
～貝まつり　第二弾

◎かつお南蛮漬けサラダ添え

◎めばるの紹興酒蒸し

◎そうめんめかぶのせ

※　掲載されている文章、産地、規格及び相場等については、弊社諸事情により、2ヶ月前

に先行して出した予想であり、掲載時の実際の状況と異なる場合がありますのでご了承下さい。

中水青森中央水産㈱　企画部

おすすめレシピ

H２９／４月度　週間催事企画案内書

お手軽・簡単

青森の花見・行楽商材



※青色日～九州地区大型巻網休漁日（月夜まわり期間）

日 曜日 週

1 土 先勝

2 日 友引

3 月 先負

4 火 仏滅

5 水 大安

6 木 赤口

7 金 先勝

8 土 友引

9 日 先負

10 月 仏滅

11 火 大安

12 水 赤口

13 木 先勝

14 金 友引

15 土 先負

16 日 仏滅

17 月 大安

18 火 赤口

19 水 先勝

20 木 友引

21 金 先負

22 土 仏滅

23 日 大安

24 月 赤口

25 火 先勝

26 水 仏滅

27 木 大安

28 金 赤口

29 土 先勝

30 日 友引

中水青森中央水産（株）企画部

第
４
週

第
３
週

第
２
週

第
１
週

第
5
週

●図書館記念日

●新月●国際盲導犬の日●リメンバー･チェルノブイリ･デー

●哲学の日●国会図書館開館記念日●婦人警官記念日●駅伝誕生の日

●サンフランシスコ平和条約発効記念日●身体障害者福祉法施行記念日●缶ジュース発売記念日●象の
日

●昭和の日●天長節●社会教育週間●畳の日●苗っこまつり（田舎館村）

●日本ダービー記念日●植物学の日●寒の戻り特異日●秘書の日●国際盲導犬の日

●国連記念日●市町村制公布記念日●歩道橋の日●ファーストベイデー（初任給の日）●拾得物の日

●もずくの日●国民年金法公布記念日●女子マラソンの日●大志を抱く日●早稲田レガッタ復活の日
●同窓会の日

●春土用の入り●いなりの日●恐竜の日●ハローワークの日●少年保護デー

●シジミの日●慶應義塾大学創立記念日●サン・ジョルディの日●こどもの読書の日●地ビールの日

●発明の日●世界アマチュア無線の日●よい歯の日●よい刃の日●三重県民の日

●地図の日●乗馬許可記念日●同窓会の日

●春土用の丑●穀雨●郵政記念日●女子大の日●青年海外協力隊の日

●民放の日

●清掃デー●アースデー（地球の日）●よい夫婦の日

●大仏の日●左官の日●反核燃の日●美術展の日

●満月●メートル法公布記念日●度量衡記念日●中央線開業記念日●ガッツポーズの日

●女性の日●瀬戸大橋開通記念日●ヨットの日●駅弁の日●建具の日●四万十の日●インテリアを考える日

●タイタニックの日●ポスト愛護週間●フレンドリーデー●オレンジデー●パートナーデー

●世界宇宙飛行の日●東京大学創立記念日●パンの記念日●パンの日

●水産デー●決闘の日●喫茶店の日

●東京ディズニーランド開園の日●よいこの日●第六号潜水艇遭難の日・佐久間艇長殉職の日●ヘリコ
プターの日●遺言の日●象供養の日

●ヘアカットの日●デビューの日●横町の日●小笠原返還記念日

●春の全国交通安全週間（～15日）●北極の日●白の日●コンビーフの日●寒の戻りの特異日●城の日

○国際盲導犬の日（24日）

○もずくの日（16日）

(4月最終水曜日) 1989年4月26日(水)に国際盲導犬学校連盟が発足したことを記念して、1992年より国
際盲導犬学校連盟が制定した日。日本盲導犬協会をはじめとして、各協会がチャリティーウォークなど
イベントを行う。目の不自由な人にとって大切な盲導犬の普及と、一般の人々の理解を目指した記念日
である。

○清明（5日）

平成15年の4月20日に沖縄で生産量が一番多い勝連町でモズクの日を宣言した。沖縄モズクは収穫時
期が3月後半から7月前半であり、最盛期である4月の第3日曜日をモズクの日と制定した。

二十四節気の1つで、この日から穀雨までの期間をいう。太陽黄経が15度のときで、万物がすがすがし
く明るく美しいころ。

○寒の戻り特異日（6日・24日）
寒の戻りが起こる確率の高い日。
寒の戻りとは、春になって気温が上がる時期に突然やって来る寒さのことで、大陸からの寒波、北東気
流による冷え込み、移動性高気圧による夜間の冷え込み等によって起こる。

冠   の   日

●労働基準法公布記念日●鉄腕アトムの誕生日●農林水産省創立記念日●世界保健デー

●花まつり●ヴィーナスの日●参考書の日●忠犬ハチ公慰霊祭●おりがみ供養の日●タイヤの日

２０１７年４月度 行事カレンダー（全国）

一般行事・記念日

●エイプリルフール●入社式●新学年●新会計年度●児童福祉法施行記念日●売春防止法施行記念
日●トレーニングの日●綿抜●不動産表示登記の日週間（～7日）●オンライントレードの日●ストラップ
の日●未成年者飲酒防止強調月間（～30日）●春季における都市緑化推進運動（～6/30）

●国際こどもの本の日●図書館開設記念日●世界自閉症啓発デー●五百円札発光記念日●週刊誌
の日●歯列矯正の日

 ※青森市場休場日

●日本橋開通記念日●いんげん豆の日●愛林日●清水寺・みずの日●悪天の特異日●神武天皇祭●ペルー日本
友好の日

●沖縄誕生の日●交通反戦デー●トランスジェンダーの日●ピアノ調律の日●あんぱんの日●オカマの日



※青色日～九州地区大型巻網休漁日（月夜まわり期間）

日 曜日 週

1 土 先勝

2 日 友引
3 月 先負
4 火 仏滅
5 水 大安
6 木 赤口
7 金 先勝
8 土 友引
9 日 先負

10 月 仏滅
11 火 大安
12 水 赤口
13 木 先勝
14 金 友引

15 土 先負

16 日 仏滅
17 月 大安
18 火 赤口

19 水 先勝

20 木 友引

21 金 先負

22 土 仏滅

23 日 大安
24 月 赤口
25 火 先勝
26 水 仏滅

27 木 大安

28 金 赤口

29 土 先勝

30 日 友引

（注）掲載しているイベント・行事は開催日時・内容等が変更になる場合もあります。 中水青森中央水産（株）企画部
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●龍飛岬観光案内所「龍飛館」（外ヶ浜町/～11月30日）

●シジミの日●うぐいすマラソン大会（南部町/要確認）

○白神海ものがたりと漁師の朝飯
（深浦町/下旬～9月中旬）

箱メガネで海中を覗いたり、海上から白神山地を眺めたり、遊漁船に揺られて海
遊び。船から下りた後には、新鮮な魚介類を贅沢に使った漁師の朝飯をいただ
く。

○ヤリイカ味覚祭り（中泊町/下旬） 当日は、ヤリイカ釣り体験やワカメのつめ放題などが行われる。ヤリイカ釣り体験
で釣ったイカは、2階のレストラン「竜泊」で刺身にして食べることも可能。

●みさわ桜まつり（三沢市/中旬～5月上旬)●ヤリイカ味覚祭り（中泊町/下旬）●春物語ツアー（中泊
町）●さんのへ春まつり（三戸町/下旬～5月上旬）●むつ桜まつり（むつ市/下旬～5月上旬）●志賀坊
山野草まつり（平川市/下旬）●十和田湖奥入瀬観光ボランティアの会（十和田市/下旬～11月上旬：要
予約）●世界一の桜並木（弘前市/下旬～5月上旬）●黒石さくらまつり、津軽くろいしカタクリの小怪ツ
アー（黒石市/下旬～5月上旬）●南部春まつり（南部町/下旬～5月上旬）●ろくのへ春まつり（六戸町/
下旬～5月上旬）●三戸城・県立城山公園（三戸町/下旬～5月上旬）●のへじ春まつり（野辺地町/下
旬～5月上旬）●さくらまつり（板柳町）●芦崎湾の潮干狩り（むつ湾/下旬）●春物語ツアー（中泊町/下
旬）●青森春まつり、浪岡さくらまつり（青森市/下旬～5月上旬）●八戸春まつり、八戸緑化まつり（八
戸市/下旬～5月上旬）●蟹としろうお祭り（外ヶ浜町/下旬～5月上旬）●桜まつり（東北町/下旬～5月
上旬）●弘前さくらまつり（弘前市/～5月上旬）●しちのへ春まつり（七戸町/～5月上旬）●おいらせ町
春まつり（おいらせ町/～5月上旬）

●道の駅しちのへ物産まつり（七戸町/～5/11)

内          容

●白神海ものがたりと漁師の朝飯（深浦町/下旬～9月中旬）●津軽三味線ライブ（弘前市/～10/26)

●かさまい大畑さくらロードさくらまつり（むつ市～5月上旬）●金木桜まつり（五所川原市/～5月上
旬）●おいらせ春まつり（おいらせ町/～5月5日）●モヤヒルズ　グリーンシーズンオープン（青森
市/下旬）●桜流鏑馬（十和田市/下旬）●おのえ花と植木まつり（平川市/～5月上旬）

  ２０１７年４月度 行事カレンダー（青森） 
※市町村合併にともない、現在廃置分合申請書
を県へ提出済みの市町村については、新市町村
名にて記載しております。(1/7現在）

青森県内イベント・行事

※青森市場休場日  ●…津軽  ●…南部　●…下北

●十和田湖湖上遊覧（十和田市/要確認）●立佞武多の館（五所川原市/～9月）●津軽三味線ラ
イブ＆体験（五所川原市/～11月）●小説「津軽」の像記念館（小泊村/～10月）●十二湖トレッキ
ング（深浦町/上旬～11月下旬）●津軽スコップ三味線快館（五所川原市/～11月）●小説「津軽」
を巡る（深浦町/～11月）●八甲田・十和田ゴールドライン開通（青森市）●こどまり新鮮朝市（中
泊町/～12月第3土曜日）

●高山稲荷神社春季大祭（つがる市/～19日）●しちのへひなまつり(七戸町/要確認)

●モズクの日●八甲田山春スキー（青森市/～5月下旬）●白神十二湖山開き（深浦町/中旬）

●遊覧船「夢の平成号」（脇野沢/～10月15日）

●土用の丑の日●十和田市春まつり（十和田市/中旬～5月上旬）●遊覧船「仏ヶ浦観光船」（仏ヶ浦/
～11月10日）

●イルカいないかキャンペーン（外ヶ浜町/～6月30日）●白神・暗門を歩く（深浦町/下旬：要問合）

●春土用入●蕪島祭り（八戸/第3日曜日）

●福寿草・かたくりまつり（七戸町/中旬）

●湯の島カタクリ祭（青森市/中旬～下旬）



春の海藻と貝まつり

<めかぶ>

産地： 三陸

盛漁期： 1月中旬～4月

商品規格：500g×20入　100gP

予想中水相場： ｋ800～ｋ1000

売り方：

<生わかめ>

産地： 三陸

盛漁期： 1月中旬～4月

商品規格：500g×20入

予想中水相場： 500g　P100

売り方：

<もずく（花もずく、草もずく、岩もずく）>

産地： 青森県

盛漁期： 4月～5月

予想中水相場： 500g　P100

売り方：

<ふのり>

産地： 宮城・青森

盛漁期： 2月～4月

商品規格：1k袋詰め　インストアパック

予想中水相場： k1000～k1500

売り方：

”めかぶ””もずく”は、ガンを予防する効果がある食物繊維や
フコイダンが豊富に含まれていることで注目商品、新物として
打ち出す！

新物！わかめの食べ方の提案。

4月第3日曜日は”もずくの日”となる。もずくの効能と食べ方
POPでアピール！

水でしっかり洗うなどの下準備や、メニュー、産地をPOPなど
で掲示した展開を図る。

中水青森中央水産株式会社



春の海藻と貝まつり

<活帆立貝>

産地： むつ湾

盛漁期： 4月～6月

商品規格：10k/60～65枚

予想中水相場： @5500～6000

売り方：

<あさり>

産地： 千葉県、熊本県、北海道

盛漁期： 3～6月

商品規格：5k/大・中サイズ

予想中水相場： k1000～k1500

売り方：

<シジミ>

産地： 青森県十三湖

盛漁期： 4/11～6月末、8/中旬～10/15

商品規格：5k/中・小サイズ

予想中水相場： k1000～k1500

売り方：

<青柳貝（あおやぎがい）>

盛漁期： 3～4月

産地： 愛知県三河

商品規格・予想中水相場： 舌切/75g・・・500円、小柱/75g・・・800円

産地： 北海道苫小牧

商品規格・予想中水相場： 小柱大星（特大）/100g・・・3000～2500円

売り方：

<トリガイ>

盛漁期： 3～4月

産地： 愛知県三河

商品規格・予想中水相場： 7寸6尾・・・1000～800円、6寸6尾・・・800～600円

産地： 韓国

商品規格・予想中水相場： 10寸9尾・・・900円、7寸9尾・・・700円

売り方：

剥き身中心の入荷。舌切は内臓を切りとったもので、扱いや
すい。刺身や寿司ねた、バター焼きが知られている。

主にゆでて加工済製品。煮付けや寿司ねた中心。

中旬より解禁となる。4/23”シジミの日”に合わせたPOPの作
成とメニュー提案。

成貝、稚貝、ボイルホタテの品揃え。1枚売り、剥き身売り。

シジミや帆立同様、メニューバリエーションが豊富。春野菜と
合わせたメニュー提案。

中水青森中央水産株式会社



■おすすめポイント

■4月の動向

■当社参考規格と予想売価

※小鯛 20～25枚入り／1枚当たり200～300g

■日本国内水揚げ量の推移

※上記データは鯛全般を含む（農林水産省出所）

　真鯛は古くから日本人に親しまれ、百薬の長として滋養強壮に利用され、祝い事には欠
かせない魚として尊ばれてきたそうです。今でも結婚式やそのほかの祝い事には、縁起物
として1尾丸ごと使われます。

k1,000～k800

4月　小泊産の刺網物から始まり、5月中旬、深浦の定置物と続きその後むつ湾の蓬田・蟹
田・平舘と漁獲地域の北上と共に水揚量も増えていき、お求めやすい価格になります。
※小泊産を含め、活〆は良品質です。

k1,800～k1,500

k1,600～k1,300

商品名 天然真鯛

参考中水売価

春の到来と共に、「桜鯛」「花見鯛」と別名を持つ、桜色の鯛が多く見られる時期。

活〆
1入/2.0k台

k1,300～k1,000

k1,500～k1,200
定置網・刺
網・釣り

漁法

青森県むつ湾

産地

8～10入/3.0～4.0k台

2入、3入/3.0～4.0k台

1入/2k台

2、3入/3.0～4.0k台

参考規格

14,947

17,330

15,399
14,155 14,640 14,978
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中水青森中央水産株式会社



商品名 天然真鯛

■2013～2015年　市町村別平均一人当たり購入量上位10位

※上記データは鯛全般を含む（農林水産省出所）

■青森市場品目別・出荷地別取扱量

青森県, 79%

秋田県, 2%

山形県, 6%

その他, 13%
その他, 13%

2015年4月

合計取扱量5,019kg

※青森中央卸売市場データ
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青森市

第33位 333g

中水青森中央水産株式会社



商品名 天然真鯛

■売り方ポイント

POP、簡単レシピ

和食、洋食、中華等ニーズに合わせた、メニューが楽しめます！

■栄養と効能

天然 養殖

■食べ方・レシピ

刺身、塩焼き、椀種、粕漬け、味噌漬け、鯛飯、

鯛茶漬け、鯛麺、鯛チリ、煮物、あら煮、

干し物、でんぶ等

5.8 10.8

0.09

脂質が少ない割にうまみのある魚で、グルタミン酸をはじめとするアミノ酸がバランス良く含
まれています。

6.0 5.4

21.7

・ビタミンB２は口内炎や生活習慣病（動脈硬化、脳卒
中）などの予防に効果があります。

0.05 0.09

エネルギー 142 194

20.6

ビタミンB2

・血中のコレステロールや中性脂肪を低下させ、抗ガン
作用や神経の機能を維持するEPA・DHAが多く含まれ
ています。

・ビタミンB1は食欲を増進させ、タウリンも多く含み、疲
労緩和と共に、脳神経の働きを活発にし、視力回復や
肝臓病の予防に効果があります。

(kcal)

(g)

(g)

(mg)

(mg)

(mg)ナイアシン

・ナイアシンはビタミンの一種で、冷え性の緩和や胃腸
のはたらきを良くします。

平造り 柵（背身・腹身）

ビタミンB1

脂質

タンパク質

0.34

・タンパク質を多く含んでいるので、高齢者や離乳食に
も最適です。

真鯛1尾

そぎ切り

真鯛1尾パック

真鯛2尾パック
（小鯛）

切身（2切れ・3切れ）

関連商品（大葉・わさび等）

中水青森中央水産株式会社



■おすすめポイント

■2017年の動向

■当社参考規格と予想売価

■青森県内水揚げ量の推移

青森県庁水産データ出所

商品名 ウスメバル

津軽海峡地区のメバルを水揚げし、「海峡メバル」としてブランド化されています。

昨年度は、釣り物、刺網物共に水揚げが減少。価格は一昨年度対比で2～3割高となりまし
た。4月は小泊産釣り物主体の入荷となりますが、三厩、今別の津軽海峡産も並行して入荷
の見込みです。今年も昨年並みの価格と予想されます。

特に、小泊産は日本海の潮の流れにより身の締まりが良く、鮮度抜群です。6月まで少し期
間はありますが、今から売り込んでいきましょう！

水揚期間 漁法 参考規格 参考中水売価

釣り

3k/7～9入 大サイズ k2,200～k1,800

3k/11～14入 中サイズ k2,300～k2,000

3k/15～19入 小サイズ k1,800

6月～7月 刺網
3k/7～9入 大サイズ k1,500～k1,200

3k/11～14入 中サイズ k1,800～k1,500

4月～5月
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うすめばる平均単価
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商品名 ウスメバル

■売り方ポイント

一尾売り、お造り売り

柵売り、四半身売り

姿造り、単品売り

■栄養と効能

■食べ方・レシピ

煮付け、刺身、塩焼き、照り焼き、唐揚げなど

特に、春の山菜ふき、タケノコ、ゼンマイ等の

香りの強いものと合わせることで、

煮上がりがきれいで、味が美味しくなると

いわれています。

白身魚で脂質が少なく、良質なたんぱく質を豊富に含み低カロリーで消化が良い魚です。悪
玉コレステロールや中性脂肪を減らす働きのあるDHAやEPAを含み動脈硬化の予防、脳卒
中や高血圧症などの生活習慣病から身体を守る働きもあします。

可食部100g当たり

エネルギー (kcal) 109

タンパク質 (g) 18.1

脂質 (g) 3.5

ナイアシン (mg) 1.6

ビタミンB1 (mg) 0.07

ビタミンB2 (mg) 0.17

中水青森中央水産株式会社



日 曜日 週
一般行事・

毎月の記念日
生活動向 提案ポイント

1 土
●エイプリルフール●ト
レーニングの日

・新学期スタートにより、朝食メニュー「健康」
「簡単」をキーワードに訴求。

2 日 ●みかんの日 ・引き続きお祝いメニューの提案。

3 月
●インゲン豆の日●手巻
きの日

・春のさかな「初がつお」「毛がに」「海藻類」
や青森では「とげくりがに」の訴求。

4 火

5 水

6 木
●麦の日（毎月6のつく
日）●みかんの日

7 金
・まだ気温が安定しないため、温・涼の二極
化メニューの提案。

8 土

9 日 ・朝食や弁当商材の品揃えとレシピの強化。

10 月
●駅弁の日●植物油の
日

・花粉症グッズの継続。

11 火 ●麺の日

12 水
●パンの日（毎月12日）●
豆腐の日（毎月12日）

13 木 ●水産の日

14 金 ●オレンジデー

15 土 ●中華の日●お菓子の日
・桜の開花情報も多くなり、お花見、アウトドア
でのBBQ商材の強化。

16 日 ●モズクの日
・同様に、子供向けお菓子や飲料の品揃えも
強化。

17 月
●春土用の入り●いなり
の日

・春土用の入りに合わせ「うなぎ」「しじみ」の
他、旬の「初がつお」で訴求。

18 火 ●米食の日●良い歯の日

19 水 ●食育の日 ・アウトドア用品の展開。

20 木
●土用の丑の日●穀雨
●ワインの日（毎月20日）
●あゆの日

21 金 ●漬物の日 ・前週に続き、BBQ商材の訴求。

22 土 ●よい夫婦の日 ・G・Wも間近、旅行・レジャーの計画

23 日
●シジミの日●天ぷらの
日●地ビールの日

・急な気温の上昇を想定し、涼味メニュー、
ビール等の飲料、おつまみの訴求。

24 月 ●削り節の日 ・こどもの日に向けた企画。

25 火 ・サラダメニューの訴求。

26 水 ・G・Wスタート！

27 木 ●ツナの日（毎月27日） ・簡単・便利　お手軽メニューの提案訴求。

28 金
●ニワトリの日（毎月28
日）

・BBQ商材の拡充。

29 土
●昭和の日●肉の日（毎
月29日）

・初夏の味覚の訴求。

30 日
●みその日(毎月30日）●
蕎麦の日（毎月末日）

・緑茶フェア。

◎２０１７年４月 行事カレンダー

第
１７
週

第
１６
週

第
１５
週

第
１４
週

第
１３
週

●シジミの日●春土用●土用
の丑●お花見・アウトドア計
画●ゴールデンウイークス
タート●こどもの日●涼メ
ニュー

●新年度●入園・入学式●
入社式●新生活●春のさか
な●朝食●季節変わり目●
花粉症対策●体調管理●桜
前線情報●桜まつり●ゴール
デンウイーク準備●アウトドア
計画●こどもの日準備●体調
管理

●モズクの日●ゴールデンウ
イーク準備●母の日ギフト●
お花見・アウトドア計画●春
土用●土用の丑

●ゴールデンウイーク●お花
見・レジャー計画●こどもの
日●涼メニュー●母の日ギフ
ト準備

中水青森中央水産㈱



２０１７年４月　WEEKLY

4月1日（土）～4月9日（日）

キーワード　新生活～入園・入学・新社会人・新年度

4月10日（月）～4月16日（日）

《16・15年4月　青森市日別気温データ》

【新入園・入学・新生活・社会人】

入学式や入社、転勤など新生活スタートの月。

一人暮らしを始める人の為に、簡単に調理でき

るメニューやレトルト商品や冷凍食品を使用し

栄養を考え一品プラスすることでバランスよい

食事ができるプラスワンメニューの提案を図

る。

入園・入学・新社会人と新しい生活スタートの月。お祝いシーンによるハレ商材を中心にした

メニュー提案と販促ツールで華やかに展開。急に寒さがぶり返すこともあり天候は安定せ

ず、風邪を引きやすい時期。ウェザーニュースを捉え、春の魚介類でできるホットメニュー提

案とともにサラダなど冷メニューの提案も徐々に進める。

　長い冬も終わり待ちに待った春、連休は家族や友達、会社の仲間と行楽（花見）や旅行な

どニーズは高まる。飲料、弁当、おにぎりやオードブルの他、行楽用品など展開を強化。また

インドアニーズに向けた冷凍食品をはじめ、レトルト食品、惣菜関連を展開。

キーワード　朝食・弁当フェア

新社会人、新入学・新入園、新学期がスタート

の月。朝食、弁当ニーズの人気メニュー提案と

アイテムの充実を進めたい。おにぎり具材の

メーンとなる鮭鱒・魚卵類はインプロ展開を行

い、下旬に向け本格化する行楽・運動会企画に

つなげたい。
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２０１７年４月　WEEKLY

4月17日（月）～4月23日（日）

4月24日（月）～4月30日（日）

【ゴールデンウイーク準備・春土用】

キーワード　春土用

4月は、季節の変わり目で気温も安定しなく体

調を崩しやすいとき。ウナギやシジミの他に、旬

の商材「初がつお」と併せ体力アップとなる商材

を使用したメニュー提案を図る。また次週は「し

じみの日」となることから、しじみの食べ方提案

を訴求。

キーワード　もずくの日、水産の日、しじみの日

4月の第三日曜日は「もずくの日」、「水産の

日」。23日は「しじみの日」と水産に関係する記

念日が続く。春は海藻類を初めとして旬の魚介

類が豊富に出揃う時季。「健康」をテーマに春

土用と併せて栄養を含めたメニューPOPの展開

を図る。

【桜開花～花見・行楽】

キーワード　花見・行楽/初夏・涼味

時折気温が高い日も見られ、冷たい食べ物や

飲み物のニーズが高まる。春の魚介でアサリや

タイなど野菜ののっけ盛りやカルパッチョ、パス

タなど女性が好むヘルシー・美肌をキーワード

にメニュー提案を図る。

キーワード　ゴールデン・ウイークスタート

ゴールデンウイーク突入。各家庭で、お花見で

BBQを楽しんだり、自宅でゆったりくつろぐ派と

二極化での訴求。これからの時期、バーベ

キューシーズンの到来となる。肉類以外にエ

ビ、ホタテ、イカ、サザエ等単品の訴求の他、ゴ

ミも考慮した冷凍品の訴求。

4月23日はしじみの日

中水青森中央水産㈱



商品名 ボイル毛ガニ ホッケ

●栄養・効能
コレステロールを下げるタウリンが多く、生活習慣病
予防に効果がある。また、血液を生成する働きのある
銅も豊富。

頭の働きを良くするDHAやEPAを多く含み、またビタミンA
やカルシウムの吸収を助けるビタミンDが豊富なことか
ら、風邪予防や肌荒れ防止に効果があると言われてい
る。

●食べ方 サラダ、カニ玉、チャーハン他 ホイル焼き、すり身、鍋物、フライ、煮物他

商品名 トゲクリガニ カツオ

●栄養・効能

主な成分はタンパク質で、低脂肪・低コレステロール・
低カロリー。骨や歯の成分、ホルモンの分泌や神経
の調節に効果があるカルシウム、また味覚を正常に
保つ働きがある亜鉛や銅も多く含む。カニの殻に含ま
れる食物繊維のキチン質は、抗ガン作用があるとも
言われている。

良質なタンパク質、ビタミンB群、あｍたEPAや血を造る鉄
分を豊富に含み、体力増進や貧血などに効果があるとい
われている。

●食べ方
刺身、寿司ネタ、焼き物、炒め物、煮物、カルパッ
チョ、揚げ物他

鍋物、唐揚げ、和え物、蒸し物他

商品名 メバル マダイ

●栄養・効能
白身魚でも脂質が少ないことから、低カロリーで
消化も良く胃への負担が少なく、ビタミンCを含ん
でいることから美肌効果もあると言われている。

グルタミン酸をはじめとするアミノ酸をバランス良く含み、
食欲増進や疲労緩和に効果があるタンパク質、ビタミン
B1も豊富。他にも口内炎や生活習慣病に効果のあるタウ
リン、ナイアシン、ビタミンB2、カリウム、EPA、DHAなども
多く含む。

●食べ方 刺身、塩焼き、照り焼き、煮物、唐揚げ他
刺身、寿司ネタ、焼き物、飯物（鯛飯、押し寿司、茶漬
け）、汁物（あら煮、かぶと煮、潮汁他）

４月のうまいもの情報

魚種画像

魚種画像

魚種画像

中水青森中央水産㈱



<材料：2人前>

かつお(柵)・・・150～200g

◎漬け汁

すりおろし生姜・・・30g

正油・・・大さじ3

酒・・・大さじ2

水・・・大さじ2

赤唐辛子・・・1本

片栗粉・・・適宜

紫玉ネギ・・・10g

ベビーリーフ

プチトマト・・・5～6個

かいわれ菜

市販のドレッシング

市販のタルタルソース

<作り方>

1

2

3

4

5

中水青森中央水産㈱

②のかつおの水気をふき取り、片栗粉を薄くまぶしたら油でカラッと揚げます。

③のサラダと一緒に盛り付け出来上がり！

かつお南蛮漬けサラダ添え

先に漬け汁を作ります。（お好みで南蛮（輪切り）を入れます。）

紫玉ねぎをスライスし、水にさらします。プチトマトは半分に切り、お好み野菜を合わせた
ら、市販のドレッシングをかけて盛り付けます。

かつおは食べやすい大きさに切り、①の漬け汁に入れ一日漬け込みます。



<材料：2人前>

めばる・・・1尾

紹興酒・・・大さじ2

生姜スライス・・・20g

塩・・・少々

もやし・・・1/2袋

パプリカ（黄、赤）・・・各1/4個

玉ネギ・・・1/2個

みず菜・・・1/3

ゴマ油

<作り方>

1

2

3

4

中水青森中央水産㈱

器に野菜をしいて、焼いためばるをのせた上から、更に塩少々紹興酒、ごま油をかけ600wの
レンジで野菜がしんなりするまで約5～8分温めて出来上がり！

めばるの紹興酒蒸し

めばるは、うろこ、内臓を取り水洗いしておきます。火の通りが良くなるように包丁で切れ目を
入れます。

②のめばるを一度グリルで両面焼きます。

生姜の半量をスライスします。めばるに生姜をのせ、紹興酒をふりかけ1時間ほど漬けます。



<材料：2人前>

めかぶ・・・60g

そうめん・・・2束

小ねぎ・・・適宜

めんつゆ

ラー油

<作り方>

1

2

3

中水青森中央水産㈱

そうめんめかぶのせ

そうめんは茹でておきます。小ねぎは刻んで、めかぶは生の場合、サッと緑色に変化するま
で茹でます。

めかぶは、そうめんにトッピングするので食べやすく細切りにしておきます。

そうめん用のめんつゆに、お好みでラー油を数滴入れます。




