
  「鹿児島県食材を使って」 

   冨澤浩一 シェフ考案 

      鹿児島県食材 美味レシピ   

 supported by 第365回本部講習会 
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 鹿児島県 Presents 



 

開発シェフ 
 

冨澤 浩一 
 

   日本料理よし邑  
 取締役総料理長・総支配人 
   公益社団法人日本料理研究会副会長・師範 

 

<日本料理よし邑> 
 

 〒174-0046 
 東京都板橋区蓮根2-19-12 

<PROFILE> 
 

1962年山形県生まれ。1981年、京料理一兆を皮切りに料理の道へ進み、27
歳の若さで六本木浜藤にて料理長として勤務。2006年8月から日本料理よし
邑の総支配人、総料理長として腕を振るい、2016年からは同店取締役総料理
長・総支配人として活躍している。大味な器に優美さ、繊細さを感じさせる盛
込料理を得意としており、大皿と繊細な料理のバランスを取りながら、動的な
画や季節感を表現する技能は業界第一人者との評価が高く、顧客により鮮明な
感動を与え続けている。これらの技能は、冠婚葬祭をはじめとした様々なシ
チュエーションでの料理提供が求められる同店で幅広い客層を魅了しており、
テレビ、一般紙誌にも数多く取り上げられている。 

2 



アカバナ    50g 

沢庵      適量 

柴漬      適量 

茗荷      適量 

アボカド    適量 

玉葱      適量 

大葉      適量 

生姜      適量 

パパイヤ    1/2個 

アトランティックソルト 

        適量 

クレイジービー 適量 

卵黄醤油漬   1個          

❶ アカバナは、すき引きし、水洗いした後、三枚に卸して柵取 

  りし、皮を引いておく。脂の多い腹身を細引きにする。卵黄 

  は土佐醤油に漬けておく。 

❷ 漬物、野菜は、それぞれ微塵切りにしておく。 

❸ 工程1のアカバナと工程2の微塵切りを混ぜ、さらに刃叩きし 

  て馴染ませ、アトランティックソルトで味を調える。 

❹ パパイヤの種の部分をくり抜き、釜とする。 

❺ 工程4のパパイヤに工程3のアカバナをのせ、さらに卵黄醤油 

  漬をのせ、天にクレイジービーをのせて仕上げる。 

❻ スプーンを添えて、パパイヤと共に召し上がっていただく。 

1人前、400円 

調理時間15分 

  

【作り方】  

 

 

日本料理よし邑 冨澤浩一 シェフによる 

 鹿児島県食材  美味レシピ  

鹿児島県 Presents 

【材料】  

アカバナ叩き パパイヤ盛り   

スモークアカバナ醗酵トマトソース 

❶ アカバナは、すき引きし、水洗いした後、三枚に卸して柵取 

  りし、皮を引いておく。浸し地に10分ほど漬けておく。し 

  っかりと水分を取り、かるく香りがつく程度の冷燻にする 

  （6分程度）。 

❷ フルーツトマトは、熱湯にくぐらせて薄皮を剥き、種を取っ 

  ておく。同量の牛乳を合わせ、1割のヨーグルトを入れてよ 

  く混ぜて蓋をし、40℃で1～2日置く。 

❸ 工程2のトマトをミキサーにてペースト状にして塩で調味し、 

  醗酵トマトソースとする。 

❹ 野菜は、薄切りにして水でさらし、油で揚げてチップスとす 

  る。フィンガーライムは水洗いして輪切り、蔓えんどう、 

  レッドソレルは水洗いして根元を切る。彩りよく盛り付ける。 

【作り方】  

アカバナ     60g 

フィンガーライム 適量 

蔓えんどう    適量 

レッドソレル   適量 

野菜チップ（菊芋、牛蒡、 

蓮根）        各適量 

1人前、250円 

調理時間20分 
【材料】  

アカバナ浸し地 

 酒         60㏄ 

 薄口醤油      30㏄ 

 味醂        30㏄  

醗酵トマトソース 

 フルーツトマト  100g 

 牛乳       100㏄ 

 ヨーグルト    10g 
アカバナの背をかるくスモークすることで風味が変化し、香りをまとわ
せることでヨーグルトのような発酵食品との相性がよくなります、さら
にトマトを加えることで酸味が増して食べやすくなります。 

コメント ＆ 調理のPoint 

アカバナはカンパチの数倍の脂があるので、叩きにしても美味しく、卵
黄醤油漬とパパイヤの甘味とマッチします。 

コメント ＆ 調理のPoint 
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アカバナ      1切 

薄口三同割     適量 

茗荷        適量 

菜の花唐墨まぶし 

 菜の花      適量 

 粉唐墨      適量 

梅花長芋梅酢漬 

 長芋       適量 

 梅酢       適量 

花豆蜜煮 

 花豆、重曹    各適量     

❶ アカバナは、三枚に卸して柵取りする。アカバナを50gに庖 

  丁し、薄口三同割に10分漬ける。まめこぞうは、鬼皮を剥き、 

  炭酸塩をまぶして10分ほど置き、沸騰しないようにボイルし、 

  裏漉しする。 

❷ まめこぞうペーストに調味料などを合わせ、鶯色に仕上げる。 

❸ 工程1のアカバナを八分焼きにし、工程2のまめこぞうペース 

  トをのせて天火で焼き上げる。 

❹ 茗荷は、色出しした後、甘酢に漬ける。菜の花は、ボイルし 

  た後、地漬けし、粉唐墨をまぶす。 

❺ 長芋は、梅花に剥き、梅酢を調味した酢に漬ける。 

❻ 花豆は、水でもどし、重曹を入れて柔らかくなるまで茹で、 

  水でさらした後、蜜煮とする。 

❼ 鶯焼、あしらいを彩りよく盛り付ける。 

1人前、300円 

調理時間30分 

  

 

 

日本料理よし邑 冨澤浩一 シェフによる 

 鹿児島県食材  美味レシピ  

アカバナ鴬焼 （試食なし） 

アカバナ香り黒酢ドレッシング 

❶ アカバナは、すき引きし、水洗いした後、三枚に卸して柵取 

  りする。皮を引いてへぎ作りとし、塩胡椒、オリーブオイル 

  を掛けておく。赤蕪は、スライスして4分の1に庖丁し、立塩 

  に浸けた後、形よく串に打つ。 

❷ 香り黒酢ドレッシングは、黒酢、調味料等を合わせておく。 

❸ 鎌倉野菜、工程1のアカバナを彩りよく盛り付け、香り黒酢 

  ドレッシングを掛けて仕上げる。 

【作り方】  

アカバナ     80g 

レディサラダ大根 適量 

へぎ胡瓜、うるい 各適量 

アイスプラント  適量 

鎌倉野菜（パープル人参、  

イエロー人参、オレンジ 

人参）      各適量 

赤蕪       適量 

1人前、350円 

調理時間15分 
【材料】  

香り黒酢ドレッシング 

  濃口醤油、サラダ油、 

  黒酢     各1合 

  胡麻油    50㏄ 

  玉葱     1/2個 

  大蒜     1かけ 

  砂糖、黒胡椒 各適量 

刺身としても美味しいですが、あえてカルパッチョのようにドレッシン
グでサッパリと食べていただきます。 

コメント ＆ 調理のPoint 

脂の強いアカバナと甘みの強いまめこぞうを合わせ、双方のよさを引き
出した焼物になりました。 

コメント ＆ 調理のPoint 

【作り方】  

鶯焼地 

 まめこぞうペースト50g 

 玉味噌      5g 

 玉素       20g 

 青寄せ      適量 

【材料】  
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アカバナ  50g 

大根    適量 

蕪擂り卸し 適量 

早蕨    適量 

菜の花   適量 

粟麩    適量 

赤蒟蒻   適量 

黒豆    適量 

玉柚子   適量 

吉野餡   適量        

❶ アカバナは、すき引きし、水洗いした後、三枚に卸して柵取 

  りする。強塩し、身が締まったら水で塩を落とし、水気をよ 

  く拭き取り、風干にして、塩鰤とする。 

❷ 大根は、梅型に庖丁し、米研ぎ汁でボイルした後、炊き含め 

  る。 

❸ 工程1の塩鰤を庖丁し、大根と一緒に揚煮とする。 

❹ あしらいの野菜、蒟蒻、粟麩等は、適宜庖丁し、野菜八方地 

  で炊いておく。 

❺ アカバナのアラを焼いて沖出汁を取り、沖出汁でお粥を炊き、 

  おねばを作る。 

❻ おねば、擂り卸した蕪を合わせ、アカバナにたっぷりと掛け、 

  さらに吉野餡を掛けて仕上げる。 

1人前、300円 

調理時間120分 

  

 

 

日本料理よし邑 冨澤浩一 シェフによる 

 鹿児島県食材  美味レシピ  

アカバナ大根霙煮 （試食なし）   

炙り野菜を「まめこぞう」で 

❶ まめこぞうは、鬼皮を剥き、炭酸塩をまぶして10分ほど置き、 

      沸騰しないようにボイルし、裏漉しする。 

  黒大根、味一大根、楤の芽は、掃除して庖丁し、ボイルした 

  後、大根は吸地あたりで炊き含め、楤の芽は漬けておく。 

❷ 工程1のまめこぞうペーストに調味料等を全て合わせ、塩で 

  調味する。 

❸ 野菜、金柑を炙り、彩りよく盛り付け、天に枸杞の実を飾り、 

  仕上げる。 

【作り方】  

まめこぞうペースト 60g 

メレンゲ      玉子1個 

生クリーム     10㏄ 

泡醤油       10g 

プチドリップ    2g 

塩         適量 

枸杞の実      適量 

炙り野菜 

 金柑       適量 

 黒大根      適量 

 味一大根     適量 

 楤の芽      適量 

1人前、150円 

調理時間15分 
【材料】  

鰤大根のようなイメージの料理ですが、骨から出る出汁も美味しく、擂
り卸した蕪を合わせることでより食べやすく、美味しくなります。 

コメント ＆ 調理のPoint 

様々な野菜を甘みの強いまめこぞうペーストで召し上がって頂けるよう、
ディップのような感覚で作りました。 

コメント ＆ 調理のPoint 

【作り方】  【材料】  
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平貝       1個 

柿の種      適量 

新独活、レッドソレル、蔓
えんどう、芽蕪  各適量 

網焼 

 烏賊墨     適量 

 油       90㏄ 

 小麦粉     20g 

 水       180㏄ 

三彩ソース 

 ベシャメルソース 

  牛乳     1000㏄ 

  バター、小麦粉各100g 

  片栗粉    10g 

 梔子      適量 

 まめこぞう、ビーツ、酒 

 盗各ペースト  各適量 

 塩胡椒、生クリーム、食 

 用花      各適量 

1人前、300円 

調理時間50分 

  

 

 

日本料理よし邑 冨澤浩一 シェフによる 

 鹿児島県食材  美味レシピ  

平貝おかき揚三彩ソース 

まめこぞう擂流し 

❶ 擂り身に卵白、とろろ、酒、薄口醤油、味醂、塩で味と固さ 

  を調え、まめこぞうを入れて調味する。鮎魚女は、バラ引き 

  して水洗いした後、三枚に卸し、骨を抜いて骨切りして適宜 

  庖丁し、当て塩をしておく。片栗粉をはたいた鮎魚女にまめ 

  こぞうを塗り、蒸す。 

❷ まめこぞうペーストに出汁を入れてのばし、調味する。合わ 

  せた物にアルギン酸ナトリウムを入れてよく混ぜ溶かし、ス 

  ポイトに取る。水に塩化カルシウムを入れて混ぜ溶かした物  

  に1滴ずつ入れ、30秒後に取り出し、浄水に落とす。 

❸ 御椀に彩りよく盛り付け、吸地を張り、浜防風、こごみ、柚 

  子をのせて仕上げる。 

【作り方】  

まめこぞう   90g 

擂り身     20g 

卵白      1/8個分 

酒       5㏄ 

薄口醤油    3㏄ 

味醂      3㏄ 

塩       適量 

鮎魚女     1貫 

浜防風、こごみ 柚子各適量 

1人前、350円 

調理時間30分 
【材料】  

まめこぞう玉 

 まめこぞうペースト200g 

 出汁       300㏄ 

 アルギン酸ナトリウム6g 

 水          500㏄ 

 塩化カルシウム    6g 

まめこぞうは生でも甘みが強く、美味しく食べられますが、ホワイト
ソースと合わせることでより濃厚になり美味しくなります。 

コメント ＆ 調理のPoint 

まめこぞう自体が甘みと香りに優れているので、出汁と合わせて薄めて
も濃厚な豆の味を感じることが出来ます。 

コメント ＆ 調理のPoint 

❶ まめこぞうは、鬼皮を剥き、炭酸塩をまぶして10分ほど置き、 

  沸騰しないようにボイルし、裏漉しする。 

❷ 平貝は、殻を剥いて掃除して貝柱を取り出し、よく洗い、水 

  気をしっかり取り、半分に庖丁して小麦粉を打ち、溶きほぐ 

  した全卵に通し、柿の種をミキサー等にて細かくしたおかき 

  衣を付けて精油で揚げる。 

❸ 新独活は、皮を剥き、酢ボイルした後、白煮としておく。 

❹ 三彩ソースは、牛乳、バター、小麦粉、片栗粉でホワイト 

  ソースを作る。まめこぞうペースト、ビーツペースト、酒盗 

  ペーストをそれぞれ入れ、塩胡椒、生クリームで調味する。 

❺ 網焼は、材料を全て合わせ、フライパンにて焼いておく。 

❻ 蔓えんどう、レッドソレルは、水洗いして根本を切り落とす。 

  彩りよく盛り付け、天に食用花等を飾り、仕上げる。 

【作り方】  【材料】  
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まめこぞうペースト 30g 

玉子        45㏄ 

ソップ地      105㏄ 

新玉葱擂り卸し   15g 

椎茸        適量 

百合根       適量 

海老        適量 

芽蕪        適量 

枸杞の実      適量 

紀州南高梅     適量 

❶ まめこぞうは、鬼皮を剥き、炭酸塩をまぶして10分ほど置き、 

  沸騰しないようにボイルし、裏漉しする。 

❷ 黒さつま鶏のソップ地3.5、玉子1.5、新玉葱擂り卸し0.5、 

  工程1のまめこぞうペースト1を合わせ、調味する。 

❸ 梅は、針打ちして水でさらし、塩分を8分ほど抜いて吸地で 

  炊き、種を取る。 

❹ 他の材料は、適宜庖丁し、吸地で炊いておく。 

❺ 工程2の地を器に入れて蒸して工程3の梅をのせ、紀州蒸しと 

  する。 

 

1人前、150円 

調理時間30分 

  

 

 

日本料理よし邑 冨澤浩一 シェフによる 

 鹿児島県食材  美味レシピ  

まめこぞう紀州蒸し 

まめこぞうムース （試食なし） 

❶ 材料を合わせて火にかけ、水でもどしたゼラチンを溶かし入 

  れ、冷蔵庫で冷やし固める。 

❷ アングレーズソースは、卵黄、砂糖、牛乳をボウルに合わせ、 

  湯煎にてだまにならないよう混ぜながら火を入れる。火が 

  入ったら氷水に取り、冷めたら生クリームとバニラエッセン 

  スを加える。 

❸ ドライフルーツは、全てスライスして80℃で30分炊き、温 

  蔵庫で3日間乾かす。 

❹ 彩りよく盛り付け、黒蜜、アングレーズソースを掛けて仕上 

  げる。 

【作り方】  

まめこぞう    200g 

ココナッツミルク 400g 

牛乳       250g 

生クリーム    100㏄ 

粉ゼラチン    12g 

黒蜜       適量 

アングレーズソース 

 卵黄      7個 

 砂糖      150g 

 牛乳      500㏄ 

 生クリーム   100㏄ 

 バニラエッセンス適量 

ドライフルーツ（林檎、白桃、 

   梨、柿、ラフランス、苺、 

   葡萄、キウイ） 各適量 

1人前、250円 

調理時間25分 
【材料】  

甘みの強いまめこぞうをさっぱりとした紀州の梅干と合わせることで、
より一層豆の甘みが引き立ちます。 

コメント ＆ 調理のPoint 

まめこぞう自体がしっかりと存在を主張してくれるので、デザートとし
ても存在感のある料理になります。 

コメント ＆ 調理のPoint 

【作り方】  【材料】  
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黒さつま鶏胸肉 15g×4 

レディサラダ大根、へぎ胡
瓜、     アイスプラ
ント、うるい、赤蕪各適量 

鎌倉野菜（パープル人参、
オレンジ人参、イエロー人
参）       各適量 

砂肝、ハツ    各適量 

❶ 黒さつま鶏胸肉の皮目を金串でまんべんなく刺し、バーナー 

  で炙っておく。鶏ガラでソップ出汁を取っておく。 

❷ ソップ出汁を65℃に温め、胸肉をその中に5分30秒入れ、取 

  り出したらホイルで巻き、常温で置いておく。 

❸ 肝ソースは、黒さつま鶏レバーを掃除し、水でさらして血抜 

  きし、同量の牛乳で炊き、裏漉ししてペースト状にする。半 

  熟にした玉子を黒酢1、醤油1、砂糖1でひと煮立ちさせて冷 

  まし、牛乳で炊いた肝ペーストと合わせて濃口醤油、砂糖で 

  調味し、肝ソースとする。 

❹ 黒酢タルタルソースは、茹で玉子裏漉し、玉葱微塵切り（さ 

  らして水分をよく絞る）、マヨネーズ、黒酢、胡瓜を小角に 

  庖丁して立塩に浸けた物（水分をよく絞る）を合わせ、塩胡 

  椒で調味する。 

❺ 砂肝、ハツは、掃除して霜降りした後、ソース煮とし、形が 

  残るくらいに刃叩きする。 

❻ 工程1の胸肉をへいで工程5のソース煮を包み、サッと水洗い 

  したあしらいと共に器に盛り付け、2種のソースを添える。 

1人前、250円 

調理時間10分 

  

 

 

日本料理よし邑 冨澤浩一 シェフによる 

 鹿児島県食材  美味レシピ  

黒さつま鶏低温調理 

黒さつま鶏治部煮 

❶ 黒さつま鶏をへぎ切りにし、打粉をする。 

❷ 野菜、豆富、簾麩等は適宜庖丁し、炊いておく。 

❸ 治部煮地を合わせ、工程1の鶏肉に火を通し、他の材料も温 

  める。 

❹ 打粉で使った同じ粉を水で溶き、工程3の治部煮地に入れ、 

  餡とする。 

❺ 器に盛り付けて餡を掛け、山葵を天に盛り、仕上げる。 

【作り方】  

黒さつま鶏もも肉 60g 

豆富、海老芋、簾麩、椎茸、 

梅麩 小松菜、山葵各適量 

1人前、250円 

調理時間30分 
【材料】  

黒さつま鶏の胸肉を使うことで生に近い状態で召し上がっていただけま
す。地鶏特有の固さではなく、歯切れのよさを味わってほしいです。 

コメント ＆ 調理のPoint 

黒さつま鶏のもも肉は打粉をしてからサッと炊き上げるので、滑らかさ、
プリプリとした歯ごたえを感じていただけます。 

コメント ＆ 調理のPoint 

【作り方】  

黒酢タルタルソース 

 茹で玉子    3個 

 玉葱      1/2個 

 胡瓜      1/2個 

 マヨネーズ   100g 

 黒酢      20㏄ 

 塩胡椒     各適量 

肝ソース 

 黒さつま鶏レバー50g 

 牛乳      50㏄ 

 半熟玉子    1個 

 黒酢、醤油、砂糖各適量 

打粉（とろみ粉） 

 上新粉     10g 

 小麦粉     40g 

治部煮地 

 薄口醤油、味醂 各20㏄ 

 酒       10㏄ 

 出汁      200㏄ 

【材料】  
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黒さつま鶏   50g 
❶ 板状の酒粕をちぎって、日本酒に浸す。 

❷ 酒粕がもどって来たら、蒸して柔らかくし、裏漉しする。 

❸ 裏漉しした酒粕、白味噌、クリームチーズ、白ワイン、バ 

  ター、砂糖を合わせる。 

❹ さらに、日本酒、味醂、薄口醤油を混ぜ合わせ、柔らかくす 

  る。 

❺ 黒さつま鶏を下焼きし、工程4の酒粕チーズで掛け焼とする。 

1人前、150円 

調理時間30分 

  

 

 

日本料理よし邑 冨澤浩一 シェフによる 

 鹿児島県食材  美味レシピ  

黒さつま鶏酒粕チーズ焼 （試食なし） 

黒さつま鶏胡麻味噌焼 

❶ 黒さつま鶏は、大きさを揃えて庖丁し、地（酒2、味醂1、濃 

  口醤油1）に15分漬ける。 

❷ 椎茸、百合根、隠元、パプリカは、別々にボイルし、吸地に 

  漬ける。赤蒟蒻は適宜庖丁し、ボイルして八方地にて炊いて 

  おく。 

❸ 白味噌、卵黄、当り胡麻（白胡麻をペースト状にした物）、 

  玉素、出汁、生クリームを合わせ、胡麻味噌とする。 

❹ 下焼きにした黒さつま鶏、野菜等を器に盛り、工程3の胡麻 

  味噌を掛けて焼き上げる。 

【作り方】  

黒さつま鶏  60g 

赤蒟蒻、椎茸、百合根、隠
元、パプリカ 各適量 

1人前、200円 

調理時間30分 
【材料】  

胡麻味噌 

 白味噌   100g 

 卵黄    1個 

 当り胡麻  20g 

 玉素    30g 

 出汁    20㏄ 

 生クリーム 適量 

黒さつま鶏の冷めても美味しい肉質を生かして、酒粕とチーズの濃厚な
香りが楽しめる焼物としました。 

コメント ＆ 調理のPoint 

黒さつま鶏の冷めても美味しい肉質を生かして、胡麻の香ばしい香りが
食欲を沸かせる焼物を作りました。 

コメント ＆ 調理のPoint 

【作り方】  

漬け地 

 酒     2 

 味醂    1 

 濃口醤油  1 

【材料】  
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酒粕チーズ 

 酒粕     50g 

 白味噌    25g 

 クリームチーズ25g 

 白ワイン   適量 

 バター    適量 

 砂糖     適量 

 日本酒    50㏄ 

 味醂     25㏄ 

 薄口醤油   25㏄ 
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プロセスチーズ 15g×5切 

黒大根     1/2丁 

長芋      適量 

大根      適量 

人参      3g×5切 

人参      2g×5切 

長芋粗微塵切り 1/4本 

生姜粗微塵切り 1/2かけ 

胡麻油適量 

❶ 全ての材料を2～3㎝のサイコロ状に庖丁する。 

❷ フライパンに胡麻油を引き、各野菜に焼き目をつける。チー 

  ズもサイコロ状に庖丁して小麦粉をまぶし、形が崩れないよ 

  うに焼き目をつける。黒酢、濃口醤油、砂糖を合わせ、野菜 

  に回し掛け、味を馴染ませる。 

❸ 最後にチーズを入れて、調味料をからませたら野菜と共に器 

  に盛り付ける。 

1人前、100円 

調理時間30分 

  

 

 

日本料理よし邑 冨澤浩一 シェフによる 

 鹿児島県食材  美味レシピ  

チーズ・野菜黒酢焼 （試食なし） 

黒酢豚角煮 

【作り方】  

豚バラ肉   600g 

氷砂糖、醤油 各適量 

新じゃが   適量 

赤蒟蒻    適量 

芽キャベツ  適量 

うるい    適量 

粒マスタード 適量 

4人前、400円 

調理時間240分 
【材料】  

豚肉もどし地 

 黒酢    100㏄ 

 水     200㏄ 

 生姜    1片 

 大蒜    3片 

 鷹の爪   2本 

 長葱    1本 

 酒     60㏄ 

掛け地 

 黒酢     15㏄ 

 濃口醤油   20㏄ 

 砂糖     20g 黒酢をチーズと合せることで、濃厚さの中にさっぱりとした味わいを楽
しむことが出来ます。黒酢によって野菜の美味しさも引き立ちます。 

コメント ＆ 調理のPoint 

黒酢を入れることで、通常の豚角煮よりもコクが出て、なおかつさっぱ
りと召し上がっていただけます。 

コメント ＆ 調理のPoint 

❶ 豚バラ肉は、柵状に庖丁し、フライパンで焼き目をつけ、一 

  度ボイルして油抜きする。 

❷ 水、黒酢を合わせ、工程1の豚肉、生姜、大蒜、鷹の爪、長 

  葱、酒を入れ、柔らかくなるまでもどす。もどったら氷砂糖 

  を入れて含ませ、醤油を入れてさらに炊き含ませる。 

❸ 新じゃがは、蒸して裏漉しし、出汁と合わせて調味し、餡と 

  する。 

❹ 赤蒟蒻は、適宜庖丁し、ボイルしてから八方地で炊く。芽 

  キャベツは、半分に庖丁してからボイルし、吸地に浸けてお 

  く。うるいは、ボイルして庖丁し、吸地に浸けておく。赤蒟  

  蒻、芽キャベツ、うるいと共に角煮を器に盛り付け、天に粒 

  マスタードを付けて仕上げる。 

【作り方】  【材料】  
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