
大根葉いため（2人分）

大根葉　1本
しょうゆ　大 1
無添加博多あごふりだし　1包（中身を破って）
みりん　大 1

1.　サラダ油をひいて食べやすい大きさに切った大根葉を炒めます。

2.　大根葉に火が通ったら無添加博多あごふりだし１包（中身を破って）とみりんを大 1を、
　フライパンの中に入れます。

3.　2. の仕上げにしょうゆ大 1を入れて出来上がりです。
　あつあつの白ご飯の上にかけて食べたら最高です。

材料

作り方

とうふとわかめのみそ汁（3～ 4人分）

とうふ　半丁
わかめ　少々
ねぎ　　少々
みそ　　適量
無添加博多あごふりだし　1包

1.　水 800cc にだしパック１個を入れます。

2.　沸騰したら中火にして具のとうふを入れ、わかめとネギはおわんに入れておきます。

3.　火を止めて普段通りみそをお好みで入れます。

材料

作り方

あごだしポテトサラダ（3～ 4人分）

じゃがいも ( 大 )　3個
 人参うすぎり　1/4 本
 きゅうり　1本
 ハム　2枚
 博多あごふりだし　1包
 マヨネーズ　大 3
 ブラックペッパー　少々
 酢　少々

1.　まず皮ごとじゃがいもをゆでます

2.　じゃがいもに串がとおったら冷水につけ皮を手でとります。

3.　じゃがいもがさめないうちに酢を少々いれます。そしてつぶします。

4.　きゅうりは塩ずりして輪切りにしてぎゅっと絞ります。

5.　人参はうすく千切りにします。ハムはこまかくきります。

材料

作り方

あごだしですき焼き

牛肉適量・白菜・長ネギ・豆腐・シメジ・春菊

1.　最初に合わせ調味料を混ぜ、すき焼きのたれを作ります。( 1. の調味料を火にかけ煮きりま
すと美味しくなります。)

2.　すき焼き鍋に油を引き、肉を並べます。長ネギを入れて、たれを入れます。春菊を除くほか
の材料を入れ、少し火が通ったら春菊を入れます。

3.　小鉢に卵を割りほぐし、2. を入れて食します。（味が濃くなりましたら水を入れながら味を
整えてください。）

材料

「だし醤油」150cc・みりん 150cc 砂糖大 4・100cc・水 100cc

合わせ調味料

作り方

キンピラゴボウ by あごだし

ゴボウのささがき 1本
にんじんのささがき 1本
あごだし　スプーン大 1
砂糖　大 3
醤油　大 3
みりん大 1

1. フライパンに、ごま油をしき、熱したフライパンに、ささがきのにんじんとゴボウをいれ、軽
　く炒める。

2. 次に野菜がしんなりしてきたら砂糖をいれ全体に絡ませる。味見して甘いなぁ…っていうくら
　いがベスト！

3. 醤油を全体に回しかけみりんをかけ炒めたらあごだしで味を整えたら出来上がりです。

材料

作り方

あごだしで鶏の唐揚げ

鶏モモ肉　400g
◆ あごだし ( 博多あごふりだし )1 包
 片栗粉
◆ 醤油 : 酒　2:1
卵　1コ　( 卵白のみ )
◆ 生姜のすり下ろし ( ひとつまみ )
サラダ油
ビニール袋 

Ａ. ボールに鶏肉、◆ 醤油、酒、あごだし、生姜をいれてもみもみして 15 分ほど味が染みこむの
　を待つ。( このとき、醤油、酒の量は、鶏肉がひたるくらい )
　この間に、油を 170 どまで加熱させる。

 Ｂ. ビニール袋に片栗粉をいれる。
 Ｃ. 別のボールで卵白を軽くかき混ぜる。
 Ｄ. 鶏肉をＣにいれまんべんなく絡ませる。
 Ｅ. 袋に片栗粉、Ｄをいれ、ビニールを片栗粉が鶏肉全体にいきわたるまで手早くふる。 
 Ｆ. 油が適温になったら、鶏肉を袋から取り出し揚げると出来上がりです。

材料

作り方

博多のお雑煮 ( 約 4人）

無添加博多あごふりだし×1包
丸餅　人数分　・　ブリの切り身 4 キレ　・　鶏肉 80g　・　エビ 4尾　・　里芋 2 個 
乾燥シイタケ 4 個　・　人参 1 ／ 2本　・　 大根 100g　・　かつお菜 1/2 束
 水 5 カップ　・　 塩少々　・　 薄口しょうゆ 適量　・　ゆずの皮少々

1. 乾燥椎茸を水で戻します。この時椎茸を戻した水を捨てないように気をつけてください。次に
無添加博多あごふりだしを、袋のまま、もどした椎茸のだし汁と一緒に鍋にいれ沸騰させ約 3分、
乾燥シイタケは具としても使うのでいしづきをとって、だし汁の中へ入れます。

2. 【 野菜の下拵え 】
 里芋はゆでておく。大根、ニンジンはそれぞれ輪切りし柔らかく茹でておく。 かつお菜も茹でた
あと少し水にさらし、一口サイズに切っておく。

3. エビの頭と尻尾を残し殻を剥き背わたをとります。ひとつまみ程度エビに塩を振りグリルで焼
きます。
 
4. ブリと鶏肉は塩をふり 30 分位おいてさっと湯引きをして臭みをとる。 

5. 1 のだし汁を普通のお吸い物より塩を控えめで、 お好みでしょうゆ、みりん、酒で味を整える。

6. だしの中に餅を除いた材料を入れ温める。餅は別鍋で柔らかく茹で、くっつくのを防ぐため 
おわんに大根を敷いておき、その上に餅をのせて残りの材料を盛り付ける 

7. 最後に、あつあつのだしを上から注ぎ、かおり付けにゆずの皮をのせれば出来上がりです。 

材料

作り方

あごだしでお好み焼き ( 大 2枚分）

キャベツ 200g 　・　豚バラ肉 100g　・　卵 M2 個　・　 揚げ玉（天かす） 大さじ 2～ 3 
桜えび 大さじ 1 　・　紅生姜 一つまみ 

◆ 小麦粉 or 薄力粉　60 ～ 70g 
◆ 長芋すりおろし 　160g 
◆ あごだし
◆ 博多あごふりだし　1/2 包
 
※ 仕上げに おたふくソース・ネギ・ マヨネーズ・青のり・鰹節 適量 

 1. 小麦粉はふるって ◆ の材料を混ぜあわせ 冷蔵庫で寝かせる 寝かせる時間が長いほどよい。
 2. キャベツはあらみじんにして汁気をとって 生地にまぜる。その他の材料もまぜる。 （豚肉以外）
 3. 鉄板に油をひき（サラダ油＆ごま油） 生地をまぜ ２センチ厚さくらいにまとめる。
 4. 上に豚バラをのせ 生地は両面４分４分くらいで焼く。
 5. 焼き上がりをみて最後にソース等でトッピン グしたら完成です。

材料

作り方

美味しいおでんのつくり方 ( 約２～３人）

水・・・・・・・・・・・・1000ml
無添加博多あごふりだし・・・・・2袋
塩・・・・・・・・・・・・大さじすりきり半分
砂糖・・・・・・・・・・・大さじすりきり 2杯
しょうゆ・・・・・・・・・大さじ 3杯
みりん・・・・・・・・・・大さじ 3杯
だし用すじ肉・・・・・・・両手のひら 1杯程度

1　鍋に水と無添加博多あごふりだしをいれたら、こんにゃく、串刺しすじ肉・ゆで卵・大根 ( 大
根は煮崩れしやすいので面取りしておきます。) をはじめにいれ 10 分間煮込みます。

2　ちくわ・まるてん・がんもどき・かまぼこ等の練り物を入れさらに 20 分煮込みます。

3　次に火を止めゆっくりと鍋を冷まし味を染み込ませさらにお召し上がりになる直前に再び火
をかけしっかり味をしみこませたら美味しいおでんの出来上がりです。

材料

作り方

筑前煮 ( 約 6人）

博多あごふりだし 2 包
鶏もも肉 250g　・　ごぼう 1 本　・　人参  1/2 本　・　蓮根  1 節　・　椎茸 5 個
里芋 5 個　・　黒コンニャク 1 枚　・　絹さや 5 枚　・　サラダ油 少々　・水 700CC
酒 90cc　・　みりん 90cc　・　しょうゆ 90cc　・　砂糖 60g　・　塩 少々

1　鶏肉・椎茸を一口大に切る。ごぼうは皮を削ぎ、蓮根、人参は皮をむき、乱切りにし、水にさらす。
　  里芋は皮をむき、乱切りにし、塩でもみ洗いして、ぬめりを取り、水洗いする。
　  コンニャクはスプーンでちぎり、鍋に水と一緒に入れてひと沸かししてあくぬきする。

2　鍋に湯を沸かし、塩を加え、絹さやを入れて軽く湯通し氷でさます。

3　鍋にサラダ油を入れ熱し、鶏肉を炒める。蓮根、ごぼう、椎茸、人参、コンニャク、里芋を
　  加え、炒める。

4　水とあごだしを入れて、沸騰したら酒、砂糖を加え、落し蓋をし 10 分くらい煮てあくは
　  まめにとる。

5　最後にしょうゆ、みりんを加え味を整え 10 分煮る。皿に盛り、絹さやをかざり出来上がり。

材料

作り方

鶏ごぼう飯 ( 約 1～ 2人）

鶏ひき肉　120g
ごぼう　　　40g
ごはん　　　1合
醤油　　　　30cc
日本酒　　　5cc
無添加博多あごふりだし 1包（中身を破って）
水　　　　　80cc
砂糖　　　　10g

1　フライパンを熱しサラダ油をひいて鶏ひき肉とごぼうを炒める。

2　火を弱火にし酒、醤油、砂糖、無添加博多あごふりだし（中身を破って）水を入れごぼうに
　火が通り濃いめの味に調整したら山椒を入れボールに移す。

3　ボールにご飯を入れよく混ぜて、器に盛り付けて完成。

材料

作り方


