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（1月9・10日配布） 次回発行は1月25日です

祝 和食が世界無形文化遺産に！

全国の編集長が厳選

発行

無料

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町9-1
☎054
1231
（255）

サンケイリビング新聞社

黒毛和牛と自家製割下…6人
★荒井屋 黒毛和牛・自家製割下
（徳用上肉
〈赤身〉
牛
鍋・すきやき用400ｇ 2 〜 3人前、自家製割下１合）
。
5250円

A

横浜発祥！牛鍋、食わねば開化不進奴
仮名垣魯文作「安愚楽鍋」に、「牛鍋食わねば開
化不進奴（ひらけぬやつ）」というくだりがあるほ
ど、明治期には大人気となった牛鍋。外国人居留
地のあった横浜で、牛肉を食す西洋の文明を取り
入れ、日本人が生んだ和食です。

point 鉄鍋に入れた肉に割下
を注ぎ火にかける牛鍋。1895
年創業の荒井屋の目利きが選
んだ肉を秘伝の割下で。

■牛鍋処 荒井屋本店
☎045（251）5001
FAX045（251）5002
http://www.araiya.co.jp

［調理例］

に

えひめリビング新聞社

鯛釜めしの素………8人
★鯛釜めしの素
（200ｇを3袋 、もみのり5g）。
3300円

C

人
0
5
1

いいことあったらみんなで鯛めし
松山の郷土料理といえば鯛めし。最近では簡単にでき
る「鯛釜めしの素」が人気。宇和島産の真鯛をレアの状態
に加工、カツオと昆布の一番だしで仕上げているので、
お米と一緒に炊くだけで風味豊かな鯛めしができあがり。

point 大きな器に盛ってミ
ツバなどでトッピングすれ
ばより華やか。おもてなし
にもぴったり。

世界に認められた日本の食文化。リビングネットワーク
各社から、長年地元で愛され、未来に残したい和の食材
や料理セットの数々を、どどーんと150人にプレゼント！
応募方法は3面をチェックして。
※★印はプレゼント内容です
※商品を取り寄せる場合、特記以外は別途送料がかかります。
送料は地域によって異なります
※商品注文の受付日時は定休日などで限られる場合があるので了承を
※商品の内訳に記入されているもの以外はプレゼントに含まれません

リビ
「リビこれ！」
これ！ マークがついているものは、通販サイト
で購入できます。http://livicolle.jp/

2・3 面にもプレゼント！
静岡リビング新聞社

志 太 泉 純 米 生 原 酒 ………………………18人
★志太泉純米生原酒
（アルコール度数18％、720ml・1本）。1418円

D

3

［調理例］

■ギノーみそ
☎089
（984）2135
FAX089
（984）7300
http://www.gino-miso.co.jp/

さわやかな香りが広がる純米生原酒
富士山のお膝元、静岡からは志太泉純米
生原酒。自然に恵まれた藤枝市の瀬戸川上
流の軟水を仕込み水に、静岡酵母NEW-5、
原料米は山田錦100％を使用。 ふね で仕上
げられた季節限定品。しぼりたてのさわや
かな香りと柔らかな味わいが楽しめます。

point あふれるうま味と爽やかな香
り。和食はもちろん洋食にも合います。
■志太泉酒造
☎054（639）0010
FAX054（639）0777
http://shidaizumi.com
※注文の受け付けはファクスのみ

南日本リビング新聞社

最高級カビ付け節の本枯節
と鰹節削り器……………3人
B

★最高級カビ付け節の本枯節3本と鰹節削り器の
セット（本枯節３本、鰹節削り器１器）。6300円

極上のだしの風味を削りたてで！
日本有数のかつお節生産量を誇る鹿児島県枕崎
市。江戸時代中期から受け継がれる伝統技術の下、
カビ付けを繰り返し行い、極上のかつお節と評さ
れるのが「本枯節」です。だしの風味を楽しむなら
削りたてが一番。自らの手で粋に味わって！
point 削りたてのかつお節と
少量の味噌をおわんに入れ
て熱湯を注ぐと、即席みそ
汁「茶ぶし」が完成。

■こちら南国便
0120（550）759
FAX0120（660）759
http://nangokubin.net/

播磨リビング新聞社

K

和歌山リビング新聞社

熊本リビング新聞社

鱧皮かまぼこ…………………10人

紀州梅真鯛梅＆梅まぐろ梅…3人

天然吊しえび…………………4人

★鱧皮かまぼこ（１個）。3310円※編集部調べ

★紀州梅真鯛梅＆梅まぐろ梅
（各8個入り）
。6720円

★熊本県芦北産

ハモ１匹原寸大の極上かまぼこ
脂ののった瀬戸内産のハモと播磨の地酒など、地元素材
にこだわった調味料で作った、インパクト大の手作りかま
ぼこ。弾力ある食感の後に、上品なうま味が広がります。
播磨を代表する版画家・岩田健三郎さんが手掛けたパッケ
ージにも注目を。

H

紀州の海と山の特産がコラボ

E

和歌山といえば梅干し！ただ
し、この梅干しは黒潮が育てた
海の恵とコラボした新しい味。
大粒南高梅の中は種ではなく、
梅エキスで育てたマダイとマグ
ロのフレークが入った高級品。
ダブルのおいしさを味わって。

天然吊し焼きえび
（10尾）。5250円

３時間じっくり焼き上げた逸品
熊本県南部の不知火海に面した芦
北町。
「海の貴婦人」と呼ばれるうた
せ船で獲れたアシアカエビを、１年
間乾燥させた松の薪で３時間焼き上
げ、旨味をギュッと閉じ込めました。
かめばかむほどエビ本来の旨味が広
がります。

point 厚 切 り で ご 飯 の お 供
に、細切りにして酒のさかな
に。トースターであぶるとよ
り香ばしく。

point これだけでも酒のさかなに。白
いご飯はもちろん、お茶漬けにする
と魚のうま味が絶妙！

point 濃いだしがとれるので、雑煮や鍋料理
に 使 わ れ ま す。 地 元 熊 本 で も 貴 重 な 体 長
20cmのえびを丸々使用することも！

■ヤマサ蒲鉾 夢鮮館
☎079
（335）3555（代表）
FAX079
（335）
1553
www.e-yamasa.com

■岩谷
☎0735
（65）
8011
FAX0735（65）
0616
http://iwatani-umemadaiume.jp

■みやもと海産物
☎0966
（82）
2320
FAX0966
（82）
2252
http://www.miyamoto-ksb.com/
［調理例］

広島リビング新聞社

L

仙台リビング新聞社

がんす…………………………4人

ほっきめし……………………5人

★
「がんす娘。の練り物セット」
（うまいでがんす2枚入りを
6つ、たこかまぼこ2つ、たまごかまぼこ1つ、あなご入りち
くわ2つ、ほか練り物詰め合わせ）。5250円

★ほっきめし折詰
（1人前）
を3つ。4725円

I

後からピリッ！うまいでがんす
広島や呉で愛されるソウルフード「がんす」は、魚のすり身にパ
ン粉をまぶした 揚げかまぼこ 。創業65年
の三宅水産がこだわりの味で仕立てた生地
には、タマネギと唐辛子が入っていて、甘
みと後からくるピリ辛感がクセになります。

ホッキの旨みが米一粒にまで！
良質なホッキ貝の産地として知られる、宮城県亘理
（わたり）
郡亘理町が誇る冬の味覚。ふっくらと煮た肉厚で甘みの強い
黒ホッキ貝を、貝のだしと秘伝のタレで炊いたごはんに乗せ
ればこれぞ至福！ シャキシャキ食感は鮮度抜群の証です。

point 温める時は、ホッキを
外してごはんだけをチン！
貝が硬くならずおいしくい
ただけます。

point フライパンやトースターで焼くと揚げ
たてに近づきます。パンサンド・焼きそば、
おでんなど汁物にもアレンジ。

■わたり あら浜
☎・FAX022（263）
0840

■三宅水産
0120（996）539
FAX0823
（74）8346
http://www1.enekoshop.jp/shop/miyake1950

道新サービスセンター（オントナ）

「鮭香るしょうゆ」
「鮭香る白だし」
…10人
★鮭香るしょうゆ・白だし6本セット
（鮭香るしょうゆ500ml
を3本、鮭香る白だし500mlを3本）。4200円

F

北海道の鮭を使った旨み濃い逸品
かつお節と比較しても、味・香りともに勝るとも劣らない
といわれる北海道産の鮭節。特製コクまろ醤油と相まって生
まれた、甘み・旨
（うま）
みが濃い
「しょうゆ」
と
「白だし」
です。

point 料理にそのままか
けても風味豊かでおいし
く、煮物・焼き物に使っ
ても、まろやかで美味に
仕上がります。
■福山醸造
0120
（108）
482
http://www.tomoechan.jp

［写真はイメージ］

滋賀リビング新聞社

M

サンケイリビング新聞社

福島リビング新聞社

近江米新品種
「みずかがみ」…5人

あなご三昧…………………10人

家傅七宝寒造り味噌………10人

★近江米新品種「みずかがみ」
（10kg）、
4000円前後※販売店、
時期により価格は変動します

★あなご三昧詰め合わせ（焼あなご2尾、煮込あなご1尾、八
幡巻1本、味付きざみ1袋、あなご丼のたれ2個）
。3150円

★家傅七宝寒造り味噌
（3kg）。2650円

ほどよい粘りとまろやかな甘み！
近畿の米どころ滋賀県が10年かけて
開発した期待の新品種。琵琶湖の環境
に配慮し、農薬や化学肥料を通常の半
分以下に減らして栽培された、冷めて
もおいしいお米です。

point 冷めてもおいしいので、お弁当やお
にぎりにも最適です。
■滋賀県農政水産部
食のブランド推進課
☎077
（528）3892
FAX077
（528）
4881
※2013年産は滋賀県内先行販売中

J

リビ
これ！

厳選あなごを独特の加工技術で食べやすく
かつてあなご漁が盛んだった大阪湾の堺旧港周辺には、高
度な目利きと加工技術を持つあなご屋が軒を連ねていまし
た。その食文化を伝承する松
井泉（堺市）が、長崎産や韓国
産など、国内外のあなごを加
工した商品を集め、オリジナ
ルの詰め合わせにしました。

point 焼あなごは丼や鍋物に入れて
もOK。味付きざみは混ぜご飯、煮込
あなごは散らし寿司の具に。
■松井泉
☎072（245）
1779
FAX072
（244）
1345
http://www.matsuiizumi.co.jp

G
リビ
これ！

100年継承されてきた糀製法
昔から米や大豆の栽培が盛んだった
福島県では、各家庭で味噌を作る習慣
がありました。
「家傅七宝寒造り味噌」
は、100年継承されてきた糀製法。国
産大豆、国産米、ミネラル豊富な伯方
の塩を使った長期熟成タイプです。

point ニシンや生揚げ、里芋などを
串に刺し、味噌を付けて炭火で焼き
上げ、福島県の郷土料理
「田楽」
に。
■宝来屋本店
0120
（432）
636
FAX024
（944）
6859
http://www.e-horaiya.com

福山リビング新聞社

T

栃木リビング新聞社

西日本リビング新聞社

尾道でべら…………………10人

日 光 ゆ ば ……………………10人

ぬ か だ き ……………………5人

★尾道でべらセット
（でべら
〈大〉10枚）
。2000円
※特別セットにつき送料込み。通常は別途送料がかかります

★日光ゆば
（15個・化粧箱入り）
。2270円※クール便代込み

★ぬかだき詰め合わせ（いわしのぬかだき〈330ｇ、約5 〜 6
切れ〉
、ちりめんじゃこのぬかだき〈150ｇ〉
、さばのぬかだ
き
〈280ｇ、約3 〜 4切れ〉
）
。3400円

港町・尾道の冬の味
「でべら」
「でべら」
は、瀬戸内の港町・広島
県尾道市で約300年前から親しまれ
ている冬の風物詩。タマガンゾウビ
ラメの天日干しで、うま味が凝縮し
た深い味は、
あぶり焼きやお茶漬け、
和え物などのほか、酒のさかなや
贈答品として愛されています。

point エンガワ・頭・尾びれをカットして
焼いた身を、熱いうちにタレやポン酢に浸
すと、骨からはがれます。金づちでたたき、
骨を砕いてから焼く昔ながらの食べ方も。
■でべらのささい
☎0848
（22）8712
FAX 0848（23）2280

Q

日光伝統の奥深い味わいの逸品
日光連山の天然地下水100％と栃木県産大豆で作られた風
味豊かな「日光ゆば」
。素材の味がストレートに伝わるから
こそ素材にこだわり、無添加・無着色。すべて手作業でひ
とつひとつ心を込めて丁寧に仕上げています。

point 重ねて巻いたゆ
ばの輪切りを揚げた人
気商品。油抜きをして
からダシで煮含めて召
し上がれ。

N

ご飯にぴったり、栄養も満点！
小倉藩小笠原公の好物だったといわれる、小倉の郷土料理
「ぬか炊き」
。この店では、48年もののぬか床を使って青魚をじ
っくり煮込むので、臭みがなく骨まで食べられます。魚は野菜
を漬けこんだぬか床などのうまみが凝縮され、やさしい甘さに。

point ご飯のおかずやつま
みのほか、栄養満点のタレ
をご飯にのせれば子ど
もの食事にもおすすめ。

■松葉屋
☎0288
（21）
0658
FAX0288
（21）
0853
http://www.yubamatsubaya.com

■まいこのぬかだき
☎093（931）
9048
FAX093（931）
1234
http://maikononukadaki.com
［調理例］

岡山リビング新聞社

U

湘南リビング新聞社

京都リビング新聞社

千屋牛…………………………3人

やまと豚ロース味噌漬………7人

吟撰鯖寿し……………………4人

★千屋（ちや）牛 特選しゃぶしゃぶ用（リブロース肉または肩
ロース肉、550g）。8000円※希望の肉の種類については当
選者に連絡をし、確認します

★「やまと豚ロース味噌漬」セット（豚ロース味噌漬440ｇ〈肉
240ｇ<3枚>・味噌200ｇ〉を2つ）
。3675円

★吟撰鯖寿し
（1本約900ｇ〜。3 〜 4人前）。4830円

肉汁とうま味、とろける食感！

R

「千屋牛」は、黒毛和牛の元祖ともいわれる優秀な黒毛和
種。岡山県新見市千屋地域で江戸時代から飼育されていま
す。すべての牛に耳標（10桁）を付けて生産履歴を明らかに
し、厳しく品質管理。岡山を代表する地域特産品の一つです。

香ばしい味噌の香りが絶品
「湘南ひらつか名産品」認定の「やまと豚ロース味噌漬」
。専
用飼育された直営牧場産のやまと豚を無添加の信州山吹味噌
に漬け込みました。ほのかな甘みと香ばしい味噌の香りが醸
し出す極上の味わ
いを堪能してみて。

point 地元では野菜を先に入
れ、その中でしゃぶしゃぶ
を。ゴマダレとポン酢を合わ
せた ゴマポン も合います。

point そのまま焼いてもよ
し。お肉を刻み、野菜を入
れて味噌炒めにするのもオ
ススメです。

■中山精肉店
☎0867
（72）8877
FAX0867
（72）5933
http://www.chiya-gyu.com

■フリーデン
☎0463
（58）
6120
FAX0463
（58）
6124
http://yamatobuta.com

O

京の風土が育てた庶民の味
江戸時代、海が遠い京都では、若狭で獲ってひと塩したサバ
が、
鯖街道を通って届けられました。これを酢で締める
「鯖寿し」
の文化が庶民の間で発達。創業100年の「花折」では、脂の乗っ
た真サバのみを使用。臭みがなく肉厚で、食べ応えもあり。

point 葵祭や祇園祭など、ハ
レの日の料理として人気。寿
司めしが硬くなるので、冷蔵
庫での保存は避けて。
■京鯖寿し 鯖街道 花折
☎075
（712）5245
FAX075
（723）0008
http://www.hanaore.co.jp/
［盛りつけ例］

ハガキ・ファクス・
インターネットで応募を！

○ハガキ・ファクスの場合
氏名、年齢、〒住所、電話番号、ほしい商品の番号
（Ａ〜Ｕ）
とその理由を書いて応募を
【ハガキ】〒420-8503（住所不要）
「和食遺産プレゼント」係
【ファクス】FAX 054（255）1268
○パソコン・スマートフォンの場合
【リビングWebから】http://r.living.jp/mrs/1228washoku
○ケータイの場合 ………………………………………………………▶
【シュフモから】 http://shuf.jp

応募締め切り

2014年1月31日
（金）
※郵送の場合、当日消印有効

個人情報について
※個人情報の収集主体は静岡リビング新聞社です。 応募者の個人情報はプレゼント
の発送・確認にのみ利用します。当選発表は賞品の発送をもって代えます。当選者
の個人情報は、発送を委託するため、賞品を提供するリビング新聞社・提携社もし
くは、メーカー・発売元に提供します。同意の上申し込みを※インターネット応募に
よる応募者の個人情報取り扱いについての詳細は、応募フォームで確認を（このプレ
ゼントは、下記のリビング新聞ネットワーク全社・提携社の企画です。全国の全応
募者の中から、150人が当選します）
。道新サービスセンター、仙台リビング新聞社、
福島リビング新聞社、栃木リビング新聞社、サンケイリビング新聞社、湘南リビング
新聞社、静岡リビング新聞社、名古屋リビング新聞社、京都リビング新聞社、滋賀
リビング新聞社、和歌山リビング新聞社、播磨リビング新聞社、岡山リビング新聞社、
福山リビング新聞社、広島リビング新聞社、高松リビング新聞社、えひめリビング
新聞社、西日本リビング新聞社、熊本リビング新聞社、南日本リビング新聞社
※リビングWeb・シュフモで応募する場合は、
サンケイリビング新聞社が個人情報の主体です

名古屋リビング新聞社

S

高松リビング新聞社

つけてみそ かけてみそ………10人

直火焼 骨付鳥＆手羽先……5人

★つけてみそかけてみそシリーズ5本入り詰合せセット
（つけてみ
そかけてみそ400gを2本、同マイルド400gを1本、同ゆず味310g
を1本、味噌漬けの素
〈白〉310gを1本）
、2200円※編集部調べ

★お試しセット
（希少な特別サイズ
〈480 〜 500g〉
の若鶏骨付鳥2
本、瀬戸の赤鶏骨付鳥1本、若鶏手羽先塩焼10本）
。5000円相当

これ１本で名古屋めしの出来上がり！
じっくり寝かせたコクのある赤だしをベースに、上品な甘さ
に仕上げた味噌ダレ。これをかけるだけで、あっという間に名
古屋名物の味噌カツや味噌田楽の出来上がり。冷蔵庫に必ず
１本入っているという、名古屋人におなじみの調味料です。

P

熟練技が生む別格＆豪快骨付鳥
うどんに次ぐ讃岐名物・骨付鳥の中でも、驚くほどの特大サイ
ズを直火で50分以上丹念に焼き上げるのはこの店ならでは。余
分な脂や水分が落ち、ふっくら柔らかな身に凝縮されたうま味と
秘伝の味付けは、誰もがとりこに。その理由はHPをチェックして。

point たこ焼きやお好み
焼 き な ど に も ぴ っ た り。
これ１本でどんな料理で
も 名古屋めし に変身！

point 辛さ控えめで鶏肉本来
の味を感じられる骨付鳥な
ので、子どもにも◎。電子レ
ンジで温めて、熱々を豪快に
丸かぶりして。

■ナカモ
☎052
（501）
6211
FAX052
（501）
6212
http://www.nakamo.co.jp/

■本格直火焼骨付鳥 たあちゃん
☎087（886）
1967
FAX 087
（886）0888
http://tar-chan.ocnk.net
［盛りつけ例］

