
特産品 鮮魚に干物、乾物などの海産物。
地酒やスイーツ、気仙沼グッズなども人気があります。
「まちがいない」気仙沼の品をぜひ！

海の幸

ワカメ ホヤ ウニ フカヒレ

水揚げ数量22年連続
日本一！

カツオ マンボウ

4月

シラス、アサリ、ワカメ、メヌ
ケ、イカナゴ、カニ

5月

カツオ、アサリ、ウニ、シラス、
ホヤ

6月

カツオ、ホヤ、ウニ、マグロ、
タコ、マンボウ、ビンナガ、イ
ワシ、キチジ、タイ、ヒラメ

7月

ホヤ、ウニ、カツオ、タコ、マンボ
ウ、イワシ、スルメイカ、キハダ、
ビンナガ、ヒラメ

8月

カツオ、ホヤ、マカジキ、アジ、
マアナゴ、マグロ、サバ

9月

サンマ、カツオ、アジ、サバ、ブリ、
マカジキ、スルメイカ旬魚

カレンダー

三陸の隠れた夏の珍味。
新鮮な刺身をぜひ酢味噌で。 量・質ともに日本一の産地です。

作り方
❶マグロはペーパータオルで水けをふきとる。
❷フライパンに油を引いたらマグロの周囲を焼き、氷
水に入れてさまし、ペーパータオルで水気を拭く。
❸バットにしょう油とみりんを入れ、マグロの上下
を返しながら30分～1時間漬ける。
❹汁気を切り、8mm幅に切る。
❺器にご飯を盛り、海苔、千切りのみょうが、刻ん
だ生姜、貝割れ菜をちらし、マグロをのせる。
❻つけ汁をかけ、わさびを添える。
※お好みで大葉とがりを添えてもよい。

鮪の漬丼（４人分）

材料
マグロ　250～300g
サラダ油　適量
しょう油　大さじ4
みりん 　大さじ2
生姜　1かけ
ご飯　茶碗4杯分
焼き海苔　適量
わさび 　適量
貝割れ菜　1パック 　 　　 　  

気仙沼のさかな de クッキング①

みょうが　2本 　
※氷水を用意しておく

特  集

Link!
気仙沼

気仙沼市の市外局番は です☎ 0 2 6228

〈 広 告 〉



特産品 鮮魚に干物、乾物などの海産物。
地酒やスイーツ、気仙沼グッズなども人気があります。
「まちがいない」気仙沼の品をぜひ！

海の幸

ワカメ ホヤ ウニ フカヒレ

水揚げ数量22年連続
日本一！

カツオ マンボウ

4月

シラス、アサリ、ワカメ、メヌ
ケ、イカナゴ、カニ

5月

カツオ、アサリ、ウニ、シラス、
ホヤ

6月

カツオ、ホヤ、ウニ、マグロ、
タコ、マンボウ、ビンナガ、イ
ワシ、キチジ、タイ、ヒラメ

7月

ホヤ、ウニ、カツオ、タコ、マンボ
ウ、イワシ、スルメイカ、キハダ、
ビンナガ、ヒラメ

8月

カツオ、ホヤ、マカジキ、アジ、
マアナゴ、マグロ、サバ

9月

サンマ、カツオ、アジ、サバ、ブリ、
マカジキ、スルメイカ旬魚

カレンダー

三陸の隠れた夏の珍味。
新鮮な刺身をぜひ酢味噌で。 量・質ともに日本一の産地です。

作り方
❶マグロはペーパータオルで水けをふきとる。
❷フライパンに油を引いたらマグロの周囲を焼き、氷
水に入れてさまし、ペーパータオルで水気を拭く。
❸バットにしょう油とみりんを入れ、マグロの上下
を返しながら30分～1時間漬ける。
❹汁気を切り、8mm幅に切る。
❺器にご飯を盛り、海苔、千切りのみょうが、刻ん
だ生姜、貝割れ菜をちらし、マグロをのせる。
❻つけ汁をかけ、わさびを添える。
※お好みで大葉とがりを添えてもよい。

鮪の漬丼（４人分）

材料
マグロ　250～300g
サラダ油　適量
しょう油　大さじ4
みりん 　大さじ2
生姜　1かけ
ご飯　茶碗4杯分
焼き海苔　適量
わさび 　適量
貝割れ菜　1パック 　 　　 　  

気仙沼のさかな de クッキング①

みょうが　2本 　
※氷水を用意しておく

特  集

Link!
気仙沼

気仙沼市の市外局番は です☎ 0 2 62 29
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〈 広 告 〉



私たちが暮らす気仙沼は、リアス
の海と豊かな山々に抱かれた美
しい自然に支えられてきました。
自然から私たちの口に運ばれる
までの過程についても思いを巡
らし、生活の中ではぐくまれてき
た食を次世代に伝え、個性的で
魅力あるまちであり続けるため、
「魚食健康都市」「気仙沼スロー
フード都市」を宣言しました。

column
「食」を見つめ、ずっと
美味しい都市であるために

作り方
❶メカジキを一口大に切り、鍋に油を
しいて焼き、皿に取り出す。
❷野菜を一口大に切り、鍋に油を引
いて軽くいためたら、水を加えて火
にかける。
❸野菜に火がとおったら、カレールー
を入れ、❶のメカジキを入れる。
❹器にご飯を盛り、❸をかける。

メカカレー（４人分）

材料
メカジキ　200g
サラダ油　適量
玉ねぎ　１個
にんじん　100g
じゃがいも　中２個
カレー（市販のカレールー 4人分／
　水　使用するルーにより調整）
ご飯

気仙沼のさかな de クッキング③

サンマ アワビ 毛ガニメカジキカキ

身が厚く味がとっても濃厚。

作り方
❶サンマを3枚におろし、細かくなるまでたたく。
長ねぎは斜めに切っておく。
❷❶をすり鉢ですり、生姜のおろし汁、卵、味噌、
片栗粉を加えてよく混ぜ、すり身を作る。
❸鍋に水と昆布を入れ、沸騰したら昆布を取り
出だし、すり身を一口大に丸めて入れる。
❹すり身に火が通ったら酒、しょう油、塩で味付
けし、豆腐、長ねぎを加え、てひと煮立ちさせる。

秋刀魚のつみれ汁（４人分）

材料
サンマ　3尾
生姜　1片
味噌　20g 
片栗粉（または小麦粉） 大さじ2 
卵　1/2個
豆腐　1/2丁
長ねぎ　1本
出汁　水　6～8カップ  
　　　昆布　10 cm

気仙沼のさかな de クッキング②

酒　大さじ2 
しょう油　大さじ2
塩　少  々

1月

カニ、ワカメ、ナマコ、マダラ

2月

マダラ、ナマコ、ワカメ、カニ

3月

イカナゴ、ワカメ、メバチ、
アサリ、ナメタ

10月

サンマ、メカジキ、カキ、カツオ、
サバ、アカマンボウ、アジ、ブリ

1 1月

アワビ、カキ、サンマ、メカジキ、
アカマンボウ

12月

ナメタ、カキ、アワビ、タコ、カニ、
メバチ、メカジキ

冬のメカジキは脂がのって
絶品！

生姜　1片
味噌　20g 
片栗粉（または小麦粉） 大さじ2 
卵　1/2個
豆腐　1/2丁
長ねぎ　1本
出汁　水　6～8カップ  
　　　昆布　10 cm

しょう油　大さじ2
塩　少  々

10月

サンマ、メカジキ、カキ、カツオ、
サバ、アカマンボウ、アジ、ブリ

1 1月

アワビ、カキ、サンマ、メカジキ、
アカマンボウ

水産物がもつ主な栄養素

DHA（ドコサヘキサエン酸）*

[主な機能]
脳や神経組織の発達・機能維持、抗アレル

ギー、抗炎症
[多く含まれる魚介類]
マグロ、イワシ、サンマ、ウナギ、サバ、カツオ、ア

ジなど

タウリン
[主な機能]
血圧の調整、コレステロールの排出、肝機能改

善、視力の維持
[多く含まれる魚介類]
イカ、カキ、タコ、アワビ、ホタテ、クルマエビ、サ

ケなど
*DHAは、1日あたり1g以上の摂取が望ましいと

されています（魚で約90g/日以上）。（厚生労働
省

「日本人の食事摂取基準」2010年版より）

気仙沼市の市外局番は です☎ 0 2 6230



私たちが暮らす気仙沼は、リアス
の海と豊かな山々に抱かれた美
しい自然に支えられてきました。
自然から私たちの口に運ばれる
までの過程についても思いを巡
らし、生活の中ではぐくまれてき
た食を次世代に伝え、個性的で
魅力あるまちであり続けるため、
「魚食健康都市」「気仙沼スロー
フード都市」を宣言しました。

column
「食」を見つめ、ずっと
美味しい都市であるために

作り方
❶メカジキを一口大に切り、鍋に油を
しいて焼き、皿に取り出す。
❷野菜を一口大に切り、鍋に油を引
いて軽くいためたら、水を加えて火
にかける。
❸野菜に火がとおったら、カレールー
を入れ、❶のメカジキを入れる。
❹器にご飯を盛り、❸をかける。

カカレー（４人分）

材料
メカジキ　200g
サラダ油　適量
玉ねぎ　１個
にんじん　100g
じゃがいも　中２個
カレー（市販のカレールー 4人分／
　水　使用するルーにより調整）
ご飯

気仙沼のさかな de クッキング③

サンマ アワビ 毛ガニメカジキカキ

身が厚く味がとっても濃厚。

作り方
❶サンマを3枚におろし、細かくなるまでたたく。
長ねぎは斜めに切っておく。
❷❶をすり鉢ですり、生姜のおろし汁、卵、味噌、
片栗粉を加えてよく混ぜ、すり身を作る。
❸鍋に水と昆布を入れ、沸騰したら昆布を取り
出だし、すり身を一口大に丸めて入れる。
❹すり身に火が通ったら酒、しょう油、塩で味付
けし、豆腐、長ねぎを加え、てひと煮立ちさせる。

魚の （４人分）

材料
サンマ　3尾
生姜　1片
味噌　20g 
片栗粉（または小麦粉） 大さじ2 
卵　1/2個
豆腐　1/2丁
長ねぎ　1本
出汁　水　6～8カップ  
　　　昆布　10 cm

気仙沼のさかな de クッキング②

酒　大さじ2 
しょう油　大さじ2
塩　少  々

月

カニ、ワカメ、ナマコ、マダラ

月

マダラ、ナマコ、ワカメ、カニ

月

イカナゴ、ワカメ、メバチ、
アサリ、ナメタ

月

サンマ、メカジキ、カキ、カツオ、
サバ、アカマンボウ、アジ、ブリ

月

アワビ、カキ、サンマ、メカジキ、
アカマンボウ

月

ナメタ、カキ、アワビ、タコ、カニ、
メバチ、メカジキ

冬のメカジキは脂がのって
絶品！

水産物がもつ主な栄養素

DHA（ドコサヘキサエン酸）*

[主な機能]
脳や神経組織の発達・機能維持、抗アレル

ギー、抗炎症
[多く含まれる魚介類]
マグロ、イワシ、サンマ、ウナギ、サバ、カツオ、ア

ジなど

タウリン
[主な機能]
血圧の調整、コレステロールの排出、肝機能改

善、視力の維持
[多く含まれる魚介類]
イカ、カキ、タコ、アワビ、ホタテ、クルマエビ、サ

ケなど
*DHAは、1日あたり1g以上の摂取が望ましいと

されています（魚で約90g/日以上）。（厚生労働
省

「日本人の食事摂取基準」2010年版より）

気仙沼市の市外局番は です☎ 0 2 62 31
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海産物はもちろん、気仙沼には生産者のこだわりや
工夫あふれる特産品がまだまだあります！ぜひおみやげにも！加工品・地場産品

気仙沼帆布製品
帆布を使ったランチバッグや
ショルダーバックが人気です。

地場産菓子
「海の子ホヤぼーや」サブレ
をはじめ、フカヒレをつかっ
たお菓子など、家族や友達へ
のおみやげにぴったり！

フカヒレ製品
おみやげの定番、フカヒレ。濃縮スープから
本格的な姿煮まで種類も豊富です。

鮫製品
サメの水揚げ日本一の気仙沼。サメを使ったさまざま
な製品があります。貴重な資源である魚を余すところな
く利用する文化が生かされています。

サメの水揚げ日本一の気仙沼。サメを使ったさまざまサメの水揚げ日本一の気仙沼。サメを使ったさまざま
な製品があります。貴重な資源である魚を余すところなな製品があります。貴重な資源である魚を余すところな

乾物・海藻
ワカメやコンブ、ヒジキなどの三陸産の
乾物は市内外問わず人気です！

気仙沼市の市外局番は です☎ 0 2 6232

〈 広 告 〉



海産物はもちろん、気仙沼には生産者のこだわりや
工夫あふれる特産品がまだまだあります！ぜひおみやげにも！加工品・地場産品

気仙沼帆布製品
帆布を使ったランチバッグや
ショルダーバックが人気です。

地場産菓子
「海の子ホヤぼーや」サブレ
をはじめ、フカヒレをつかっ
たお菓子など、家族や友達へ
のおみやげにぴったり！

フカヒレ製品
おみやげの定番、フカヒレ。濃縮スープから
本格的な姿煮まで種類も豊富です。

鮫製品
サメの水揚げ日本一の気仙沼。サメを使ったさまざま
な製品があります。貴重な資源である魚を余すところな
く利用する文化が生かされています。

乾物・海藻
ワカメやコンブ、ヒジキなどの三陸産の
乾物は市内外問わず人気です！

気仙沼市の市外局番は です☎ 0 2 62 33
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気
仙
沼

ご
当
地
グ
ル
メ

ホヤぼーやグッズ
みんなに人気の観光キャラクター「海の
子ホヤぼーや」グッズ。市内でしか手に入
らない貴重なものもあります。

ニンニク味噌で下味をつけた
豚のミックスホルモンを焼
き、千切りキャベツ&ウスター
ソースで食べるのが気仙沼
流です。

「モウカザメ」の心臓を
刺身にして酢味噌で食
べます。気仙沼ならでは
の珍味。

メヌケなどの赤魚と白
菜の古漬けを酒粕で煮
込んだ郷土料理です。

気仙沼ホルモン モウカの星
冬の味覚で、汁物の代表格とさ
れるどんこ汁。ドンコ（エゾイソ
アイナメ）のえらを除き、頭ごと
内臓を取らずにぶつ切りにし、
大根、人参、ごぼうなどを入れ、
味噌で味付けします。

どんこ汁あざら

缶詰など
気仙沼港で水揚げされる新鮮な魚介類が、
優れた技術によって缶詰加工されています。

地酒
おいしい魚介類と良く合う、地酒（日本
酒）を気仙沼の風土が生んだ地元のお米
（蔵の華）を使って、つくっています。

海産物・珍味など
江戸時代から生産されている鰹節を
はじめ、旬の魚介を活かした多種多様
な海産物・珍味などがあります。

缶詰など
気仙沼港で水揚げされる新鮮な魚介類が、気仙沼港で水揚げされる新鮮な魚介類が、
優れた技術によって缶詰加工されています。優れた技術によって缶詰加工されています。

気仙沼市の市外局番は です☎ 0 2 6234

〈 広 告 〉



気
仙
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ご
当
地
グ
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メ

ホヤぼーやグッズ
みんなに人気の観光キャラクター「海の
子ホヤぼーや」グッズ。市内でしか手に入
らない貴重なものもあります。

ニンニク味噌で下味をつけた
豚のミックスホルモンを焼
き、千切りキャベツ&ウスター
ソースで食べるのが気仙沼
流です。

「モウカザメ」の心臓を
刺身にして酢味噌で食
べます。気仙沼ならでは
の珍味。

メヌケなどの赤魚と白
菜の古漬けを酒粕で煮
込んだ郷土料理です。

気仙沼ホルモン モウカの星
冬の味覚で、汁物の代表格とさ
れるどんこ汁。ドンコ（エゾイソ
アイナメ）のえらを除き、頭ごと
内臓を取らずにぶつ切りにし、
大根、人参、ごぼうなどを入れ、
味噌で味付けします。

どんこ汁あざら

缶詰など
気仙沼港で水揚げされる新鮮な魚介類が、
優れた技術によって缶詰加工されています。

地酒
おいしい魚介類と良く合う、地酒（日本
酒）を気仙沼の風土が生んだ地元のお米
（蔵の華）を使って、つくっています。

海産物・珍味など
江戸時代から生産されている鰹節を
はじめ、旬の魚介を活かした多種多様
な海産物・珍味などがあります。

海産物・珍味など
江戸時代から生産されている鰹節を
はじめ、旬の魚介を活かした多種多様
な海産物・珍味などがあります。

気仙沼市の市外局番は です☎ 0 2 62 35
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