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鮭節を使ったレシピ

使用して

いるのは

コレ！！

使用して

いるのは

コレ！！

岩城　道子 先生

料理研究家/
テーブルコーディネーター/

バルーンアーティスト

レシピ開発に
ご協力いただいたのは

この方！！

　鮭節。それは、静岡県や高知県、鹿児島県の名産、カツオ節の
鮭バージョン。鮭特有の爽やかな旨味と甘味，後味に風味を楽し
める北海道ならではの逸品です。
　鮭節はアラニンやグリシンなどの甘味を感じるアミノ酸と、グル
タミン酸やアスパラギン酸などの旨味を感じるアミノ酸を多く含ん
でいます。また、風味に関するアミノ酸が他の魚介系調味料に比
べて極端に多いため、風味やコクが強いことも特徴です。
　あっさり上品な風味の中に，甘味や旨味を強く感じる事ができ
る鮭節は、昆布や鰹、椎茸など他のダシとの相性もぴったりです。

「鮭節」
とは

ラーメンの鮭節つけ麺 油揚げとにんじんの含め煮

＜ 作　り　方 ＞
1） 生ラーメンはお好みの固さに茹でて、水洗
いします。

2） ホタテはスライスして塩・コショウ・酒を少量
振り、ラップをしてレンジに２分程かけます。

3） きゅうりは千切り、塩わかめは水に戻して
ひと口大にして熱湯・水をかけます。

4） Ｂのつけ麺つゆを作って万能ねぎを入れ、
ラーメン・具をつけながらいただきます。

材　料 （4人分） 材　料 （4人分）
●生ラーメン…………………４玉
●ホタテ貝柱…………………４個
●きゅうり ……………………１本
●塩わかめ………………… ２０ｇ

●塩・コショウ・酒 ………… 少々
●鮭節つゆ……………… １６０㏄
●水 …………………… ３２０㏄
●ラー油…………………… 少々
●万能ねぎ（小口）………… 適宜

鮭節つゆ

A

B
●油揚げ ……………………１枚
●にんじん……………………１本
●干し椎茸…………………小８枚
●茹で絹さや……………… ２０ｇ

●水 …………… ２と1/2カップ
●鮭節つゆ…………… 1/4カップ
●砂糖 ………………… 大さじ１

A

＜ 作　り　方 ＞
1） 油揚げは縦半分にして幅2ｃｍの長方
形、にんじんは乱切りにします。

2） 干し椎茸は石づきを除いて洗い、鍋に
分量の水と一緒に入れて中火で3分程
煮込みます。次にＡ、にんじん、油揚げ
の順に加えて味がしみ込むまで10～
12分位煮ます。

3） 器に２）を盛り付け、茹で絹さやを添え
ます。

鮭節つゆ

えび・いか・たこ・

卵・もやし・トマトなどの

具でもよろしいです。

POINT
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長芋の梅ポン酢 野菜の元気サラダ

＜ 作　り　方 ＞
1） 長芋は長さ5cmの千切り、青じそ2枚を巻い
て千切りにします。

2） ボウルに鮭節ポン酢とみじん切りの梅干し
を入れて、長芋を合わせておきます。

3） 器に青じそを敷いて２）を盛り付け、中央に
千切り青じそをあしらいます。

材　料 （4人分） 材　料 （4人分）

●長芋 ……………………１５cm

●青じそ………………………６枚

●鮭節ポン酢…………… 大さじ２

●梅干し………………………2個

鮭節ポン酢 鮭節ポン酢

●玉ねぎ……………………1/2個
●トマト ………………………２個
●赤・黄ピーマン ………各1/4個
●茹で豆……………… 1/2カップ

●水菜 ……………………1/4把
●鮭節ポン酢………… 1/4カップ
●ごま油………… 大さじ１と1/2
●黒コショウ・オレガノ…… 少々
●サラダ油……………… 大さじ１

A

＜ 作　り　方 ＞
1） 玉ねぎは千切りにして、水にさらします。
2） トマトはひと口大、赤・黄ピーマンは千切
り、水菜は長さ4ｃｍにします。

3） ボウルにＡを合わせてドレッシングを作り、
１）、２）、茹で豆を入れて混ぜ、器に盛り付
けます。

きのこのかき玉汁 豚肉と野菜の中華炒め

＜ 作　り　方 ＞
1） 生椎茸は千切りにします。
2） 卵は塩少々加えて溶き、三つ葉は長さ3ｃｍ
に切っておきます。

3） 鍋に分量の水を入れて熱し、生椎茸、Ａを
加えて2分程煮ます。次にＢでとろみをつ
け、網を通して溶き卵、なめこを入れて一
煮立ちさせ、三つ葉を加えます。

材　料 （4人分） 材　料 （4人分）
●なめこ………１袋
●生椎茸 ……２枚
●卵 …………２個
●三つ葉………６本

鮭節しょうゆ/
鮭節つゆ

●水 …………４カップ
●片栗粉 大さじ１と1/2
●水 ……大さじ１と1/2

B

●鮭節つゆ……大さじ３
●鮭節しょうゆ 大さじ２
●酒 …………大さじ１
●塩 …………… 適宜

A

●豚薄切り肉……２００ｇ
●生しょうが ……１かけ
●竹の子 ………１００ｇ
●赤・黄ピーマン 各1/2個

●塩・コショウ   … 少々
●オイスターソース 大さじ１
●砂糖 ………大さじ１
●ごま油………小さじ２

●ピーマン……… ２個
●サラダ油……大さじ１
●鮭節しょうゆ…大さじ１と1/2
●酒・みりん 各大さじ

＜ 作　り　方 ＞
1） 豚肉は長さ４㎝切って、軽く塩・コショウ
しておきます。

2） 生しょうがは千切り、竹の子は薄切りに
します。

3） 赤・黄、緑ピーマンは三角のひと口大に
切ります。

4） フライパンを熱してサラダ油を注ぎ、生
しょうがを入れて色が付いたところへ竹
の子、豚肉、ピーマンの順に加えてＡで調
味して最後にごま油で香りをつけます。 鮭節しょうゆ

A

A
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きゅうりの鮭節和え 枝豆の鮭節ご飯

＜ 作　り　方 ＞
1） きゅうりは斜め薄切り、しょうがは針切りに
してきゅうりと合わせ、軽く塩を振っておき
ます。

2） ボウルに鮭節ポン酢を入れて１）と鮭節を
混ぜ、器に盛り付け水で戻した赤唐辛子
をあしらいます。

材　料 （4人分） 材　料 （4人分）

●鮭節 ………………… ２カップ
●きゅうり ……………………２本
●生しょうが ………………１かけ

●鮭節ポン酢………… 1/4カップ
●塩 ……………………… 少々
●赤唐辛子（小口） ……… 少々

●鮭節 ………………… ３カップ
●鮭節しょうゆ ………… 大さじ２
●みりん………………大さじ1/2
●ご飯………………………４人分

●茹で枝豆…………………１５０ｇ
●鮭節 …………………… 適宜
●万能ねぎ（小口）……………4本
●卵黄 ……………………４個分
●鮭節しょうゆ …………… 適宜

A

＜ 作　り　方 ＞
1） 小鍋にＡを入れて火にかけ、箸４～5本で
混ぜます。

2） 茹で枝豆はサヤから取り出しておきます。
3） ご飯に１）と枝豆を混ぜて器に盛り付け、鮭
節、万能ねぎ、卵黄をのせ、お好みで卵黄
に鮭節しょうゆをかけていただきます。

鮭節ねぎチャーハン 鮭節ポテトのチーズ焼き

＜ 作　り　方 ＞
1） 長ねぎは縦半分にして幅１ｃｍに切り、緑・白
い部分に分けます。

2） 赤・黄ピーマンは１ｃｍの四角に切っておき
ます。

3） 卵を溶いて塩・コショウし、フライパンを熱し
てサラダ油大さじ1/2を入れ、卵を流し炒り
卵にして器に取ります。

4） フライパンを熱してサラダ油を入れ、長ねぎ
白い部分、赤・黄ピーマン、ご飯、炒り卵、Ａ、
長ねぎ緑部分の順に加えて味を調えます。

材　料 （4人分）
●長ねぎ………………………２本
●赤・黄ピーマン ………各1/2個
●卵 …………………………２個
●ご飯…………………………４杯

●鮭節 ………………… ３カップ
●鮭節しょうゆ …… 大さじ3～4
●塩・コショウ …………… 少々
●サラダ油……… 大さじ２と1/2

鮭節 華ふぶき/
鮭節しょうゆ

鮭節 華ふぶき/
鮭節ポン酢

A

＜ 作　り　方 ＞
1） じゃが芋はひと口大にして水にさらし、皿
に入れてラップをし、電子レンジにかけ
て柔らかくなったら塩・コショウ・鮭節を
まぶします。

2） ベーコンは幅1ｃｍ、玉ねぎ・ピーマンは
千切りにします。

3） 器に１）、２）、コーンを入れ、Ａをかけて
シュレッドチーズをのせオーブン、または
オーブントースターでチーズが溶けるま
で焼きます。

鮭節 華ふぶき

フライパンで2回に

分けて炒めると熱が回り、

ご飯がパラパラになって

味がなじみやすくなります。

POINT

材　料 （4人分）
●じゃが芋 …………４個
●ベーコン…………２枚
●玉ねぎ…………小１個

●塩・コショウ   … 少々
●タイム………… 少々
●ケチャップ … 大さじ４
●シュレッドチーズ ２００ｇ

●ホールコーン   1/4カップ
●ピーマン…………２個
●鮭節 ……… ２カップ

A

鮭節 華ふぶき/
鮭節しょうゆ




