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おうちでできる地魚レシピ



活け松葉がにの
調理には
・ゴム手袋
・キッチン鋏
が便利です。

昔々、松の葉で飾って殿様に献上したといわれる松葉がに。山陰海岸ずわいがに（楚
蟹）の呼び名です。「楚」は「すわえ」と読まれ、古語で細い木の枝を指すようです。
高級な松葉がにですが、ご家庭でも簡単に料理することができます。

松葉がに（ずわいがに）

 ▶ お勧め商品は ▶ 商品が届いたら

松葉がにフルコースおうち版
●材料　（２人分）
活け松葉がに２匹、白菜、キノコ、卵、のり、漬物など。
●手順
解体後、「甲羅焼き」の火を入れる（下記）。足はホット
プレートで「焼きガニ」、蓋をして３分程度、赤くなった
ら 食 べ 頃 ▶鍋 で「カ ニ し ゃ ぶ」 ▶続 い て「カ ニ ス キ」。
出汁は昆布・酒・醤油・みりん ▶最後に「カニ雑炊」。余っ
た身は全て投入して、卵や海苔を入れて出来上がり。
●ワンポイント
甲羅焼きは時間が掛かるので、最初に焼き始めます。

自宅でできる冬のパーティ

松葉かにみそ甲羅焼き～甲羅酒
●材料　（１人分）
活け松葉がに（胴体）１匹、日本酒
●手順
甲羅にミソを集める ▶フライパンに蓋をして蒸焼き ▶
少し煮詰めて固まりだしたら食べ頃 ▶食べた後、日本酒
を注ぎ、隅々に残ったカニミソを混ぜて甲羅酒をいただく。
●ワンポイント
時間をかけて焼きますが、煮詰め過ぎないこと。お酒を
飲まない方は、鍋の出汁を甲羅に入れてカニミソを残す
ことなくいただきます。

活け松葉がに贅沢の極み

漁期11月～3月

柴山港 松葉がに（活け）



香住港 べにがに棒身（冷凍）

香住べにがに（べにずわいがに）

「松葉がに」と姿かたちは似ていますが違う種類です。茹でる前から紅のような色
をしているので「紅がに」とよばれます。近年、カニ風味の食品はたくさんありま
すが、100％天然の本物「べにがに」で、違いを比べてみてください。

香住べにがにのピザ
新鮮なカニの身たっぷり贅沢

●材料　（１枚分）
香住べにがに「バラ身」50g、「棒身」20g（6~8 本）、ミ
ニトマト、アスパラ、オリーブ、チーズ。
●手順
生地にピザソースを塗る ▶バラ身、チーズ、トマト、
他を載せる ▶最後に棒身を載せて飾り、オーブンなどで
焼く。
●ワンポイント
チーズは少なめが、カニの風味を引き立てます。バラ身
を 80 ～ 100g にするとより贅沢な味わいになります。

香住べにがにクリームパスタ
本物志向のクリームソース

●材料　（２人分）
香住がに「バラ身」100g、生クリーム 100g,、トマト水
煮缶 200g
●手順
ニンニクを炒め、トマト缶、コンソメを入れ 10 分煮込
む ▶バラ身、生クリームを加え、塩コショウで味を調え
る ▶茹で上がったパスタを加えて混ぜる。
●ワンポイント
ソースとパスタの茹で上がり時間を合わせます。

漁期９月～５月

 ▶ お勧め商品は ▶ 商品が届いたら  自然解凍するだけ。 そのままいただけます。

香住港 べにがにバラ身（冷凍）



くろしおでは夏の「活いかプラン」に使う食材ですが、急速冷凍で鮮度がよく、
いつでも美味しいお刺身を作ることができます。白いかのモチモチした歯ごたえ
と甘味を活かせるような、生に近い食べ方がお勧めです。

香住港・柴山港 白いか（冷凍）

白いか（けんさきいか）

・調理済み。流水解凍します。（約３分）
・柔らかくなったら広げて水分を拭き取ります。
・食べやすいサイズにカットします。
・表面に浅い切れ目（隠し包丁）を入れると、食べやすくなります。

白いかのカルパッチョ
レモンとオリーブオイルの爽やか風味

●材料　（２人分）
白いか（胴体）２本、酢、オリーブオイル、レモン汁、塩、
黒コショウ
●手順
白いか解凍後、食べやすい大きさに切って、皿にきれい
に並べる ▶材料を混ぜてソースをつくる ▶ミニトマト、
パセリ、ケイパーを飾り、ソースをかける。
●ワンポイント
写真のイカは、幅 1cm 長さ３～４cm でカットしました。
箸やフォークで食べやすい大きさに。

白いかの刺身
●材料 (1 人分）
白いか（胴体）１本、ショウガ、シソ、キュウリなど
●手順
解凍後、ペーパーで濡れた水分をとる ▶表面に浅く切れ
目をいれる（隠し包丁、飾り包丁）  ▶好みに合わせて細
くカット。
●ワンポイント
ショウガ醤油がよく合います。

 ▶ お勧め商品は ▶ 商品が届いたら

漁期6月～8月

柔らかくて上品な甘さ



柴山港 甘えび（冷凍）

甘えび（ほっこくあかえび）

とろけるような食感と甘さ。小さくて赤い色もかわいく人気者です。刺し身やお
寿司はもちろん、中華、洋風、アジアンなど、いろんな料理に使えるでしょう。
国産エビの中では価格もお手頃です。

漁期9月～5月

●材料
甘えび、酢飯、海苔、カイワレ、シソなど
●手順
甘えびの殻・尻尾を取る ▶海苔の上に酢飯を広げ、甘え
び、シソ、カイワレ、ワサビ等を乗せる ▶海苔を巻いて
出来上がり。
●ワンポイント
甘えびが大きければ、カットしてもよいでしょう。
お寿司は小さい方が食べやすいと思います。

 ▶ お勧め商品は ▶ 商品が届いたら

・冷凍のまま、料理に使う数量を取り出す。刺激するとバリっと剝がせます。
・流水解凍、約５分で柔らかくなります。
・頭を取る場合、頭は味噌汁などに使えます。
・腹に卵を持っているエビは、卵も美味しくいただけます。

●材料
甘えび、レモンなど
●手順
解凍後、軽く洗う ▶調理なし。水気を取って、魚焼きグ
リルで両面を焼く ▶焦げ過ぎないようにしっかり焼いて、
パリッとなったら出来上がり。頭から丸ごと食べる場合
は頭部をしっかり焼く。
●ワンポイント
特に味付けはしませんが、お好みでレモンなど。
卵がついてるエビもそのまま焼くと美味しいです。

殻ごとバリっと。簡単なのに期待を超える旨さ

甘えびグリル焼き

味よし見映えよし。お寿司にぴったり

甘えび手巻き寿司



ノドが黒いからのどぐろ。上品な脂がのったトロのような味わいが人気の高級魚。
香住・柴山では「キス場のノド」としてPRしていますが、その意味は「ニギス」
を餌にして育った当地のノドグロが美味しいことからきています。

のどぐろ（あかむつ）

・調理済み。流水解凍します。( 約 10 分～ 15 分 )
・内臓はとってありますが、エラの隙間から腹中に手を入れてよく洗います。
・ペーパーで水分を拭き取ります。
・火が通りやすいよう、包丁で切れ目を入れます。

のどぐろアクアパッツァ
芳醇な旨味が凝縮したスープ

●材料　（２人分）
のどぐろ２匹、あさり 20 個、ミニトマト 8 個、黒オリー
ブ 10 個、ニンニク、ケイパー、アンチョビ。
●手順
オリーブオイルで魚の両面を焼く ▶アサリ、トマト、オ
リーブ、ニンニク、水を入れて煮込む ▶ケイパー、アン
チョビを加えて、さらに煮込む。
●ワンポイント
スープはたっぷりの方が楽しめます。貝類は、イガイ（ムー
ル貝）もお勧め。

のどぐろ塩焼き
●材料（１人分）
のどぐろ１匹、すだち、はじかみしょうが、粗塩。
●手順
解凍後、ペーパーで水気をとる ▶身の厚い部分に切れ目

（隠し包丁）を入れる ▶塩を振りかける ▶背びれ、尾ひ
れに化粧塩を施す ▶グリルでゆっくり焼く。
●ワンポイント
好みですが、わりとしっかり目に塩を振ります。焼きは
時間をかけてじっくりと。

香住産のどぐろ（冷凍）
柴山港 のどぐろ（冷凍）

 ▶ お勧め商品は ▶ 商品が届いたら

とろりと滴る甘い脂。焼き魚の最高峰

漁期5月～10月

← エラの隙間から

指を入れ、中を洗う。
（腹を切らずに、内
臓を取っている）



干し魚（地魚いろいろ）

魚は干物にすると独特の食味が生まれます。特に炭火で焼くと香ばしく、生魚よ
り食べやすいのも利点です。昔は天日干しが主流でしたが、近年は干物乾燥機に
よって衛生面でも安心できるようになりました。

干しのどぐろ（冷凍） 干しはたはた（冷凍）干しえてかれい（冷凍）

 ▶ お勧め商品は、このほかにもございます。『くろしお通販 オンラインショップ』をご覧ください。

漁期5月～10月

干しはたはた
身がほろりと食べやすい

干しえてかれい
白いご飯がたべたくなっちゃう

干しのどぐろ
贈答にも喜ばれる干し魚

真いか丸干し（開いていないスルメイカ）
ツマミの王様。分厚い身で食べ応えあり



通販のご案内
☞　詳しい案内、ご購入は 、『くろしお通販 オンラインショップ』から。 

くろしお　通販WEB 検索

いつも「くろしお」をご利用いただきましてありがとうございます。
ご自宅でもくろしおの味を思い出していただけるよう、
『くろしお通販 オンラインショップ』を始めました。

スマホがあれば、お勧めの地魚をお買い求めいただけます。
また、旬魚の入荷状況など、新しい情報をお伝えすることができます。
魚と情報は、どちらも鮮度が大切ですね。

そして、お客さまと、メールのやりとりもできます。
電話と違って、時間や相手の状況を気にしないで連絡できるので便利です。
なにか知りたいことや、ご連絡など、メールを使ってみてください。

ただし、スマホ・パソコンが使えない方は、
電話・FAXで承ります。
宿泊予約とは違う部門につながりますので、
お間違いないよう
御協力のほど、よろしくお願いします。

有限会社くろしお
代表　黒崎　勇一
通販専用  TEL. 080-2522-7288
通販専用  FAX. 0796-20-6033

〒669-6402　兵庫県美方郡香美町香住区訓谷 114 
 TEL. 0796-38-0927　FAX. 0796-38-0977

春…香住べにがに、桜えび
夏…活いか、あわび、おこぜ
秋…香住べにがに、のどぐろ
冬…松葉がに

波はおん音の宿 
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