
銀付い り こ

t香川県組.脅市1

出汁仁 はもったt、ない、

宝 石のようないに。

いりこで出汁tt晶という関西

の圏l%W璃えが吋τいた昨今E

憂い司慣櫨.・っτ量場Lたのが

この I鰻付いりこん

聾年7月‘カ..チイワシのA

れを祖っτ一綱で"うと‘ミXヲ

ラゲWク7シEンに寄り鋼ずれの

"いいりこがとれる.それ.塩だ11

で煮た晶ι人の自で念入。Jに遭

別して蛸の{皐がれがないものだ吋

を市場lこ出すので晶晶.他の出

~tと .-D壷薗すうま時がとれ

る‘いりこの革命史だ.

e708525同
山下海直

lel.0875-25・3165

伊達真掴
【.姐.宇和.附]

t、〈らでも食べたt叶

口当たりの t、t、fi闘 。

..珊の骨恒謹W量れ込む、牢

和島町置橿.珊埴です〈す〈と育

つ伊温車 飼.湾の中にあり.W

ら遭い湖の連れと‘木埠60mの
自然珊壇Z戸、 魚の身.引宮崎.

て費しい揖に成島，せτ〈れる，

プロの料理人..唱もせ吾、自陣

もが"舌触りとしっかりした身慣が

特徴.:1.;大学生"畠に健室.

しτもらったところ.全員W貴.

のi血い畳間院したという.たく書ん

宣ベTbしつこ"f.仁著者tこ
b人"の院だ.

.，尾 (前2kS)40曲円

村田水量

lel.089S・23・3490

丹這大納富小豆

和三盆舗

[香川鳳軍かがわ市]

消費者からる聡人からる

置される手作りの砂格。

信1e喜，na石t回azz---a-a・m司i 

主若宮

一 一目

一J‘.一.. ・

立戸時代より‘.峨"園町特

産品だった和三盆・.200年前

から壁け.Wれ.ザトウキビの置

培、押り、.りなどの措埠をその

ま宜用いτ伸られた幽眠古来的

和三盆植は‘晶っ喜りと檀障もよ

〈、料理の引曹立て位としても人

Mを"レでい畠ー

その貿.守るべく‘全国の老

割和軍子直>0軒が轟宜り『副

積三盆檀館再会J畳値属.加三

盆M.、多〈の支持曹に宣えられ

なが.来車へと健承喜れ篇11晶.

.30081050円
三笹割種

teL0879・33・2224

せとか
[安婦園陸上着町l

出 合 った ニkのない

置 JQ:な昧と守寄り。

安盛的量北 a 大三島"中に晶

畠上滴町で..温喧な罰慎t活

かしτ樟々な掴掴のみかんが揖

培されτぃ晶.中でも帽晶構 『せ

とかJ.、他の柑樋よりもひと固

1);大書なポテ.ィに果関がぎっしり

踏まった棺度の高いみかん.

デリサート"晶梱ゆえ有蝿舷

地U蝿しいとされてい岳W.有圃

柑揖量'"で晶.rリモーヰJW蝿

.轟草地に橋副中だ.来春にU

届'"晶ろう‘四国かもの甘い便

りに期情したい.

elkg (4-5個)9凹円

limone 
teI.0897-87-2131 

[A...山市】"した相同事b乱叩橿する出 手..例代2・.崎 市

議，よ(.lf.tI・〈てロ1IIt.:'J.tし...ぜんざい 勾IHrl'.・"""・31'1(11珂
初回までの・ 倒的 ..仲園・・a 剛'"ぃ552~236・1

究極の細うとん「練J
l香川聞置出.，

瀬戸 内の車率位、

.人技が生きるうどん。

五三「て、 H-r
"":.- ----.... ， 

その自の温度と週度によっτ

圃聾した掴戸内の岨t 厳温し

た小費岨とー臓に障り上げ畠

r ~極の嗣うど1，.[圃 J J. 
掴橿と凶悪え.い恒どしうかりと

した歯ごたえU、膚林水盛大臣

買を畳冒した直人の勘と佳院か

ら生まれるものだ.すべT畳i主主

"‘かつおいしさを京めて慎存料

.慣用し主い申えに宵晴朗限.，

週間と盟いが‘軍に居ながら巳し

τ打ちたτの峰が難し時晶櫨有な

，晶害うどんで...

.3008336円
自の出艇量頑

181.0877晶"←3882

絹かわなす
{安媛県西a昼前l

石鎚山厩の 清らかな水

に育てられた甘いナス。

生でb貴べもれ晶姐ど~ぃ甘み

を締つ絹かわなすの軍.r名木う

ち白書J.これU西.市t量れ晶

加茂川の..埠木で、石掴山系証

理壇とす岳山木W下溝域で川底

から地下に謹選、ろ過書れたも

の.温度世ミ.予"骨量惇い‘市

内各地で自唱しでい..

酉S島市以外の場所で商量植え

ても‘周じように膏たないというの

がその理由.市畏の生活世主主

吾木U‘鍋かねなすtζとっても命

の本容のであ吾.

.，個198-298円
西条市轟轟臨問組合

te1.0897-56噌 9000

氷山久尖さん

そ1:米
I檀島帽園薗1

佳世に妓り続ける、

事 キトな伝統の味。

論盤強
『そぼ米』とu‘昭橿したそばの

婁から姐壷胆り..いたa・"也

の.咽檀置が少な〈‘'00拡幅

内直U非常に惜しいという.

檀島県で古〈から慢し1量れてい

ーのU、季節の野冒とそ"米豊

出汁で炊いた置土料理Itぱ米

汁J.他にも白米に翠ぜたり、諾

でる・掴げる.どしたものを和賞

に這えたりと、臨設としても万能

主宰"だ.ロに入れると h 人々が

大切に守り値lすた伝健の寄りが

ロに広がる.

e50081785円
阿撞のう草いやっち..吾内膏畢

iIiIQ120.022・339

鬼北町熟成きし
，.鍾事鬼北河}

全国に羽 を広げる、

小さ主町の大きな夢。

日本量慢の摘埠で晶畠田万+

川の主連追いに広が晶鬼北町.

人口1万3000入植のこの町に

も、退陣化や高齢仕の温W押し

寄せていた.それ聖打破Tベ〈、

産量揖興のひとつとしτ舶宜った

のが曹じの飼膏であ晶.

飼料のIl-化や期成工砲の

横酎.どの企盤調カ..ねた鶴

果‘』引もいだけでなく書室町肉

として今で..外からのヱーズも

高い.曹じに元買聖もらい.W'、

町は今日b膏贋し値けτぃ晶.

.，調 {的9田 g)3675円
鬼~きじ工贋

teI.0895-48-077 ， 

アカウ二
I寄島事・要量町l

これだけ肉厚なクニは、

他に存在し なl、!

意晶晶ウニの中でも‘とりわ吋

関車で甘みたっぷりのアカウヱ.

7'，ら>0月にかIIT湖水温で

本蝿げされるとの畠樋..産地で

ある穂畠曹の中でも劃 ff:Þ~仁

地層で泊費されるζとが'い帯

少品.形や桝慣を保った仰に慣

杓れ畠ミョウパンのi!周..掴力

闘えてい吾ためも揖特の苦みも.

くうま味が誕値されてい晶.

指揮司贋害んや小料理..口

にで幸たら‘とてもラッキーだ.

.極官誼 3000-4000円 {卸

僑禍}

信羽院長

tel.088-628-2638 

割厳でんぷ〈
【香川.，.曾市]

豊か な 踊 場 で摺れる

幻の隠れフグ。

置から峰W翠いことで有名な司

調戸の息.中でも天沼町ナシフ

デU‘園内でも4鴨にしか水揚げ

壷酔されてい"い希少な岨だ.rで

んぷ<JとU‘.岨の趨闘たちか

ら呼び伝えられて曹た量神.

こくと歯融りのよ害W特簡で、

刺身平鍋のほか‘一夜平レや膚

揚げ宰どでもおいし〈いただけ晶.

寺や県内Uもちろん全国にもじわ

じわとその..轟かせ‘密かにフ

ァン豊増やL健吋τぃ晶幻の?タ

宮町で晶晶.

-うち鍋パーティーセット7875円

キンザフ-x
leI.0879-42-5624 

H 刊 山崎 臨時tn...1lftr.IIIJt奮闘姐牌H 酬 .抽

λ幡町町村長自l'fd(/)tI'tl!r:t過しτIiUt.n~'1何時旧柑
.衡問』仁 ，.殉の貧."遭a・・u.ra写省IUt.JII，jfUじめ'∞".ど.

印刷。τ0，，"，'抑制o078 



ヲロメ
!大分県大分布)

冬限定で味わえる

住賀聞の海の恵み。

橋艶
世賀聞では、カジメH ヲロメj

と呼ぶ。高島周辺の潮の;誕れが

遣い連調?掃れる海殖で、アワ

ビ.，どの餌としても置要書ため、

担橿量や轟悶 ，，.から3月)、調

者を限定した量量.，量材だ畠

ホ掲げきれたフロメU樺状に器

かれ‘〈しで留められる，根元から

細かく刺んで、味噌汁に入れたり屯

しょう申書どを加えてか曹埠ぜたあ

と、舶いごUんに躍せて貴べるの

が一般的。独特めねばりと膏沢

.慢の香りが口中に広がる.

.，本 (200-250g)450円

大分市商工農政留農林水産霞

le1.097-537・ 5783

工ノハ
(大分県竹園甫}

自然の名水がずfんだ

磁かな叩味。

制 |
祖国山北部町山植にあ晶神

車混吾一帯は、湧本により水温

が安定しτいるため‘埠水魚の

宝庫だ。清滑にしか膏た.いこと

から『連環~宝石」と体される工

ノハ，櫨息しているこtもあり、

;翼連釣りのiッカとして名高い.

エノハは‘ヤマメ‘nゴめ総

称。地元で国昔からその名で捜し

草れて曹た.川魚特有の臭みがな

ι 上品.昧で塩娩曹にしτ素材

の旨みを堪障す号。とりわ吋脂が

のった置の工ノハは格別だ.

.塩焼曹， *釣500円~

竹国市在所商工盟光臨

lel，0974-63・ 4807

自ごま
{鹿児島県喜界町1

美 lt、Mが生んだ、美しいゴマ。

紺碧の揮に浮かぶ喜界島U‘

白ゴ7的生産量が日本一。逼曜

"住『珊瑚碕由来のア"カり士

壇.ど、ゴ?誼培に過した長件~

そろうことから‘古くより自京周蝦

地，行われて曹た，輸入ゴマが

99.9協を占的畠日本において、

貴重立国量ゴ7産地として，主目

を活び始めたのが1980年代。

本格脅培が抽まるとともに雄培

面摘が艦大し‘ 2006草に i孟

100h自費超える圏内畳大のゴ7

鯛邸クJ

刈り取り後の天日干

し.織で阿川、て脱婚し

さらに実日平しをする.

産地と.った。

明暗は花が落ち司実~色づく7

月から9月ー島の至るところで、ゴ

7#実目平しされ‘ほかでは見ら

れない喜界島章らでUの光景が

広がる.丹精込めτ作られたゴ?

U寄り、暁ともに逸品。二毛作

~費作であるさとう曹び在使用レ

た"樟=ゴ7.子なども特産品だ.

.，能 (50S)300円

章品開発

lel.0997・65・ 0863

{安婦四島 孝和島.1火.λれτ..τも梗，.ら.いこと，目縁に曹τもれでいる鍋.

J警の岡山善い人k岡 山マイル同開.b!>~"'..~コ ')コ')しk・ご叫，す.
・ 慮(釣2k8)40∞岡崎弘水産愉"ω.6285.0559)

しいたけ

l犬分県目園市]

ζだわりの原木で

nった英味。

大分県U‘昔からしいたけが自

指発生できる好買慢として知られ

る。 子実体~生買するのに適し

な材が多〈、干ししいたけの生産

量u圏内シzア3分の1在占める。

日田市実湖町で原木周のn
ギ盤培から拝い、しいたけ帯植を

する楠木畠ーさんは、「安全でお

いしくJ.モットーに、暗かな品質

のものだ"を少置販売してい吾ー

一自の軍唖差t戸大曹ぃ天満町の

質量がつ〈昏芳潤申書リ、肉質

AJ)'f.&しいた""絶品.

.lk，g3500円 ~

楠木昌一

le1.0973-57・35宮2

種子島おとめ

[鹿児島県中種子町}

リピーター続出。
種子品提、幻のl、色。

かつて生産農軍が自食用に欝

増しτいた種子島おとめは、その

誌野のおいしさと".腫lこ、現在

まで大量生置され晶ことなく、広〈

知られるととは生かったe

2牢問、『中園久太郎樋干島

工場Iから載埴憤帽を受けた岨

本浩尚喜んは司初めτロにしたそ

町時に感動し、本格的に自家世

培査結めたa 地元でも蝿名.芋

だったが‘ r-度食べるとヲセに事

るj と')ピー空ーが続出，日保ち

のよさも人賓の4畠酷だ.

."旦約600円~

ともの倶楽部

lel.099・ 255晶 7716

山恨I!留さん

天草たZ
[鱒本県苓北町】

たこ暁き屈さんも喜ぶ.

確かな歯ごたえが自世。

天草郡苓北町国世コつ!f1llff

盛ん.地方，掴れる7ダコは平

国1.8kι 最大で'"と膏快.大

きさを踊る。寅ベごたえのある蹄車

った身，自橿だ.

実草温也苓北宣簡では‘より

魚に聴しんでもらおうと 『天草たこ

ダービーj を間情。4月-5月に

公募された.コつぽオ ナ-，‘

自らのつほから引書掲げた，コの

量量を盤う。姐れた9コ"鯛科で

オーナーに冷却先送事れ、 λ宵

者には事草酒産物も進呈される。

.，コつぽ1個一口6000円

天草量協苓北支所

lel.0969-35-0050 

五T灘釜妙り寮
{宮崎県五ヶ讃町]

五タ瀬に伝わる

昔なヵ:りのお茶 。

酉臼杵酷宜ヶ掴町では、つい

20年ほど閉まで、缶軍塵?自軍

周のお革を搾っていた。朗早くか

も山茶(天然自生薬)を摘みに

出かけ、台所にある大曹.量で、

味噌や醤油豊通るように、お藁を

妙畠.fi<蹴の「董妙り莱jだ。

葺妙り製法で作られるお藁U、

日本茶~金生産量の5%以下.

近年、その製法を視活害せた『五

ヶ瀬峰製革Iで1:.r手砂り茶』

の控樹を揖揖創造に活かしτ‘

構歩.革作りに〉主力している.

e10081050円

五ヶ掴棋製菓

leI.0982-82-1379 

水前寺葉
[鯛怠 R熊本甫]

鮮やかに輯と柴が帯る

個性盟かな 某襲。

江戸棚から、脚本市水師寺の

濁書本で草地喜れ、茶席で藁花と

しでも珍重されτいた幻の野事。

加賀野草め 『金時草jと同一祖

?‘抽特の皿陪とぬめりが特世。

シ〉プJレ.おひたしがよ〈合う。

近年、説培がm活したばかり

で生産贋*-数える陪ど.r隠れ

た宣j といえる特車物だが、

2006年‘ n*伝鉦野草『ひご

野襲Jに回定され、生章者の膏

成や料理開発事ι u .目指

した取り組みが進められている，

et:lJ12Q円~

間本大岡青果

lel.096・323・ 2511

トロントロン牛乳
【宮崎県'"南町】

川南町の 地名、

トロントロンに由来。

E 

宮縄県ー '"商町の牛事U H7'

り?ン乳韓』が‘同町の酪風薫

と手を組み、生書者割遭奮の

蹟"見え晶牛帆として開発した。

牛乳本来の風院を追求し、闘搾

られた生""その自の骨の品加

工する.

今春から口蹄痩の能書で描定

酪農軍の生乳，使用で宰な<.

6人 地雄外の宮崎産生乳在使用

寸ることに。現在もこれまでどおり

の割詮でおいしい牛乳作りに尽

カしている，

.2本 "本 1000・t)800円
7リマン乳樟

lel.0983・ 27・ 3513

。，ねひろのぷ・ "隠魚の週人凶会j代喪..婦の水産仲卸禽を."水虚浪温
の不合理に栂...しτ 油元の甫温盆飛び幽レ"揮.の盗人箇金j金.立.自制さ
何i!f:A刊師団剛一酎時柵S胞の輔通・.'l:JI~~市開ョ込む.

田町。QctQbf!r201 0臨




