、袋に入れた氷など

をいれて温度調整してください。

活け車海老の下処理

伊勢海老の下処理

①-1 ①-2

②-1 ②-2

③

クルマエビはエビの中で唯一加熱した時に、最も風

味と甘みが出るエビです。活きているクルマエビを

生のまま食べることもできますが、風味に欠けます

のであまりオススメしません。

① 活け車海老を保存する時の留意点

② 活け車海老の下処理

③活け車海老の調理方法

① 頭と尻尾を分ける

② 腹の膜を取る

③ 尻尾の身をはがす

④ 盛り付け

①料理前に氷水に漬け仮死

状態にする。その後水道水で

よく洗う。

②つまようじなどで背わたを取

る。

③頭の根本に指を入れ、頭を

取る。

④最後に殻を取る。

頭や殻が残った場合は、お味噌汁の出汁

に使ってください。

エビと味噌は相性がよいです。クルマエビは

余すところがない食材です。

むき身しない場合は、
まるのまま茹でるか焼いて下さい。

クルマエビは非常に繊細なエビ

です。届きましたらお早めにお召

し上がりください。もし食べるまで

時間がある場合は、クルマエビを

軽くボイルして冷凍してしまうこと

をオススメします。（軽くボイルす

ることにより、エビの黒ずみを防

ぎます）

茹でる場合、沸騰したお湯に塩を適量入れ、殻がついたままクルマエビを

入れてください。2-4分でふわりと浮いてきたら火が通っています。決して茹

ですぎないでください。風味と食感が損なわれます。少し冷めると殻がむき

やすくなります。水に漬けると水っぽくなってしまいますので、そのまま冷まし

たほうがよいです。

塩焼きの場合、3尾くらいをまとめて串打ちし、表面に多めの塩をまぶしてく

ださい。火力によりますが、片面2-3分焼いてください。殻にこんがりと焼き

色が付いたら焼き上がりです。殻ごと頭から食べられます。

茹でる

焼く

伊勢海老が活きている場合は、氷水につけ仮死状態にす

ると下処理しやすいです。

動かなくなった伊勢海老の頭の殻と尻尾の間に包丁を差し

込みます。

そこから殻にそってぐるっと包丁を入れます。

次に、頭と尻尾をもって雑巾を絞るようにひねって、２つに

分けます。

殻から尻尾の身をはがします。

尻尾のフチにハサミを入れて、腹の膜をとります。

お刺身の場合は尻尾の殻を利用して盛り付けし

ます。

残った頭や殻はお味噌汁になどに利用下さい。

伊勢海老には棘があるので、軍手などをしたほうがよい

です。また、尻尾をふって暴れる場合があるので注意し

て下さい。
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活オマール海老の下処理

オマール海老は活きている新鮮なうちが、プリ

プリな食感を楽しめます。

届いたらすぐお召し上がりになる事をオススメ

します。

オマール海老の料理法は茹でる・蒸す・焼くと

色々な方法があります。イセエビと違いオマー

ル海老をお刺身で食べるのは勧めません。生

で食べても美味しくないです。

沸騰したお湯にオマー

ル 海 老 を 入 れ て 、 約

10-15分程で茹で上が

ります。

蒸し器にオマール海老

を入れ15-20分程でで

きあがります。茹でるより

も蒸したほうがオマール

の 旨 味 が 凝 縮 さ れ ま

す。

半分にオマール海老を

割ってグリルにかけま

す。10-15分程で焼き

上がります。

１．オマール海老の調理方法

茹でる 蒸す 焼く

①胴体を持ちロブスター
のハサミ（両前足）をね
じってはずす。

②足を根元からはずす。 ③胴体と尾を両手でつか
み、ねじってはずす。

④胴体部分（右）にはミソ
がたっぷり入っているの
で、上向きにする。

⑤尾ヒレを折ってはずす。

⑥尾の両端の殻と身の間
にハサミを入れる。

⑦身を取り出す。 ⑧海老のハサミの部分か
ら身を取り出す。

２．オマール海老のむき方

オマール海老が死んでしまっている場

合はお早めにお召し上がりください。

オマール海老は死んでしまうと自ら身

を溶かす酵素をだします。保存する場

合は軽く茹でると酵素の働きを抑える

ことができます。

オマール海老

\4,644

\5,108

\6,037

\13,068

【活オマール海老】

> 450-500gサイズ

> 500-550gサイズ

> 600gサイズ

> 1kg前後サイズ

オマール海老は早い海流に負けないようテールが肥大し、身がしまっ
て、加熱するとプリップリになります。また頭(胴体)には、濃厚なミソ(コ
ライユ)をもっていてソースは濃厚で豊潤なものとなります。
カナダ・アメリカ産のオマール海老を、注文後に生け簀（いけす）から
取り出して、生きたままお届けします。

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

カナダ産オマール海老の身

の部分だけ急速冷凍しまし

た。

生冷オマールテール（4oz）

むき身5尾パック \8,640

カナダ産オマール海老テー

ルです。。使いやすいように

半割してあります。

生冷オマールテール4ozハー

フカット2尾分セット \2,592

カナダ・アメリカ産オマール

海老のテール（尻尾）です

オマール海老テール1本

 \1,469

イギリス産ロブスター海老の

テール（尻尾）です。

ロブスター海老（外国産伊

勢海老）テール1本 \2,938

オマール海老の身が必要ない
ソース用でしたら、冷凍のオ
マールヘッドで十分です。

オマールヘッド1kg

\2,525
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アメリケーヌソースを使ったスープとパスタ

１．アメリケーヌソースを作る。

２．アメリケーヌソース使って
　　パスタとスープを作る。

【材料】 （2人分）

・オマール海老 500g

・セロリ 1本

・玉ねぎ 半分

・にんにく 1かけら

・オリーブオイル 少々

・白ワイン50cc

・クレージーソルト 少々

・トマト缶 1缶

【材料】 （2人分）

【パスタソース】

・バター 適量

・牛乳 適量

・塩、胡椒　少々

【スープ】

・バター 10g

・玉ねぎ 1/4個

・コンソメ 6g

・じゃがいも1個

・ブロッコリー1/2個

・牛乳 50cc

①オマール海老を3～4㎝にカットします。キッチンバサミで切ると楽にで

きます。

②フライパンにオリーブオイルをひき、みじん切りのにんにく1かけを入れ

香りが出たらオマール海老を入れます。

③火がとおり赤くなってきたら白ワイン20ccを入れます。

④アルコールがとんだら、粗みじん切りのセロリ1本・玉ねぎ半分を加え

しっかり炒めます。

⑤トマト缶1缶と白ワイン30ccを加え、クレイジーソルトを少々ふり蓋をし

て弱火で15分煮詰めます。

⑥ザルにあけ綿棒で力いっぱい押します。オマール海老の旨味を絞りだ

す感じです。濃厚なアメリケーヌソース1番だしができあがり。

⑦ザルの中身をもう一度フライパンにもどし、水400ccを加え沸騰させま

す。煮詰めたものを再びザルでこすと、あっさり2番だしがとれます。2

番だしといっても海老の旨味はしっかりとでています。

①1番ダシ分量1に対し、2番ダシ分量0.5を混ぜます。

②バターと牛乳（生クリームでも可）を加え火にかけます。

③塩コショウで味を整えて完成です。濃厚な海老の香りとコクで自宅にいるとは

思えない深い味わいです。

【パスタソース】

①残ったパスタソースに2番ダシを全て加えておきます。

②鍋にバター10gをとかしみじん切りの玉ねぎ1/4個を炒めます。

③水300ccとコンソメ6gを加え煮立てます。

④沸騰したらじゃがいも中1個をすりおろしとろみがでるまで混ぜあわせます。

⑤みじん切りのブロッコリー1/2個と牛乳50ccを加えます。

⑥ブロッコリーがやわらかくなったらアメリケーヌソースを入れひと煮立ちさせま

す。

⑦塩コショウで味を整え完成です。

【スープ】
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貝

帆立（ほたて）
特大 活ホタテ 3枚 \2,592

豊洲市場ならでは

新鮮な貝がたくさん！

活けのホタテの貝柱は甘みが強くプリ

プリです。歯ごたえがあります。冷凍の

ホタテの貝柱にはこのプリプリ感があり

ません。貝ヒモもコリコリとして磯の香り

がよいです。日本酒と醤油をさして香

ばしく火が通ったホタテは最高の味で

す。

栄螺（さざえ）
【活サザエ】
普通サイズ1kg（7-11個） \3,240 
特大サイズ1kg（3-6個） \3,672 

新鮮なサザエはお刺身でも食べられ

ます。貝の中でも特に歯ごたえが強

く、磯の風味も強いです。定番のつぼ

焼きやお刺身で是非お召し上がりくだ

さい。普通サイズと特大サイズを取り

扱ってます。

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

生食可能のお刺身用ホタテの貝柱。和食

ではお刺身で、洋食ではバターソテーでと、

色々な料理に使用されてます。弾力があり

身には甘みがあってクセがありません。

【ホタテ貝柱（生食用）】

> 中サイズ1kg \7,776

> 大サイズ1kg \9,072

> 特大サイズ1kg \10,800

ボイル処理されたホタテ(紐付き)です。貝

柱の部分は柔らかく甘みがあり、貝の紐の

部分はシコシコと歯ごたえがあります。焼き

物や炒め物など多様に利用できます。

【ボイルホタテ】

> 小サイズ1kg \3,348

> 中サイズ1kg \4,320

> 大サイズ1kg \4,536

この蝦夷アワビは養殖が成功しているアワビ

です。蝦夷アワビは黒アワビ系の貝で身が

硬くしまっており、コリコリとした食感からお刺

身で食べられることが多いです。

【蝦夷アワビ（韓国産）】

> 活アワビ90-100g 3枚 \4,795

> 活アワビ120-130g 3枚 \8,087

> 冷凍アワビ100g 10枚 \8,640

【他のホタテ】

> 生むきホタテ貝柱 1パック（500g）15-20玉 \4,320

> 片貝ホタテ1パック（10枚入） \2,592

> 北海道産 干し貝柱（ホタテ）500g \17,477

生と冷凍の大きな違いはみずみずしさで

す。生の牡蠣は香りがよく、食感がプリっと

しています。

【むき牡蠣】

> 生むき牡蠣(加熱用)500g \3,240

> 冷凍むき牡蠣（中）1kg \3,024

> 冷凍むき牡蠣（大）1kg \3,240

ボイル処理されたホタテ(紐付き)です。貝

柱の部分は柔らかく甘みがあり、貝の紐の

部分はシコシコと歯ごたえがあります。焼き

物や炒め物など多様に利用できます。

生食用 岩牡蠣 5個 \3,780

鮑（あわび）
活アワビ 500gサイズ 1枚
\9,720

オーストラリアで水揚げされる天然の

アワビです。手より大きい肉厚のアワビ

です。お刺身でも食べられますが、肉

厚で柔らかいのでアワビステーキがお

すすめです！

牡蠣（かき）
生食用 殻付き牡蠣（カキ）10個

\3,888

出荷する当日に美味しい牡蠣を選別

してお送りします。味は文句なく濃厚

な海の香りがします。牡蠣を生食でき

るのは日本ならではです。海からの贈

りものという言葉がぴったりな貝です。

蛤（はまぐり）
活はまぐり（地蛤）500g(5-8個）
\2,614

地蛤と呼ばれている千葉で穫れるは

まぐりです。はまぐりのお吸い物する

と、上品な磯の香りがあり、歯ごたえ

のある身から旨味が溢れ出します。

【他のハマグリ】

> 殻付きはまぐり（ボイル冷凍）500g

  \756

【他のアワビ】

> 天然・黒アワビの水煮 約150g

　タスマニア産　　　　　  \9,800

【他の牡蠣】

> 邑久の牡蠣 （殻付生冷） 

　 岡山県虫明湾産 5個×4パック

   \6,912

全ての貝は、市場に入荷する段階で砂抜きされ

ているため、砂抜きの必要はありません。どう

しても気になる方のみ砂抜きをして下さい。

貝の砂抜きは不要！

28



活ムール貝。ワイン蒸しや
パエリアにどうぞ

大粒のしじみで、ダシがよく
出ます。

値段の割に肉厚でダシが
よく出る貝です。

特大大アサリ。焼き貝に最
適です。

コリっとした食感と磯の香り
が絶品です。

加熱しても固くならず、しっ
とりとして美味しいです。

北海道で水揚げの大きな
貝。クセのない味わいです。

ダシがよくとれる大きなあさ
り。旨みと大きさが特徴です。

水管の部分がコリコリとして
いて磯の香りが強いです。

その他の貝

活ムール貝1kg
\1,944

活大アサリ（ウチムラサキ
貝）1kg　　　　　　\2,808

真つぶ貝（エゾボラ貝） 1kg 
\2,981

大粒しじみ500g
\1,944

ホンビノス貝1kg

\1,544

使いやすい冷凍の殻付き
しじみです。

殻付しじみ1kg
\1,404

白みる貝（ナミガイ） 1kg

\6,653

ほっき貝（うばがい） 1kg 

\2,333

あさり（大）500g

\1,685

磯つぶ貝（エゾバイ）500g

\2,203

江戸前寿司のネタとしても
有名な開き赤貝（生食用）
です。

赤貝の開き500g

\5,940

高級寿司種にかかせない
赤貝です。殻に入った状
態でお届けします。

赤貝（国産）500g \3,888 

赤貝（中国産）500g \1,944 

貝のお刺身ならつぶ貝が
おすすめ！。コリコリで美味
しいです。

あさりをむいて、加熱せず
に生冷凍してあります。

お刺身用のカナダ産黒み
る貝です。貝のうまみたっ
ぷりです。

黒みる貝1kg

\2,592

つぶ貝（むき身）1kg

\6,264

むき身あさり（生冷凍）

\1,944

むき身のあさりを軽くボイルし
て、バラ凍結してあります。

むき身あさり（ボイル冷凍）

\1,836

パスタ、パエリア、ブイヤ
ベース等にどうぞ。

ボイル済みなのでこのまま
調理できます。

殻付あさり500g

\702

パーナ貝1kg

\3,240

スライス済みでお手軽な、
旨み濃厚カナダ産貝です。

ホッキ貝1kg

\5,400

意外と美味しい白貝。あさ
りのようにダシがでる貝で
す。

白貝（サラガイ） 1kg

\2,160

簡単にお刺身にできる、む
きつぶ貝。手間がかかりま
せん。

生むきつぶ貝 500g

\2,376

超高級貝の平貝。高級寿
司店にはかかせない貝で
す。

平貝（たいらぎ）1枚

\1,512

三大煮付け貝のひとつ。
歯ごたえと旨みあります。

黒ばい 1kg

\2,592

三大煮付け貝のひとつ。
身が柔らかくほんのり甘い
貝。

白ばい 1kg 

\2,592

貝好きなら春のとり貝はか
かせません。香りがよい貝
です。

殻とり貝 500g

\3,780
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築地ガンガン焼き

［定番］ 築地ガンガン焼き \9,980

［超豪華版］ 築地ガンガン焼き \29,214

漁師直伝。

海の男たちが生み出した究極の調理法「ガンガン焼き」

ブリキ缶で蒸して食べる。ただそれだけ!

海を知り尽くした男たちの食べ方はシンプルかつベスト。シンプルだけに素

材の美味しさを存分に堪能できます!

素材は全て「活きている」から、「生」でも召し上がれます。

生でも食べられる鮮度抜群の素材の味そのものをご堪能下さい。

※カキナイフ、軍手付き

※カキナイフ、軍手、蒸し網、キッチンバサミ付き

殻付きカキ 16個
ぷりぷりに太った特大サイズの活カキは、コクと

甘みがたっぷり。滅菌処理をしているので生で

も召し上がれます。

P28

活ホタテ 3枚
手のひらくらいの大きい大サイズの活ホタテで

す。網焼きにしても刺身でも美味しいです。貝

柱のお刺身はプリップリで甘いです。

P28

活オマール海老 2尾
注文があってから生け簀から取り出して送

ります。生きているオマール海老はプリッ

プリで甘みがあります。

活毛ガニ 1杯
北海道の海産物、いろいろあれど一番人気は

やっぱり「毛がに」。身を取り出すのに苦労しま

すが、それを忘れさせる美味しさ! 数あるカニ

の中でも毛がには「身肉のコク」と「ミソの深い味

わい」が抜きん出ています!

活サザエ 4個
生きたサザエは、強い磯の香りとコリッコリの歯

ごたえが楽しめます。つぼ焼きやお刺身としても

美味しいです。

P26

P21

P28

実施する人数に応じて、
欲しい素材の単品を追加
購入して下さい。

生食ＯＫ！

生食ＯＫ！

生食ＯＫ！

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。 30



築地ガンガン焼きの食べ方

①ブリキ缶の中にカキ・ホタテ・サザエを

入れ、缶のフタを閉じそのまま中火にか

けます。

②中火で５～６分程度で蒸気が出てき

ます。

③さらに５分ほどでフタを開けてカキを

確認してください。殻が少し開いていれ

ば、お召し上がりいただけます。

（開かないカキもあるので、いくつかが

開いていれば大丈夫です）

【カキ・ホタテ・サザエ】 ・・・カキ・ホタテは［定番][超豪華版]共通。サザエは[超豪華版]のみ。

①ブリキ缶の中に水を1cm程はり、付属の蒸し網を入れ、

その上にオマール海老・毛ガニを入れ、缶のフタを閉じそのまま中火にかけます。

②中火で10分程度で蒸気が出てきます。蒸気が出てから10分程で蒸し上がります。

③オマール海老・毛ガニの色が赤くなったらお召し上がりいただけます。

【オマール海老・毛ガニ】 ・・・[超豪華版]のみ。

貝の食べ方

①カキの平らな面を上にして、軍
手をして軽く押さえ、牡蠣ナイフを
殻の中に差し込みます。

②差し込みにくい場合には、周りを
キッチンばさみで切ります。

③上殻（平らな方）を開ければ、
身が下殻（深い方）について簡単
に捌くことができます。

カキの開け方

貝柱
切る

①アワビを水で洗う。ヒダの部分も
よく水洗いします。

アワビの食べ方

③身から肝を取りはずします。

②殻の薄いほうからナイフを差し込みます。
貝柱をゆっくりと引きはがします。肝を破かないように注意して下さい。

④身についている口の部分を取り
はずします。

⑤お刺身の場合、アワビをスライスし、肝醤油（裏ごしした肝に醤油を加えたも
の）につけて食べて下さい。
バター焼きの場合、身に格子状の包丁を入れ加熱して下さい。
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ホタテの食べ方

①ホタテを水でよく洗う。
活ホタテには砂や土が付着して
いることがあります。ホタテを水で
きれいに洗ってください。外側だ
けでなく開いている口から中も
洗ってください。

②ホタテの上下を確認して、ヘラや洋食
ナイフを平らな殻の上側にそわせて、殻
から貝柱をはずします。
平らな方が上で、膨らみがある方が下に
なります。（写真参照）

③上の殻をはずして、部位（貝柱、ヒモ、
生殖巣、ウロ（中腸線）、エラに分けま
す。
ウロとエラは食べられません。それらは
簡単に手で外せます。

④-1 調理方法　～焼く場合～
部位をすべてはずしてから、片貝の
まま火にかけてください。
焼きすぎると固くなります。生食用の
ホタテですので、貝柱は薄く火が入
れば食べられます。
（生殖巣とヒモはよく焼いてください）

④-2 調理方法　～生食の場合～
貝柱は水でよく洗い、食べやすい大
きさに切ります。
ヒモは塩でもんでヌメリをとってから、
よく洗い適当な長さに切ります。
生殖巣（卵や白子）は、バターと塩で
味付けし、加熱して食べてください。

上

貝柱

ヒモ

生殖巣

ウロ

エラ

下

①サザエのフタの内側にナイフを差し込み、差し込んだナイフを殻に
そってぐるっとまわします。フタと身の部分がとれます。

サザエの食べ方

②指をカギのようにして殻に差し込み、殻のフチにそって内蔵（肝）を
剥がし取ります。

③身のフタをとってから、口（赤色）と内蔵の途中にある螺旋状の部分（砂袋）は取り除きます。

④各部位を軽く塩もみ
してから水で洗い、食べ
やすいようにぶつ切りに
します。

⑤ぶつ切りにしたものを殻にもど
し、だし汁（だしにお酒、醤油、み
りんなど）を加えます。

フタをかぶせてアルミホイルにつ
つんで加熱する。
だし汁が煮立ったら完成！

使わない

身 貝柱 肝

砂袋から先の肝

砂袋
口
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赤貝の食べ方

①赤貝の蝶番に
ヘラや洋食ナイフ
をあてて刃をこじ
ると、貝の上下が
ずれます。赤貝の
ずれたところにヘ
ラを差し込み、殻
の丸みにヘラを沿
わせ身を取り出し
ます。

②身からヒモ部分
を切り取り、半分
に開きます。
肝の部分をきれ
い に 取 り 除 き ま
す。卵を持つ初夏
は、特にきれいに
掃除してください。

③開いた身を水
で洗ってから、塩
でもみこんでヌメリ
を取ります。ヒモに
付いているワタや
膜も丁寧に取り除
き 、 塩 で も み ま
す。

④身とヒモを水で
洗い、水気を拭き
取り、身に格子状
の切れ込みを入
れて、お召し上が
りください。

真つぶ貝の食べ方

①真つぶ貝は口の内側に貝柱がありますので、写真のよ
うに穴を開けここからキリのようなものを差し込み貝柱をは
ずします。
この方法が難しければ、貝を新聞紙に包みトンカチで軽く
たたき貝を割ってもよいです。

②取り出した貝を身と肝（黒い先の方）ヒモに分け、身を
半分に開きます。
身の中にあるアブラ（クリーム色）を、きれいに取り除きま
す。このアブラ（唾液腺）にはテトラミンという毒素が含ま
れていますので、必ず取り除きます。

③身やヒモを塩でもんでヌメ
リを取り水洗いして、水気を
とり、食べやすい大きさに切
りつけてお刺身にします。

白みる貝の食べ方

①白みる貝は貝殻の付け根に4ヶ所貝柱があります。
殻と身の間に包丁を差し込み、4個の貝柱を切断し殻を
はがします。水管・ヒモ・肝の3つの部分になります。肝は
通常は食べません。

②水管とヒモを、沸騰した熱湯に数秒間くぐらせ、氷水に
つけて冷まします。

③水管とヒモの部分を分け
ます。水管は開いてから、ヒ
モはそのまま薄く切りつけて
お刺身にします。

ほっき貝の食べ方

①ほっき貝には4ヶ所の貝柱があります。
ヘラや洋食ナイフを差し込んで、貝柱をはずします。

②貝を立てて、身とヒモを分けます。 ③身を開いて肝（黒い部
分）を包丁でこそぎ取りま
す。残っている肝もきれいに
取りきってください。

⑥熱湯に数秒くぐらせると、ほっき
貝特有の赤色になります。
その後、食べやすい大きさに切り
つけてお刺身にします。

アブラ

水管 ヒモ

肝貝柱

肝

ヒモ

④ヒモに付いている膜を取り
ます。

⑤身とヒモを塩でもんでヌメ
リを取ります。
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鮮魚
豊洲市場ならではの新鮮鮮魚がずらり！

3枚おろし（頭と骨付き）やエラ・内蔵・うろこ取りなど

下処理を無料でできますので安心です。

ブリ御三家のひとつです。天
然のヒラマサの刺身は脂がく
どくなくさらりとしています。特
にお刺身がお勧めですが、塩
焼きや味噌漬けなどで食べ
るのも美味しいです。

ブリ御三家のひとつです。天
然のヒラマサの刺身は脂がく
どくなくさらりとしています。特
にお刺身がお勧めですが、塩
焼きや味噌漬けなどで食べ
るのも美味しいです。

白身の王様ヒラメは、透明感
のある飴色の身から刺し身を
切り出しますと、天然の香りが
強く香るすばらしい刺し身とな
ります。薄造りにしてポン酢で
食べても美味です。

白身の王様ヒラメは、透明感
のある飴色の身から刺し身を
切り出しますと、天然の香りが
強く香るすばらしい刺し身とな
ります。薄造りにしてポン酢で
食べても美味です。

ホウボウは見た目と裏腹に白
身がとっても上品な味の魚で
す。白身だけあって料理法は
刺し身、塩焼き、煮魚などな
んでも適します。またゼラチン
質が多いので煮付けにした時
の煮凝りは人気があります。

ホウボウは見た目と裏腹に白
身がとっても上品な味の魚で
す。白身だけあって料理法は
刺し身、塩焼き、煮魚などな
んでも適します。またゼラチン
質が多いので煮付けにした時
の煮凝りは人気があります。

金目鯛は深海魚で真っ赤な
身の色に金色に光る目が特
徴です。白身でクセのない美
味しい魚で、全身に脂がノッ
ていて白濁している身です。2
種類のサイズともっとも評価
の高い地金目鯛を取り扱って
います。

夏を代表する魚ですが、流
通の発展でイサキは年間を
通して良い状態のものが入
荷されます。鮮度の良い状
態ですので、塩焼きだけでな
くお刺身でもいけます。

昔は安かったクロムツも、脂
ののった身が評価され今や
ちょっとした高級魚です。クロ
ムツは身が柔らかい魚です
が、塩焼きや煮付けにしたと
きにそれだけふんわりと仕上
がります。

サワラは関西や瀬戸内海で
重用される魚です。日本料
理にかかせない焼き物用の
魚です。身が非常に柔らかい
ですので、煮付けよりも焼き
がよいと思います。

スズキは出世魚で、成長とと
もにコッパ→セイゴ→フッコ→
スズキと呼ばれます。海の魚
ですが淡水域まで遡上する
ため、スズキの白身の風味は
川魚のような独特の香りがあ
ります。

祝い事の代表魚鯛は、身は
白身で上品で淡白な味で、
血合いがピンク色で非常に美
しいです。1尾1Kgくらいです
ので、身の部分は約400gと
なります。
天然と養殖を取り扱っていま
す。

祝い事の代表魚鯛は、身は
白身で上品で淡白な味で、
血合いがピンク色で非常に美
しいです。1尾1Kgくらいです
ので、身の部分は約400gと
なります。
天然と養殖を取り扱っていま
す。

クエは沿岸の岩かげにひそん
でおり、釣り上げるのに苦労
する魚です。それだけに築地
への入荷量も少なく、高値の
つく超高級魚です。正真正
銘の天然クエを出荷当日の
朝に活け〆してお届けしま
す。

クエは沿岸の岩かげにひそん
でおり、釣り上げるのに苦労
する魚です。それだけに築地
への入荷量も少なく、高値の
つく超高級魚です。正真正
銘の天然クエを出荷当日の
朝に活け〆してお届けしま
す。

養殖の国産カンパチです。刺
し身として非常に味がよく脂
に甘みがあります。発送直前
に活け〆にしてからお届けし
ます。ちょうど届いた頃がお
刺身としての食べごろどきに
なります。

養殖の国産カンパチです。刺
し身として非常に味がよく脂
に甘みがあります。発送直前
に活け〆にしてからお届けし
ます。ちょうど届いた頃がお
刺身としての食べごろどきに
なります。

養殖の国産シマアジです。シ
マアジは青魚のアジの仲間で
も際立っておいしい魚です。
養殖で脂が強いので薄造りに
して、ポン酢でさっぱり食べる
のをおすすめします。

養殖の国産シマアジです。シ
マアジは青魚のアジの仲間で
も際立っておいしい魚です。
養殖で脂が強いので薄造りに
して、ポン酢でさっぱり食べる
のをおすすめします。

「祝い鯛（焼き鯛）」

はこちら・・・
P.61

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

金目鯛（天然） 1.0-1.5kg

                       \8,640

金目鯛（天然） 1.5-2.0kg

                      \10,800

地金目鯛（天然） 1.0-1.3kg   

                      \10,800

鯛（天然） 1.0kg前後

                       \5,616

鯛（養殖） 1.0kg前後

                       \3,119

イサキ（天然） 0.4-0.5kg

                       \1,944

クロムツ（天然） 1.0-1.5kg

                       \5,832

さわら（天然） 2.0-3.0kg

                     \12,312

ヒラマサ（天然） 2.0-3.0kg

                       \9,720

ヒラメ（天然） 1.0-1.5kg

                       \8,100

ホウボウ（天然） 0.5-1.0kg

                       \3,888

カンパチ（養殖） 3.0-3.5kg

                     \14,170

シマアジ（養殖） 1.0-1.3kg

                       \6,739

スズキ（天然） 1.0-1.5kg

                       \4,860

クエ（天然） 2.0-2.5kg

                      \35,640

煮付け用の魚として最も重用
されている高級魚です。脂の
のりがあってふわっと柔らか
な身が特徴の魚です。口に
入れたときに旨味とともに身
が崩れるほど柔らかな身で
す。

キンキ（キチジ）1尾

（300-400g）  \6,037

のどぐろ（アカムツ）は高級魚
の代名詞となる魚です。小型
でも身に脂がある魚で、塩焼
きや煮付けで美味しい魚で
す。鮮度がよいのどぐろは刺
し身も美味しく、柔らかな身と
脂の甘味が感じられます。

のどぐろ（赤むつ）1尾

（400-500g前後） \6,998

関西京料理の華を飾る魚で
す。関東でも扱われるように
なった高級魚です。淡白な
白身ですがほのかな甘味が
ある上品な魚です。身が柔ら
かいため塩焼きや椀種に使
われています。

赤甘鯛1尾

（500-600g前後）  \8,424
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真っ白でキレイな身に旨味が
たっぷり詰まった真鯛フィレで
す。
お刺身はもちろんのことです
が、鯛しゃぶが人気です。
昆布とかつお節でとっただし
にさっとくぐらせて食べられま
す。

真っ白でキレイな身に旨味が
たっぷり詰まった真鯛フィレで
す。
お刺身はもちろんのことです
が、鯛しゃぶが人気です。
昆布とかつお節でとっただし
にさっとくぐらせて食べられま
す。

脂のノッたお刺身用のブリで
す。
お刺身はもちろんのことです
が、昆布とかつお節でとった
だしにさっとくぐらせて食べる
「ブリしゃぶ」は最高に美味し
いです。ポン酢で食べれば、
脂のノッたブリの旨味をさっぱ
りと味わえます。

脂のノッたお刺身用のブリで
す。
お刺身はもちろんのことです
が、昆布とかつお節でとった
だしにさっとくぐらせて食べる
「ブリしゃぶ」は最高に美味し
いです。ポン酢で食べれば、
脂のノッたブリの旨味をさっぱ
りと味わえます。

真鯛フィレ(刺身用) 

400g前後          \4,147

ぶりフィレ(刺身用) 

1.4kg前後        \6,242

銀色に光る太刀のような魚で
、その名の通り太刀魚（タチウ
オ）です。美しく輝く銀色の皮
には鱗がありません。身質が
よく加熱すると旨味がましま
す。どんな料理にもあう使い
やすい魚です。

太刀魚（たちうお） 1尾

（1-1.5kg）           \9,720

味がよいから鯵（アジ）という
素晴らしい名前の魚です。季
節や漁法などにより品質に差
がでます。200g前後のほど
よいサイズで、お刺身できる
鮮度のアジをお届けします。

アジ 5尾（約200g×5）

\3,110

年間を通じて旬が2回あるの
がカツオです。春の時期に北
上する初カツオ、秋の時期に
南下する戻りカツオです。春
はさっぱりとした香りのあるカ
ツオを楽しみ、秋は身に脂を
蓄えた旨味のあるカツオを味
わえます。

かつお 1尾（2-3kg）

\6,480

鱧（ハモ）は関西では日常的
に食べられている魚です。近
年関東でも美味しさが浸透し
、活けの状態で入荷されるよ
うになりました。特に梅雨時
の脂ののったハモは淡白な
身と淡い甘み、独特な食感
があって人気があります。

活〆ハモ 1尾

（700-800g前後）  \6,912

皮剥（カワハギ）は身とともに
肝が重用される魚です。肝の
味わいはフグに勝るとも劣ら
ないです。歯ごたえのある食
感があり、甘みと旨味が強い
のが特徴です。肝はさっと湯
通ししてカワハギの刺し身と
あわせます。

活〆カワハギ

（300-350g前後）  \4,158

真子鰈（マコガレイ）は夏を代
表するカレイの一種です。白
身の高級魚でクセがなく旨味
がじわりとでてくる魚です。淡
白で上品な旨味は口に入れ
てよく咀嚼することにより口中
に広がります。

活〆マコガレイ1尾

（800g前後）      \16,524

超がつく鰈（カレイ）の高級魚
が星鰈（ホシガレイ）です。カ
レイの中では味がしっかりとし
ていて、江戸前寿司の寿司
種として大人気の魚です。白
身としても最上級の魚です。

活〆ホシガレイ1尾

（800g前後）      \18,360

冬のふぐ、夏のオコゼと言わ
れるほど美味しい魚です。見
た目は棘だらけの魚ですが、
外見とは違って白身で深い
味わいがある魚です。お刺身
や椀種、唐揚げでも美味しい
です。

活〆オコゼ1尾

（300g前後）        \5,292

主に鹿児島で養殖されてい
るカンパチのフィレです。産地
でフィレに加工されパックされ
ています。一度も冷蔵されず
に市場に入荷されています。

カンパチフィレ1枚（約1kg）

\7,020

石鯛（イシダイ）は小さなとき
は縞々模様がはっきりとして
いて、大きくなるにつれて縞
が薄くなってきます。お刺身
、特に寿司種として使われる
魚で食感があり磯の香りがす
る白身の魚です。

活〆イシダイ1尾

（1-1.3kg前後）     \9,828

羽太（ハタ）類の魚は高級魚
として扱われています。ハタ
類の一種クエの値段はいま
や天井知らずです。その中で
もマハタは養殖が成功してい
るハタで、比較的扱いやすい
値段で流通しています。

活〆マハタ1尾

（1.3-1.5kg前後）  \8,100

関西ではアコウと呼ばれてい
ますが、豊洲市場ではキジハ
タ、アズキハタと呼ばれてい
ます。ハタ同様に旨味のある
魚で、脂がのっていて旨味が
豊かです。

活〆キジハタ（アズキハタ）

1尾（800g-1kg前後） \11,880

▶塩水濃度を調節し

た水槽で管理します。

水槽の中は細かく区切

られていて、それぞれ

の活けの鮮魚が個別

に管理されています。

霜降り肉質、とろける食

感、「海の和牛」と呼ばれ

てます。

タスマニアオーシャントラウト

セミドレス約3.5kg \25,855 



鮮魚は基本マル（一匹丸ごと）で販売して

おりますが、ご希望であれば以下の2種類

の下処理を無料で承ります。

ご注文時にご指示下さい。

① エラ・内蔵・うろこ取り

鮮魚の下処理（無料）

① エラ・内蔵・うろこ取り

② 3枚おろし（頭・骨付き）
② 3枚おろし（頭・骨付き）

イサキとアサリの
　　　　　アクアパッツア

【材料】 （3人分）

・イサキ 1尾
・アサリ、ミニトマト
・スープセロリ、

・オリーブオイル
・ニンニク
・白ワイン

・胡椒
・パセリ

①下処理済みのイサキに強めに塩をふって30分おく。

②出てきた水分をきれいに拭き取る。

③フライパンにオリーブ油・ニンニク薄切りを入れ香りを出す。

④ニンニクを取り出し、イサキに焼き色をつける。

⑤アサリ・ミニトマト・スープセロリ・白ワインを入れ蓋をして10～15分蒸し焼きにする。

⑥コショウ・取り出しておいたニンニク・イタリアンパセリを飾って完成。

魚を冷凍せずに生のまま保存する方法

①食べるまでに時間をおく場合は、鮮魚の下処理はウロコ内蔵エ

ラを取って送ります。鮮魚が届いたら魚の頭を落とします。

②水道水で腹の中の血合いをブラシで（小さなたわしとか歯ブラ

シなどで）きれいに取りのぞく。頭は半割にして、同じように血合

いを取りのぞく。血合いから雑菌が繁殖し腐敗や臭いの元とな

るからです。

③血合いを取り除いた本体と頭を、酢を適当に足した水にざっと

漬ける。水から出してキッチンペーパーなどで水滴を完全に拭き取る。

④鮮魚の腹の中にキッチンペーパーを詰めてラップし、袋氷（袋に氷を入れて水がもれないように縛っておく）をあてて冷

蔵庫に保存する。チルド室（低温）だとなおよい。半割にした頭は冷凍してしまう。

⑤1日1回は、魚本体から出た水をきれいに拭き取り、腹の中のキッチンペーパーをつめ替えて、再度ラップをして袋氷

をあてておく。

⑥ 調 理 す る 直 前 に 本 体 を 3 枚 に お ろ し て 切 身 に す る 。 流 水 解 凍 し た 頭 と あ わ せ て 、 加 熱 調 理 す る 。

鮮魚が届いたらなるべく早くお召し上がり頂きたいのですが、お客

さまの都合によっては料理する日まで鮮魚を保存することがある

と思います。保存期間が2-3日の場合は、冷凍せずに下記のよう

にして冷蔵保存することもできます。保存後あくまで加熱して食べ

る場合で、刺身はいけません。

以上の手順で2-3日鮮魚を保存することができますが、状態は魚によってまちまちです。鮮魚の状態をよく見きわめて保

存してください。
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※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

業務用の金目鯛フィレ。焼

き物や煮物にどうぞ。

身が厚い大きなニシンを

下処理してあります。

脂がのった旨みたっぷり

サーモンです。

業務用のアジフィレです。

アジフライなどにどうぞ。 開いたイワシを鮮度の良い

まま冷凍してあります。

卵をたっぷり持ったカレイ

です。煮付けにぴったりで

す！

脂のりよし！焼いても煮て

もおいしい銀だらのカマで

す。
柔らかふっくらキスの天ぷ

らがおすすめ！

キンメダイフィレ （傷あり） 2kg                   

\5,400

アジフィーレ約5kg

\8,640

いわしの開き

　 2kg（約40枚）　　\3,888

　 4kg（約80枚）　　\7,776

みがきにしん 1kg

\2,592

お刺身サーモン

\3,208

味にクセがないのでソテー

してどんなソースにも相性

が良いです。

メカジキ約 1kg

\4,536

きすの開き

　20尾/550g　　　\2,052

　 30尾/550g　　　\2,052

メロのカマ1kg

\3,931

脂のりよし！焼いても煮て

もおいしい銀だらのカマで

す。

銀だらのカマ1kg

\2,970

子持ちカレイ3尾

\1,620

チリ銀鮭フィレです。鮭の

切り身にどうぞ。

銀鮭フィレ約1kg

\2,592

脂ほどほどの国産秋鮭フィ

レです。
頭から尻尾まで食べられ

ちゃう栄養たっぷりで美味

しい小さいアジです。

チリ産の脂のりがある銀鮭

です。たっぷり1尾です。

銀鮭ドレス（チリ産）約3kg

\6,426

秋鮭フィレ約1kg 

\2,948

鮭の中で最も香り高い紅

鮭です。切り身にしてどう

ぞ。

紅鮭ドレス約2kg

\8,748
豆あじ（マアジ）のから揚げ

（粉付き）1kg国産　\2,592

人気のあんこう鍋用の切り

身。そのままお鍋に使えま

す。

あんこう（お鍋用切り身）1kg

\3,456

あんこう鍋にしやすいように

切り身にしてあります。

淡泊ながらコク旨いアンコ

ウを気軽に楽しめます。

あんこうぶつ切り1kg 

\2,160

あんこう(お鍋用切り身)2kg

\6,912

冷凍魚
下処理して冷凍した魚です。使い勝手が良いです。
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たこ・いか

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

タコの煮付けの定番！イイダ
コです。天ぷらにも最適。

国産のマダコは特に風味に優れています。ア
フリカ産に比べて小豆色のきれいなマダコ
で、旨味や風味が強いタコです。タコは茹で
るのに非常に技量が必要です。豊洲市場の
タコ専門店のマダコです。

北海道で水揚げされ、柔らか
な身が特徴のタコです。

みずみずしく、歯ごたえのある
タコです。

イイダコ2kg \3,888 柳タコ無頭約1kg \6,977 北海真蛸の生タコ足 \7,582

北海道の蛸を炭火で香ばしく
焼きあげています。

程よい酸味と歯ごたえのある
タコ足です。

コリコリのタコにピリッとくるわさ
びが抜群！

タコに衣がついていてあとは
揚げるだけ！

タコ足の炭火焼き \2,430

酢だこの足（マダコ） \3,299 タコわさび1kg \3,197

タコ唐揚げ1kg \3,456

使いやすい用カット済みのタ
コです。

カットタコ1kg \3,888

たこ足をボイル後スモークし
ました。香味豊かな味が広が
ります。

北海道沖の新鮮なミズダコを
お刺身用にカットしてあります。

たこの燻製200g \2,290たこスライス（お刺身用）

500g \3,456

珍しいするめいかの丸干し。肝
が実に濃厚で美味しいです。

する めいかの丸干し1kg

 \5,616 大きないかの一夜干し。その
まま焼いて食べるのが美味し
いです。

甘みがありねっとりとした身の
紋甲イカです。

紋甲イカ約3kg \16,200

コリっとした食感と上品な甘
みと旨味があるヤリイカです。

ヤリイカ1杯 \1,490

いか一夜干し \3,348

ボイルマダコ

国産1kg \9,800

アフリカ産1kg \5,940

たこ

いか

使いやすい肉厚のロールイカ
です。

するめいかそのもの。船上凍
結なので鮮度抜群です！

ロールイカ1kg \2,376 するめいか2杯 \1,728

焼いて良し、揚げて良し、北
海スルメゲソたっぷり1kg！

スルメイカ下足1kg \2,592

身の甘さとワタのほろ苦さが
たまりません！

干しホタルイカ \1,080

富山産のぷっくり太ったホタ
ルイカです。

ホタルイカ（富山産） \2,160
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松笠模様に切り込みが入っ
たイカです。

松笠イカ1kg \3,348

簡単美味しいスルメイカのイ
カリング。業務用たっぷり
1kg。

スルメイカリング1kg \2,160

簡単美味しいヤリイカのイカリ
ング。業務用たっぷり1kg。

ヤリイカリング1kg  \2,592

するめいかを沖漬けにしてあ
ります。シンプルに旨いです。

いかの沖漬け \1,037

さっぱりとしたイカの胴のみを
使った塩辛、白造りです。

イカの塩辛（白造り）120g

 \ 7 56 調味料無添加の本物のスル
メイカです。噛めば味が広が
ります。

干しスルメイカ10枚 \9,331

剣先いかのするめ（干し）で
す。柔らかなイカです。

干し剣先イカ3枚60g \1,404

もっちりとした食感が特徴で、
ほんのり甘みがあります。

青森、北海道沖で水揚げさ
れたするめいかを使用。

イカそうめん

モンゴウイカ500g 　 \2,268

プリっとした歯ごたえと旨みが
たまりません。

イカそうめん

あおりいか1ｋg 　 \6,696

イカそうめん

スルメイカ500g \3,564

昔ながらの無添加するめい
か（保存料なし）

肉厚のいかをチェダーチーズ
でまろやかにしました。

チーズいか150g \994

みずみずしく、歯ごたえのある
タコです。

いかとんび（イカの口）1kg

 \3,456 スルメイカに雲丹を混ぜた新
感覚のお刺身です。

いかお刺身うに500g \3,348

国産いかにピリ辛の明太子を
あわせました。おつまみにどう
ぞ。

いか明太1kg \1,944

新鮮なイカと、よく熟成された
ゴロが使用されています。

いか塩辛110g  \475

つるりとした食感とコクのある
風味が美味しいです。

ホタルイカ沖漬け150g \583

うに、イカ、数の子、酒粕がバ
ランス良く合わさっています。

うにいか110g \583

昔ながらの焼するめ120g

 \1,836

いかとおくらを合わせたネバ
ネバさっぱりの商品です。 もっちりとした甲イカにうにとか

に味噌をあわせました。

甲イカうにカニ味噌500g

 \3,240いかのもっちりとした食感に数
の子をあわせてあります。

黄金いか1kg \1,944

イカの沖漬けに贅沢なウニを
和えました。

漁り海女漬け（いかの沖漬

けウニ和え）500g  \3,240

いかおくら1kg \3,240

モンゴウイカのイカ墨です。パ
スタなどにどうぞ。

イカスミ1kg \2,592
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干物

干物セット

干物単品

\3,240

\5,400

\8,640

\10,800

\5,400

\10,800

【干物セット】

> 干物 3000セット（5種）

> 干物 5000セット（6種）

> 干物 8000セット（9種）

> 干物 10000セット（10種）

【干物＋西京漬け セット】

> 干物＋西京漬け 5000セット　
　　　　　　　（干物4種6枚＋西京漬け4種8枚）

> 干物＋西京漬け 10000セット　
　　　　　　　（干物6種8枚＋西京漬け6種11枚）

定番のサバですが、ちょっ
と変わった灰干し製法の
干物。灰効果で適度に水
分が抜け口当たりが良い
です。

旬な時期に北海道で水揚
げされたサンマを使用。旨
味がぎゅっと濃縮されてい
ます。

お腹に数の子が丸々入っ
ているニシンです。数の子
と脂のノッた身と2度美味し
い干物です。

脂ののった国産アジです。
お刺身でも食べられる原
料ですので旨味が凝縮し
てます。

このメーカーのアジの開き
は干物の競りで一番に登
場する一級品です。

脂ののったオランダ・ノル
ウェー産のアジを国内で加
工。醤油の香ばしさがたま
りません。

これだけ大きいカマスの開
きはめずらしいです。大き
い物ほど味がよく、皮目の
独自の風味が人気です。

脂ノリの良いサバです。身
に厚みがあり脂のノリ方は
一味違います。

旨い干物が豊洲市場を目指す。

大都市東京の台所、豊洲市場だからこそ高級な干物が全国から入荷

されます。スーパーではなかなか味わえない干物たちです。

全て単品でもご購入できます

が、セット商品は単品合計よりも

割安になっています！

※セットごとに入っている魚種が違います。
詳しくはホームページをご覧ください。

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

「干物 10000セット」

「干物＋西京漬け 10000セット」

関の鮮アジの開き
\687

特上真あじの開き（対馬近

海産）15尾 \8,262
アジの開き（醤油干し）
3枚入 \594

カマスの開き
\785

関の鮮サバの開き
\540

灰干しサバの開き
\511

さんまの開き 2尾セット
\648

脂ののった大きなサバを
干物にしています。

干物 寒サバ1枚
\734

子持ちニシン丸干し
\648

にしんは脂が多い魚ですの
で、干物で焼いたあと香ば
しさと身の旨さが際立つ魚
です。

にしんの開き
\497 
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身は非常にプリっとしてふぐ特

有な歯ごたえと旨味がありま

す。鍋の具材としていれても

抜群です。

完全に干すのではなく、

しっとりとした生干しです。

ホロホロとした身で、蛋白

な味わいです。

人気の金目鯛。深海に生

息する金目鯛は、身に脂

があり干物にしても旨さが

あります。

黄金色に輝く魚体とあい

まって非常に高価な魚で

す。

ほっけの中でも最も大きい

サイズです。縞ほっけは深

海に生息し肉厚で脂がす

ごいです。

高級魚のどぐろ（アカムツ）

は身から脂が溢れでます。

中・大サイズを取り扱って

います。

フグ一夜干し 3-4尾
\707

柳カレイ一夜干し
\569

キンメダイの開き 2尾セット
\1,469

キンキの開き
\1,669

ほっけの開き
\1,257

のどぐろの開き（中）  \3,437
のどぐろの開き（大） \3,960

おつまみに調度良いサイ

ズののどぐろが3尾組に

なっています。しっかりと脂

があります。

愛知県の養殖鮎です。餌

にハーブエキスを加え、

ハーブ鮎特有な味と香りを

醸し出しています。

天然のイワシ独特の旨さが

際立つ干物です。丸々と

太って、焼いた時に程よく

脂がでてきます。

北海道湾内の氷下に生息

することから、氷下魚(コマ

イ)と呼ばれてます。

白身の魚でホクホクしてま

す。脂くどいのが苦手な人

にはよい干物です。

天然物の大型のさばで、し

つこい脂っこさがありませ

ん。身質もしっかりとしてい

て食べごたえ抜群です。

干物の中で最も脂のある

魚です。非常に肉厚で、濃

厚な脂があり、焼いた皮目

が特に美味しいです。

本物のししゃもは高価です

が、いわゆる「カペリン」とは

一味も二味も違います。

ししゃもとして流通していま

すが、正式にはカペリンで

す。おやつやお酒の肴とし

てどうぞ! 

本物のししゃもを干した贅

沢なおつまみです。脂が

のっています。

のどぐろの丸干し3尾セット
\785

鮎の開き3尾パック
\1,685

イワシの開き2尾パック
\687

氷下魚（コマイ）500g
\1,963

カサゴの開き
\982

金華サバの開き
\727

つぼ鯛の開き（大）
\1,473

本ししゃもオス20尾 \5,106
本ししゃもメス20尾 \8,640

カラフトししゃも（カペリン）10尾
\497

本乾ししゃも130g
\3,888

たっぷりの卵をもったカレイ

です。煮魚として最適で

す。ホロホロとした身とパラ

パラの卵が美味しいです。

大きな真いわしを下処理し、

そのまま丸干ししました。い

わし本来の旨味がつまった

商品です。

銀だらのカマの部分ですの

で脂が抜群にのっており、

焼いても煮てもおいしい魚

です。

鮎は香魚といわれます。鮎

独特の香りがたまらないで

す。養殖の過程でハーブを

餌にまぜ生育しています。

子持ちカレイ3尾
\1,620 

真いわしの丸干し
\583 

銀だらのカマ1kg
\2,970

鮎1kg
\3,888
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「鱗なし」「小骨なし」「身離

れよし」の3拍子が揃った

優れもの。焼くのが一番手

軽ですが、唐揚げ、煮付け

などいろいろ楽しめます。

ハタハタの丸干し1kg
\4,104

魚の味に定評があるハタハ

タを食べやすいように干し

ました。

干しハタハタ（無頭）800g
\3,024 

西洋ではムニエルの代表

的な魚として有名な白身

魚で、クセがなく淡白です

が、コク、旨みがあるのが特

徴です。 

まとう鯛
\1,145

大きないかの一夜干しで

す。そのまま焼いて食べる

のが美味しいですが、炒め

ものなどにもお使いになれ

ます。

珍しいするめいかの丸干

し。肝（ワタ）入のままです

ので濃厚で旨味が強いイカ

です。炙って肴として絶品

です。

いか一夜干し
\3,348 

するめいかの丸干し1kg
\5,616

丸々と太っためひかりを選

別して、丸干しにしてありま

す。小魚ですが脂と旨味が

あります。

数あるめざし商品ですが、

中でもこのメーカーのめざし

丸干しは高級品として知ら

れています。

珍しいあご（飛び魚）の丸干

しです。このメーカーの丸

干しは作りが丁寧で高級品

として知られています。

大型の赤魚をみりん干しし

てあります。じっくりと弱火で

焼いて旨味を引き出してお

召し上がりください。

めひかりの丸干し
\2,203 

めざしの丸干し800g
\7,992 

あご（飛び魚）の丸干し800g
\5,724

赤魚のみりん干し
\778 

大きな縞ほっけをみりん干

ししてあります。弱火で焼い

て旨味を引き出してお召し

上がりください。

千葉県産のカタクチイワシ

をみりん干ししました。軽く

炙ったほうがより香ばしくな

り美味しいでしょう。

高級魚の代表格のどぐろを

丁寧に開きみりん干しにし

ました。甘みがありますので

お子様のおやつにどうぞ。

えいひれにはコラーゲンや

カルシウムが豊富に含まれ

ています。マヨネーズをつけ

て食べるのが定番ですね。

ほっけのみりん干し
\1,026 

いわしのみりん干し
\562 

さんまのみりん干し
\756 

のどぐろのみりん干し
\3,456

えいひれのみりん干し500g
\4,104

国産のさんまを百年伝統

あるタレに漬け込みました。

じっくりと熟成され旨味を引

き出してあります。

島根県水揚げのハタハタ

の珍味です。ハタハタはう

まい魚です。

焼きハタハタみりん1kg 
\7,128

大ぶりの赤魚を醤油干しし

ました。おかずにぴったりで

す。

高級魚の代表格のどぐろを

丁寧に開きみりん干しにし

ました。甘みがありますので

お子様のおやつにどうぞ。

バラ凍結なので使用する

分だけ解凍して天ぷら・フ

ライにどうぞ！

赤魚昆布しょうゆ干し2尾
\562 

干物 あなご一夜干し1kg
\9,720 

干物 タチウオ一夜干し1kg
\6,480

メゴチの開き550g
\1,685

珍しい穴子の一夜干しで

す。山陰地方で水揚げされ

ました。

鹿児島のうるめいわしを丸

のまま干しました。

うるめいわし丸干し10尾
\497
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凍った干物を冷蔵庫で解凍して下さい。

干物は冷凍したまま焼きますと厚みによって焼きムラ

ができやすいので、解凍してから焼きます。

１．冷蔵庫で解凍

干物の焼き方

干物はすでに塩をふって干してありますのでマグ

ロなど解凍にデリケートな魚に比べ、大雑把に解

凍しても味を損なうことはありません。ただし、室

温で放置してはいけません。

干物を焼く方法のベストは

「七輪で強火の遠火」ですが、

ご家庭ではそうもいかないので・・・

２-１．オーブン・グリルで焼く場合 ２-２．フライパンで焼く場合

予め網を熱して油

を 塗 っ て お き ま

す。

（焦げ付き防止と

殺菌の為）

身側から中火で焼

き、焼き目が付い

たら引っくり返して

皮側を焼きます。

最後に強火で焼くとパリッとできあがります。火の入れ方は身

側４に対して皮側６が目安です。

簡単に身崩れするので、じっくり構えて、何度もいじらないよう

にしましょう。

グリルの後片付け

が面倒。そんな方

にはフライパンで干

物を焼くことをオス

スメします。

フライパンにクッキ

ングペーパーを敷

き、干物の皮側を

上にして身側から

焼きます。

中火から強火で焼いて下さい。焼き色が付いたらひっくり返し

皮面を焼きます。

火の入れ方は身側４に対して皮側６が目安です。

旬のさんまを燻製にして旨

味を閉じ込めました。

剣先いかのするめ（干し）で

す。柔らかなイカです。

さんまの燻製250g 
\2,592

干しスルメイカ10枚
\9,331 

干し剣先イカ3枚60g
\1,404

調味料無添加の本物のス

ルメイカです。噛めば味が

広がります。
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鮭・サーモン

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

昔懐かしすごく塩っつぱい紅鮭
です。天然の紅鮭独特の香りと
風味を持っています。
大辛は本当に辛いのでご注意下
さい（笑）

紅鮭の切り身

中辛10切れ \2,970

大辛10切れ \3,240

厚切りの銀鮭切り身。スー

パーとは品質が違う銀鮭で

す。

銀鮭の切り身（中辛）10切れ
\4,320

夏に水揚げされる貴重な

時鮭の切り身です。天然の

脂の美味しさ。

時鮭（ときしらず）姿切り身 
1尾（約2.5kg）　\9,547

北海道産の天然秋鮭のお

鍋用切り身。しっかり鮭の

旨味あります。

秋鮭（お鍋用切り身）240g 
\2,916

サーモントラウトを使った上

品な燻製の香り。

スモークサーモンの傑作品

ともいえる紅鮭です。

スモークサーモンスライス 
\3,132 

スモークサーモンスライ
ス（紅鮭）500g  \4,752

脂がのったサーモンを炙っ

てあります！

チリ銀鮭フィレです。鮭の切

り身にどうぞ。

チリ産の脂のりがある銀鮭

です。たっぷり1尾。

炙りサーモン（刺身用） 
\1,620

タスマニアオーシャントラウト
セミドレス約3.5kg \25,855 

銀鮭フィレ約1kg
\2,592

銀鮭ドレス（チリ産）約3kg
\6,426

霜降り肉質、とろける食感、

「海の和牛」と呼ばれてま

す。

脂ほどよい国産秋鮭フィレ

です。

秋鮭フィレ約1kg
\2,948

鮭の中で最も香り高い紅鮭

です。切り身にしてどうぞ。

紅鮭ドレス約2kg
\8,748 

いまやブランド魚。世界中

で愛されるノルウェーサー

モン。

ノルウェーサーモン 1尾
（約4-5kg）       \3,132 

スウェラックスといえば、高

品質ノルウェーサーモンの

証です。

ノルウェーサーモンフィレ
（スウェラックス） 1枚（約1.2kg）

\8,748

静岡県富士山のふもとで

養殖されている高品質

サーモン。

紅富士サーモン 1尾（3-4kg）  
\15,552 

最も脂がのっているサーモ

ン。それがキングサーモン。

キングサーモン 1尾（約4-5kg） 
\23,760

脂ののった焼き用のサーモ

ンといえばこれです。

トラウトサーモンフィレ 1枚
（約1kg） \3,132 
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皮付きのハラスを香ばしく焼
いて召し上がって下さい。

脂が超のりのり。お茶漬け

やおかずに最適な鮭ハラ

ス。

紅鮭のハラス1kg
\3,888

アトランティックサーモン
のハラス1kg　 \2,484

脂がのった旨みたっぷり

サーモン（刺身用）です。

お刺身サーモン
\3,208

しっとりと柔らかいソフト鮭ト

バ。かめばかむほど旨みが

でます。

サーモンを塩麹で熟成。テ

レビでも度々取り上げられる

逸品です。

鮭フレーク1kg
\3,888

鮭トバチップ200g
\1,944

サーモン塩辛
\1,728

業務用の鮭フレーク。たっ

ぷり1kgあります。

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

あん肝・白子

あん肝

あん肝とたらの白子、どちらも鮮度が重要です。東京の台所である豊洲市
場だからこそ、毎日大量なあん肝と白子が入荷され新鮮です。

豊洲市場ならでは、鮮度の高い

生のあん肝です。

あん肝
500g \2,992

特上はカナダ産あん肝でワン
ランク上の美味しさです。

あんこう肝酒蒸し \1,728
あんこう肝酒蒸し特上 \3,888

白子

北海道、三陸産の高品質な生の
白子です。

たら白子
500g \7,560

アラスカ産の白子でお手頃
価格の商品です。

たら白子（加熱用）500g 
\2,484
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※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

一度も冷凍していない赤肉で、

みずみずしさが違います。

鯨赤身（刺身用）
300g \3,208

鯨（クジラ）
年配の方にとって懐かしい鯨も、今や貴重なものとなってしまいました。

昔懐かしのクジラ「赤ベーコ

ン」です。

クジラ畝須ベーコン160g 
\4,800

くじらベーコンを食べやすい

ように千切りにしました。

鯨の皮下脂肪の部分を塩

漬けにした貴重な塩皮で

す！

くじら千切りベーコン100g 
\778

くじら塩皮500g前後 
\7,200

ゼラチン質のプリプリした食

感です。

お刺身でも、汁物に入れて

も美味しい万能な鯨の部

位！

さらし鯨500g
\5,280

くじら本皮200g前後 
\2,484

くじらの畝須ベーコン、塩

皮、さらし鯨が入っていま

す。

鯨3種食べ比べセット 
\15,552

ベーコンにしたり、辛子醤

油や柚子胡椒でお召し上

がりください。

くじら生うねす（加熱用） 
500g            \9,720

鯨の上質な脂と鮮やかな

赤色をお楽しみください。

くじらベーコンブロック（赤） 
200g前後 \8,424

着色料を使用していない

無着色の鯨ベーコンです。

くじらベーコンブロック（無
着色）200g前後 \9,720

スライス済みのため解凍後

すぐにお召し上がり頂けま

す。

くじらベーコンスライス（無着
色）80g×2パック \4,752

牛のレバ刺しに近いモチモ

チコリコリとした食感を楽し

めます。

くじら心臓 250g
\3,024

そのまま食べられる鯨肉の

ジャーキーです。

くじらのたれ（くじらジャーキー）
180g \2,160
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地下400mから汲み上げたミネラル豊富

な天然水

うなぎ・あなご

浜名湖うなぎセット

【蒲焼き・白焼き】

うな茶漬けセット(4人前)　　 \7,900

蒲焼き・うな茶漬けセット(4人前) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　\10,800

うなぎ3種全部セット(6人前)

　　　　　　　　　　　　　　　　　\16,800

ギフトにも使えるセットや本格派向けご自分で焼く”活けうなぎの開き”、

お得な蒲焼きまで多種取り扱っています。

ふっくらしているけど身が締まり、ほどよく

脂がのった美味しい鰻たち

浜名湖ブランドのうなぎシリーズです。

浜名湖産うなぎだけを使っているので、

安心・安全なのはもちろんのこと、

美味しさも保証付きです!

3度焼き、無添加のたれ（化学調
味料、合成着色料、酸化防止剤
を一切不使用）、などこだわりの蒲
焼きです。

温めた「鰻」と「うな茶漬けダシ」をか
けるだけ。
あっというまに美味しいうな茶漬けの
できあがり！

希少価値の高い厳選した浜松・浜名湖ブラ
ンドこだわりのうなぎの肝を蒲焼に仕立てまし
た。1尾から1つしか採れない貴重な逸品で
す。

蒲焼きセット(2人前) \6,800

蒲焼き・白焼きセット

(2人前) \6,800　(4人前) \12,800

【うな茶漬け】

うなぎの蒲焼き

あなご

活けうなぎの開き

874

その他

【国産】

【中国産】

 【国産】活うなぎの開き 3枚

\6,840

【国産】活うなぎの開き 5枚

\10,260

［中国産］うなぎの蒲焼 3串

\2,681

［中国産］うなぎの蒲焼 5串

\4,467

［中国産］うなぎの蒲焼 20串箱入

\16,380

うなぎのたれ \540

うなぎ肝の蒲焼き100g \1,296

国産(主に高知や愛知)養殖うなぎの蒲焼きです。
うなぎの稚魚(しらすうなぎ)の高騰によって、今では
国産のうなぎは高級食品となってしまいました。中
国産うなぎの蒲焼きとの大きな違いは、身の柔らか
さにあります。国産は身がふっくらとしていて非常に
やわらかな食感です。

国内の養殖池から水揚げされたうなぎを豊洲
市場内で出荷直前にさばいて、串を打ちます。
生（なま）の活うなぎの開きを白焼きすると、冷
凍ものとは違うふっくらとした食感になります。

［国産］うなぎの蒲焼 2尾セット

　　　　　　　　　　 　　　　　 \5,144

［国産］うなぎの蒲焼 5尾セット

                              \12,446

※「浜名湖うなぎセット」は静岡県浜松市から直送のた
め、商品代引きでのお届けができません。また他の商品
との同梱もできませんのでご注意下さい。

国産穴子の白焼き。ふっくらとし

て柔らかいです。

国産穴子の蒲焼き。湯煎するだ

けですぐ食べられます。

あなご白焼き1kg
\6,480

あなご蒲焼き1kg
\6,480 
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※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

（注１） 「ふぐセット」は福岡県から直送のため、商品

代引きでのお届けができません。また他の商品との同

梱もできませんのでご注意下さい。

（注２） 「ふぐセット」は半年毎に内容が若干リニューア

ルされ、その都度、セットの内容等が変更になる場合

があります。詳細についてはホームページでご確認下

さい。

ふぐ

4-9月
のみ販売

10-3月
限定販売

【冬のふぐセット】

【夏のふぐセット】 

【母の日限定セット】 

その他のふぐ

活け締めした天然まふぐをサッ
と炙りました。香ばしく旨い。

活〆まふぐ炙り刺身(3人前)
 \5,400

とらふぐ刺身、ふぐちり、唐揚
げのにぎわいコース。

ふぐ料理にぎわいフルコー
ス(4人前) \21,600

当店ふぐセット最高峰。お刺身、
ちり鍋、唐揚げなどフルコース。

とらふぐフルコース(5人前) 
\32,400

寒い時期には贅沢なふぐちりを
たっぷりお召し上がりください。

ふぐちりセット(5人前) 
\10,800

ふぐ懐石をご家庭でどうぞ。刺
し身、ふぐちり、唐揚げのセット。

ふぐ冬の懐石(2人前) 
\10,800

旨味たっぷり。最後の雑炊が
絶品です。

ふぐちりセット(3人前)
 \5,400

とらふぐの刺身、唐揚、焼きふぐ、
シュウマイなど豪華なセットです。

ふくおもてなし贅沢セット(2人前)
 \10,800

外側は香ばしく、中は生の刺身
の食感を楽しめるセットです。

活〆まふく炙り刺身セット(4人前) 
\8,640

とらふく刺身とまふく炙り刺身を存
分に食べ比べできるセットです。

とらふく刺身と炙り刺身セット(4人前)
\21,600

とらふぐの刺身をしっかり堪能
したい方むけ。皮、ヒレ付き。

とらふく刺身セット(4人前)
\10,800

カーネーションをかたどった
ふぐ炙り刺し身です。

母の日活〆まふぐ炙りカーネ
ーション盛り（3人前） \6,480

お母さんが綺麗になるふぐ刺
し身と鍋のセット。

母の日ふぐちり美人鍋陶器
皿盛り（2人前） \5,940

揚げるだけでフグの唐揚げの
できあがり。

フグ唐揚げ1kg
\4,080

石川県の珍味、ふぐの子（卵
巣）のぬか漬け。

ふぐの子ぬか漬け
\1,814

高級なふぐを塩辛にしまし
た。珍しいふぐの珍味です。

ふぐ馬関造り（ふぐの塩辛）
300g \3,024

飲兵衛には必需品！ふぐの
ひれ酒用のとらふぐのひれ。

とらふぐのひれ50g
\2,700

まふぐ炙り刺し身とふぐ漬け。
絶品のふぐ刺しです。

母の日まふぐ炙り刺身・とらふ
く漬けセット（2人前） \5,400

【父の日限定セット】 

ふぐ炙り刺しと珍味ふぐ漬
け。お酒の肴にぴったり。

父の日とらふぐ刺身（2人前） 
\5,940

ふぐ炙り刺しと珍味ふぐ漬
け。お酒の肴にぴったり。

父の日まふく炙り刺身・とらふ
く漬けセット（2人前） \5,400

お祝いにふさわしくふぐで慶
長鶴をかたどりました。

父の日とらふぐ刺身慶祝鶴（3人前） 
\10,800

ふぐ炙り刺しとふぐちりをセット
にしました。

ふぐ炙り刺身・ふぐちりセット
(3人前) \8,640
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豊洲市場（水産部）の一日コラムコラム

市場の一日は、 全国各地からトラックや航空便

で魚介類が入荷するところから始まります。

毎日約1,400トンもの魚が運び込まれています。

入荷とともに各競り場に魚介類が並べられます。

特に動きの早い鮮魚は午前 0 時過ぎには荷が

動き始めるため、 鮮魚担当者の朝は早いです。

競りに先駆けて入荷した魚介類を下付け（下見）

します。豊洲市場（水産部）で競りが行われてい

る主なものは、マグロ（冷凍・生）、ウニ、活魚、

車海老、しらす等です。

いよいよ競りが始まり市場内は活気づきます。

卸売会社の競り人の合図に合わせて、 仲卸業

者が手やり （指で値段を表すこと） で魚を競り

落とします。

競りもしくは相対取引で購入した魚介類を、 競り

場から仲卸店舗に運びます。 マグロを解体した

り、 販売する商品を店前に並べたりします。

寿司屋や魚屋などのプロの買出人が市場に

やってきて、 お目当てのものを買います。

買出人は購入した魚介類を自分のトラックや配

送業者へ依頼して市場から運び出します。

仲卸店舗は商品を片付け伝票の整理をし

て店を閉めます。 市場内は清掃車が走り、

慌ただしかった場内に静寂が訪れます。

卸売会社の担当者は各地の生産者と連絡を

取り合い、 明日の入荷分を発注します。

1400 トンもの魚介類がわずか数時間ほどで周

辺都市へ出荷されます。

▶午前 0-3 時頃▶昼過ぎから 24 時まで

世界一の魚市場、 豊洲市場の知られざる一日を追いかけます

▶午前 3-4 時頃 ▶午前 5-6 時頃

▶午前 6-7 時頃 ▶午前 7-9 時頃

▶午前 9-11 時頃 ▶午後 1 時頃

49



豊洲市場のプロが厳選したちょっと変わったおつまみセットです。乾物
だけじゃ物足りないので、炙ったカツオやサーモンなども組み合わせま
した。豊洲市場ならではの海鮮おつまみをお楽しみ下さい。

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

珍味・おつまみ

海鮮おつまみ定番の干しホタ
ルイカ、鮭とばチップなどから、
珍味のほや塩辛、カラスミの
ほか、炙ったカツオやサーモ
ン、純米酒粕漬けのクリーム
チーズなどが入ってます。
毎日のお酒が一段と楽しくなる
と思います（笑）

築地おつまみセット

魚・貝
の

珍味

築地おつまみセット「松」
\11,980

築地おつまみセット「竹」
\8,980

築地おつまみセット「梅」
\5,980

柔らかいソフトタイプの鮭ト
バです。噛めば噛むほど旨
味が溢れ出てきます。

北海道産の良質なホタテ
の貝柱を丁寧に乾燥させ
ました。

鮭トバチップ200g
\1,944

干し貝柱(ホタテ) 
\17,477

お酒のおつまみに、さっと
炙ってマヨネーズと。

ＴＶや雑誌で大絶賛！麹
が入っていて濃厚な美味
でとろけます。

えいひれのみりん干し500g
\4,104

サーモン塩辛
\1,728

入門用の瓶詰めくさや。焼
いてあるので匂いが出ませ
ん。お手軽です。

焼くさや（青むろアジ・瓶詰め）
\1,119

珍しいトビウオくさや。蛋白
な身がくさやの旨味を引き
出します。

飛魚（とびうお）くさや
\1,767

半年以上ぬか漬けして、さ
ばを熟成。北陸の伝統食
品です。

伝統食のいわしのへしこ。
塩辛いのでお茶漬けでどう
ぞ。

脂のあるサンマをぬか漬
け。ぬかの香り。へしこ好き
にお勧め。

ほたての旨味がギュッと詰
まった干貝柱です。

鯖（さば）へしこ（ぬか漬け）
\1,944 

鰯（いわし）へしこ（ぬか漬け）
\497

米米さんま（ぬか漬け）
\690

くさやといったらムロアジが
定番中の定番。焼くとき注
意です。

青むろアジくさや
\943

ホタテの貝柱（割）100g
\4,104

ホタテの旨味がつまった干
し貝柱です。A品です。

牡蠣をまるごと塩辛にしま
した。塩麹の塩辛です。

ほたて干貝柱100g
\2,376

ホタテを燻製してさらに旨
味を引き出しました。

ほたての燻製500g
\4,428

牡蠣の塩辛80g
\1,296
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魚卵・肝
の

珍味

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

香魚あゆの独特の香りが
口の中にひろがります！

鮎うるか
\2,376

柔らかくほんのりとした甘さ
が食べ始めたら止まりませ
ん！

焼きアジみりん200g 
\1,145

広島産の大きな牡蠣をス
モークした一品です。

大粒のあさりむき身を香り
高く燻して、オイル漬けにし
ました。

コリコリ食感のサメ軟骨
100％の水晶南高梅で
す。

高級魚のどぐろをお醤油に
漬けました。

牡蠣の燻製500g
\4,752

あさり燻製オイル漬け300g
\2,484

水晶南高梅（鮫軟骨100％）
500g \3,132

のどぐろ醤油漬け60g
\1,210

福井県若狭の伝統食。新
鮮な小鯛の笹漬けです。

体にやさしい千葉の郷土
料理。いわしとごまの酢漬
けです。

千葉の伝統食いわしのご
ま漬け（業務用）です。

千葉銚子沖のいわしを
ガーリックで味付け。

国産のコハダを丁寧に米
酢に漬け込んだ商品で
す。

小鯛ささ漬け55g
\821

いわし胡麻漬け150g
\562

いわし胡麻漬け800g
\3,888

いわしのガーリックオイル
漬け100g \497

コハダ酢締め100g
\475

魚のキムチ、旨辛のたら
チャンジャです。

北海道の新鮮な鱈を風味
豊かに加工した珍味です。

脂がのったさばをソフトス
モークしました。

旬のさんまを燻製にして旨
味を閉じ込めました。

たらチャンジャ500g
\3,240

つまみ鱈100g
\864

さばの冷薫1枚
\864

さんまの燻製250g
\2,592

静岡県焼津水揚げのかつ
おを使用しています。

鮭の頭を使った氷頭なま
すはコリコリとした食感です

使いやすい腹びれのふか
ひれです。スープやチャー
ハンにどうぞ。

高級なふぐを塩辛にしまし
た。珍しいふぐの珍味で
す。

カレイの縁側のコリコリをピリ
辛のたれに漬けました。

鰹なまり節（背、腹）2本
\1,188 

氷頭（ひず）なます500g
\2,808

ふかひれ（腹びれ）中サイズ
5枚入 \3,780

ふぐ馬関造り（ふぐの塩辛）
300g　　　　　　　　 \3,024

かれいえんがわ三升漬け
500g　　　　　　　　 \2,700

旬のさばを使い、しっかりと
しめて味を熟成させまし
た。

数の子を燻製した珍味で
す。数の子の歯ごたえと香
るスモークが上品です。

しめさば
\1,080

スモーク数の子
\778 

大粒の牡蠣を熟成させた
牡蠣の塩辛です。

牡蠣の塩辛200g 
\4,212

三陸産の牡蠣だけを煮た
旨味濃厚な牡蠣の潮煮で
す。

牡蠣の潮煮100g 
\713
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たこ・いか
の

珍味

鮮度の良いカツオの胃・腸
だけを長期塩蔵熟成して発
酵させた和製アンチョビ。

かつおの酒盗
\756

鮎の真子と白子のみで
作った塩辛。鮎独特の香り
が絶品です。

石川県の珍味。猛毒のふぐ
の卵巣を2年以上塩漬けし
て、ぬか漬けしてあります。

海の珍味、なまこの腸の
塩辛。酒の肴にもってこ
い。

このわたの上物！このわた
通ならはずせない一品で
す。

鮎の子うるか80g
\5,400

ふぐの子ぬか漬け 
\1,814

このわた60g
\3,024

このわた（上物）150g 
\6,480

海の珍味、このこ（なまこの
卵巣）塩辛です。

生この子150g
\8,208

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

大きなカラスミ1腹。ねっと
りとして十分に熟成されて
います。

しっとりねっとりと熟成した
カラスミ。軽く炙ってからど
うぞ。

キャビアとはまた一味違
う、カラスミの旨味がありま
す。

鱈の白子の塩辛です。濃
厚な味です。

カラスミ１腹
\6,998

カラスミ半腹
\2,808

生からすみ
\2,808

くせがなくあっさりとした味
わいが特徴のカラスミパウ
ダー。

マルーカ（タラの一種）カラ
スミパウダー 100g \4,104

なんちゃって唐墨。フェイク
唐墨です。オツマミにどう
ぞ。

唐千寿（からすみ風味）
\1,037

真子合え（たら白子塩辛）
300g　　　　　　　　\3,888

珍しい筋子の西京漬けで
す。まろやかな旨味です。

たらこを西京味噌で漬けま
した。まろやかな味です。

筋子 酒粕500g
\4,860

たらこ西京漬け500g
\3,564

莫久来とはほやとこのわた
の塩辛です

玉子豆腐にあん肝の濃厚
なコクが加わりました。

カニの風味が強い玉子豆
腐です。切るだけで食べら
れます。

莫久来（ほやとこのわた
の塩辛）310g \5,724

あんきも豆腐210g
\756

かにみそ豆腐210g
\756

明太子を薄くして干した珍
味です。旨味と辛味が絶
妙です。

明太子の皮を干した珍味
です。実は皮が美味しい
明太子なのです

絶妙のお酢の漬かり具合
の酢だこ。当店の売れ筋
商品です。

タコに衣がついていてあと
は揚げるだけ！

乾燥辛子めんたいこ
\1,170

乾燥辛子めんたいこの皮
\1,170

酢だこの足（マダコ）
\3,299

タコ唐揚げ1kg
\3,456

コリコリのタコにピリッとくるわ
さび！

タコわさび1kg
\3,564

たこ足をボイル後スモーク
しました。香味豊かな味が
広がります。

たこの燻製200g
\2,290

パリパリと歯ごたえのある数
の子のみを使用した贅沢
な一品です。

味数の子 わさび本漬130g              
\475
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その他
の

珍味

海の珍味の中の珍味！ナ
マコの卵巣を1本ずつよせ
て干しました。

こりっとした食感と磯の風味
が絶妙で、ほやの甘みと
塩っけが酒の肴にあいます。

クチコ国産 
\7,560

ほや塩辛
\1,296

「黒いダイヤ」と呼ばれる高
級食材の干しナマコです。

天然乾燥ナマコ100g前後 
\32,400

さっぱりとしたお刺身用イカ
の胴のみを使った塩辛、
白造りです。

イカの塩辛（白造り）120g 
\756

青森、北海道沖で水揚げ
されたするめいかを昆布
醤油に漬けてあります。

いかの沖漬け
\1,037

大きないかの一夜干し。そ
のまま焼いて食べるのが
美味しい。

身の甘さとワタのほろ苦さ
がたまりません！

いか一夜干し
\3,348

干しホタルイカ
\1,080

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

調味料無添加の本物のス
ルメイカです。噛めば味が
広がります。

昔ながらの無添加するめ
いか（保存料なし）。

肉厚のいかをチェダー
チーズでまろやかにしまし
た。

干しスルメイカ10枚
\9,331

昔ながらの焼するめ120g
\1,836

青森県八戸で水揚げされ
るいかとんびです。

いかとんび（イカの口）1kg
\3,456

チーズいか150g 
\994

スルメイカに雲丹を混ぜた
新感覚のお刺身です。

国産いかにピリ辛の明太子
をあわせました。おつまみ
にどうぞ。

いかとおくらを合わせたネ
バネバさっぱりの商品で
す。

いかのもっちりとした食感に
数の子をあわせてありま
す。

いかお刺身うに500g
\3,348

いか明太1kg
\1,944

いかおくら1kg
\3,240

黄金いか1kg
\1,944

なまこの卵巣を丁寧に干し
て熟成。バチコともいわれ
ます。濃厚です。

赤なまこの塩辛60g
\1,944

ちょっと食べただけで、口
の中が蟹味に満たされま
す。

歯ごたえバツグン。コリコリ
で癖になる食感です。

コリコリ食感のクラゲを梅肉
にあえました。くらげの珍味
です。

もっちりとした甲イカにうにと
かに味噌をあわせました。

甲イカうにカニ味噌500g
\3,240

イカの沖漬けに贅沢なウニ
を和えました。

漁り海女漬け（いかの沖漬
けウニ和え）500g　\3,240 

せこがにの沖漬け60g
\2,484

お刺身くらげ500g 
\1,663

梅くらげ500g
\1,663

うに、イカ、数の子、酒粕
がバランス良く合わさって
います。

うにいか 110g
\583

つるりとした食感とコクのあ
る風味が美味しいです。

ホタルイカ沖漬け 150g
\583

新鮮なイカと、よく熟成さ
れたゴロが使用されていま
す。

いか塩辛 110g
\475
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くらげの食感と梅肉の爽や
かな酸味がよくマッチして
います。

梅くらげ130g
\475

ご飯にぴったり。海苔とくら
げでご飯がすすみます。

ほぐした鮭に、にんにくと
ラー油をあわせました。

新鮮なズワイガニ味噌を
缶詰にしてあります。

のりくらげ500g
\2,160

ラー油鮭ン200g
\734

かにみそ缶100g
\972

しらす・ちりめん・煮干

釜揚げしらす干し

300g \1,890

1kg \5,670

ちりめんじゃこ

煮干し300g

300g \2,430

1kg \7,560

\1,458

甘みのある国産しらすをお届
け。かめばかむほど魚の味が
します。

国産の高級ちりめんじゃこを
お届け。魚が美味しいちりめ
んです。

ちりめん山椒50g

\432

ピリッとした山椒とちりめんじゃ
こを炊きました。

よい煮干しでとるダシは化学
調味料で表現できない繊細
なダシ。

磯の香りがひろがる素朴な
風味のある海苔です。

素焼き海苔16g
\583

海苔・海藻

海苔

お寿司屋さんでも使われ
る上物のはねだし海苔で
す。

焼き海苔はね出し（上物） 有
明産（全形50枚） \5,594

お寿司屋さん御用達の最
高級海苔。佐賀有明産の
豊かな海で育ちました。

最高級焼き海苔都一有明
産（全形10枚）　\2,160

お寿司屋さんでも使われ
る並物のはねだし海苔で
す。

焼き海苔 はね出し（並） 有
明産（全形50枚）  \4,536

どこにでも売っているしらすとちりめんじゃこですが、
豊洲市場のものは一味違います。

食の脇役たちですが、豊洲市場には品質に妥協がない美味しい海藻類があつまっています。

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。 54



上物の海苔をギフト用に仕
立てました。香り高い海苔
です。

丸缶 焼き海苔（上物金缶） 
八つ切り全形50枚 \8,640

佐賀有明産の味付けもみ
海苔。朝食にうってつけで
す。

もみ海苔（味付） 有明産
100g　　　　　　　　\1,201

佐賀有明産の海苔をもん
で細かくしてあります。

もみ海苔 有明産 100g 
\1,201

海苔を八つ切にしギフト用
にしました。寿司屋でも使
われる海苔です。

丸缶 焼き海苔（並緑缶） 
八つ切り全形40枚 \5,400

お味噌汁やお吸い物に入
れて風味香るあおさ海苔
です。

あおさ海苔 伊勢志摩産 50g
 \2,376

国産の生わかめを乾燥せ
ずに塩漬けにしました。

太くてシャキシャキ、食感
に澄んだもずくです。

絹のように滑らかで錦糸の
ように細いもずくです。

プチプチ食感がたまらな
い、子持ち昆布です。

塩わかめ500g
\1,944

岩もずく1kg（国産） 
\3,927

絹もずく1kg（国産） 
\2,808

子持ち昆布500g
\3,024

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

海藻

インスタントみそ汁がお鮨
屋さんのみそ汁に大変
身！

あおさ海苔12g
\497

青さ海苔を細かくした青さ
海苔の粉。お好み焼きや
焼きそばに。

あおさ粉200g
\1,300

コリコリとしたわかめの茎に
ごまをまぶしました。

ごまわかめ1kg
\1,836

北海道産の昆布にしそを
合わせた特上の佃煮で
す。

佃煮 特上しそ昆布180g
\950

お刺身にはかかせない鮮
やかな赤いとさかのり。

とさかのり赤500g
\1,188

青いとさかのり。お刺身の
つまや海藻サラダに。

とさかのり青500g
\1,188

ばってらや鯖寿司にはか
かせないバッテラ昆布で
す。

バッテラ昆布（白板昆布）
\7,128

がごめ昆布入りのとろろ昆
布。うどんやおにぎりに。

根昆布とろろ50g
\497

柔らかい食感と香りがよい
三陸産のめかぶです。

めかぶ150g
\346

めかぶ茶でほっと一息。海
藻パワーがみなぎる。

めかぶ茶60g
\583

焼き海苔とほぐし鮭、お吸
い物のセット。朝食に最適
です。

焼き海苔、ほぐし鮭、お吸
い物セット \2,592

静岡の高級茶と焼き海苔
のセット。ギフトに最適な組
み合わせ。

静岡茶と焼き海苔つめあわせ
\2,376

食べだすととまらないピリ辛
の昆布の佃煮です。

庄屋さんの昆布150g
\864
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具材の下処理

1.あんこうの切り身は真空パックからとりだしボウルに

あけ、熱湯で湯がいて臭みを取る。

2.生あん肝はざっと水洗いし、大きな血管や筋を包

丁やキッチンハサミを使って取り除く。

3.筋などを取り除いた後は、あん肝を適当な大きさに

ざく切りする。再度ボウルに入れて水洗いし、血を完

全に洗い流す。

だし汁の用意

4.お鍋に水を入れ、魚屋の八方だしパックを1-2個

入れ火にかける。（水600ccに1パックが目安。）

5.水が沸騰したら中火で1-2分程度煮出し、その後

だしパックを取り出す。

6.生あん肝をフライパンやお鍋の弱火で炒めて、同

量の味噌を加え混ぜる。※味噌仕立てにしない場

合は、醤油・塩で味をつける。

7.あん肝と味噌のペーストと、先にとっただし汁を加

える。あん肝：味噌：だし＝1：1：4 の割合（余った生

あん肝は、アルミホイルにくるんで蒸すと、あん肝棒

ができます。）

具材の投入

8.豆腐や白菜の芯など煮えるまで時間がかかるもの

から入れる。豆腐、白菜（芯）、あんこうの切り身、白

子、ねぎ、白菜（葉）の順に入れる。

9.鍋が煮立ったら火を弱火にしてできあがり！

雑炊の作り方

11.炊きたてご飯の場合は、熱湯にくぐらせてご飯を

さらさらにする。

12.スープが濃い場合はお湯を入れて味をととのえ

る。

13.ご飯を入れ中火で煮立て、とき玉子を入れて火

をとめ、あさつきなどのねぎを散らして食べる。

クエの解凍（食べる前日）

1.冷凍されているクエのフィレは、食べる前日に冷蔵

庫に入れて一晩かけてゆっくりと解凍する。（クエのア

ラとホタテは解凍しない）

具材の下処理

2.解凍したクエを真空パックからとりだし、軽く水洗い

しキッチンペーパーで水気と臭みをとる。水に長い時

間さらすと旨味が抜けてしまうので注意。

3.ホタテも軽く水洗いする。

4.アラ（頭と骨）は流水でよく洗い、残っている血を全

て取り除く。血が残っているとお鍋に臭み・雑味がで

るので、ブラシで丁寧に血を取り除く。

だし汁の用意

5.お鍋に水を入れ、クエのアラと魚屋の八方だしパッ

クを1-2個入れ火にかける。（水600ccに1パックが

目安。）

6.水が沸騰したらアクをすくう。沸騰後中火で1-2分

程度煮出した後にアラとだしパックを取り出す。最後

にまたアクをすくう。

7.だし汁の味はお好みで塩を加えて味をととのえる。

お鍋は最後に味が濃くなっていくので最初は薄味で

よい。（鍋は最後の一口）

具材の投入

8.豆腐や白菜の芯など煮えるまで時間がかかるもの

から入れる。沸騰しているお鍋に、豆腐、白菜（芯）、

ホタテ、クエの切り身、白子、ねぎ、白菜（葉）の順に

入れる。

9.鍋が煮立ったら火を弱火にする。

10.ポン酢に薬味を加えて食べる。

具材の下処理

1.タラは真空パックからとりだし軽く水洗いしキッチン

ペーパーで水気と臭みをとる。水に長い時間さらすと

旨味が抜けてしまうので注意。

2.生白子はボウルに入れた水の中で優しく洗う。白

子についている血やぬめりをとる。

3.白子をあげ水を切ってから、白子の筋をキッチン

ハサミで取り除く。

4.白子を食べやすい大きさに優しくカットする。

5.ホタテも軽く水洗いする。

だし汁の用意

6.お鍋に水を入れ、魚屋の八方だしパックを1-2個

入れ火にかける。（水600ccに1パックが目安。）

7.水が沸騰したら中火で1-2分程度煮出し、その後

だしパックを取り出す。

8.だし汁の味はお好みで塩を加えて味をととのえる。

お鍋は最後に味が濃くなっていくので最初は薄味で

よい。（鍋は最後の一口）

具材の投入

9.豆腐や白菜の芯など煮えるまで時間がかかるもの

から入れる。沸騰しているお鍋に、豆腐、白菜（芯）、

ホタテ、タラの切り身、白子、ねぎ、白菜（葉）の順に

入れる。

10.鍋が煮立ったら火を弱火にする。

11.ポン酢に薬味を加えて食べる。

あんこう鍋（生あん肝付き）セット \6,415

【作り方】

豊洲市場海鮮鍋セット

豊洲市場ならではの品質と美味しさにこだわった鍋セットです。

定番の鍋から、クジラやクエといったなかなか他ではできない鍋まであります。

【セット内容】
あんこう切り身1kg、生あん肝500g、魚屋の八方
だし1個（8g×7）

【他にご用意いただきたい材料】
野菜（白菜、ネギ、豆腐、椎茸など）、ポン酢、薬
味（紅葉おろし、あさつきなど）

あんこうたっぷり1kgと生あん肝500gが入っています。濃厚で旨みたっぷりの高級あんこう鍋をご家庭
でお楽しみ下さい。

長崎産 天然クエ鍋セット \19,278

【作り方】

【セット内容】
クエ（ぶつ切り）約500g、クエの頭（半割）とアラ、
ボイルホタテ4個、魚屋の八方だし1個（8g×7）

【他にご用意いただきたい材料】
野菜（白菜、ネギ、豆腐、椎茸など）、ポン酢、薬
味（紅葉おろし、あさつきなど）

高級魚として名高い天然くえを贅沢に活け締めにして鍋用に切りました。クエのアラ（頭と骨）でだしを
とってから絶品くえ鍋をお召し上がりいただけます。

たらちり＆白子鍋セット \7,452

【作り方】

【セット内容】
真鱈（ブツ切り）約500g、生白子300g、ボイルホ
タテ4個、魚屋の八方だし1個（8g×7）

【他にご用意いただきたい材料】
野菜（白菜、ネギ、豆腐、椎茸など）、ポン酢、薬
味（紅葉おろし、あさつきなど）

冬の海鮮鍋の定番たらちり鍋は、真だらの独特の風味とコクのある白子の旨味を堪能できます。タラ
は釣り物の上質な身質を選別しています。白子は最高級北海道産のものです。
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秋鮭の解凍（食べる前日）

1.冷凍されている秋鮭の切り身は、食べる前日に冷

蔵庫に入れて一晩かけてゆっくりと解凍する。（ホタ

テと有頭エビは解凍しない）

具材の下処理

2.解凍された秋鮭は軽く水洗いし、キッチンペーパー

で水気と臭みをとる。水道水に長い時間さらすと旨

味が抜けてしまうので注意。

3.ホタテ、有頭エビも軽く水洗いする。

だし汁の用意

4.お鍋に水を入れ、魚屋の八方だしパックを1-2個

入れ火にかける。（水600ccに1パックが目安。）

5.水が沸騰したら中火で1-2分程度煮出し、その後

だしパックを取り出す。

6.だし汁の味はお好みで塩を加えて味をととのえる。

お鍋は最後に味が濃くなっていくので最初は薄味で

よい。（鍋は最後の一口）※味噌仕立てで食べる場

合は味噌を加える。

具材の投入

7.豆腐や白菜の芯など煮えるまで時間がかかるもの

から入れる。沸騰しているお鍋に、豆腐、白菜（芯）、

有頭エビ、ホタテ、鮭の切り身、ねぎ、白菜（葉）の順

に入れる。

8.鍋が煮立ったら火を弱火にする。

バターを仕上げに入れてもよい。

9.ポン酢に薬味を加えて食べる。

具材の下処理

1.生牡蠣はボウルにあけ優しく水洗いし黒いよごれを

取り除く。

（大根おろしで牡蠣を洗ってもよいです。大根おろし

が黒くなったら、牡蠣をざっと水洗いする。）

2.ホタテも軽く水洗いする。

だし汁の用意

3.お鍋に水を入れ、魚屋の八方だしパックを1-2個

入れ火にかける。（水600ccに1パックが目安。）

4.水が沸騰したら中火で1-2分程度煮出し、その後

だしパックを取り出す。

5.だし汁の味はお好みで塩を加えて味をととのえる。

お鍋は最後に味が濃くなっていくので最初は薄味で

よい。（鍋は最後の一口）※味噌仕立てにする場合

は、ここで味噌を入れる。

具材の投入

6.豆腐や白菜の芯など煮えるまで時間がかかるもの

から入れる。沸騰しているお鍋に、豆腐、白菜（芯）、

ホタテの順に入れる。

7.鍋が煮立ったら、牡蠣、白菜（葉）、ねぎを入れ

る。※牡蠣は加熱しすぎると固く小さくなるので、煮

立ったら弱火で5分くらいが目安。

8.ポン酢に薬味を加えて食べる。

金目鯛の解凍（食べる前日）

1.冷凍されている金目鯛フィレは、食べる前日に冷

蔵庫に入れて一晩かけてゆっくりと解凍する。（金目

鯛のアラとホタテは解凍しない）

具材の下処理

2.金目鯛は真空パックからとりだし軽く水洗いしキッ

チンペーパーで水気と臭みをとる。水に長い時間さら

すと旨味が抜けてしまうので注意。

3.金目鯛をしゃぶしゃぶ用に薄めに切りつける。

4.ホタテも軽く水洗いする。

5.アラ（頭と骨）は流水でよく洗い、残っている血を全

て取り除く。血が残っているとお鍋に臭み・雑味がで

るので、ブラシで丁寧に血を取り除く。

だし汁の用意

6.お鍋に水を入れ、金目鯛のアラと魚屋の八方だし

パックを1-2個入れ火にかける。（水600ccに1パック

が目安。）

7.水が沸騰したらアクをすくう。沸騰後中火で1-2分

程度煮出した後にアラとだしパックを取り出す。最後

にまたアクをすくう。

8.だし汁の味はお好みで塩を加えて味をととのえる。

お鍋は最後に味が濃くなっていくので最初は薄味で

よい。

具材の投入

9.ホタテ、豆腐、椎茸を先に入れ沸騰させた後弱火

にする。

10.金目鯛をしゃぶしゃぶする。表面が白くなれば食

べごろです。

11.ポン酢に薬味を加えて食べる。

石狩（鮭）海鮮寄せ鍋セット \5,249

【作り方】

【セット内容】
鮭（ブツ切り）約500g、ボイルホタテ4個、有頭ブラッ
クタイガーエビ6尾、魚屋の八方だし1個（8g×7）

【他にご用意いただきたい材料】
野菜（白菜、ネギ、豆腐、椎茸など）、ポン酢、薬
味（紅葉おろし、あさつきなど）

北海道産の秋鮭をお鍋用に大きく切り出しました。北海道産のホタテと有頭ブラックタイガーエビもつ
いています。お味噌仕立てでお召し上がりください。

生牡蠣とホタテの鍋セット \4,860

【作り方】

【セット内容】
生むき牡蠣(加熱用)500g、ボイルホタテ4個、魚
屋の八方だし1個（8g×7）

【他にご用意いただきたい材料】
野菜（白菜、ネギ、豆腐、椎茸など）、ポン酢、薬
味（紅葉おろし、あさつきなど）

産地直送の生牡蠣は一度も冷凍していない、鮮度ばつぐんのむき牡蠣です。ポン酢が定番ですが、味
噌仕立ての鍋でもよいと思います。

金目鯛しゃぶしゃぶセット \7,322

【作り方】

【セット内容】
金目鯛フィレ約350g、金目鯛の頭（半割）とアラ、
ボイルホタテ4個、魚屋の八方だし1個（8g×7）

【他にご用意いただきたい材料】
野菜（ネギ、水菜、豆腐、椎茸など）、ポン酢、薬
味（紅葉おろし、あさつきなど）

国産の金目鯛をしゃぶしゃぶにしやすいように加工しました。フィレを切るだけで簡単に金目鯛のしゃ
ぶしゃぶができます。金目鯛のアラ（頭と骨）で黄金のだし汁もとれます。

各セットの具材は単品でも取り扱っています。

人数にあわせて追加でご注文下さい。
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真鯛の解凍（食べる前日）
1.冷凍されている真鯛フィレは、食べる前日に冷蔵
庫に入れて一晩かけてゆっくりと解凍する。（真鯛の
アラとホタテは解凍しない）
具材の下処理
2.鯛を水洗いし水気をとる。水に長い時間さらすと旨
味が抜けてしまうので注意。
3.鯛をしゃぶしゃぶ用に薄く切る。

4.ホタテも軽く水洗いする。
5.アラ（頭と骨）は流水でよく洗い、残っている血を全
て取り除く。血が残っているとお鍋に臭み・雑味がで
るので、ブラシで丁寧に血を取り除く。
だし汁の用意
6.お鍋に水を入れ、鯛のアラと魚屋の八方だしパック
を1-2個入れ火にかける。（水600ccに1パックが目
安。）

7.水が沸騰したらアクをすくう。沸騰後中火で1-2分
程度煮出した後にアラとだしパックを取り出す。最後
にまたアクをすくう。
8.お好みで塩を加えて味をととのえる。お鍋は味が
濃くなっていくので最初は薄味でよい。
具材の投入
9.ホタテ、豆腐、椎茸を先に入れ沸騰させた後弱火
にし、鯛をしゃぶしゃぶする。表面が白くなれば食べ
ごろです。

真鯛しゃぶしゃぶセット \5,962

【作り方】

【セット内容】
真鯛フィレ約350g、真鯛の頭（半割）とアラ、ボイ
ルホタテ4個、魚屋の八方だし1個（8g×7）

【他にご用意いただきたい材料】
野菜（ネギ、水菜、豆腐、椎茸など）、ポン酢、薬
味（紅葉おろし、あさつきなど）

魚といったら真鯛がなんといっても王様です。鯛しゃぶしゃぶ用に下処理してありますので、切るだけ
で簡単にしゃぶしゃぶができます。

ぶりの解凍（食べる前日）
1.冷凍されているぶりは、食べる前日に冷蔵庫に入
れて一晩かけてゆっくりと解凍する。（ホタテは解凍し
ない）
具材の下処理
2.ぶりは真空パックからとりだし軽く水洗いしキッチン
ペーパーで水気と臭みをとる。水に長い時間さらすと
旨味が抜けてしまうので注意。
3.ぶりをしゃぶしゃぶ用に薄く切る。
4.ホタテも軽く水洗いする。

だし汁の用意
5.お鍋に水を入れ魚屋の八方だしパックを1-2個入
れ火にかける。（水600ccに1パックが目安。）
6.水が沸騰したら中火で1-2分程度煮出した後にだ
しパックを取り出す。
7.だし汁の味はお好みで塩を加えて味をととのえる。
お鍋は最後に味が濃くなっていくので最初は薄味で
よい。

具材の投入
8.ホタテ、豆腐、椎茸を先に入れ沸騰させた後弱火
にする。
9.ぶりをしゃぶしゃぶする。表面が白くなれば食べご
ろです。
10.ポン酢に薬味を加えて食べる。

ぶりしゃぶしゃぶセット \5,219

【作り方】

【セット内容】
ブリ（ブツ切り）約400g、ボイルホタテ4個、魚屋の
八方だし1個（8g×7）

【他にご用意いただきたい材料】
野菜（ネギ、水菜、豆腐、椎茸など）、ポン酢、薬
味（紅葉おろし、あさつきなど）

具材の投入
9.豆腐など煮えるまで時間がかかるものから入れ
る。
10.鍋が煮立ったら火を弱火にして、鯨の赤身を加
える。
鯨の赤身はお刺身用なので、軽くしゃぶしゃぶする
だけでも食べられます。
11.ポン酢に薬味を加えて食べる。鯨の赤身の漬け
ダレは、塩+ごま油も美味しいのでお試しください。

【他にご用意いただきたい材料】
野菜（ネギ、水菜、豆腐、椎茸など）、ポン酢、薬
味（紅葉おろし、あさつきなど）

脂がのったお刺身用のブリをさっとお湯にくぐらせてしゃぶしゃぶにしてください。ブリは骨や皮を引い
て下処理してありますので、切るだけですぐに食べられます。

具材の下処理
1.鯨の赤身をキッチンペーパーで軽くぬぐう。（表面
の水気をとる）
2.鯨の赤身を食べやすい大きさに切る分ける。
3.水菜を30分ほど冷たい水につけておき（シャキシャ
キ感が増す）食べる直前にザク切りする。
4.鯨の本皮をパックから取り出し、薄くスライスする。

だし汁の用意
5.お鍋に水を入れ、魚屋の八方だしパックを1-2個
入れ火にかける。（水600ccに1パックが目安。）
6.水が沸騰したら中火で1-2分程度煮出し、その後
だしパックを取り出す。
7.だしの中にスライスした鯨の本皮を加え、弱火にか
ける。
8.だし汁の味はお好みで塩を加えて味をととのえる。
お鍋は最後に味が濃くなっていくので最初は薄味で
よい。（鍋は最後の一口）※お好みでにんにくとしょう
がのみじん切りを加えてもよい。

鯨（くじら）しゃぶ はりはり鍋セット \6,437

【作り方】

【セット内容】
くじら赤身(刺身用)300g、くじら本皮200g、魚屋
の八方だし1個（8g×7）

栄養価の高いお刺身用の鯨の赤身と、鯨の本皮を使ったはりはり鍋は知る人ぞ知る通の鍋といってい
いでしょう。

タラバガニがたっぷり入った

カニ鍋セットです。

タラバガニ鍋セット（4人前） 
\15,444

ズワイガニが入った豪華なカ

ニ鍋です。

ズワイガニ鍋セット（4人前） 
\9,828

毛ガニが主体のセットです。

毛ガニのミソが美味しいです。

毛ガニ鍋セット（4人前） 
\9,547

高級魚「尾鷲マハタ」の豪華な鍋

セット。透き通る白身の魚です。

尾鷲マハタ鍋セット（4人前）
\8,424

冬の味覚をつめこんだ蟹ちり鍋

セットです。北海の恵みです。

蟹ちり鍋セット（4人前） 
\8,424

その他 海鮮鍋セット
※こちらの鍋セットはメーカー直送となるため、商品代引きでのお届けはできません。

※ ※ ※ ※ ※
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豊洲市場おでんセット「竹」
（3-4人前）
\3,680

豊洲市場おでんセット「松」
（5-6人前）
\5,480

菊水はんぺん1個、ぷちあげ野菜1

個、じゃこ天1個、いか天1個、魚肉

すじ1個、ちくわぶ1個、焼ちくわ1

個、魚屋の八方だし（8g×7袋）

黒はんぺん1個、ぷちあげ野菜1個、

白身魚揚げ1個、じゃこ天1個、いわし

天1個、いか天1個、はも天1個、ごぼ

う巻き1個、魚肉すじ1個、ちくわぶ1

個、焼ちくわ1個、魚屋の八方だし

（8g×7袋）

豊洲市場おでんセット

豊洲市場ならではの魚肉の美味しさを堪能できる

おでんの具材が入ったセットです。

人気のあんこう鍋用の切り

身。そのままお鍋に使えま

す。

あんこう（切り身）1kg
\3,456

お鍋用のクエの切り身。だし

用にアラもついています。

クエ（切り身 約500g）アラ付き 
\18,393

釣りものの身がよいタラだけ

を使った、お鍋用の切り身で

す。

たら（切り身）240g
\2,592

北海道産の天然秋鮭のお鍋

用切り身。しっかり鮭の旨味

あります。

秋鮭（切り身）240g
\2,916

しゃぶしゃぶ用の金目鯛。解

凍してすぐに食べられます。

しゃぶしゃぶ用の真鯛フィレ。

解凍してすぐ食べられます。

しゃぶしゃぶ用のぶり。解凍

してすぐ食べられます。

紅ズワイガニの爪を食べやす

いように下処理してあります。

一度も冷凍していないお刺

身用のぶりフィレです。脂あり

ます。

一度も冷凍していない鯛フィ

レ。お刺身はもちろん、ポアレ

にも。

生のあん肝に重要なのは鮮

度。市場には毎日入荷して

います。

お刺身でも、湯通しして汁物

に入れても美味しい万能な

鯨の本皮。

最高級北海道の白子。滑ら

かで濃厚な旨さ。白子ポン

酢、お鍋に。

アラスカ産の白子を瞬間冷

凍。旨味を閉じ込めてありま

す。

芳醇な香りと広がる旨味。五

つのだしを閉じ込めました。

金目鯛（しゃぶしゃぶ用フィ
レ約350g）アラ付き \6,336

真鯛（しゃぶしゃぶ用フィレ
約350g）アラ付き  \4,824 

ぶり（しゃぶしゃぶ用切り
身約400g）  \3,998

紅ズワイガニの爪1kg 
\6,480

ぶりフィレ（刺身用）1.4kg前後 
\6,242

真鯛フィレ（刺身用）400g前後 
\4,147

あん肝500g
\2,992

くじら本皮200g前後 
\2,484

たら白子500g
\7,560

たら白子（加熱用）500g
\2,484

魚屋の八方だし（8g×7袋）
\788

具材だけでなく出汁までおい

しいおでんパックです。

おでんパック 700g
\842

海鮮鍋具材 ※主に豊洲市場鍋セットで使われている具材を中心に掲載しています。人数に合わせて追加ご注文下さい。
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美味しい３つの理由

【一本釣り】

【炭火焼き】

【氷水輸送】

一本釣り漁で釣り上げられたかつおは、-50度で急速冷凍されます。アッという間に凍結された

かつおは鮮度バツグン！新鮮なかつおに臭みは全くありません。モチモチとした食感で、かつお

本来の旨味が凝縮されています。

炭火はガス火の約４倍の赤外線を放射します。そのため、短時間で効率よく加熱できるので、「う

まみ」を閉じ込め、外側はパリッと焼き目が付いて香ばしく、中はふんわりと焼きあがり、「うまみ」

がキープされるのです！

焼き上げたかつおのたたきは、ただの冷蔵便でなく、かつおを氷で包めるようにした独自技術の「氷水包装」にしてお送りします。お客様の手元に届い

た時に、かつおのたたきが最高の食べごろになっています！

炙りたたき（マグロ・カツオ・サーモン）
炙ったマグロやカツオやサーモンは、外はカリッと香ばしく、中はトロッとまさにお刺身状態！

食べてみてその美味しさに驚かれると思います。

【生】一本釣りかつおのたたき（炭火焼き）
1本 \3,240　2本セット \5,670

お手軽な冷凍炙りたたきシリーズも大人気！解凍して切るだけ！

３種たたきの食べ比べセット \4,884

４種たたきの食べ比べセット \6,783

※この商品のみ焼津工場直送のため商品代引きをご利用できません。

冷凍炙りたたきシリーズの解凍方法

１．冷蔵庫で解凍 【オススメ】 

２．あとは表面を軽く拭いて、
　 切るだけ！

お急ぎの場合は氷水解凍 【材料】（2人分）

・炭火焼き200g
・醤油 100ml
・料理酒 50ml
・本みりん 50ml

炙りたたきを冷凍状態のパックのまま

冷蔵庫でゆっくりと解凍。約一晩で解

凍されます。

炙りたたきを冷凍状態のパックのまま

氷水につけます。約２時間で解凍され

ます。

あとはキッチンペーパーで軽く拭いて

切ります。

かつおのたたきの完成！

１．タレの調合

２．タレを加熱

当店で販売している「かつおの

たたき」と「びんちょうまぐろのた

たき」は、一本釣りという漁法で

釣り上げたかつおやびんちょうま

ぐろを原料としています。一本

釣りは最も魚を鮮度よく水揚げ

する方法です。一尾ずつ豪快

に釣り上げられた魚は、生きた

まま急速冷凍されます。そのた

め、商品の解凍時にしばしば身

の縮れ（身がねじれたり、波

打ったりする）が起こります。こ

れは解凍時に死後硬直してい

て、魚が非常に新鮮な証拠で

す。

炙りたたきシリーズの魚たちはそれぞれの

魚の味が強く、漬け丼にしてもタレで風味

が消されることがありません。お刺身にして

食べ残ってしまった炙りたたきを、ぜひ漬

け丼にしてください！

醤油3：料理酒1：本みりん

1の割合で漬けタレを作り

ます。

料理酒と本みりんを鍋に入れ加熱

後、火をつけてアルコールを飛ばし

ます。（火をつけるのが難しければ、

沸騰させるだけでも良いです）

醤油を加えて、ひと煮立ちしたらす

ぐ火を消してください。あまり煮立た

せると醤油の風味が飛んでしまいま

す。

みりんの種類によっては甘くなりすぎ

てしまうので、その時は醤油を多め

に加えて全体の味を整えてくださ

い。

３．タレを冷ます
冷ました漬け丼のタレにお好みで、

すりおろしたショウガやニンニク、七

味唐辛子や柚子などを加えます。

４．タレに漬ける
できあがった漬け丼のタレにお好み

の厚さに切り分けたカツオやマグロ

を漬けこんでください。漬ける時間は

半日程度です。

あとはご飯に並べて、刻んだネギや

大葉や海苔をちらします。ゴマや唐

辛子をふってもよいです。

漬け丼

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

上記かつおのたたきの冷凍
版です。

一本釣りかつおのたたき

\1,485

一本釣りなので鮮度と美味し
さが段違いです。

一本釣りびんちょうまぐろのたたき

\1,987

ゆずのほのかな香りが食欲を
そそります。

びんちょうまぐろゆず塩のたたき

\1,987

炙った部分が中のトロッとした
部分を引き立てます。

炙りサーモン

\1,620

3種セットはゆず塩たたき以外。
4種は冷凍炙りたたき全部です。
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※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

祝い鯛（焼き鯛）

喜びの 声を

たくさん頂きました！
お祝いでご利用頂いたお客様から、喜びの声

をたくさん頂きました。全てホームページに掲

載していますので是非ご覧ください。

祝い鯛の保存方法と温め方

届きましたらなるべくお早めにお召し上がり下さい。
もしお召し上がりになるまでに多少時間がある場合は、「冷
蔵庫」で保管して下さい。

お召し上がりになる時は、温めることをお勧めします。
電子レンジで1～2分程度で温められます。
もし電子レンジに尾頭のまま入らない場合には、記念撮影
などし終えた後、身をほぐして温めて下さい。

非常にボリュームがあるので、もし食べきれなかった場合には、「鯛
めし」などにご利用すれば、二度楽しめると思います！

保存方法

温め方

食べきれなかったら・・・

【材料】（4人分）

・焼き鯛の残り

・米 2合

・昆布 20cmほど

・酒 大さじ2杯

・薄口醤油 小さじ1杯

・塩　小さじ1杯

① お米を洗い２合分の水を入れる。
そこに、酒、薄口醤油、塩を入れて溶き混ぜる。最後に昆布を入れる。

② 焼き鯛の尾びれ、背びれ、胸びれをキッチンバサミで切り取る。
ウロコが残っている場合は除去する。

③ 焼き鯛を適度に分割して釜（炊飯器）に入れる。水加減は通常よりや
や多めにし、鯛がある程度水に浸るようにする。

④ 炊飯器のスイッチオン！
炊飯器に「炊き込み」ボタンがあればこれをオン！
 
⑤ 炊きあがったら、鯛と昆布を取り出し、鯛の小骨を取り除いて身を戻し
入れ混ぜ合わせて完成！

出産祝い、お食い初め、入園入学祝い、誕生祝い、成人式、結婚祝い、

長寿祝いなど、お祝いの席にはかかせないお祝いの焼き鯛です。

鯛めし

【材料】（4人分）

・蛤 大4個

・昆布 4g

・塩 少々

・酒 大さじ1杯

・三つ葉 8本

① 蛤は市場に入荷する時点で砂抜きしてあります。よって砂抜きの必
要はありませんが、気になる方は下記の要領で砂抜きして下さい。（水1
カップに対して塩小さじ1杯程度（海水くらいの濃さ）の塩水につけ、暗所
に2-3時間置く。砂を吐いたら、殻と殻をこすって洗う。）

② 三つ葉をさっと茹でて、茎の部分を半分に折って結ぶ。

③ 乾いた布巾で、昆布の表面の汚れを落とし、鍋に水400ccを入れて
昆布を浸して30分程つけておく。

④ そこへ、蛤を入れて弱火にかける。
沸騰寸前まで弱火で煮てから、昆布を取り出す。沸騰する前に昆布を
取り除かないと苦みが出るので注意！
 
⑤ アクを取りながら煮て、口が開いたものから蛤をざるに上げる。

⑥ 鍋に残った汁に酒と塩を入れ調味する。それを蛤の入った器に注ぎ
入れ、結び三つ葉を添えて完成！

蛤のお吸い物

祝い鯛(1kg)

祝い鯛(1kg)+はまぐり500gセット

 \6,480 

 \8,640

1kgサイズ（焼き前）の大きな天然真鯛を丁寧に塩焼き

しました。宮内庁御用達の会社が焼入れしたおめでたい

焼き鯛です。

鯛めしのレシピもついておりますので、お祝い後に鯛めし

をお作りください。
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※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

おせち用品

豊洲市場クオリティーのこだわりのあるおせち用品です。

ジューシーで旨みたっぷりな
合鴨スモーク

定番の「にしん昆布巻き」。
仕出しの一品にどうぞ。

定番の「紅鮭昆布巻き」。仕
出しの一品にどうぞ。

ふっくら煮てあり、やさしい甘
みのある黒豆です。

イワシなどの小魚の旨味が
ギュッとつまっています。

燻製合鴨スモーク1kg
\2,268

手作りにしん昆布巻き
\778

手作り紅鮭昆布巻き
\778

丹波黒豆1kg
\5,832

つくだ煮田作1kg
\7,344

いとより鯛100％で作った、
味が濃いちくわです。

特選鯛100%ちくわ1箱（10本入）

\1,944 

北海道の伝統食。スルメと数
の子の食感が美味しい一品。

数の子松前漬け1kg
\2,268

歯ごたえ抜群の塩数の子。
塩抜きしてお使い下さい。

大きな栗と上品な甘みのアン
のコラボがたまりません。

大粒の白いんげんの豆を、丁
寧にきんとんにしました。

塩数の子（折れ子）
\3,456

つきじ入船の栗きんとん
\2,754

つきじ入船の豆きんとん
\1,512

化学調味料などを不使用で、
素材の美味しさが際立ちます。

程よい酸味と歯ごたえのある
酢タコの足です。

国産のコハダを丁寧に米酢に
漬け込んだ商品です。

脂ののったニシンを酢漬けに
し菜の花をあえました。

かまぼこ（上小板）紅白2本セット
\2,970

酢だこの足（マダコ）
\3,299

コハダ酢締め100g
\475

ニシン菜の花漬け1kg
\2,916

小女子、くるみ、ごまの香ばし
く甘い佃煮です。

とろとろのクリーミーな湯葉は
口当たりなめらかです。

くるみ小女子（こうなご）1kg
\4,320

とろ湯葉500g
\2,376

香り豊かなゴマの風味と、も
ちもち食感のお豆腐です。

京ごま豆腐560g
\1,512

魚の旨味とふんわりとした食
感が特徴です。

けずりかまぼこ（白）40g 
\1,080

練りもの

テリーヌ

ふんわりとした柔らかな食感
と魚の旨味が楽しめます。

けずりかまぼこ（赤）40g
 \1,080

桜漬けの豊かな風味がアク
セントになっています。

鈴廣の季節のかまぼこ（桜）130g
 \583

しっかりとした歯ごたえと、は
もの風味が味わえます。

かまぼこ はも板 180g
 \961

カニ風味かまぼこの元祖であ
る「フィッシュスチック」です。

かにかまぼこ フィッシュスチック 500g
 \1,512

シンプルで飽きのこない王道
のちくわです。

焼きちくわ 1本
 \281

枝豆とかまぼこのコンビが最
高です。

鈴廣の季節のかまぼこ（枝豆）130g
\583
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※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

イタリア・シチリアのスカリア・
バルドーさんが作った瓶に
入ったアンチョビです。

スカーリアさんのアンチョビ（フィ

レ油漬）550gイタリア・シチリア産

\4,968

魚の風味と上品な甘みが味
わえる伊達巻です。

ヨード卵と生の鯛を使用した
極上の伊達巻です。

つきじ入船の伊達巻（竹） 
\2,880 

つきじ入船の伊達巻（松） 
\4,879

白と黄色で彩りも華やかで、玉
子と砂糖の上品な甘みです。

つきじ入船の錦玉子（錦巻） 
\3,974

大ぶりの海鮮具材をバラ凍結
しました。

シーフードミックス小サイズ

800g \2,376

シーフードミックス大サイズ

800g \3,348

鶏肉をすり身にして松風焼き
にしてあります。

食感のよいごぼうを柔らかな若鶏
で巻いて甘く煮てあります。

黄色野菜で色鮮やか、芯にカニ
身を入れた小型のテリーヌです。

芯にウニ、外は青竹のような色鮮
やかな小型のテリーヌです。

とり松風（松風焼き）380g 
\1,944

若鶏の八幡巻220g
\1,296

プチテリーヌかに三色320g 
\2,160

プチテリーヌ割竹ウニ280g 
\2,592

燻製したサーモンと彩り豊かな
野菜が入ったテリーヌです。

海老の食感がよく、生地を二
層重ねで色目の対比がきれ
いです。

芯に海老の生地、外はブロッコ
リーの色鮮やかな生地です。

合鴨ささみとスモーク、ペッ
パーのきいているテリーヌ。

サーモンの彩りテリーヌ690g 
\4,104

海老とアスパラのテリーヌ280g 
\2,376

海老とブロッコリーのテリーヌ690g 
\3,672

合鴨テリーヌ280g
\2,160

その他

魚の加工品

イタリア・シチリアのスカリア・
バルドーさんが作ったアンチョ
ビペーストです。

スカーリアさんのアンチョビ（ペ

ースト）60gイタリア・シチリア産

\648

静岡の豊かな海で水揚げさ
れた贅沢海鮮丼セット。遠州
灘の恵み。

海鮮丼セット（マグロ、カツ

オ、桜えび、しらす）  \9,072

静岡で水揚げされたかつ・お
まぐろのしぐれ煮セットです。

焼き海苔、ほぐし鮭、お吸い

物セット \2,592

静岡遠州灘のかつお生利節・まぐ

ろ角煮、しぐれ煮セット  \4,536

焼き海苔とほぐし鮭、お吸い
物のセット。朝食に最適で
す。

※ ※ ※

「※」がついている商品はメーカー直送商品の

ため、商品代引きでのお届けはできません。

まっしろでふんわりと厚みの
あるはんぺんです。

手作りはんぺん 1枚
 \410

昆布の風味と魚の旨味が存
分に味わえます。

昆布かま115g
 \605

新鮮なイカのこりこりとした食
感と、玉ねぎの旨味が味わえ
ます。

さつま揚げ いかいっぱい1枚
 \302

紅生姜の酸味がふわっとした
食感と大豆の甘味を引き立
てます。

京のとうふ天 3個
 \540

九条ネギに紅生姜のピリリとし
た刺激がアクセントになって
います。

京の九条ねぎ天 3枚
 \497
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”削りたて”をお届け！

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

かつお節

明治に東京日本橋室町にて創業し、その後築地に移転した老舗の鰹節店「松村」。

鰹節をはじめ、薄削り、厚削り、粉削りなど、昔ながらの製法で職人が丁寧に仕上げた

削り節です。

時代を超えても変わらぬ味。プロが認めた削りたての削り節です。

その日に削ったものをお届けします。

かび付けしたかつお節（枯
亀節）を厚削りしました。

かつお節 厚削り 500g
\3,974

最高級のかつお節です。
一本釣りのかつおを原料
にしています。

プロの板前も使用するかつ
お節。出荷時に荒本節を
削っています。

かつおと宗田かつおをブレ
ンドしました。濃いだしがと
れます。

かつお節 特上削り 250g
\2,268

かつお節 上削り 250g
\2,149

かつお節 中削り 250g
\2,030

マグロ節を粉にしただしで
す。上品で淡白なだしがで
ます。

そば屋が使うかつお節。大
量にだしをとる方に売れて
います。

マグロ節特有の淡白で上
品なだしがとれます。上品
なおだし用。

宗田かつおを原料にした
厚削りです。濃い色のだし
がとれます。

まぐろ節 粉だし 500g
\3,715

かつお節 並削り 250g
\1,922

まぐろ節（血合い抜き）250g
\2,560

宗田かつお節 厚削り 500g
\3,499

さば節は強いコクがでま
す。うどんやそばにあうだし
がでます。

宗田かつおとさばをブレンド
した厚削りです。

さば節 厚削り 500g
\3,024

宗田かつお・さば節 混合
厚削り500g \3,283

カツオの枯本節を原料とし
た最高級の粉だしです。

発送日当日に削った削りたてを、

不活性ガスを充填してたパックに

入れてお届けします。

かつお枯本節 粉だし 500g
\3,888

かつお・さば・いわしを混合
した粉だしです。

かつお・さば・いわし節 混
合粉だし500g \1966

血合いを取り除いためじま
ぐろのきれいな色が映える
糸削りです。

まぐろ節 糸削り100g（20g×5）
 \2,376

本格的な枯本節のかつお
節を、使いやすいパックに
しました。

かつお枯本節 削りパック100g
（5g×4入×5パック） \583

カツオの荒本節を原料に
した粉だしです。

かつお荒本節 粉だし 500g
 \2,786
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築地スペシャル海鮮恵方巻 ※2月3日節分時期のみの販売となります。

詳細はホームページでご確認下さい。

築地の老舗名店「鮨 竹若」と当店「築地魚群」がコラボしたスペシャルな海鮮恵方巻きです。

新鮮な具材、熟練職人の確かな技術による「美味しさ」と、家族みんなで楽しめる「ボリューム

満点」の恵方巻きをお楽しみ下さい。

ガリ

醤油いくら

蒸しウニ

ガリ

車海老

タラコの
煮付け

煮だこ

醤油いくら

あん肝

蒸しウニ煮あわび

【定番】に入っている9種類の具材に加えて大ト
ロが入っています。さらに、添え物も豪華8種
類！どれもうなってしまうものばかりです。

【超豪華版】
築地スペシャル海鮮恵方巻
\10,000

竹若の職人が一つ一つ丁寧に作った9種類の具材は確かな味わいで、直径5㎝×長さ20cmのビックサイ
ズです。3種類の添え物が付いています。

【定番】
築地スペシャル海鮮恵方巻
\3,500

【超豪華版】盛り付け例 ▲

【定番】盛り付け例 ▼

直径50mm
長さ20cm
重さ600g

ビックサイズ！
直径50mm
長さ20cm
重さ600g

ビックサイズ！

恵方巻きの具材は一つ一つを竹若の
職人が丁寧に作っており、確かな味
わいです。口に含んだ時の味わいと噛
み締めた時の食感に感動すると思い
ます。

【恵方巻き具材】

三つ葉

数の子
飛び子

玉子
（玉子屋山長）

本ズワイガニ

大トロ
（超豪華版のみ）

山ごぼう

干ぴょう

煮しいたけ

活け〆穴子

脇を固める干ぴょうや煮しいた
けも手を抜かず、鮨竹若の職
人の手により仕込みます。

三つ葉、山ごぼう、
干ぴょう、煮しいたけ

コリッとしてプチプチとした数の
子と飛び子が、全体の食感にイ
ンパクトを与えます。

飛び子、数の子

豊洲市場から朝届く生きた穴
子を〆てふっくらと柔らかく煮ま
す。

玉子焼きは築地の老舗(昭和
24年創業)の玉子屋さん「山長
」に焼いてもらいます。

玉子（玉子屋山長）

カニカマじゃないホンマモンの
本ズワイガニのほぐし身を入れ
ます。甘みのあるズワイの身が
酢飯にあいます。

本ズワイガニ

豊洲市場といったらマグロ！
脂のノッた大トロは絶品です。

活け〆穴子 大トロ（超豪華版のみ）

添え物を

のせて召し上がると

美味しいです！

▲築地の老舗鮨屋「竹若」
　　板長 松井さん65



牛肉

国産牛（築地 吉澤商店の牛肉）

【ステーキ】

【すき焼き】

A5の国産牛から外国産まで各種取り扱っています。

ステーキ、焼き肉、しゃぶしゃぶ・・・ハレの日のメインディッシュにどうぞ！

築地場外市場にある昭和2年創業の老舗精肉店「吉澤商店」。まだ無名

だった「松坂牛」（日本三大和牛、当時は「伊勢牛」）を東京に広めた店とし

て有名です。プロの料理人も認める御用達のお店で、ここの「松坂牛」と「黒

毛和牛」を中心に取り扱っています。

肉質・脂・味ともに最高級のA5グ

レードのステーキ肉。

サーロインは脂が強すぎるという方

にはモモをお勧めします。

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

【黒毛和牛ステーキ】

サーロインA5 200g×2枚
\13,549
モモ 200g×2枚
\8,375 松阪牛のさらに最高の部位であるサー

ロインをステーキ用にカットしてありま

す。とろけるような食感と甘く上品な香

りがあります。

【松坂牛ステーキ】

サーロイン 200g×2枚

\22,041

【黒毛和牛すき焼き】

サーロインA5 400g \13,225

リブロース400g \7,053

モモスライス400g \5,730

すき焼き用にスライスしてあります。

【黒毛和牛しゃぶしゃぶ】

サーロインA5 400g \13,225

リブロース 400g \7,053

モモスライス400g \5,730

【松坂牛すき焼き】

サーロイン 400g \22,041

リブロース400g \15,870 

腕スライス400g \11,461

【焼き肉】
【黒毛和牛焼き肉】

サーロインA5 400g \13,225

モモ 400g \8,375

カルビ 400g 10,580

切り落とし400g \3,967

焼き肉用にスライスしてあります。切り

落としは、カレーやシチューなど煮込

み料理にも最適です。

【松坂牛焼き肉】

サーロイン 400g \22,041

【しゃぶしゃぶ】

しゃぶしゃぶ用にスライスしてあります。

【松坂牛しゃぶしゃぶ】

サーロイン 400g \22,041

リブロース 400g \15,870

腕スライス400g \11,461
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その他 国産牛

外国産牛
大勢で豪快にBBQをやるなら外国産のごっつい牛肉が最適！

国産牛のような繊細な旨みとは真逆のガッつり満腹満足を目指したい方はこちらをどうぞ！

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

高級松阪牛が入った贅沢な
ハンバーク。肉汁が溢れ出ま
す。

松阪牛入りハンバーグ

6個入　\6,480

10個入　\10,368 高級松阪牛のお買い得な切
り落としです。ほどよく霜降り
です。

松阪牛切り落とし（もも、小

間）300g  \4,212

旨味がつまった松阪牛のサ
イコロステーキ。脂に甘みが
あります。

松阪牛サイコロステーキ400g 

\12,053

近江牛ステーキ。芳醇な香り
と肉の柔らかさが特徴です。

近江牛ステーキ2枚（肩ロー

ス150g×2）  \9,828

近江牛すき焼き。芳醇な香り
と肉の柔らかさが特徴です。

近江牛すき焼き（肩ロース）

200g \6,739

伝統の近江牛のお徳用切り
落としです。高品質な認証近
江牛です。

近江牛切り落とし（もも、カ

ルビ）300g　 \6,318

黒毛和牛と乳用種をかけ合
わせた安心な国産牛ステー
キ。

みちのく奥羽牛 ステーキ2枚

（肩ロース150g×2）  \4,633

黒毛和牛と乳用種をかけ合
わせた安心な国産牛すき焼
き。

みちのく奥羽牛すき焼き（肩

ロース）200g \3,229

日本の三大黒毛和牛を贅沢
にあわせた至高の和牛セット
です。

日本三大黒毛和牛セット900g

（松阪牛、神戸牛、近江牛）   

\20,779

柔らかくヘルシーで旨み溢れ
る赤身肉です。

ビーフハンギングテンダー

（サガリ）約1kgカナダ産 

\4,925

赤身の中に適度な霜降りが
あって、柔らかく旨み溢れる
肉です。

ビーフチャックフラップ（ザブ

トン）約2kgカナダ産

  \14,515

ヒレ肉やサーロインと並ぶ希
少で高級なステーキの部位
です。

牛リブロース（ビーフ・キューブ

ロール）約4kg オーストラリア産

\33,178

牛肉の中でもっとも柔らかい
希少な部位のフィレ肉です。

牛フィレ肉（ビーフ・テンダーロ

イン）約3kg オーストラリア産

\32,659

しっかりと霜降りが入り、旨み
豊かで深い味わいのタンで
す。

牛タン（ビーフ・ムキタン）

約1kg カナダ産

\11,664

程よい柔らかさの赤身と脂身
のバランスが抜群のステーキ
定番肉！

ビーフ ストリップロイン（サーロイ

ン） 約150g×2枚 オーストラリア産

\2,160

牛肉の中でもっとも柔らかい
希少な部位のフィレ肉です。

牛フィレ肉（ビーフ テンダーロイン） 

約100g×2枚 オーストラリア産

\3,240

柔らかくヘルシーで旨み溢れ
る赤身肉。カット済みで使い
やすいです。

ビーフ ハンギングテンダー（サガ

リ） 約500g（カット済み） カナダ産 

\3,240

最高級のヒレ肉テンダーロインとジューシーな霜降りが
魅力のサーロインとの贅沢なセットです。

オージービーフステーキ

・4枚（ヒレ150g×2、サーロイン150g×2）  \8,813

・10枚（ヒレ150g×5、サーロイン150g×5）  \21,384

「※」がついている

商品はメーカー直

送商品のため、商

品代引きでのお届

けはできません。

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※

※

67



イベリコ豚（スペイン産）

その他の豚

豚肉
スペイン産のイベリコ豚を中心に、豚のいろいろな部位や

ベーコン、ソーセージといった加工品を取り扱っています。

フレッシュ肩ロース約1.5kg \13,608 

肩ロース約1.5kg \9,720 

肩ロース副芯（ラガルト）約500g \2,592

肩ロース約100g×4枚 \2,160 

フレッシュロース約3kg \23,328

骨付きロース約2.5kg \19,440 

ロース約1kg \4,666

ロース約100g×4枚 \2,160

ロース&バラ（しゃぶしゃぶ用）500g

                                   \2,160【肩ロース】

【タン】

【ロース】

ロース部分は肉のキメが細かく脂がのって
います。豚肉本来の旨味が肉に凝縮して
いて、とんかつ・ソテー・しゃぶしゃぶ等どん
な料理にも使えます。
フレッシュとは、一度も冷凍せず冷蔵便で
お届けする肉です。

タン約400g \1,244

【バックリブ】
骨付きバックリブ約800g \2,903

【その他】

【ハラミ】

ハラミは横隔膜のあたりの肉で、濃厚な赤
身と薄く入った霜降りが絶妙なおいしさで
す。しかも、ローカロリーでヘルシー。焼肉な
どに最適です。

ハラミ約1kg \3,370

スペインELPOZO社のイベリコ豚を中心に、イベリコ豚のい
ろいろな部位や加工品をセットにしました。焼肉やBBQ、煮
込み料理やスープ等、また、ハム、ソーセージなどはおつ
まみにと、イベリコ豚を食べ尽くしてご堪能下さい！

イベリコ豚食べつくしセット ￥19,800

【ホホ～豚トロ】

ほほ肉は適度に動く部位で赤身肉になりま
す。そのまま焼いたり煮込んだりする料理にむ
いています。
豚トロ（ピートロ）とは、豚のほほから首にかけて
の部位です。マグロのトロのように脂質が多い
ので炒めものや煮物に相性がよいです。

ホホ肉約1kg \6,480

とんトロ（ピートロ）約700g \3,910 

浜松のブランド豚のポーク
セット。肉に甘みがありま
す。

浜松ブランド豚 夢の夢ポークセット
（ロース150g×3、バラ150g×3） 
\6,480

イノシシと豚をかけ合わせ
たイノブタ焼肉セット。旨味
と甘味。

イブ美豚（イノブタ）焼肉セット
（ロース150g×2、バラ150g×2）
\5,400 

使いやすい！イベリコ豚のバラスライス。
主にしゃぶしゃぶ用としてお使いください。

しゃぶしゃぶ用バラスライス500g 

\1,620 

母乳とミルクだけで育てら
れた子豚のミルキーな骨
付きあばら肉です。

乳飲み仔豚（コチニージョ)骨付

きラック約800-1000g \7,776 

※ ※

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

バックリブとは、豚バラの骨付きの部分だけ
のスペアリブです。柔らかくジューシーで旨
みが凝縮されています。焼肉やバーベ
キューはもちろん、煮込み料理やスープ等
にもお使い下さい。

肩ロースは豚の肩とロースの間にある部位
です。肩はよく動くので赤身と脂質がほどよ
く含まれています。ロースステーキ（ソ
テー）や煮込み料理に向いているお肉で
す。

イベリコ豚のタンは、牛タンとはまた一味違
うおいしさで、牛タンよりも好きな方も多い
です。ジューシーで歯ごたえがあり、低カロ
リーでヘルシーです。
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豚肉加工品
▶サラミ

イベリコ豚100％！スペイ
ンで最上級ランクのサラミ
です。

イベリコ豚
ベジョータ（最上級ランク）
サラミ（チョリソー）
約1.2kgスペイン産
\13,064 イベリコ豚の白カビサラミ、

濃厚な旨味がつまったサ
ラミです。

イベリコ豚白カビサラミ
（フエイベリコ）
1本（約150g）スペイン産
\1,404

▶ハム

▶ベーコン

イベリコ豚ならではの霜降り
と芳醇な香りの生ハムで
す。

イベリコ豚ハム
ハモンイベリコスライス
200gスペイン産 \6,912

ヨーロッパでポビュラーな
生ハムです。

豚ハム
ハモンセラーノスライス
200gスペイン産 \2,592

世界三大生ハムの一つの
イタ リア産生ハム「プロ
シュート」です。

豚ハム（18ヶ月熟成）
パルマ・プロシュート・スライス
200gイタリア産 \3,240

世界で最も評価されている生
ハム「ハモンイベリコ」です。

生ハム原木骨付き
ハモン・イベリコ・デ・セボ
約8kgスペイン産
（固定台、ナイフ付き） \99,800 とろける！イベリコ豚の

ベーコンスライス（6ミリ）

イベリコ豚ベーコンスライス
約1kg \5,184

生野菜を巻いて生ベーコ
ンのコクをさっぱり楽しめま
す。

生ベーコンスライス
500g カナダ産 \1,998

イベリコ豚のあばら骨まわり
の肉を使った上質な脂質
のベーコンです。

イベリコ豚
バラベーコンブロック
約500g \2,160

用途に応じて厚みを使い
分けてください。

イベリコ豚
ベーコンスライス
2mm 300g \1,296
6mm 300g \1,296

▶ソーセージ

あらびきポークを天然腸に
詰めたジューシーなミニフ
ランです。

浅草ハム
ミニフランク（あらびき）
1kg  \3,888

あらびきポークを天然腸に
詰め、辛めに仕上げたミニ
フランクです。

浅草ハム
ミニフランク（チョリソー）
1kg \3,888

麦類主体で育てたデンマー
ク豚をフレッシュのまま
100％使用したソーセージ。

ポークソーセージ
1kg（約40本）
デンマーク産  \1,944

▶その他

イベリコ豚100％の大きな
フランクフルトです。

イベリコ豚100％
フランクフルト4本（65g×4）
\2,592

イベリコ豚100％！ジュー
シーなソーセージです。

イベリコ豚100％
ソーセージ10本（18g×10）
\1,944

イベリコ豚100％！ピリッと
ジューシーなチョリソーで
す。

イベリコ豚100％
チョリソー10本（18g×10） 
\1,944 スペイン産のイベリコ豚を

ひき肉にしました。

イベリコ豚100%挽肉 1kg
\4,320

富山のブランド豚富山ポー
クを煮込みました。柔らか
いです。

富山ブランド豚 富山ポーク
やわらか煮180g 
\1,836

イベリコ豚を使用したフラン
スの田舎料理です。

イベリコ豚
パテ・ド・カンパーニュ
500g \4,752 イベリコ豚100％、ゴロゴロ

お肉パスタソースです。

イベリコ豚100％
ボロネーゼ1kg \4,104 

「※」がついている商品はメーカー直送商品の

ため、商品代引きでのお届けはできません。

※
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ローストビーフ

【材料】 （4人分）

・チャックフラップ（ザブトン） 700g

・白ワイン カップ2分の1

・わさび（おろす） 小さじ1

・クレソン 適量

・塩、こしょう 適量

・サラダ油 カップ1/2

・小麦粉 少々

・バター 大さじ1

①牛肉に強めの塩とこしょう少々をふり、手でまんべんなくなすりつけて

フォークで全体を刺し、10分間おく。

②焼きくずれを防ぐため、たこ糸で肉を巻いていく。

③フライパンにサラダ油を熱し、中火で肉を焼きはじめる。

   まず表面を焼き固め、弱めの中火にして時々油をかけながら、約20分間焼く。取り出して、しばらくおいて肉を休ませる。

④平鍋に、3のフライパンに残った焼き汁大さじ2、白ワインを入れて強火にかける。

   鍋を時々揺すり、パチパチと音がし、トロリとしてきたら火を止めて、水カップ1/2、塩少々を加えて混ぜる。

⑤再び強火にかけ、小麦粉をまぶしたバターを加えて手早くかき混ぜる。トロリとしたら火を止め、わさびを加えて混ぜる。

⑥3の肉のたこ糸をはずし、薄く切り盛りつけ、クレソン、5のソースを添える。

イベリコ豚バラ肉の冷しゃぶ 中華風

【材料】 （2人分）

・イベリコ豚バラスライス（2㎜） 200ｇ 

・九条ネギ 50g

・醤油 大さじ1

・砂糖 大さじ1

・料理酒 大さじ3

・鶏ガラスープの素 大さじ1/2

・水 100ml

・ごま油 大さじ1

①イベリコ豚バラ肉をしゃぶしゃぶにして、氷水で冷まし水気を取る。

②九条ネギは小口に切り水にさらし、ハリを出す。

③鍋に料理酒を入れ、アルコールをとばし、水と鶏ガラスープ、砂糖、醤

油を加え少し煮詰める。

④バラ肉を皿に盛り付け、③を回しかけ、九条ネギを乗せ、仕上げにごま油を回しかける。お好みで糸唐辛子を添えても美味しく

召し上がれます。

イベリコ豚ホホ肉の赤ワイン煮

【材料】 （4人分）

・イベリコ豚ホホ肉 500g

・玉葱 1玉

・赤ワイン 500ml

・フォンドボー 100g

①イベリコ豚のホホ肉と玉葱を圧力鍋に入れ、ひたひたの水（コンソメを

少々）を加え、約20分間、圧力をかける。

②赤ワインを鍋に入れ、一度沸かす。柔らかく煮たイベリコ豚のホホ肉と

玉葱を加え更に煮込み、途中でフォンドボーを加えて少し煮込み仕上げる。
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鳥肉

鶏をはじめ、ホロホロ鳥、うずら(カイユ)など色々な鳥の肉を取り扱っています。

丸鳥の丸焼きなどパーティーでは盛り上がり間違いなしです!

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

フランス政府が高い品質と認定するラベ
ルルージュ（赤ラベル）がついているプー
レ・ノワール鶏の骨付きモモ肉です。
肉は脂分が少なくきめが細かく、旨味とコ
クが肉に閉じ込められています。

黒鶏骨付きモモ肉（キュイス・ド・プーレ）
約250gフランス産 \1,166

フランス政府が高い品質認定するラベル
ルージュ(赤ラベル)がついている鶏肉で
す。
1羽で1.3キロ前後と使いやすいサイズで
す。

黒鶏肉（プーレノワール）
約1.3kgフランス産 \4,044

コクレとはひな鳥のことです。生後30-40
日のひな鳥を無頭、内臓を下処理したも
のです。1羽で約500gなので、簡単にまる
ごとチキンローストが可能です。小さなサイ
ズなのでまるごとオーブンで焼いてもよい
ですし、お鍋などスープで煮込むのも可能
です。

ひな鶏ホール（コクレ、無頭中抜き）
約550gフランス産 \1,925

ホロホロ鳥はフランス全土で飼育され、フラ
ンスの食卓には欠かせない食材です。鴨
や鶏とも違い野性味がある味ですが、臭み
やクセなどはなく上品な味わいです。しっか
りとした濃厚な旨味をもっています。

ホロホロ鳥の骨付きモモ肉
（キュイス・ド・パンタード）
2枚（約170g×2）フランス産 \1,594

胸の部位（フィレ）ですの
で、非常に使いやすいで
す。

ホロホロ鳥のロース
（フィレ・ド・パンタード）
2枚（約130g×2）フランス産 \2,022

日本ではうずらは卵が有名ですが、ヨー
ロッパではうずら肉（カイユ）が一般的に食
べられています。うずらはキジ科であり、他
の鶏肉よりも身の味がしっかりしているのが
特徴です。

ウズラ（カイユ）の丸鳥（ウズラホール）
6羽（約160g×6）
オーストラリア産 \5,184

業務用ブラジル産鶏モモ肉。唐揚げ、焼
き鳥、なんにでもお使いいただけます。たっ
ぷり2kgありますので、冷凍庫に常備して、
使いたい時に使いたい量だけ解凍してご
利用ください。

鶏モモ正肉 約2kg ブラジル産 \1,944

ホロホロ鳥は、味わい旨みとも濃厚で上品
な風味があり、「食鳥の女王」とも言われる
高級感のある食材です。唐揚げ、チキン南
蛮、カレー、ポトフといった普段の料理にも
お使いいただけますが、せっかくの丸鳥な
ので、記念日やパーティーなどのロースト
（オーブン焼き）がおすすめです。

ホロホロ鳥の丸鳥（パンタード・ホール）
約1kg フランス産  \3,110
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※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

鴨肉
フランス産を中心とした鴨肉です。

食感が柔らかな肉質で、野性的で滋味にあふれています。 

フランスで最高級とされるシャラン鴨（カ
ナール・ド・シャラン）。身に血を蓄えたまま
締める（エトフェ）ため、血液（鉄分）が残り
赤い肉の色となります。鉄分が身に残りま
すので野性的で滋味にあふれ、食感は柔
らかな肉質が特徴です。

シャラン鴨骨付きモモ肉
（キュイス・ド・カナール）
約260gフランス・シャラン産 \1,166

柔らかさと風味の良さが特徴です。赤身と
脂のバランスが非常によく、鴨特有の鉄分
を含んだ深い味わいがよりしっかりと味わえ
ます。一番のオススメはロースト。繊細な
肉質と、皮や脂身にもいきわたった鴨の風
味をダイレクトに味わえる調理法です。

シャラン鴨骨付き胸肉
（バトー・ド・カナール）
約800gフランス・シャラン産 \7,880

骨の付いていない胸肉です。
骨付き胸肉（バトー・ド・カナール）同様、や
はりローストがおすすめです。

シャラン鴨ロース（フィレ・ド・カナール）
約250gフランス・シャラン産 \3,046

フランスで一般的に飼育されるバルバリー
種の鴨です。
肉のキメが細かく柔らかい食感です。メスは
オスに比べて半分ほどの大きさで小ぶりで
す。赤身肉が特徴で柔らかく臭みがありま
せんので、どのような料理にもあいます。

雌鴨ロース（フィレ・ド・カネット）
2枚（約180g×2）フランス産 \2,333

もともとフォアグラをとるために育てられてい
た鴨なので、飼育期間が長く通常の鴨（カ
ナール）よりも大きく成長します。その分肉
の味わいもしっかりとしており脂がのっていま
す。

鴨ロース（マグレ・ド・カナール）
約350gフランス産 \2,722

フランス産鴨の骨付きモモ肉です。
仔鴨のモモ肉ですので小ぶりなサイズで
す。

気の高いフランス産鴨むね肉です。コクの
ある赤身と適度な脂身のバランスが良く、
柔らかく、クセが少ない美味しさが特徴で
す。和洋中どんな料理にもお使い頂けま
す。

鴨ロース（フィレ・ド・カナール）
約300g フランス産 \1,633

マガモとアヒルを交配させた合鴨は、両者
の良いところを受け継いでいます。脂がのっ
ていて旨みたっぷりジューシーなのにくどく
なく、弾力があって噛むほど味わいが増しま
す。定番の鴨鍋や鴨そば、ハレの日用には
合鴨ロースステーキとしてお使いください。

鴨骨付きモモ肉（キュイス・ド・カネット）
2枚（約180g×2）フランス産 \1,393

合鴨ムネ肉 約200g タイ産 \829

ジューシーな合鴨スモークがたっぷり1kg
入った徳用セットです。
合鴨とは、日本人が大好きな鴨を手軽に楽
しめるよう改良されたものです。
鴨同様、皮下脂肪のとろけるような旨味が
特徴で、やわらかな身は非常に食べやすい
です。

燻製合鴨スモーク1kg 中国産 \2,268

なかなか手に入りにくい鴨砂肝のコンフィで
す。コンフィとはフランス料理の調理法で、
食材の風味をよくし、なおかつ保存性をあ
げるために食材にあわせたものに浸して調
理したものをいいます。カリカリと焼いたフラ
ンスパンと一緒に召し上がるワインにぴった
りのオードブルに最適です。

コンフィ・ド・ジェジェ(鴨砂肝)
約220g フランス産 \1,596
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羊肉
オーストラリア産を中心とした上質な羊(ラム)肉です。

上質な羊(ラム)肉は臭みがないのが特徴です。

オーストラリアの大自然の中でのびのびと
育った仔羊。ラムは生後1年以内の仔羊の
肉で、柔らかくほどよい脂がのっています。
マトン（1才以上の羊肉）に比べて、臭みが
なく柔らかいのが特徴です。ラムラック（ノー
マル）は、骨を出す処理をしていない状態
です。

仔羊骨付きリブロース（ラムラックノーマル）
約1kgオーストラリア産 \6,350

フレンチラックとは肋骨つきのロース肉を加
工し、1本ずつ骨を露出させたラム肉のこと
です。ラム肉の表面に焼き色をつけた後、
弱火でじっくりとローストしてから骨にそって
カットすれば、絶品のラムチョップになりま
す。

仔羊骨付きロース（ラムラックフレンチ）
約800gオーストラリア産 \8,294

オーストラリア仔羊の肩肉（腕と肩ロース部
分）です。ロースの芯も太く、脂もしっかり
乗っており、味わいの濃いラムです。腕部
分はスライスして焼肉や煮込み料理に、肩
ロース部分はは、ローストやステーキなどに
おすすめです。

仔羊骨なし肩肉ブロック
（ラム・ボンレスショルダー）
約1.5kg オーストラリア産 \8,986

オーストラリア仔羊の肩ロースです。ロース
の芯も太く、脂もしっかり乗っており、味わい
の濃いラムです。この肩ロース部分はは、
ローストやステーキなどにおすすめです。

仔羊肩ロース（ラム・チャックロール）
約1.5kg オーストラリア産 \13,064 

モモ肉とは、内モモ、外モモ、しんたま、ラ
ンプで構成された柔らかい赤身で、ラムの
良さが凝縮された部位です。ヨーロッパでは
ラムといえばここの部位をさすくらいです。高
温のフライパンで外側を焼いたあと、低温の
オーブンでゆっくり焼くのがおすすめです。

仔羊骨なしモモ肉（ラム・ボンレスレッグ）
約1.5kg オーストラリア産 \9,979

ニュージーランド産仔羊のお肉です。ラムと
は生後1年未満の仔羊の肉のことで、マトン
（1才以上の羊）と比べて格段に柔らかく、
肉に臭みがないのが特徴です。また、
ニュージーランド産仔羊はクセが少なく柔ら
かいいのが特徴です。

仔羊骨付きロース（ラムラックフレンチ）
約1.2kg ニュージーランド産 \9,953

シャラン鴨のロティ
　　　　　　　　九条ネギのせ

【材料】

 （2人分）

・シャランフィレドカナール 1枚

・九条ネギ 50g

・オリーブオイル 適量

①鴨肉の脂に格子状に切目を入れ、塩、胡椒してフライパンで油を落と

しながら皮目をパリッと焼く。

②皮目を下にして、オーブンに入れゆっくりと火を通していく。

200℃で4分焼き、オーブンから出して4分休ませる、を2回繰り返す。

④九条ネギを小口に切り水にさらしパリッとさせておく。

⑤焼きあがった鴨をスライスし、皿に並べ九条ネギを盛り付け、軽くオリーブオイルをたらす。
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野菜

やさしい甘さで食感もよく、
いろいろな料理の使えま
す。

月光ゆり根 約1kg 北海道産
\7,258

農研機構で開発されたア
ントシアニン色素を含有す
る紫サツマイモです。

パープルスイートロード（紫
芋）約1kg石川県産 \2,125

サラダスティックで美味し
い、苦味のない生でも食べ
られます。

サラダうるい 1kg 山形県産
\5,400

生で食べらるので茹でると
栄養成分を無駄なく摂取
できます。

赤軸ほうれん草 約200g
千葉県産 \821

オードブル、パスタソース、
何にでも使えます！

トマトベース「ブルスケッ
タミックス」250g \1,620

白大根とかわらないみず
みずしさと柔らかさをもって
います。

紅くるり大根 1本 千葉県産
\756

加熱するより生食向きの
大根で、スティックサラダ
や漬物でどうぞ。

青長だいこん 1本 千葉県産
\756

皮は青首の白ですが中が
きれいな紅色の大根で、
生食向きです。

紅芯だいこん 1本 千葉県産
\864

生食か酢の物がおすす
め。ヨーロッパ原産の別名
ラディッシュ。

はつか大根 10本 茨城県産
\605

低温貯蔵で長期熟成させ
た甘み抜群の熟成メーク
インです。

熟成メークイン 約1kg
北海道産 \2,333

乱切りしたインカのめざめ。
糖度高い（甘い）じゃがいも
です。

インカの目覚め1kg
北海道産 \1,620

ねっとりとした食感と甘さが
特徴で、焼いても蒸しても
美味しいです。

安納芋 約1kg 鹿児島県産
\2,074

普通のトマトより糖度も高
く、栄養価も高いプチトマト
です。

カラフル ミニトマト 1kg 国産
\3,888

深みのある赤い果肉が特
徴のみずみずしいフルーツ
トマトです。

フルティカフルーツトマト1kg
長崎県産 \4,320

ピザやパスタにすぐに使え
るセミドライトマトです。

セミドライトマト1kg
\5,910

夏トリュフは5-8月がシーズン
で、冬トリュフに比べて評価は
劣るものの価格が安いです。

サ マ ー ト リ ュ フ 約 2 0 0 g
イタリア産 \20,736

秋トリュフの特徴は色は茶か
らこげ茶色で表面はざらざら
しており、香りが強いです。

オータムトリュフ約200ｇ
イタリア産 \22,810

イタリアのマツタケ、茸の王
様「ポルチーニ茸」です。

ポルチーニ茸カット500g \2,160
ポルチーニ茸ホール（6-8cm）1kg \5,400

戻したときの真っ黒なダシ
汁を使うイタリア料理は多
数あります。

乾燥ポルチーニ250g
イタリア産 \9,072

長期低温貯蔵（12ヶ月以
上）して熟成しさらに糖度
が増してます。

熟成インカの目覚め
約1kg北海道産 \2,074

洋物や変わった野菜を中心に取り扱っています。

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。 74



バーニャカウダや生のまま
マヨネーズやディップを付
けて美味しいです。

ミニにんじん 約400g
石川県産 \1,188

辛みはなく肉厚で柔らかく
甘みとボリュームがあるの
が特徴です。

万願寺唐辛子（青）500g
\4,320

名前の通りまん丸で、田楽
や漬物で食べるとおいしい
ナスです。

丸茄子5個 国産
\3,240

中国原産の大きなきゅう
り。漬け物に最適。

四葉きゅうり 2パック
（約400g×2） \1,080

淡白なとうがんはどんな料
理にもあいます。

とうがん 1個
\2,592

小さな黄色いかぼちゃ。

プッチーニ
（西洋かぼちゃ）3個 \3,240

アクが少なく水分豊富で
瑞々しく甘みがあるのが特
徴です。

水茄子5個 国産
\2,700

肉厚で柔らかく、歯ごた
え、香りバツグンの特大し
いたけです。

肉厚椎茸（ジャンボしいたけ）
1箱（約500g、12-15個） \4,320

島おくらは身が柔らかいお
くら。

島おくら2パック
（約100g×2） \1,512

手の平サイズのかわいい
かぼちゃ。

坊っちゃん かぼちゃ
（ミニかぼちゃ）3個 \1,944

「静岡水わさび伝統栽培」
は世界農業遺産にも認定
された銘品。

本わさび（静岡水わさび）
1本（約50g） \1,836

辛みが少なく水分が多い
のが特徴なガリに使われる
新生姜です。

新生姜500g
\2,700

ウリのような青パパイヤ。野
菜です。

青パパイヤ 2個
\2,592

強い甘みがある赤（オレン
ジ）色のかぼちゃ。

赤かぼちゃ 1個
\2,376

辛みが強く、水分が少ない
ので、おろし大根に最適で
す。

辛味大根3本 国産
\1,620

ほくほくとした食感、ほのか
な甘さをお楽しみください。

天豆（そらまめ）サヤ付き1kg
\3,024

独特な苦味がくせになる
ゴーヤ。

ゴーヤ 3本
\1,944

味が濃い黒皮のかぼちゃ
です。

黒皮かぼちゃ 2個
\2,160

辛みがなく独特の風味と
甘みを持っているのが特
徴です。

伏見唐辛子500g
\4,320

甘みのある国産トウモロコ
シ（スイートコーン）です。

とうもろこし5kg 国産
\5,940

淡 白 な 身 質 の へ ち ま 。
スープに。

へちま 2本
\1,080

小さな冬瓜。使い切りやす
いサイズ。

小とうがん 2個
\1,728

果肉は甘みが強く、やわら
かいので、生食に適してい
ます。

ミニあやめかぶ 約400g
石川県産 \821

ほんのり甘みと酸味があ
り、フルーティーでジュー
シーな味わいです。

パプリカ 1個 茨城県産
\691

低温でじっくり育て熟成し
た、ビックリするぐらい大き
いなめこです。

ジャンボなめこ 180g
岐阜県産 \799
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糖度が高いトマトで味が濃
縮されています。

フルーツトマト 1kg
\6,480

温暖地域で栽培される四
角豆。

四角豆（うりずん豆）
2パック（100g×2） \2,074

サヤ部分も食べられる豆
です。

千石豆（フジマメ） 500g
\4,320

黒豆を枝豆のように早摘
みしたものが黒枝豆です。

黒枝豆 2パック
（約200g×2） \1,944 

縞模様が目を引く茄子。
身質柔らか。

ゼブラなす 3個
\1,944

小さな丸い里芋。味が濃
い芋です。

石川芋（里芋） 500g
\2,376

ヨーロッパでつかわれるル
タバガ。ソテーやスープ
に。

ルタバガ（スウェーデンかぶ） 
1kg \3,110

山形県鶴岡で栽培される
枝豆の一種。

だだ茶豆 2パック
（約250g×2） \1,944

真っ白な茄子。加熱すると
柔らかくなります。

白なす 3個
\1,944

芋ではないのに名前がハ
ス芋。

ハス芋 1パック（約200g）
\1,728

ローストビーフの付け合せ
に欠かせない野菜です。

ホースラディッシュ（レホール、
西洋わさび）500g \3,326

枝豆の一種。味が濃いで
す。

茶豆 2パック（約250g×2）
\1,944

茹でてほぐして食べるのが
金糸瓜。

金糸瓜（そうめんかぼちゃ） 2個
\2,160

上品でホクホク食感が特
徴の百合根。

百合根 500g
\1,782

セリ科の西洋野菜です。味
は淡白でちょっと苦味あ
り。

パースニップ 500g
\2,376

市場に入荷する美味しい
枝豆をお届けします。

枝豆 2パック（200g×2）
\1,728

生のまま食べられる変わっ
たかぼちゃ。

コリンキー 2個
\1,944

秋の到来を感じる銀杏の
実。

銀杏 500g
\5,346

クセのないホクホクとした
食感。

アーティチョーク 2個
\2,160

アブラナ科の西洋野菜で
す。キャベツとカブに近い
品種。

コールラビ 1kg
\2,376

小さな白いかぼちゃ。

テーブルクイーンかぼちゃ 5個
\2,160

柔らかいときに収穫した小
さなしょうが。

谷中生姜 3束
\1,620

生の落花生。茹でたては
手がとまりません。

落花生（生） 1kg
\2,268

菊芋とも呼ばれる西洋野
菜です。皮をむいてソテー
やスープに。

トピナンブール（菊芋） 1kg
\2,851

お手軽冷凍ホワイトアスパ
ラで手軽にサラダ、グラタ
ンをどうぞ。

ホワイトアスパラガス 1kg
中国産 \2,851
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使いやすい皮むきの栗で
す。

皮むき栗（ホール、ピールド・チェスナッ
ツ、渋皮除去）Mサイズ1kg \6,912

もぎたてナスをコインカット
してグリルし急速冷凍した
高品質の商品です。

グリル・ド・ナス（コインカット）
500gタイ産 \972

ビタミンB・E、食物繊維を
多く含むスーパーフードで
す。

レンズ豆（レンティルピース） 
1kgアメリカ産  \2,160

皮をむいた栗です、使いや
すいサイズのチェスナッツ
です。

皮むき栗（ピールド・チェスナ
ッツ、渋皮除去）1kg \5,400

皮を向いた丸クリです。

皮むき栗（ピールド・チェスナッ
ツ、渋皮除去）L1kg \6,048

柔らかく芯まで食べられ、
生でも、茹でても、焼いて
もＯＫ！

ヤングコーン 20本 徳島県産
\2,592

▼明治34年創業の老舗青果仲卸の「築地 定松」。

スピードと鮮度を重視しながらも丁寧な取り扱いで、質の高い本物の味を求めるお客様から信頼されています。

青果のプロとして受け継いできた「定松の目利き力」で質の高い商品を選別します。



フルーツ

静岡産の高級マスクメロ
ン。フルーツギフトの大定
番です。

静岡産マスクメロン

1玉 \6,221　2玉 \12,312

サイコロ状にカット済みのお手
軽アボカド（業務用）です。

アボカド ダイスカット 500g 

ペルー産 \1,620

青果のプロの目利きで、スピードと鮮度を重視した質の高いフルーツを選別してお届けします。

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

甘みが強い黄金桃を旬の
時期にお届け。

黄金桃 6玉
\4,536

豊洲市場の高品質な甘い
桃をお届けします。

桃 6玉
\4,536

美味しい大玉すいかをお
届けします。

すいか1玉
\6,048

濃厚な甘みが特徴の赤肉
メロンです。

赤肉メロン1玉
\3,240

巨峰を交配させた種なし
ぶどう。

ピオーネ（種なし） 3房
\5,832

歴史あるぶどうの王様、巨
峰。

巨峰 3房
\5,184

柔らかな食感と甘味が特
徴のいちじく。

いちじく 3個
\4,536

生のまま食べられる変わっ
たかぼちゃ。

プラム 3パック
（約500g×3） \3,888

酸味がある甘酸っぱいネク
タリンです。

ネクタリン 6玉
\3,888

シャインマスカットに並ぶ大
粒のぶどう。

ロザリオビアンコ 白ぶどう 2房
\4,320

長野で栽培される種なし
ぶどう。

長野パープル黒ぶどう 2房
\3,888

岡山で栽培される緑色の
ぶどう。

瀬戸ジャイアンツ
緑ぶどう2房 \3,024

現在人気No.1。美しいぶ
どうシャインマスカット。

シャインマスカット 2房
\12,960

昔からある小粒のぶどうで
す。

デラウェア（種なし） 3房
\3,240

健康によい生プルーン。酸
味と甘味のバランス。

プルーン 3パック
（約400g×3） \4,536

時期にあわせた美味しいイ
チゴをお届け。

いちご 2パック（約300g×2）
\6,480

ドラゴンのような南国フ
ルーツ。

ドラゴンフルーツ 4個
\5,184

果汁たっぷりシャリシャリ食
感の梨。

梨 幸水 5個
\2,160
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「※」がついている商品はメーカー直送商品の

ため、商品代引きでのお届けはできません。

上品な甘みと甘い香り,種の
プチプチ感が他にはない噛
みごたえです。

ドライ・イチジク 1kg イラン産

\5,184
自然な色合いと程よい塩味
が特徴のライプオリーブで
す。

ナチュラル・ライプオリーブ（ブ

ラック） 415g アメリカ産 \886

なめらかな口当たりとコクのあ
る風味、程よい塩味が特徴
ですです。

ナチュラル・ライプオリーブ（グ

リーン） 415g アメリカ産 \886
温州みかんの甘さに伊予柑
の豊かな香りが加わった
ジュースです。

無茶々園 みかん・伊予柑ジュース 

(100%ストレート) 720ml \1,728
浜松産の密柑ジュース。添
加物なしの100％生搾り。

浜松の密柑（みつかん）ジュ

ース12本 \6,221

マンゴーのコクのある甘みを
気軽に楽しめるピューレで
す。

グラン・ド・フリュイ・マンゴーピュ

ーレ 1kg フランス産  \3,240
完熟した木いちごだけを厳選
し、急速冷凍してあります。

木いちご（フランボワーズ・ホー

ル） 500g フランス産 \2,160
牛乳やヨーグルトに混ぜて食
べるとやみつき間違いなし！

マンゴー ダイスカット 500g 

タイ産 \1,188

※

① 基本は常温保存

② 冷蔵庫に入れるなら野菜室へ

基本的にフルーツは常温で保管します。温度変化の少な

い冷暗所においてください。メロンや桃など収穫時が固い

果肉のフルーツは、常温保管で一定期間おくことによって

追熟します。（果肉が柔らかくなり甘くなる）

追熟させるときは実っていた向きでおきます。メロンでは枝

が上です。逆さまや横倒しにすると追熟の広がりが偏りま

すので厳禁です。

十分に熟していないフルーツを冷蔵庫に保管すると、熟

す前に果肉が傷んでしまいます。

追熟がない梨やりんご、ぶどうなども常温保管が原則で

す。

フルーツは冷えたものを食べたい！という方は、お召し上

がりの数時間前に冷蔵庫に入れて冷やしてください。

プロの料理人を相手にする市場の八百屋は、相手の好

みに合わせた熟成度のフルーツを納品しています。

ちなみに洋食のシェフは固いフルーツを好み、和食の板

長は柔らかいものを好むそうです。使い手によって同じフ

ルーツでも熟成に違いがあります。

スーパーなどの店頭では、十分に熟したフルーツ

が販売されています。本来は購入後すぐに食べ

るのが原則です。場合によってフルーツの保存

期間をのばしたいときは、冷蔵庫より温度が高い

野菜室に保管してください。

その際フルーツを新聞紙などで包み、ジップロッ

クなど密閉できる袋に入れて乾燥を防いでくださ

い。乾燥はフルーツの大敵です。

青果のプロ直伝

「意外と知らないフルーツの保存方法！」
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築地吉岡屋の漬物

明治43年(1910年)に創業した伝統ある漬物屋「吉岡屋本店」の漬物

シリーズです。

常連の飲食店関係者でいつも賑わっているお店に並ぶ色鮮やかな漬

物は壮観です!

▲吉岡屋本店

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

国産の白首大根を低塩で
下漬け。皮付きなので歯ご
たえあります。

皮付き江戸べったら漬 
500g \2,520

静岡産マスクメロンの漬け
物。メロンの香りと甘みがあ
ります。

小メロンの浅漬け 500g
\1,955

国産の生らっきょう本来の
風味がいきています。

浅漬け塩らっきょう 500g
\2,160

南信州産の秋みょうがを
甘酢漬けにしました。

茗荷（みょうが）の甘酢漬け 
500g \2,592

玉ねぎを丸ごと甘酢漬け。
シャキシャキ歯ざわりとま
ろやかな味です。

玉ねぎ甘酢漬け 4個
\1,382

珍しいザーサイの漬け物。
コリコリ食感がたまりませ
ん。

フレッシュザーサイの浅漬け 
500g \1,415

厳選された大根を低塩で
甘めに味付け。紀州産梅
肉和えです。

梅香一本 約350g
\1,091

爽やかな酸味と甘さがウリ
の赤かぶ漬け。コリッとした
食感です。

赤かぶ漬 500g
\504

新鮮なわさびのツーンとく
る辛味が最高なわさび漬
けです。

わさび漬 500g
\1,577

国産の早掘りごぼうを鰹風
味の白醤油で仕上げまし
た。

鰹ごぼう（かつお出汁の
浅漬け） 500g \2,160

国産長いもを独自の製法
で漬け込んだ長芋の浅漬
です。

長いも浅漬け（わさび味）
230g \1,160

青森県産の長いもを原料
にしたあっさりしそ風味で
す。

長いも甘酢漬け（しそ風味）
400g \1,750

生姜の辛味とうまみが
ギュッと詰まってます。お
茶漬けに最適です。

しょうが茶漬けの素 260g
\758

梅の酸味とごぼうのコリコリ
とした歯ごたえが美味しい
です。

梅肉ごぼう 260g
\758

酒粕をふんだんに使った
吉岡屋の代表作。甘めの
奈良漬けです。

奈良漬瓜（うり）特選 500g
\2,520

国産の胡瓜を丁寧に漬け
込みました。柔らかな歯ざ
わりが特徴です。

奈良漬胡瓜（きゅうり） 
500g \1,728

生姜の辛味を奈良漬がま
ろやかにしています。

奈良漬生姜（しょうが） 
500g \1,728

小玉の西瓜を時間をかけ
て漬けこみました。

奈良漬西瓜（すいか） 
500g \3,035

奈良漬の芳醇な香りと守
口大根の風味がたまらな
い。

奈良漬守口大根（もりぐち
だいこん） 500g　\3,035

オクラを丸ごと浅漬けにし
ました。お箸がとまらない
おいしさです。

オクラの浅漬け 500g
\2,160
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※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

山形県を代表する漬け
物。青菜の香りとピリッと辛
い食味です。

おみ漬け 500g
\1,410

国産の大根をゆずの爽や
かな香りで漬けたお漬物で
す。

ゆず大根 500g
\1,950

5種の国産野菜（白菜、
きゅうり、大根、人参、他）
のお漬物です。

五色漬け 500g
\1,190

福井県三里浜特産の二
十日大根の程よい辛味が
絶品です。

二十日大根の浅漬け 
500g　\1,730

国内で栽培したミニ胡瓜を
そのまま浅漬けにしまし
た。

ミニきゅうりの浅漬け 
500g　\2,000

山形の家庭の味といったら
山形のだし。野菜を刻んだ
お漬け物。

山形のだし 500g
\1,521

長野信州のお漬け物。山
ごぼうをごまで漬けました。

黒胡麻ごぼう 500g
\1,521

かつおの旨味がつまった
歯切れのよい大根のお漬
け物です。

かつお大根 500g
\1,620

小さな蕪（かぶ）をさっぱり
と浅漬けにした商品です。

白かぶの浅漬け 3本
\3,059

保存料、着色料を使わな
い香り高いセロリの浅漬け
です。

セロリの浅漬け 90g
\521

割干大根のパリパリした食
感がたまらないお漬け物で
す。

割干ハリハリ（割干し大根
の醤油漬け）500g \2,061

お蔵をイメージした高級感
ある黒いお漬け物です。

蔵漬け 500g
\1,300

京漬け物の代表がしば漬
け。赤しそを使ったおなじ
みのおいしさ。

京しば漬け 500g
\1,190

青しそを使った赤くないし
ば漬けです。ご飯と相性バ
ツグン。

生しば漬け 500g
\1,300

きゅうり、なす、しそなどを
刻んだ醤油漬けの漬け物
です。

かぐら漬け 500g
\1,300

きゅうりのしば漬けに昆布
を加え旨味が増しました。

しば漬け昆布 500g
\1,080

滋賀県の伝統野菜、日の
菜蕪の桜色したお漬け物
です。

刻み日の菜 500g
\1,521

新生姜の柔らかな芽先だ
けを使ったお漬け物です。

新芽生姜 500g
\2,920

優しい辛さと爽やかな香
り、シャキシャキした歯ごた
えの新生姜です。

新生姜 500g
\2,380

櫓でじっくりと寒干しされた
干し大根を使用しました。

しゃんしゃん漬け 500g
\2,160

山形伝統の青菜漬けで
す。色が濃く甘みのある浅
漬けです。

青菜高菜 3束
\1,620

京錦壬生菜を使用し、素
材の食感を生かし漬け上
げました。

刻みみぶ菜 500g
\1,410

肉厚のあんずに紫蘇を加
え特性のシロップで漬けま
した。

しそ巻あんず 500g
\2,601

信州味噌で漬けた生姜。
ピリッとした生姜の味がいき
ています。

生姜の味噌漬け 500g
\1,296

越後みそで茄子を漬けま
した。おつまみ、箸休め
に。

茄子の味噌漬け 500g
\1,296

81



▼ お店に並ぶ色鮮やかな漬物！

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

越後みそできゅうりを漬け
ました。チャーハンやおに
ぎりの具に。

きゅうりの味噌漬け 500g
\1,296

信州味噌で漬けた大根で
す。塩辛いです。

大根の味噌漬け 500g
\1,296

極細のれんこんの歯ざわり
が美味しい漬物です。

はすの芽漬け 180g
\1,296

伊豆天城のわさびを厳選
し、柔らかい部分を漬けま
した。

わさび茎しょうゆ漬け120g
\1,253

ピリッとしたわさび風味の茄
子漬けです。

わさび茄子漬け 2本
\799

ほっとするあっさりとした味
わいの沢庵です。

東京沢庵 1本
\1,080

国産の秋みょうがを素材を
生かして醤油漬けしまし
た。

茗荷のたまり漬け 500g
\2,592

仙台産の茄子を丁寧に漬
けました。茄子本来の味わ
い。

仙台へたとり茄子の浅漬け 
500g \2,592

国産ゴーヤのちょっと苦味
のあるさっぱりとした漬物で
す。

ゴーヤのレモン漬け 500g
\3,456

食感がおもしろい食用かぼ
ちゃのコリンキーの浅漬け
です。

コリンキーかぼちゃの浅漬け
500g \2,160
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漬物の種類

浅漬け 塩漬け

人 類 最 古 の 食
料の貯蔵方法と
いわれ、塩分で
細菌の繁殖を抑
え、食材を傷ま
せずに長く保存
することができま
す。

大根やかぶ、ナ
ス、きゅうりなど
を塩、醤油、酢
などの調味液に
短時間漬けてつ
くる漬物。

醤油漬け

醤油にさまざま
な 調 味 料 や 香
辛 料 を 加 え、
野菜などを漬け
込 む 漬 物。 福
神 漬 け や 松 前
漬けなどが代表
的です。

味噌漬け

野菜などを味噌
に漬け込んだも
の。 貯蔵にも向
く と さ れ、 肉 や
魚の味噌漬けも
各地で発達して
います。

酢漬け

野菜などを酢に
漬 け 込 ん だ も
の。 塩、 砂糖、
醤 油、 唐 辛 子
やコショウなどの
香辛料を加える
こともあります。

ぬか漬け

ぬ か 床 は、 米
ぬかに塩や水を
混 ぜ て 乳 酸 菌
発酵させたもの
で、 発 酵 が 進
むと独特の香り
と味わいが生ま
れます。

麹漬け

米麹の床 （とこ）
に塩や砂糖を混
ぜて漬け込んだ
も の。 白 菜 や
大根などの野菜
を塩漬けにして
から漬けるのが
一般的です。

粕漬け

お酒を搾ったあ
とにできる酒粕
やみりん粕に食
材を漬け込んだ
もの。 酒粕なら
ではのほどよい
甘みを味わえる
漬け方です。

辛子漬け

野菜などを塩漬
け に し た あ と、
お酒や麹などに
辛子を混ぜたも
のに漬け込むも
の。

日本の伝統的な発酵食品として昔から親しまれている 「漬物」 の種類はたくさんあります。

漬物の栄養素と効果・効能とは？

主に生野菜を漬けている漬物は、 昔の人の知恵が詰まった栄養豊富な食品です。

水溶性ビタミンの一種であ
るビタミンＣは水に溶けだし
やすいので、 浅漬けや即
席漬けのような比較的短
時間で出来上がる漬物に
多く含まれます。
また、 ぬかにはビタミンＢ
１が多く含まれているの
で、 野菜をぬかに１日つ
けておくことで生野菜の時
よりも約４～５倍、 きゅうり
では約１０倍に増加しま
す。

ビタミンＣ・B1

浅漬け・ぬか漬け etc.

カブの葉や大根の葉、 野
沢菜、 からし菜などの緑
黄色野菜を使った漬物に
はカルシウムが豊富に含ま
れています。
また、 自家製のぬか床を
作る時に卵の殻を加える
と、 カルシウムが増加し風
味も良いです。

カルシウム

野沢菜漬け・ぬか漬け
からし菜漬け etc.

ごぼうの漬物・高菜漬け
らっきょうの酢漬け etc.

ぬか漬け・しば漬け
キムチ・サワークラフト etc.

水溶性食物繊維は腸内で
発酵し腸内細菌のエサに
なり、 不溶性食物繊維は
腸を刺激して便通を促す
働きをもつ栄養素です。
ごぼうやらっきょう ・ 高菜
の漬物には、 この二つの
食物繊維が豊富に含まれ
ています。

食物繊維

ぬか漬けやしば漬けといっ
た日本古来から伝わる漬
物は、 乳酸菌によって作
られる発酵食品です。
植物性の乳酸菌は動物性
のものに比べて胃液で死
滅しにくく、 生きたまま腸
に届くことから腸内環境の
改善が期待できます。

乳酸菌
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お米・穀物

お茶

「安心・安全・おいしい」を
モットー作った国産米のブ
レンドです。

有機栽培あゆみの会のお米「ブ
レンド米」10kg国産 \11,448

野生の稲の特徴を受け継
いでいる古代米の色彩豊
かなブレンドです。

有機栽培あゆみの会のお米「
古代色彩米」2kg国産 \9,288

食物繊維、栄養面で優れ
た4種の雑穀をブレンドして
あります。

有機栽培あゆみの会のお米「雑穀
米ミックス」2kg国産 \12,312

日本米より長く、一回り大
きい粒が特徴の日本で
作ったイタリア米です。

たけもと農場のイタリア米「カル
ナローリ」1kg石川県産 \3,024

海外セレブ達が愛食し、認
知度が高くなってきたスー
パーフードです。

有機キヌア 400g ペルー産 
\1,944

プチプチとした食感とナッ
ツのようなフレーバーが特
徴です。

有機ブルガー小麦 1kg
フランス産 \1,728

3ヶ所の米どころのおいしい
お米をセットにしました。

おいしいお米3種セット
500g×3 \3,370

コシヒカリ+あきたこまち+カ
ツオ（生利節）のセットで
す。

おいしいお米2種+かつお
生利節セット \3,791

おいしいコシヒカリ2種とまぐ
ろの角煮・しぐれ煮セット。

おいしいお米2種+まぐろ角
煮、しぐれ煮セット \4,493

京都宇治産の新芽のみを詰
んだ一番茶です。

京都宇治産の緑茶
\2,333

京都宇治産の緑茶とほうじ茶。
新芽のみを詰んだ一番茶です。

京都宇治産の緑茶＆ほうじ茶
\3,499

静岡森町で育った香り高いまろや
かな煎茶のつめあわせセットです。

静岡森町産煎茶のつめあ
わせ（2缶） \5,832

静岡森町で育った香り高いま
ろやかな煎茶です。

静岡森町産煎茶のつめあ
わせ（平袋2本） \2,592

静岡牧之原台地で作られ
た極上の深蒸し茶です。

静岡牧之原台地 深蒸し茶
100g \1,685   200g \3,240

福岡八女地域で栽培され
た旨味の強い八女茶の煎
茶です。

福岡の八女茶180g
\3,024

静岡の高級茶と焼き海苔
のセットです。

静岡茶と焼き海苔つめあわせ
\2,376

【日本各地のおいしいお米】

魚沼産こしひかり　2kg  \3,229 
新潟産こしひかり　2kg  \2,527 
　　　　　　　　　　　  3kg  \3,791 
　　　　　　　　　　　  5kg  \6,318 
石川棚田こしひかり　2kg  \2,190 
　　　　　　　　　　　　　 3kg  \3,285 
　　　　　　　　　　　　　 5kg  \5,476

▶棚田の特徴は、農
作業が非効率だが、
排水能力が高いこと
にあります。

※ ※

※※

※

※

めかぶ茶でほっと一息。海
藻パワーがみなぎります。

めかぶ茶60g 
\583

※ ※

※ ※ ※

「※」がついている商品は

メーカー直送商品のた

め、商品代引きでのお届

けはできません。

「※」がついている商品は

メーカー直送商品のた

め、商品代引きでのお届

けはできません。
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畑の加工品

紀州南高梅を完熟させ一
粒一粒丁寧に漬け込んだ
梅干しです。

完熟の梅干し（紀州南高
梅）  90g×3　\2,333

90g×5　\3,629

とろけるような食感と香りの
中にシャリっと歯ごたえの
ある果肉です。

ラ・フランス ホール缶 シ
ロップ漬け 14玉（1750g） 

山形県産 \4,752

ほどよく熟れた果実は柔ら
かく、この上ない良い香り
がします。

白もも（ペッシュ・ブランシ
ュ） シロップ漬け14玉（

1100g）フランス産 

アペタイザー（前菜）や立
食スタイルのパーティーな
どに便利です。

ミニブリニサレ（ミニパン
ケーキ）135g（30個）
フランス産 \1,296

静岡産の抹茶を贅沢に練
り込んだ風味ある茶そばで
す。

茶そば（遠州喜泉庵の手
折り銘茶）6袋 

\2,808

静岡産の抹茶を練り込ん
だ茶そばと石臼挽きそばの
セットです。

茶そば（遠州喜泉庵の手
折り銘茶）+石臼挽きそば

8袋 \3,510

ガーリック風味の衣で包ん
だスナック感覚のフライドポ
テトです。

ガーリック・フライドポテト 
1kgアメリカ産 \1,080

たっぷり2500gのベルギー
産フレンチフライポテトで
す。

レンチフライドポテト2.5kg 
ベルギー産 \1,620

香辛料の効いた肉や魚
介、野菜を包んだり、料理
の器にしたり。

パート・ブリック200g（10
枚）フランス産 \1,080

小麦粉とトウモロコシの粉を
主成分とする糸状の生地
です。

パート・カダイフ 500g
フランス産 \2,808

トウモロコシと小麦を原料と
して作られた紙のような薄
い生地です。

パート・フィロ 500g
フランス産　\2,700

濃厚なごまの香りとともに
お楽しみください。

永平寺 幸家のごまどうふ 
115g×2　\864

北海道産金時豆を使用し
た煮豆です。

北海道の金時豆 130g
\324

くるみにごまをまぶしまし
た。ごま香るくるみが美味
しい。

佃煮 ごまくるみ100g 
\475

くるみの香ばしさとクランベ
リーの酸味がほどよい美味
しさ。

佃煮クランベリーくるみ
100g \475

上品で優しい甘さ。栗と餡
がおいしい、和風スイーツ
です。

つきじ入船の栗きんとん
\2,754

白豆を丁寧に煮て、甘い
餡とからめてあります。上
品な甘さです。

つきじ入船の豆きんとん
\1,512

平家の落人達の保存食、
熊本の伝統食です。

豆腐の味噌漬け170g
\1,620

湯葉のお刺身。とろっとク
リーミーな食感です。

とろ湯葉500g
\2,376

香り豊かなゴマの風味と、
もちもち食感のお豆腐で
す。

京ごま豆腐560g
\1,512

畑の食材を加工した和洋商品です。

※ ※ ※

「※」がついている商品はメーカー直送商品の

ため、商品代引きでのお届けはできません。85



調味料

香辛料・スパイス

香辛料

トリュフソルトをひとつまみ
するだけでトリュフの香りで
す。

TETSUYA'sトリュフ塩1瓶
(100g)イタリア産 \5,910

カリッとした歯ごたえとおだ
やかな塩味が特徴の大粒
の塩です。

伯方の塩 フルール・ド・セ
ル1kg国産 \2,074

中世からの塩の名産地イ
ギリス・マルドンの平釜製
法で作った塩。

マルドン・シーソルト 250g 
イギリス産 \2,160

フランス・ブルターニュ半
島南部のゲランドで海水か
ら作られた塩です。

ゲランド塩（セル・マラン・ド・ゲ
ランド）1kgフランス産 \1,944

マイルドな風味のペースト
タイプのディジョンマスター
ドです。

ディジョンマスタード830g
フランス産 \1,512

カラシ種が粒のまま残って
いる風味豊かなマスタード
です。

種入りマスタード 810g
フランス産 \1,512

トップシェフに愛され続ける
GABANの胡椒です。

ブラックペッパー・パウダー
420gマレーシア産 \3,024

トップシェフに愛され続ける
GABANの胡椒です。

ブラックペッパー・ホール
1kgマレーシア産  \5,940

ステーキにサッとかけると、
炭火焼きのような香ばしさ
です。

燻製醤油 100ml
\1,512

発行度合いが低く、濃い褐
色で魚の香りが強いベトナ
ムの魚醤です。

魚醤（ニョクマム） 682ml 
ベトナム産 \1,728

マッシュルーム系の香りが
強い黒トリュフの香りを楽し
めます。

黒トリュフソルト 50g
イタリア産 \2,160

ガーリック系の香りが強い
白トリュフの香りを楽しめま
す。

白トリュフソルト 50g
イタリア産 \2,160

スープのベースソースの味
付け、料理のコク増し、炒
め物などにお使い下さい。

マギーブイヨン・グラニュレイト 
1kgニュージーランド産 \3,240

【七味唐辛子】

七味唐辛子（並）250g \1,145 

七味唐辛子（上）250g \1,620 

七味唐辛子（ゆず入り）200g \1,512 

幻の七味唐辛子100g \1,685 

黒胡麻七味唐辛子100g \972

お肉との相性がバツグン
で、やみつきになってしま
います。

スイート柚子胡椒 80g
\864

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

▼種入りマスタード
大粒の種が残っているので、風味豊かな香り
とプチっとした食感を楽しめます。
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スパイス

インド人調合の特選本格カレー粉です。

カレー粉の主成分であるスパイスです。

山椒を粉砕しローレルの粉末を混ぜたオリジナル山椒です。

清涼感がある甘いさわやかな香りです。

特にトマト料理と相性よいシソのような清涼感があるスパイスです。

イタリア料理には欠かせないスパイスとして有名です。

甘く刺激的な香りが肉料理にあいます。

コーヒーや紅茶に入れると独特な香りと甘みがでます。

シナモンカシアはシナモンよりも風味と香りが強くでます。

5つの香りが含まれる中国・ベトナムのスパイスです。

香ばしくさっぱりとした香りがあるスパイスです。

肉の臭みを消してくれるスパイスで、食欲増進の効果あります。

肉の生臭さをとりさるスパイスで、豚肉と相性がよいです。

ピリッとした風味とほのかな甘味が香るスパイスです。

清涼感が香るスパイスで、西洋料理にはかかせません。

肉料理の臭み消しのほか、ピクルス、スープなどにあいます。

鹿や兎の肉料理などの野生鳥獣料理の臭み消しによく使われます。

ハンバーグなどの挽き肉料理や魚料理の臭み消しに使われます。

独特な甘い香りは中華の豚の角煮には欠かせないスパイスです。

甘い柑橘類を思わせるマイルドな香りでカレーなどに使われます。

シナモン、ナツメグ、クローブの香味を併せもったような香りが特徴です。

独特の甘い香りが特徴のスパイスです。

匂いの強い肉料理や川魚料理の下ごしらえに使われます。

独特の強いはっきりした香りで、味はわずかな苦みと辛味あります。

肉の臭みを抑える働きがあるので、肉類のカレーとの相性よいです。

すり潰すことにより、辛味と香りがでます。

セロリに似た強い香りで、魚介や野菜のカレーと相性よいです。

清涼感あふれる甘美な香りと舌をさすような軽やかな苦味あります。

ミルクと混ぜるだけで簡単にチャイティーが作れます。

ナトラジュカレー粉100g 

                        500g 

ターメリック100g 

粉山椒100g 

ローレル40g 

バジル（葉）100g 

　　　　 （パウダー）100g 

オレガノ（葉）100g 

           （パウダー）100g 

ナツメグ（粒）100g 

           （パウダー）100g 

シナモン（スティック）100g 

           （パウダー）100g 

シナモンカシア100g 

五香粉（ウーシャンフェン）100g 

ディル（シード）100g 

        （パウダー）100g 

タラゴン（葉）50g 

セージ（葉）100g 

         （パウダー）100g 

フェンネル（シード）100g 

             （パウダー）100g 

タイム（葉）100g 

        （パウダー）100g 

キャラウェイ（シード）100g 

                （パウダー）100g 

ジュニパーベリー100g 

メース（ホール）100g 

        （パウダー）100g 

スターアニス（ホール）100g 

                 （パウダー）100g 

コリアンダー（シード）100g 

                （パウダー）100g 

オールスパイス（ホール）100g 

                    （パウダー）100g 

アニス100g 

ローズマリー（ホール）100g 

                （パウダー）100g 

クミン（シード）100g 

       （パウダー）100g 

クローブ（ホール）100g 

           （パウダー）100g 

マスタード（シード）100g 

フェヌグリーク（シード）100g 

                  （パウダー）100g 

カルダモン（シード）100g 

              （パウダー）100g 

チャイティーシロップ

　　（カルダモン、シナモン）60g×2 

チャイティーシロップ

　　（カルダモン、シナモン）100g×2 

¥1,080 

¥4,860 

¥864 

¥2,117 

¥864 

¥1,296 

¥1,296 

¥1,080 

¥1,080 

¥1,728 

¥1,728 

¥1,296 

¥1,080 

¥1,080 

¥1,080 

¥864 

¥864 

¥1,728 

¥1,080 

¥1,080 

¥864 

¥864 

¥864 

¥864 

¥972 

¥972 

¥1,512 

¥1,728 

¥1,728 

¥1,296 

¥1,296 

¥864 

¥864 

¥1,080 

¥1,080 

¥1,080 

¥1,080 

¥1,080 

¥864 

¥864 

¥1,188 

¥1,188 

¥864 

¥864 

¥864 

¥2,160 

¥2,160 

¥2,074 

¥4,277 
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42
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45
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47

48

49

▲1.ナトラジュカレー粉 ▲3.ターメリック ▲5.ローレル ▲6.バジル ▲8.オレガノ

▲10.ナツメグ

▲32.コリアンダー

▲37.ローズマリー

▲39.クミン

▲43.マスタード

▲48.チャイティーシロップ

▲12.シナモン ▲16.ディル ▲18.タラゴン ▲23.タイム

※

※
※
※

※
「※」がついている商品はメーカー直送商品の

ため、商品代引きでのお届けはできません。
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オイル・ビネガー

イタリア・シチリア島で丁寧
に生産されたオリーブオイ
ルです。

PRIMAGOCCIAEXVオリー
ブオイル500ml（シチリア

産オリーブ100％） \1,728

イタリア・シチリア島の初搾
りの新もののオリーブオイ
ルです。

PRIMAGOCCIAEXV
オリーブオイル NOVELLO 
1000ml イタリア産 \4,320

イタリア・シチリア島の5代
にわたる老舗会社のオリー
ブオイルです。

ドンナ・カロリーナEXV
オリーブオイル 1000ml 

シチリア産 \2,160

エクストラバージンオリーブ
オイルを香り豊かな桜チッ
プで燻製してあります。

燻製オリーブオイル 90g 
\1,620

仕上げにかけるだけで高
級トリュフの風味が味わえ
ます。

黒トリュフオイル1本
（250ml）フランス産 

\8,208

テーブルオイルとして使い
やすい55mlサイズです。

黒トリュフオリーブオイル
（55ｍｌ）イタリア産 

\4,536

テーブルオイルとして使い
やすい55mlサイズです。

白トリュフオリーブオイル
（55ｍｌ）イタリア産

\4,752

イタリア産の上質な薫り高
い黒トリュフ使用していま
す。

黒トリュフジュースアッシ
ュ缶（50g）イタリア産 

\9,072

イタリア料理らしい上品な
香りとやわらかな酸味、コ
クと甘みです。

アチェート・バルサミコ
（8年熟成）250mlイタリア

産 \4,752

北イタリア最古のメーカー
が造ったイタリア伝統的な
お酢です。

バルサミコ酢（ジュゼッペ・
ジュスティ社 3メダル）

100mlイタリア産 \2,549

バルサミコ酢を煮詰める手
間を省いたバルサミコク
リームです。

有機バルサミコクリーム
（白）250mlイタリア産 

\2,592

バルサミコ酢を煮詰める手
間を省いたバルサミコク
リームです。

有機バルサミコクリーム
（黒）250mlイタリア産 

\2,592

肉料理のソース、シチュー
等の隠し味、ドレッシングな
どに！

赤ワインビネガー 750ml 
フランス産 

\1,879

魚料理のソースや魚介類
のマリネサラダのドレッシン
グに！

白ワインビネガー 750ml 
フランス産

\2,030

熟した酸っぱい香りはサラ
ダや魚・鶏肉料理に良く合
います。

シードルビネガー（リンゴ
酢）750mlフランス産 

\2,376

山梨産ぶどう10種程を使
用した5年熟成白ワインビ
ネガー。

5年熟成 ワインビネガー
（白）150ml 国産

\864

山梨産ぶどう10種程を使
用した5年熟成赤ワインビ
ネガー。

5年熟成 ワインビネガー
（赤）150ml 国産

\864

山梨ぶどうのワインビネ
ガーとふどう果汁から造っ
た飲む酢。

ドリンクビネガー(飲む酢 
ぶどう）7倍濃縮 150ml 

国産 \1,404

山梨ぶどうのワインビネ
ガーに生姜汁をブレンドし
た飲む酢。

ドリンクビネガー（飲む酢 
生姜）5倍濃縮 150ml 国

産素材100% \1,771

山梨産ぶどう10種程を使
用した5年熟成赤ワインビ
ネガー。

スウィートビネガー（桃）
（熟成ワインビネガー+濃厚

桃果汁）150ml 国産 \1,944

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。 88



熟成した甘さとスパイシー
な奥行きのある酸味が特
徴のぶどう酢です。

シェリービネガー 750ml 
フランス産

\3,348

「森のバター」といわれるア
ボカドの恵みを豊富に含む
万能オイルです。

アボカドオイル229g
(250ml) ニュージーランド

産 \3,456

淡い香りとあっさりとした口
当たりで味を引き立てま
す。

クルミオイル 500ml
フランス産

\5,616

ニキビ改善や肌の保湿効
果などスキンケア力の高い
オイルです。

ヘーゼルナッツオイル 
500mlフランス産

\7,560

有機栽培されたオリーブの
エキストラバージンオイル
です。

有機栽培
オリーブオイル250ml

\2,722

最もグレードが高いエキス
トラバージンオリーブオイル
です。

オリーブオイル＆生パスタセット
(2人前) \3,888 
(4人前) \4,666

有機栽培されたマカデミア
ナッツの一番搾りオイルで
す。

有機栽培
マカダミアナッツオイル

(150ml) \3,110
(150ml×2) \5,962

エキストラバージンのマカ
ダミアンナッツオイルです。

マカダミアナッツオイル
＆生パスタセット
（2人前） \4,277
（4人前） \5,054

※

※ ※ ※
「※」がついている商品

はメーカー直送商品の

ため、商品代引きでの

お届けはできません。

オリーブオイルの種類と健康効果

✓オリーブオイルの種類

① バージンオリーブオイル

コラムコラム

オリーブオイルには大きくわけて 4 種類あります。

オリーブの果実をそのまま搾ってつくられる一番搾りのオイ

ル。 この中はさらに 4 つの等級に分けられ、 上位から順

に 「エキストラ」 「ファイン」 「オーディナリー」 「ランバンテ」

と呼びます。

最高品質とされる 「エクストラバージンオイル」 は、 化学

溶剤による抽出や高熱処理を行わず、 圧力によって搾っ

て濾過したもので、 酸度が 0.8 以下、 風味 ・香りが完璧

なものと定められています。

✓オリーブオイルの健康効果

① 抗酸化作用

上質なオリーブオイルには高い健康効果があるとい
われて言います。

オリーブに多く含まれるオレイン酸には抗酸化作用があり、

若返り効果や、 がんや生活習慣病を予防する働きがある

と言えます。

② 動脈硬化予防
オレイン酸には、 善玉コレステロールは減らさずに、 動脈

硬化の原因となる悪玉コレステロールを減らす効果があり

ます。

③ 心筋梗塞や脳卒中などの予防
オリーブオイルの成分は血液をサラサラにしてくれるので、

血管の老化を止め、 さまざまな生活習慣病の対策によい

とされてます。

④ 腸内環境改善
腸を刺激して蠕動 （ぜんどう） 運動を活発にしてくれ、 排

便が促さられるという効果があります。

⑤ 口臭予防
オリーブに多く含まれる成分が歯や舌をコーティングしてく

れ、 口臭の原因となる菌の増殖を防いでくれるそうです。

② 精製オリーブオイル
化学処理により精製されたオリーブオイル。

③ オリーブオイル
市販されている安価なオリーブオイルに多い種類です。

④ オリーブポマスオイル
オリーブオイルとは表示できないオイル。
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燻製の香りを楽しめ、ビー
ルとの相性がとても良い
チーズです。

ミニスモーク 200g
オランダ産 \1,771

チーズ

特徴が違ういろいろなチーズを取り扱っています。

お好みやお召し上がるシーンに合わせてお選び下さい。

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

酒粕の香りとクリームチー
ズの濃厚な味が広がりま
す！

クリームチーズの純米酒
粕漬け150g \1,577

味噌の美味しさが上手に
クリームチーズに溶け込ん
でいます！

クリームチーズのみそ漬
け140g \2,700

どっしした旨みと芳醇なコ
クが特徴の長期熟成セミ
ハードタイプです。

オールドアムステルダム
140gオランダ産 \1,814

使いやすいパルミジャーノ 
レッジャーノのパウダー。

パルミジャーノ レッジャー
ノ（パウダー）1kgイタリア産 

\12,960
「イタリアチーズの王様」と
呼ばれるほど人気の高い
チーズです。

パルミジャーノ レッジャーノ
（24ヶ月熟成）約500g

イタリア産 \6,296 外皮が厚く、茶褐色で超
硬質なのが特徴のチーズ
です。

グラナパダーノ約300g
イタリア産 \3,208

使いやすいグラナパダーノ
のパウダー。

グラナパダーノ（パウダー）
1kgイタリア産 \9,936

国産

チーズ

ハード

タイプ

チーズの種類

ハードタイプ
セミハードタイプ 白カビタイプ

表面に白カビを
繁殖させ熟成さ
せるチーズ。 熟
成が進むと中身
がやわらかくなり
ます。

青カビタイプ

風 味 が 強 烈 で
味 も 濃 厚、 か
なり塩味が強い
のが特徴のチー
ズです。

ウォッシュタイプ

外 皮 を 塩 水 や
酒で洗いながら
熟成させた風味
豊かなチーズで
す。

フレッシュタイプ

プロセスチーズ

熟成せずにその
ま ま 食 べ ら れ
る、 くせのない
チーズです。

日本でもなじみの深いチーズで、ナチュラルチーズを 1 種類または数種類混ぜて加熱加工したチー
ズです。

シェーブルタイプ

山羊 （やぎ） の
ミルクを原料に
しているチーズ。
形も大きさも多
様で表面に灰を
まぶしたものな
ど個性派ぞろい
です。

プレスし水分を少なくした比較的硬くマ
イルドで食べやすいチーズ。 ハードタ

イプは更に水分を
抜き硬質で重量
の あ る チ ー ズ。
長期熟成により濃
厚な旨みが増しま
す。
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日本で最も人気なカマン
ベール。クリーミーでクセの
ない味わいです。

ジェラール・クラシック・カマンベ
ール125gフランス産 \1,058

黒トリュフ入りのクリーミー
なペーストを挟んだブリー
チーズです。

ブリー・トリュフ 100g
フランス産 \2,160

シャトーヴァリエールカマンベ
ール125gフランス産 \929

ペイザンブルトン・カマンベー
ル250gフランス産 \2,916

本場フランス産のカマン
ベール。ミルクの旨みが違
います。

農家製ほど個性的過ぎ
ず、ほどよく塩味の少ない
マイルドな味わいです。

きめ細かな舌触りで白カビ
タイプの中でも特にリッチ
な味わいです。

フランスのクリーミーな白カ
ビチーズの草分け的存在
のチーズです

カプリス・デ・デュー120g
フランス産 \2,376

サンタンドレ200g
フランス産 \3,564

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

塩気が強く、羊のミルク独
特の甘い香りがするチー
ズ。

ペコリーノ　ロマーノ
約500gイタリア産 \6,415

熟成とともに「カラスミ」にも
たとえられる濃厚な味わ
い。

ミモレット（6ヶ月熟成）
約500g フランス産 \5,940

熟成とともに「カラスミ」にも
たとえられる濃厚な味わ
い。

ミモレット（12ヶ月熟成）
約500g フランス産 \6,534

熟成とともに「カラスミ」にも
たとえられる濃厚な味わ
い。

ミモレット（22ヶ月熟成）
約500g フランス産 \13,068

フランスでは生産量が多く
広く親しまれているチー
ズ。

コンテ（6ヶ月熟成）
約500gフランス産 \6,296

フランスでは生産量が多く
広く親しまれているチー
ズ。

コンテ（12ヶ月熟成）
約500gフランス産 \6,534

フランスが誇る山のチーズ
でさわやかな芳香と濃厚
な味わい。

ボーフォール約500g
フランス産 \6,534

チーズフォンデュには欠か
せ な い 「 ス イ ス の 女 王
様」。

グリエール約500g
スイス産 \5,346

まろやかでコクがありナッツ
のような香りのチーズで
す。

ラクレット約500g
スイス産 \7,484

ミルキーで蜂蜜のような甘
みが特徴のスペインを代
表するチーズ。

マンチェゴ約500g
スペイン産 \8,316

クリーミーで芳醇な香りと
旨みのあるオランダを代表
するチーズ。

ゴーダ約500g
オランダ産 \2,732

クセがなく、もちもちとした
デンマークを代表するチー
ズ。

マリボー約500g
デンマーク産 \3,326

とろけたチーズが主役の料
理にたっぷり使えるチー
ズ。

モザレラ(モッツァレラ）
2.3kgデンマーク産 \8,942

世界で最も生産量の多い
イギリスを代表するチー
ズ。

レッド チェダー約500g
イギリス産 \3,445

世界で最も生産量の多い
イギリスを代表するチー
ズ。

ホワイトチェダー約500g 
イギリス産 \3,445

アイルランド黒ビールを練
り込んだインパクトあるチー
ズ。

チェダーポーター約500g 
イギリス産 \6,237

手軽にピザやグラタンに使
えるよく溶けて伸びるチー
ズ。

ステッペン シュレッド1kg
ドイツ産 \2,592

「カマンベールの原型」とも
言われる「チーズの王様」

ル・ルスティックブリー約
500g フランス産 \4,990

白カビ

タイプ

91



程よい青カビ特有の刺激と
ほ の か な 甘 味 と フ ル ー
ティーなチーズです。

ミセラ 100g
デンマーク産 \1,080

モッツァレラのミルクの風
味、加熱した時の歯ごたえ
を楽しめます。

モッツァレラ・ヴァッカ
100g イタリア産 \1,512

本場ナポリのピッツァには
この水牛のチーズが欠か
せません。

モッツァレラ・ブッファラ（水牛
乳）150gイタリア産 \2,268

引き締まった食感で、ミル
クの味わいと程よい香りを
楽しめます。

スカモルツァ・アフミカー
テ280gイタリア産 \4,212

見た目にかわいい一口サ
イズのハート型モッツァレラ
チーズです。

ハート型モッツッァレラ 
500g スイス産 \3,240

フェタをサイコロ状にして
ハーブ入りひまわり油に漬
けてあります。

フェタ・イン・オイル130g
デンマーク産 \2,376

世界最古のチーズで、一
味違うコクや香り羊と山羊
の混合チーズです。

フェタ 200g ギリシャ産
\1,620

まるでチーズケーキのよう
な、上品であっさりとした
チーズです。

ブリア・サヴァラン110g
フランス産 \2,052

ダナブルー100g
デンマーク産 \864

ブルー・キャステロ150g
デンマーク産 \2,052

マスカルポーネ250g
イタリア産 \2,916

まろやかでくさみの少ない
ブルーチーズ。

ソフトな口当たりで、青カビ
の刺激が穏やかな万人向
きの美味しさ。

ティラミスの原料として一
躍有名になったチーズで
す。

乳脂肪控えめな自然の甘
みのチーズです。

リコッタ250g
イタリア産 \1,944

フォーケ・マロワール210g
フランス産 \3,456

ポン・レヴェック180g
フランス産 \3,564

北 フ ラ ン ス を 代 表 す る
ウォッシュチーズです。

ノルマンディ地方最古の
チーズです。

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

熟成するにつれナッツのよ
うなコクがでてきます。

ブリー・ド・モー約500g
フランス産 \8,316

マイルドタイプの世界三大
青カビチーズの一つ。

ゴルゴンゾーラ ドルチェ
約500gイタリア産 \6,653

辛口タイプの世界三大青
カビチーズの一つ。

ゴルゴンゾーラ ピカンテ
約500gイタリア産 \7,128

食べやすい青カビタイプの
代表格なチーズです。

フルム ダンベール約
500g フランス産 \7,484

個性的で通好みの世界三
大青カビチーズの一つ。

ロックフォール約500g
フランス産 \10,692

とろけるほどのなめらかさ、
甘みとコクと程よい塩気と
酸味。

バルデオン約500g
フランス産 \7,247

エリザベス女王の大好物
なブルーチーズ。

スティルトン約500g
イギリス産 \6,534

酪農王国デンマークのな
めらかでコクのあるクリーム
チーズ。

クリームチーズ 1.8kg
デンマーク産 \5,400

青カビ

タイプ

フレッシュ

タイプ

ウォッシュ

タイプ

92



熱々の茹でたじゃがいもに
乗 せ て 食 べ る と 格 別 な
チーズです。

マンステール 200g フラ
ンス産 \3,456

なめらかでとろけるような
生地をもつドルドーニュ地
方産のチーズです。

クレミエ・ド・ショーム250g
フランス産 \4,536

チーズコレクション

「シルバー」

\9,800

「ゴールド」

\19,800

「シルバー」 \14,800

独特の香気が弱く、食べ
やすいいタイプです。

世界のチーズを食べ比べるセットです。

日本の純米酒粕漬けしたクリームチーズから、西洋のいろいろなタイプのチーズをセットにしてあります。

ヨーロッパおつまみセット
ヨーロッパ産のチーズやソーセージ、サラミ、ハムといったおつまみのセットです。

ピエ・ダングロア200g
フランス産 \3,240

カプリファン・サントモール
180gフランス産 \2,808

山羊乳特有の香りと熟成
によるピリッとした風味の
チーズです。

「ゴールド」セットには、イベリ
コ豚のパテ・ド・カンパーニュ
が入っています。イベリコ豚
特有の芳醇な香りと旨みが
ありつつも肉比率の高いシン
プルな味わいです。ちょっと
おしゃれなおつまみたちをお
楽しみ下さい。

「スタンダード」セットには、オーソ
ドックスな、カマンベール、青カビ
チーズや、イベリコ豚の加工品、
白カビサラミ、生ハムなどが入っ
ています。

「シルバー」セットの目玉は、高
級食材の一つ「キャビア」です。
バケットやクラッカーと一緒に召
し上げれば気分上々です!

世界のチーズを食べ比べる
セットです。
日本の純米酒粕漬けしたク
リームチーズから、西洋の白
カビタイプ、青カビタイプ、
ウォッシュタイプ、シェーブル
タイプ、などいろいろなチーズ
をセットにしてあります。チー
ズ好きにはたまらない食べ比
べセットです。

「ゴールド」

\14,800

「ゴールド」セットは、「シル
バー」セットよりワンランク上
のチーズを集めました。
日本の純米酒粕漬けしたク
リームチーズから、西洋の白
カビタイプ、青カビタイプ、
ウォッシュタイプ、シェーブル
タイプ、などいろいろなチーズ
をセットにしてあります。チー
ズ好きにはたまらないと思い
ます。

「スタンダード」 \8,800

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

ウォッシュタイプ特有の上
品な香りと酸味を楽しめま
す。

タレッジョ約500g
イタリア産 \7,366

山羊乳チーズを赤ワインに
漬けた甘みと香りを楽しめ
るチーズ。

ロシナンテ（赤ワイン）
約500gスペイン産 \8,316

熟成度合いにより風味が
変化する山羊乳特有の個
性をもつチーズ。

サントモール・ド・トゥーレーヌ
約250gフランス産 \7,425

シェーブル

タイプ
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料理の素材

サクサクとした食感でサラ
ダのトッピングとしても美味
しいです。

フライド・オニオン 454g 
ベトナム産 \1,188

世界の製菓職人御用達、
ビターな製菓用チョコレート
です。

クーベルチュール・チョコレート・
ダーク1kgベルギー産 \5,054

油分が少なくサラサラとし
ていて、水やお湯に溶けや
すいです。

ココナッツ・ミルクパウダー
1kgスリランカ産  \3,240

糖度が1.5倍もあるイタリ
ア・シチリア産チェリートマト
使用！

チェリートマトソース330ml  
\713

（バジル入り） \713 
（唐辛子入り） \713

アサリの強い旨みを凝縮し
たエキスでパスタやスープ
をどうぞ。

濃厚アサリエキス 1kg
\1,728

バジルににんにく・なたね
油・パルメザンチーズを等
をブレンドです。

バジルペースト（ジェノバソー
ス）820gアメリカ産 \4,104

タピオカ澱粉の配合比率
の高いベトナム産のライス
ペーパーです。

ライスペーパー（生春巻きの
皮）500gベトナム産 \648

タピオカ澱粉入りなのでコ
シがある！ベトナムのソウ
ルフードです。

フォー 400g
ベトナム産 \497

タピオカ澱粉入り、コシのあ
るベトナムライスヌードルで
す。

ビーフン 400g
ベトナム産 \497

白身魚のアラと野菜を白ワ
インとともに煮出したブイヨ
ンです。

白身魚のブイヨン（フュメ・
ド・ポワソン）1kg \1,836

オマール海老の豊かな香
りと深い味わいが感じられ
るコンソメです。

オマールコンソメ 1kg
\2,052

フランス生まれの海老と野
菜の旨みがぎゅっと詰まっ
たソースです。

アメリケーヌソース（ロブ
スターソース）1kg \4,536

温めてそのままビスクとし
てお召し上がりいただけま
す。

オマール海老のスープ（クレー
ム・ドゥ・オマール）1kg \2,592

素材をそのまま生かしたク
リーミーな白いオニオン
スープです。

オニオンヴルーテ 1kg
\2,808

フランス料理にはかかせな
い「最高の味のベース」で
す。

フォン・ド・ヴォー 1kg
\3,780

国産丸鶏と野菜をじっくり
煮出した香り豊かなスト
レートタイプです。

フレッシュ丸鶏のチキン
ブイヨン 1kg \1,404

肉のコクと旨み、素材の香
りが溶け込んでいるコンソメ
です。

HCQコンソメ 1kg
\2,376

トマトのフレッシュな香りと
旨みを最大限に引き出し
ました。

トマトコンソメ 1kg
\2,592

国産鶏ブイヨンをベースに
香味野菜等で風味を出し
た鶏コンソメです。

コンソメ・ヴォライユ 1kg
\1,944

ブイヨン、コンソメといった料理のだしベースを中心に取り扱っています。

▼アメリケーヌソース

ロブスターヘッドをつぶして抽

出したブイヨンをベースに、

野菜やワイン、ブランデーを

加えて仕上げたソースです。

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。 94



お酒

赤ワイン

外国産のワインやシャンパンをとりあつかっています。

パーティーや記念日といったハレの日にぜひどうぞ！

「スタンダード」 \14,800

「シルバー」 \24,800

「ゴールド」 \36,800

「プラチナ」 \49,800

「スタンダード」 \9,800

「シルバー」 \19,800

「ゴールド」 \29,800

「プラチナ」 \39,800

22ヶ月熟成、ボデガス・ル
ソン最高の赤ワイン。

12ヶ月熟成。滑らかな舌
触りでバランスのとれた赤
ワイン。

アルトス・デ・ルソン
スペイン産750ml \3,600

アルマ・デ・ルソン
スペイン産750ml \8,910

白ワイン

柑橘系のバランスが良く、
魚・肉料理どちらにも良く
合う白ワイン。

花、トロピカルフルーツ、
ハーブなどが複雑に香る
白ワイン。

ピキート・ブランコ
スペイン産750ml \1,728

カルミナ・ルナ
スペイン産3L \3,996

ピキート・オーガニック
スペイン産750ml \1,944

ピキート・クリアンサ
スペイン産750ml \2,160

カルミナ・ルナ
スペイン産3L \3,996

イチゴやラズベリーのジャ
ムの様な果実味あふれる
ワイン。

最高に熟した手摘みブドウ
を12ヶ月熟成。

オーガニック畑の手摘み
ブドウを使用。たっぷり3リッ
トル！

シャンパン

サクラアワード2017 ダブ
ルゴールド受賞！

爽やかでフルーティーで調
和のとれたシャンパン。

トリボーブリュットオリジン
フランス産750ml \6,300

トリボーブラン・ド・シャルド
ネフランス産750ml \6,750

トリボーブラン・ド・ノワール
フランス産750ml \6,525

トリボーブリュットロゼ
フランス産750ml \6,750

トリボープルミエクリュ
フランス産750ml \7,200

砂糖を一切加えていな
い、すっきり酸味の超辛口
シャンパン。

レッドベリーを彷彿させる、
爽やかでやさしい香りが特
徴。

1級畑以上の畑からとれる
ぶどうのみを使用。

トリボーミレジメ2013
フランス産750ml 

\8,550

トリボーキュヴェ・ルネ
フランス産750ml

（化粧箱入） \10,800

トリボーオーセンティック
フランス産750ml

（化粧箱入） \15,750

2013年のブドウのみを使
用した特別なシャンパン。

創始者への思いを込めて
4代目が作り上げた渾身の
キュヴェ。

世界4837本のみのトリ
ボー最高級シャンパン！

豪華ホームパーティーセット

「プラチナ」

豪華ホームパーティーセット

「プラチナ」

シャンパン＆贅沢おつまみセット

「プラチナ」

シャンパン＆贅沢おつまみセット

「プラチナ」

豪華ホームパーティーセット
「赤ワイン」とともに、ちょっとリッチなホームパーティーを想定してセレクトしたセットです。

「スタンダード」には、スペイン赤ワインととも
に、サラミや生ハム、チーズなどアペタイザー
がセットになっています。「シルバー」の目玉
は、フランス産の「雌鴨ロース」、「ゴールド」の
目玉は、オーストラリア産「仔羊骨付きロー
ス」、「プラチナ」は、キャビア、フォアグラ、ウニ
といった高級食材まで、豪華なホームパー
ティーにふさわしい食材がセットになっていま
す。

シャンパン＆贅沢おつまみセット
ホームパーティーの時にシャンパンで乾杯しつつ、アペタイ

ザーを楽しむのを想定したセットです。

セットのグレードに応
じたシャンパンととも
に、チーズ、白カビサ
ラミ、生ハム、スモー
クサーモン、キャビア
な ど が 入 っ て い ま
す。

未成年者の飲酒、また未成年者へのお酒の販売
は法律で禁じられています。当店では未成年者
へのお酒の販売はお断りしております。 
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豚のモツを煮込んだモツカ
レーとシーフードカレーセッ
トです。

北陸のスパイシーモツカ
レー＆シーフードスープ
カレー \4,968

しっとりとした食感と甘い
チョコレートが香るケーキで
す。

ショコラケーキ
\1,685

5種類のフルーツを入れて
ふっくらと焼き上げたケー
キです。

フルーツケーキ
\1,685

チョコレート風味のショコラ
ケーキとしっとりフルーツ
ケーキのセットです。

ショコラ＆フルーツケーキ
\3,283

チョコレート香るショコラ
ケーキと紅茶クッキーので
す。

ケーキ＆クッキーギフト
（ショコラ） \3,024

しっとりフルーツケーキと紅
茶クッキーのセットです。

ケーキ＆クッキーギフト
（フルーツ） \3,024

甘酸っぱい濃厚アプリコット
ジャム、やさしいラベン
ダーの余韻です。

TeaTogetherジャムアプリ
コットジャム（ラベンダー入
り）220gフランス産 \1,836

他の食材／その他
▶ハチミツ ▶ジャム

▶惣菜

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

創業一世紀を超える老
舗・藤原養蜂場のアカシア
蜂蜜です。

クセが少なくあっさりした風
味で、後味もすっきりした
蜂蜜です。

アカシアハチミツ 1200g 
中国産
\3,132

藤原養蜂場 あかしあ
ハチミツ2500g

\13,392

TeaTogetherジャムオレン
ジ ＆ ジ ン ジ ャ ー ジ ャ ム
220gフランス産 \1,836

TeaTogetherジャムミック
スジャムサマープディン

グ220gフランス産 \1,836

Tea Togetherジャム スト
ロベリー 220g フランス産 

\1,836

ほろ苦いオレンジマーマ
レードとジンジャーの爽や
かなアクセント。

黒すぐり、木いちご、赤すぐ
りの甘酸っぱさにバニラが
優しい香りです。

果肉感のあり豊かな上品
な香りがストロベリージャム
です。

▶お菓子

全国に名高い餃子の街・浜
松の餃子です。

定番のアールグレイティー
にレモンのフレーバーを加
えたジャムです。

Tea Togetherジャム レモ
ン＆アールグレイティー 
220g フランス産 \1,836

浜松の餃子
30個　\2,333
45個　\3,370
60個　\4,406

しっとりもっちりのプレミアム
バームクーヘンです。

しっとりもっちりのプレミアムバームクーヘ
ンとフィナンシェ、マドレーヌのセットです。

プレミアムバームクーヘン
プレーン味　\1,685
メープル味　\1,966
プレーン味＆メープル味　
\3,650

プレミアムガトーセレクション
プレーン味バームクーヘン他2種　\3,370
メープル味バームクーヘン他2種　\3,629

アーモンドとバターの濃厚な味わいのフィナン
シェ、アーモンドとレモンの風味豊かなマドレーヌ
のプレミアムギフトです。

プレミアムガトーセレクション
フィナンシェ2個、マドレーヌ2個セット　\1,264
フィナンシェ3個、マドレーヌ4個セット　\2,246

カカオ豆を使用したベルギー
チョコレートです。

プレミアムベルギーチョコレート
12個入　\1,296
18個入　\1,944

※

※

※

※ ※ ※ ※ ※

※

※

※
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ペカンナッツの香ばしさと
キャラメルの風味が絶妙
です。

ペカンナッツ・ショコラ
（キャラメル） 1kg \9,072

▶その他

フルーツケーキと3種類のお
いしいクッキーのセットです。

ショコラケーキと3種類のお
いしいクッキーのセットです。

ケーキ＆クッキープレミア
ムギフト（ショコラ） \3,629

ケーキ＆クッキープレミア
ムギフト（フルーツ） \3,629

ペカンナッツ・ショコラ
（ココア） 1kg \9,072 

龍蝦片（えびせんべい） 
227g×5 中国産 \1,296

ベトナムコーヒー 340g 
\1,836

ローストしたペカンナッツの
香ばしさとカカオの香りに
程よい甘さです。

中国伝統のスナックで、中
華料理の付け合わせにも
使用されます。

深煎り焙煎で、苦味が強
いとても濃いコーヒー好き
におすすめです。

▶カタログギフト

※ ※

「※」がついている商品はメーカー直送商品の
ため、商品代引きでのお届けはできません。

カタログギフト「雅」  \4,580 

カタログギフト「華」 \6,580 

カタログギフト「煌」  \11,800 

カタログギフト「凛」  \16,800 

カタログギフト「縁」  \26,800 

カタログギフト「結」  \51,800 

ギフトを頂いた方がお好きなものを選べる、

グルメ食品に特化した「カタログギフト」です。

▼例：カタログギフト「結」
ギフトを贈られた方が、カタログから2点選
んで、同封のハガキで送るだけ。
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食の道具

プロの料理人が使う柳刃
包丁。

層鍛柳刃包丁
240mm \43,200
270mm \52,200

万能包丁（三徳包丁）で
す。普段遣いに有次の包
丁をどうぞ。

三徳包丁 S 合金鋼ツバ付
165mm \15,750
180mm \18,000

万能に使用できる洋式牛
刀です。

洋包丁 A 合金鋼ツバ付牛刀
180mm \17,100
210mm \18,900

一本あると便利な様式の
ペティナイフです。

洋包丁 A 合金鋼ツバ付
ペティナイフ
120mm \10,800
140mm \11,700

野菜を切る刃先が薄い包
丁です。

特製薄刃
180mm \29,700
195mm \33,300

万能に使用できる和式牛
刀です。

和式牛刀
180mm \16,200
210mm \18,000 一本あると便利なペティナ

イフです。和式の柄です。

和式ペティナイフ
160mm \12,600

1本あると便利な小出刃で
す。

特製出刃
120mm \21,600
150mm \27,000
180mm \35,100

青2鋼を使用した刺身包
丁。

別打柳刃包丁
240mm \34,200
270mm \38,700

切っ先が四角い刺し身包
丁。

特製蛸引
240mm \30,600
270mm \32,400

薄造りするならフグ引き包
丁。

特製フグ引
240mm \34,200
270mm \37,800

刃先の鋼をステンレスで挟
んだ包丁です。錆びづらい
三徳包丁。

三徳包丁 築地魚河岸
180mm \21,600

野菜を切る鎌薄刃包丁で
す。

鎌薄刃 180mm
\29,700

包丁や料理の飾りといった「食」にかかわる「道具」のカテゴリーです。

料理職人が愛用する「築地有次の包丁」や、料理の彩や季節を演出する「あしらい（料理の飾

り）」など、プロ仕様の商品を取り扱っています。

※商品の内容や価格は変わることがあります。
最新の情報はホームページでご確認下さい。

有次の

包丁

▼刀鍛冶、藤原有次を祖とする「有次」の包丁は、四百年以上の伝統と技術に培

われ、常により良い製品を追求しております。

有次の包丁はすべて鍛え抜かれた手造り品です。手入れをしながら上手にお使い

になれば、だんだん使い易くなり細くなるまで切れ味を保ちます。 
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色々な色をミックスしたエ
ディブルフラワー。

ミックス色 2パック
\1,296 

青（紫）色系のエディブル
フラワーです。

青・紫色 2パック
\1,296 

紅葉前の青々としたもみじ
で夏を飾る。夏のあしらい
の定番。

青もみじ 2パック
\2,376

真っ赤に染まる紅葉を表
現した赤もみじ。秋のあし
らい。

赤もみじ 2パック
\3,024

難を転じて福となす（なん
てん）。縁起のよい青掻
敷。

青南天 2パック
\1,728 

小笹は青々として強い生
命力を表現した青掻敷で
す。

小笹 2パック
\1,944

独特の香りがあり、葉が大
きく料理を包むのに適して
います。

ほう葉 1パック（約10枚）
\3,024

翼を広げた鳥を思わせる
美しい葉で、躍動感がある
青掻敷です。

山ぶどう葉 2パック
（約10枚×2） \2,592

銅でできたおろし金で、素
材の味を壊しません。

[築地有次] 卸金5番
\10,350

最高級素材、黒檀を使用
した盛箸です。一生使用
できる逸品です。

[築地有次] 盛箸(黒檀)150mm
\11,700

生わさび専用のおろしで
す。わさびの香りが引き立
ちます。

[築地有次] サメ皮わさび卸 
\3,600

刃こぼれが激しいときよう
の荒砥石です。

[築地有次] 金剛砥石
\1,575 

平安時代から家紋に使用
される美しい形の葉です。

かじ葉 2パック
（約10枚×2） \1,944

青々とした柿の葉です。柿
の葉寿司などにお使いい
ただけます。

青柿葉 2パック
（約20枚×2） \2,160

大きくて柔らかな感触、や
さしい緑色が爽やかな葉
です。

蓮の葉 1パック（約10枚）
\3,240

縁起よい栗の葉です。サイ
ズが丁度よく使いやすいで
す。

栗の葉 2パック
（約20枚×2） \2,160 

長寿を祝うときにかかせな
い青掻敷です。

松葉 2パック
\2,160

赤色 2パック
\1,296 

赤色系のエディブルフラ
ワーです。

ピンク色系のエディブルフ
ラワーです。

ピンク色 2パック
\1,296 

黄色系のエディブルフラ
ワーです。

黄色 2パック
\1,296 

白色系のエディブルフラ
ワーです。

白色 2パック
\1,296 

あしらい
（料理の飾り）

エディブルフラワー
（食用花）

あしらい
（料理の飾り）

青掻敷

家庭で使う用途の中砥石
です。

[築地有次] 中砥石
\3,600

その他
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以下のいずれかの方法でご注文下さい。

お取引ガイド

ご注文方法について

お支払い方法は３種類あります。

水産物は悪天候時に魚そのものが入荷されなかったり、入荷しても競り値が高すぎて仕入できなかったりします。なるべく良い魚を安くお客様にお届け

しようとすると、ご希望の納品日を守れないことが起きてしまいます。また、お盆や年末などの繁忙期にも市場の需要による急な相場の変動に応じて販

売価格が変更される場合があります。予めご了承下さい。（最新の情報はホームページでご確認下さい。）

顔の見えずらいインターネットでのお取引きですが、なるべくお客様にご迷惑をお掛けしないように細かく対応したいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。

国際5ブランドJCB/VISA/MASTERCARD/ダイナース/アメリ

カンエキスプレスカードをはじめ、全13の国内主要クレジット

カードがご利用になれます。一括払・分割・リボ・ボーナス一

括が選べます。ただし、インターネットでのご注文のみご利用

できます。ご注意下さい。

お支払い方法について

お問い合わせ先

ご注文の際にご了承いただきたいこと

FAX 03-6458-453603-6458-4536
注文用ＦＡＸ用紙は、右ページをコピーするか、
ホームページよりダウンロードしてご利用下さい。
注文用ＦＡＸ用紙は、右ページをコピーするか、
ホームページよりダウンロードしてご利用下さい。

TEL 03-6458-453503-6458-4535

Web gyogun.netgyogun.net

①クレジットカード

ご注文確定後に、お支払代金をメールまたはファックスにてご

連絡します。代金は商品の配達ドライバーに直接お支払いく

ださい。

※送料以外に代引手数料が330円（税込）かかります。

②商品代引き

ご注文確定後に、お支払代金をメールまたはファックスにてご

連絡します。下記口座までお振込みください。お振込確認後

の発送となります。

ご依頼主様以外でのお振込の場合は、確認ができませんの

で別途お知らせください。

[振込先]

ゆうちょ銀行  ゼロイチハチ（〇一八）支店

普通　8036245　ユ）ドリームアイランド

※振込手数料はお客様のご負担でお願い致します。

[ゆうちょ銀行から記号番号でお振込の方］

記号 10180　　番号 80362451　　ユ）ドリームアイランド

③銀行振込（前払い）

ヤマト運輸のクール宅急便でお届けします。

［温度帯］

温度帯は「冷凍便」「冷蔵便」「常温便」の３種類があります。

（商品ごとに決まっています）

もし、違う温度帯の商品をご購入の場合、別口配送となり2

個口分の送料がかかりますのでご注意下さい。

［時間帯］

時間指定は、午前中（12時まで）、14-16時、16-18時、

18-20時、19-21時。

※時間指定はあくまでも目安です。ヤマト運輸の配達繁忙期

にはお届け時間が遅れる場合がございます。

※食品ですので、なるべく日時を指定して下さい。

配送・送料について

①配送について

送料は商品点数、地域によらず、全国一律 1,100円（税込）

です。

※ご注文合計15,000円（税込）以上の場合、送料無料。

②送料について

熨斗の種類は３種類用意しています。（全て無料）

［祝い熨斗］

御歳暮・御中元・御年賀・御年始・内祝・御祝・御礼など

［結び切り熨斗］

快気内祝・御見舞・内祝（結婚祝いのお返し）・御結婚御

祝など

［仏熨斗］

志・粗品・粗供養・御供・御仏前・御霊前など

熨斗（のし）について

①熨斗の種類について

・全て送り主名は無記入となりますのでご了承ください。

・熨斗（のし）は「内のし」となります。

・梱包の外面は送り状のみが貼った状態となります。包装は

ありません。

②熨斗の注意点

築地魚群
有限会社 ドリーム・アイランド

〒135-0043 東京都江東区塩浜2-18-2-1F

TEL:03-6458-4535　FAX:03-6458-4536
E-mail:info@gyogun.net

つきじ　ぎょぐん
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