
　四方を海に囲まれた日本は、四季折々、さ
まざまな種類の魚介を料理に使っています。
食卓には、かつお節、昆布、あご、貝等の
出汁でとった味噌汁、野菜の煮もの、魚の
塩焼きや煮つけなどが和食の定番でした。
このバランスの良い食文化である和食が、
世界文化遺産に登録されたのです。しかし
近年、欧米の肉食文化が定着し、調理が面
倒な魚料理を食べる習慣が次第に減ってき
ています。「生臭いから嫌」、「骨があるから
食べるのが面倒」などの理由からも魚離れ
の人が増えて来ているのが現状。さらに1

世帯家族が増え、共に仕事を持つ夫婦が多
くなるなどライフスタイルの変化で調理時
間が減少し、面倒な料理は敬遠されたこと
が魚離れの大きな原因だといわれています。
　魚離れは日本の食文化の変化だけでなく、
子供の体質や発育にも影響が出ます。魚は
DHA（ドコサヘキサエン酸）やEPA（エイ
コサペンタエン酸）などのオメガ3系不飽

日本で最も定番の魚、鮭。アラスカで
育った天然の旨みを、さまざまに味わう

和脂肪酸と呼ぶ機能性成分が多く含まれ血
液をさらさらにして血栓の生成を抑え、脳
血栓や心筋梗塞を予防します。
　中でも鮭の赤い身には、アスタキサンチ
ンという成分が多く含まれ、悪玉コレステ
ロールの酸化を防ぎ、善玉コレステロール
を増やし、血液中の脂質以上を防いで血管
の老化を抑えます。特にアラスカの天然紅
鮭には、濃い赤色からも分かるようアスタ
キサンチンの含有量が多く、美容と健康に
欠かせない栄養の宝庫です。
　アラスカサーモンは使いやすい定塩切り
身で販売されており、塩でしめてあるので
生臭くなく、下ごしらえも簡単で料理に手
間がかからず、小骨も少ない。まさに現代

の内食には格好の食材です。和食はもちろ
ん洋食や中華などあらゆる料理にも合う、
美味しくて便利なアラスカサーモンを大い
に使いこなしていただきたいものです。

←食物繊維豊富な冬野菜のグ
リルと、ハーブとともにふん
わりと焼いたサーモン。バ
ター醤油などでいただきます。

→アラスカでは獲れたての鮭
の内蔵を取り、骨ごと筒切り
にしてグリルします。タルタ
ルソースなどを添えて。
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材料（4人分）：アラスカ産紅鮭2切、 白
菜200g、 万能ねぎ3本（小口切りに）、 白
胡麻少 、々 米3合（30分間浸水した状
態）、 A（水450cc薄口醤油と酒を各45
cc、 だし昆布5g ※混ぜ和わせておく）
作り方：①紅鮭はグリルで焼きほぐす。 
②白菜は茎は1cm角、葉はざく切り
に。 ③炊飯器に米と②とAをいれて
炊き、蒸らし時に①を加える。 ④ねぎ
と白胡麻をちらす。

アラスカサーモンは料理法を変えれば料理
のバリエーションも広が
り、微妙に味わいも違い
が出て来ます。
何を作るかは
好み次第で。

「アラスカの美しい海と澄んだ空気は、当
然魚の味や食感にも影響すると思います。
脂がのっていながらも臭みが少ない」と笠
原さん。和食にアラスカシーフードを使う
ことについては「和食はたとえ和の食材以
外の物を使っても日本料理の技法で調理す
れば和食になります。」歴史ある和食の技
を継承しつつグローバルな視点で上質な食
材を取り入れることが、笠原さんの考える
理想の和食の形。さらに「日本料理の技術
は世界から見ても優れ、特に魚の扱いは日
本が一番だと思います。よい環境で育った
魚を使って和食の技術をもってすれば素晴
らしい料理が出来ると思います」。
参加者からは「臭みがない」「扱いやす

予約が取れない和食店「賛否両論」の店主。2004年,恵比寿に
‘賛否両論出ることを覚悟’で「賛否両論」をオープン、瞬く間
に人気店に。現在ではテレビ番組にも出演、レシピ本の執筆
や「和食給食応援団」として日本の伝統食である和食を子供
達へ継承する取組みなど多方面で活躍中。

笠原将弘　賛否両論 店主

アラスカサーモン
レシピの可能性

アラスカシーフードのまめ知識

鮭を切り身で購入すると、トレイに3、4切れが
まとめて入っているため、余ってしまうことは
ありませんか。そのまま冷凍することもできま
すが、出来れば再冷凍すると旨みが損なわれる
ことがあります。そんなとき、余った鮭の利用
法をお教えします。自家製の鮭フレークを作り
ましょう。
生鮭の場合。そのままフライパンに魚焼き用ホ
イルなどを敷いて両面焦げ目があまり付かない
程度にこんがりと焼きます。焼けたらボウルに
入れて箸などを使って身をほぐし、骨、小骨、皮

を取り除きます。小鍋に入れて火にかけ、軽く
塩をして水を少々加えて良く混ぜながら、さら
に細かくほぐしていきます。最後に白いりごま
を降って火を止めます。冷めてから保存します。
塩鮭の場合は同様に焼い
てほぐし、火にかけたら塩
をせずに、ごまやこしょう
などを加えてよくほぐし
ます。お弁当のふりかけや
おにぎりなどに利用する
と便利です。

残りの一切れが、うんと美味しくなる利用法。
今日から実践できます。

ご飯やお茶漬けのトッピング、おにぎりの具のほ
か、パンにバターとともにのせたり、パーティ用に
クラッカーにのせでもOK。

アラスカサーモンのキヌアタブーリ
中近東のパセリ入りキヌアサラダ。「キヌア」はアンデスの主食
（穀物）で、食物繊維やビタミン群、カルシウムなどが豊富です。

サーモンのベーグルサンド
こしょうをふったサーモンをグリルし、トマトやハーブとともに
ベーグルではさんでタルタルソースなどとともに。

アラスカシーフードチャウダー
スモークサーモンとアラスカ産マダラを入れたシーフードチャ
ウダー。チャイブなどのハーブを添えて香り豊かに。

サーモンとバジルのワンタン揚げ
塩、こしょうをした生の紅鮭にバジルの葉を巻き、ワンタンで包
んでカラリと揚げます。好みのドレッシングを添えて。

アラスカ産スモークモンサラダ
アラスカ産スモークサーモンに、紫玉ねぎ、ケーパー、ディルを
添えて。サワークリームとレモン汁を絞っていただきます。

サーモンバゲットのオープンサンド
紅鮭の缶詰を使った簡単レシピ。バゲットにロメインレタス、きゅ
うりの薄切り、プチトマトなどをのせ、紅鮭をトッピングします。

紅鮭のコーヒーロースト
挽いたコーヒーを塩、コショウと混ぜ、鮭に刷り込んでオーブン
で焼きます。コーヒーの香ばしさと紅鮭の風味が絶妙です。

サーモンの生春巻き
塩紅鮭を好みの野菜とともに濡らしたライスペーパーで包み、
甘辛のソースを付けて。彩りも美しくヘルシーな一品。

RECIPE of ALASKA SEAFOOD 「賛否両論」笠原将弘シェフ  スペシャルデモンストレーション

　今回はハレの日のおもてなしをテーマに、
アラスカシーフードを使った献立を笠原さ
んより伝授いただきました。副菜はたらこ
のポテトサラダ。主菜はキンキとごぼうの
煮もの、椀ものは真ダラのかぶら蒸し、飯も
のは紅鮭と白菜の炊き込み御飯。家庭でで
きるおもてなし料理ということで、特別な素
材は使わない和食をご紹介いただきました。

アラスカ産
キンキのごぼう煮

アラスカ産
たらこポテトサラダ

材料（4人分）：じゃがいも3個（一口
大）、 玉ねぎ½個、 大葉5枚（千切りし
水にさらす）、 アラスカ産たらこ60g、 
塩、黒こしょう少々、 A（酢大匙１、砂
糖、塩をひとつまみ）、 B（マヨネーズ
大匙3、マスカルポーネ大匙2）
作り方：①薄切り玉ねぎを塩もみし
水で洗い水気をしぼる。 ②じゃがい
もを塩茹でし、粉吹き芋状態にする。
Aをふって下味をつける。 ③たらこを
ほぐしてBと混ぜ合わせる。 ④ ③に
①と②を加えて混ぜあわせ、黒こしょ
うをふり、器に盛り大葉をのせる。

アラスカ産
真ダラかぶら蒸し椀

アラスカ産紅鮭と
白菜の炊き込み御飯

「賛否両論」の　　　　　おもてなし料理

材料（4人分）：アラスカキンキ4切、 ご
ぼう100g、 長ねぎ1本、 かいわれ½P、 
生姜10g、 A（みりん200cc、酒100cc、
水100cc、醤油80cc、砂糖大匙1）
作り方：①ごぼうはささがきにし水で
洗う。 ②長ねぎはななめ薄切り、生姜
は皮をむき千切りに。 ③キンキは骨を
とり、湯通しして冷水におとし水気を
ふく。 ④フライパンにAを入れ、火に
かけ一煮立ちさせる。 ⑤ ①と③を加
え落し蓋をし中火で10分煮る。 ⑥ ②
を加え更に約5分煮て、器に盛りかい
われをのせる。

材料（4人分）：アラスカ産真ダラ4切、 
かぶ4個、 卵白1個分、 塩少々、 椎茸2
枚、 みつば5本、 黄柚子¼個、 水溶き
片くり粉適量、 A（だし600cc、薄口醤
油、大匙1.5酒、大匙1、塩少々）
作り方：①真ダラは食べやすく切り塩
をふり10分おく。湯通しし冷水におと
し水気をとる。 ②椎茸は薄切り、みつ
ばは3cm長さに切る。 ③かぶの皮を
むきすおろし軽く水気をきる。 ④卵
白を泡立てメレンゲにし、③と塩を加
える。 ⑤バットに①と②をのせ、④を
上にかけて蒸し器で7～8分蒸す。 ⑥
Aを鍋に入れて一煮立ちさせ、水溶き
片くり粉でとろみをつける。 ⑦椀に⑤
をいれ、⑥を注ぎ黄柚子の皮をちらす。

アラスカシーフードを使ったおもてなし料理教室
料理教室の先生方を対象に、アラスカシーフードを用いたおもてなし料理を、
東京ガスのキッチンスタジオ「Studio +G GINZA」にて行いました。
指導していただいたのは日本料理人の笠原将弘さん。
和食の魅力もしっかり教えていただきました。

い」という感想。食の安全についてこだわ
る人も多く、天然のアラスカシーフードは
魅力的な食材と好評を博しました。
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ACTIVITY REPORT
活動報告

アラスカシーフードマーケティング協会は、アラスカ産水産物のマーケティングプロモーション活動を
行うために設立されたアラスカ州とアラスカ水産業界の官民パートナーシップです。
米国、日本を含む世界20の国と地域におけるアラスカ産シーフードの消費促進を、様々な活動を通じて展開しています。

発行元：アラスカシーフードマーケティング協会　日本地区総代理店
〒160-0008　東京都新宿区三栄町26-3  インターナショナルプレイス  アビアレップス・マーケティング・ガーデン株式会社内
Mail: asmijapan@alaskaseafood.org

詳しくはウェブサイトをご覧ください。 URL：http://japanese.alaskaseafood.org/

INFORMATION
お知らせ

予約の取りにくい日本料理の人
気店「賛否両論」に、12月限定
でアラスカシーフードを使ったメニューが登場
します。メニューは銀ダラ、かずの子、紅鮭が
使われる予定です。是非この機会に賛否両論で
アラスカシーフードをお楽しみください。
期間：12月1日から31日

賛否両論（恵比寿店・名古屋店）にて
アラスカシーフードが
コースメニューに登場 2月10から12日の3日間、東京ビッグサイトで

スーパーマーケットを中心とする流通業界に最
新情報を発信する専門展示会「スーパーマー
ケットトレードショー」に出展いたします。
2016年の出展テーマは「サステイナビリティ」。
環境や生態系を配慮したサステイナブルなアラ
スカ産のシーフードを、売り場でいかにプロモー
ションするについてご提案いたします。

スーパーマーケット
トレードショー2016に出展

かつてアラスカでフィッシャーマンとして活躍
し、シーフードを使ったレシピが得意の料理家
であるトミ・マーシャさんが、2016年2月来日
を予定しています。来日中はトミ さんとの交
流会や、アラスカシーフードの
魅力を紹介するイベントを予定
しています。詳細は協会のウェ
ブサイトにて案内いたします。

アラスカの女性フィッシャーマン
＆料理家が2016年来日予定

10/14 - 11/30
MLB Café TOKYO（東京ドーム
シティー店/恵比寿店）にて
アラスカシーフードフェア開催
「MLB Café TOKYO」にて、アラスカのスター
シェフとのコラボメニューにより、天然のアラ
スカシーフードをふんだんに使った料理ととも
に、アラスカの自然の素晴らしさを伝えるフェ

アを開催。マダラを使った
バーガーをはじめ、フィッ
シュタコス、サーモンパ
スタ、サーモンステーキ
などを販売しました。

10/22
エコツーカフェ「アラスカ北極圏の
動物たちとおどろき珍味食べくらべ」
アラスカに暮らす、エコツ
アーガイド兼写真家の河内
牧栄さんによるトークショ
ーとアラスカ産の紅ジャケ、
イクラ、マダラ、タラコを
使用した料理を堪能

10/18
椎名誠率いる
雑魚釣り隊結成
10年イベント

アラスカ祭りコーナーでアラスカシーフードメニュー登場

11/1
TOKYO料理部
「ライブキッチン2」
紅鮭メニュー登場
人気の料理仲間4人が集まって開催された「ラ
イブキッチン2」にてアラスカ産の紅鮭を使っ
たメニューが登場しました。今回は料理人の森
野熊八さんに鮭の焼きフライタルタルソースと
塩紅鮭のポテトサラダを披露していただき、ラ
イブでは鮭のフライレシピが実演で紹介されま
した。当日は、約100名が参加し、美味しい料
理や料理人のトークを楽しんでいただきました。

アラスカシーフードマーケティング協会はオイ
シックスとのコラボレーションで、アラスカ産
の赤魚を使ったアペロの楽しみ方をオイシック
スのウェブサイト内で紹介し、アペロセットも

併せて販売しています。アペロとは食前酒のア
ペリティフの略語で、食事の前に軽く飲みなが
ら前菜を楽しむ時間を、アラスカシーフードを
使ってご提案しています。

オイシックスとコラボフェアを実施中
アラスカシーフードで「アペロ」はじめませんか？

今秋アラスカシーフード
マーケティング協会は、
アラスカ州政府観光局と
共同で様々な企画に参加
しました。（日）に東京ビックサイトにて開催された、世界

最大級の旅の祭典「ツーリズムEXPO ジャパン
2015」のイベントに出演。この夏3人で訪れた
アラスカの大自然の美しさやアラスカシーフー
ドの食の魅力を、会場のブランドUSAステージ
にて旅の映像とともに紹介しました。アラスカ
ブースでは各々に開発した紅鮭のメニューを販
売するなど、大好評を博しました。

NHK Eテレきょう
の料理で人気の
「おかず青年隊」
（柳原尚之さん、
陳建太郎さん、き
じまりゅうたさ
ん）が2015年9月
25日（木）～27日

9/25 - 27　ツーリズムエキスポ2015に出展
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