
秋田の魚を食べようキャンペーン

～みんなで食べよう！地魚応援フェア～

　　
 
 

レシピ提供 秋田県

旬の魚 「鯛」 
たい

　　
 
 

【材料（4人分）】

【作り方】

特製レシピ

鯛のアクアパッツア風 

鯛････････････････ 4切れ
ブロッコリー･･････ 1/2個(65g）
ミニトマト････････ 8個
にんにく･･････････ 1かけ
瀬戸のほんじお････ 小さじ1/2

 水････････････････ 140cc
 白ワイン又は酒････ 70cc
 ほんだし･･････････ 小さじ山盛り1

 瀬戸のほんじお････ ひとつまみ
 こしょう･･････････ 少々

AJINOMOTOオリーブオイル
       ･･････ 大さじ2

(1) 鯛は塩をふってしばらくおき、水気を拭き取る。ブロッコリーは小房に分け、
 ミニトマトはヘタを取り除く。にんにくは包丁の腹で軽くつぶす。
(2) フライパンにオリーブオイルと(1)のにんにくを入れて火にかけ、香りがたっ
 たら、(1)の鯛を皮目から入れて焼き、両面にしっかり焼き色を付ける。
(3) Aを加えてフタをし、5～6分蒸し焼きにする。
(4) (1)のブロッコリーを加え、ブロッコリーが柔らかくなったら、(1)のミニト
 マトを加え、Bを入れて味を調える。

A

B



秋田の魚を食べようキャンペーン

～みんなで食べよう！地魚応援フェア～

　　
 
 

レシピ提供 秋田県

旬の魚 「鯛」 
たい

　　
 
 

【材料（2人分）】

【作り方】

特製レシピ

(1) トマトはくし切りにする。スナップえんどうは筋を取る。
(2) ブロッコリーは小房に分ける。黄パプリカは、食べやすい大きさに切る。
(3) フライパンにトマトソースを入れ、材料を並べる。
  フタをして蒸し煮にする。（※沸騰したら中火にして10分。）
(4) 黒こしょう、刻んだイタリアンパセリをふる。

春野菜と鯛のトマトパッツア

鯛････････････････････････ 2切れ
アサリ（殻付き）･･････････ 50g
ｶｺﾞﾒ  ﾗｳﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ（トマト）･･ 1個
スナップえんどう･･････････ ４枚
ブロッコリー･･････････････ ４房
黄パプリカ････････････････ 1/４個
黒こしょう････････････････ 少々
イタリアンパセリ･･････････ 少々
カゴメ基本のﾄﾏﾄｿｰｽ295g････1缶



秋田の魚を食べようキャンペーン

～みんなで食べよう！地魚応援フェア～

　　
 
 

レシピ提供 秋田県

旬の魚 「鯛」 
たい

　　
 
 

【材料（3.5人分）】

【作り方】

特製レシピ

(1) トマトとズッキーニは3mmの厚さの輪切り、
  モッツアレラチーズは5mmの厚さの半月切りにする。
(2) 皿に冷製パスタソースを敷き、オリーブ油、塩、黒こしょうをかける。 
(3) トマト、ズッキーニ、真鯛、モッツアレラチーズ、ベビーリーフミックス
 を盛り付ける。 

鯛･･････････････････････ 150g
ｶｺﾞﾒ  高リコピントマト･･･ 2～3個
ズッキーニ･･････････････ １本
モッツアレラチーズ･･････ １個
ｶｺﾞﾒ  洗わないで使えるﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ
      ････････････ １袋
ｱﾝﾅﾏﾝﾏ 冷製パスタソース･･ 1/2瓶
オリーブ油･･････････････ 大さじ２
塩･･････････････････････ 少々
黒こしょう･･････････････ 少々

真鯛のベジカルパッチョ



秋田の魚を食べようキャンペーン

～みんなで食べよう！地魚応援フェア～

　　
 
 

レシピ提供

旬の魚 「鯛」 
たい

　　
 
 

【材料（4人分）】

【作り方】

特製レシピ

フライパンで簡単パエリア 

鯛･････････････････ 2切れ
米･････････････････ 2合
イカ･･･････････････ 中1はい
あさり（殻付き）･･･ 150g
エビ･･･････････････ 8尾
赤パプリカ･････････ 1/4個
黄パプリカ･････････ 1/4個
玉ねぎ･････････････ 1/2個
パセリ･･････････････ 適宜
ブイヨン･･･････････ 2カップ
塩･････････････････ 小さじ1
こしょう･･･････････ 少々
オリーブ油･････････ 大さじ4
レモン･････････････ 1/2個
カゴメ基本のﾄﾏﾄｿｰｽ295g･･･ 1缶

(1)鯛は一口大に切る。エビは背わたをとり、殻にはさみで切り込みを入れておく。
  アサリはよく洗う。イカは輪切りにし、足は2～3本ずつ切る。
  玉ねぎは粗みじん切り、パプリカは5mm幅の紐切りにする。
(2)フライパンにオリーブ油大さじ2を熱し、魚介を炒め、
  アサリの殻が開いたら煮汁と別々に取り出しておく。
(3)残りの油を入れ、玉ねぎと米を炒める。
(4)(3)にブイヨン・魚介の煮汁・トマトソース・塩・こしょうを加えて混ぜ、
  均一に広げたら、パプリカを散らして沸騰させ、フタをして中火で3分、
  弱火で15分加熱する。
(5)水分がなくなったら火を止め、魚介をのせて3分ほど蒸らし、みじん切りのパセリを 
  散らす。
  お好みでレモンを搾っていただく。

秋田県



秋田の魚を食べようキャンペーン

～みんなで食べよう！地魚応援フェア～

　　
 
 

レシピ提供 秋田県

旬の魚 「鯛」 
たい

　　
 
 

【材料（2人分）】

【作り方】

特製レシピ

(1) 温かいご飯にノンオイル大さじ３を混ぜ合わせる。

(2) マグロと鯛は大さじ2のノンオイルで和えておく。

(3) 器に(1)を盛り付け、10品目のサラダ 水菜や大根、(2)の順にのせる。

(4) (3)に小口切りにした小ねぎを散らす。

まぐろと鯛のサラダ寿司

鯛･････････････････････ 35g

ご飯･･･････････････････ 300g

マグロ･････････････････ 35g

ｻﾗﾀﾞｸﾗﾌﾞ 10品目のサラダ水菜や大根
          ･････････････････ 1/2袋

小ねぎ･････････････････ 2本

ｷｭｰﾋﾟｰ ﾉﾝｵｲﾙ ごまと香味野菜
        ･････････････････ 大さじ５



秋田の魚を食べようキャンペーン

～みんなで食べよう！地魚応援フェア～

　　
 
 

レシピ提供 秋田県

旬の魚 「鯛」 
たい

　　
 
 

【材料（2人分）】

【作り方】

特製レシピ

(1) 鯛は薄いそぎ切りにする。
 水菜は長さ4cmに切る。
 ミニトマトは半分に切る。
 ラディッシュは葉を切り落として薄い輪切りにする。

(2) 器に(1)を盛り付け、ノンオイルをかける。

鯛･････････････････････ 80g

水菜･･･････････････････ 2株

ミニトマト･････････････ 3個（黄）

ラディッシュ･･･････････ 2本

ｷｭｰﾋﾟｰ ﾉﾝｵｲﾙ ゆず･･･････ 適量

鯛と水菜のサラダ



秋田の魚を食べようキャンペーン

～みんなで食べよう！地魚応援フェア～

　　
 
 

レシピ提供 秋田県

旬の魚 「鯛」 
たい

　　
 
 

【材料（2人分）】

【作り方】

特製レシピ

鯛とあさりのアクアパッツァ バジル風味 

鯛･･･････････････････････ 2切れ
あさり･･･････････････････ 10個
プチトマト･･･････････････ 4個
スナップエンドウ･････････ 4本
白ワイン･････････････････ 大さじ2
オリーブ油･･･････････････ 適量
水･･･････････････････････ 100cc
ｷｭｰﾋﾟｰ Italiante ﾊﾞｼﾞﾙｿｰｽ･･ 大さじ2
ｻﾗﾀﾞｸﾗﾌﾞ ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ（ｽﾗｲｽ）
                      ････････････ 1袋
ｷｭｰﾋﾟｰ  ｱﾝﾁｮﾋﾞｰｿｰｽ･･･････ 適量

(1) あさりは塩抜きする。
(2) スナップえんどうは筋を取り、半分に切る。
(3) フライパンにオリーブ油を熱し、鯛の両面に焼き色をつける。
(4) (3)に白ワイン、水、アンチョビーソース、(1)を加え、フタをして、
   あさりの口が開くまで蒸し煮にする。
(5) (4)に(2)、プチトマト、ブラックオリーブ、バジルソースを加え、再び
   フタをし、野菜に火が通るまで煮る。



秋田の魚を食べようキャンペーン

～みんなで食べよう！地魚応援フェア～

　　
 
 

鯛はそぎ切りにする。

レシピ提供 秋田県

旬の魚 「鯛」 
たい

　　
 
 

【材料（2人前）】

【作り方】

特製レシピ

ハウス食品株式会社         

鯛のハーブカルパッチョ 

鯛（刺身用）･･････ 1サク（130g）

レモン汁･･････････ 大さじ1

オリーブ油････････ 大さじ1

ハウス 香りソルト ｲﾀﾘｱﾝﾊｰﾌﾞ
             ･･･････････ 小さじ1/2

(1) 鯛は薄切りにする。

(2) 香りソルト、レモン汁、オリーブ油を混ぜ合わせる。

(3) 器に(1)の鯛を盛り付け、(2)をかける。

 ＊お好みでベビーリーフやミニトマトを飾っても良い。


