にも合うし︑煮物などにも良さそう︒

斎藤理子 さん
イイノ 長崎の友達に教わりました︒

はまってしまって︒お味噌汁と煮物の

それまでは私も全然知らなかったんで

次は︑植物性の素材を使った野菜だし
すが︑インパクトがあるだしの濃さに

を試してみてください︒だしそのもの
だしはあごを使っています︒

は大根の煮物を作っていただいたので︑

では︑次はだしつゆです︒井原さんに

好みの塩加減にできていいと思います︒

そうなのがいいです︒

ないので︑自分好みの甘さに調整でき

山下 あっさりしてますね︒甘みが少

イイノ これも甘さ控えめで好きです︒

いいですねぇ︒面倒臭がりやには︑す

山下 私もこれ好きです︒だし醤油︑

イイノ 美味しいです︒これ好きです︒

醤油」はいかがですか？

斎藤 龍神自然食品センターの「だし

し醤油も希釈はできますが︒カネイワ

て使うのがだし醤油だと思います︒だ

しつゆ︑そのままかけたりつけたりし

斎藤 基本的に︑希釈して使うのがだ

きました︒時短と美味しいが同時にで

性があってすごく違っていることに驚

いと思っていたけど︑ひとつずつに個

山下 だしの味を見分けるなんて難し

ったら料理の幅が広がりそうです︒

だしつゆ
麺類のつゆだけではなく︑
様々に使える便利調味料︒

生醤油より口当たり まろやか︒
かけてもつけても 旨 味アップ︒

だし醤油

醤油、いわし、さば、
かつお、砂糖、
食塩など。

だしつゆは甘み控えめだと︑
好みの味付けにできますね︒

と︑春雨と若布のスープで︒
斎藤 お二人は︑普段からだしパック

イイノナホ さん

それで味を比較してみてください︒最
斎藤 最後は七福醸造の
「有機白だし」
︒
ごくいい︒

醤油の「無添加だし醤油」からどうぞ︒

きるから︑もっと活用していこうと思

うどん、そば専門店用に
開発されたつゆを家庭用
に販売。プロの味が簡単
に作れると人気の万能だ
しつゆ。薄口の関西風で
甘口タイプ。無添加・減
塩。ダイエー食品工業株
式会社 ●石川県金沢市御
影町22・22 ☎076・24
5・2206 500㎖ 630円。

です︒最初は︑うね乃の「緑のじん」

イイノ 魚介系のだしだとどうしても

いろいろあってもどれも似たようなも

はよく使われるんですか？

しとかに使ったら美味しそう︒
のだと思っていました︒でも︑こうや

和風になってしまうけど︑これはコン

も感じます︒うちにも野菜だしパック
山下 精進だしは初めてです︒私は干
って食べ較べて見ると︑全部とても違

イイノ よく使います︒だしをとるだ

があるんですが︑どうやって使ってい
し椎茸のだしで煮物をよく作るので︑
っていてそれぞれの美味しさがあるの

ソメっぽくていろいろに使えそう︒中

いかわからなかったんです︒これのみ
その味がします︒馴染みのある味です︒
に驚きました︒

けではなく︑袋の中身を煮物にそのま

でだしとして使うというよりも︑味を
斎藤 だしパックの最後は︑最近人気
イイノ いつも適当な感じでだしをと

身をたとえばそのままチャーハンの味

さらに深めるような使い方がいいのか
の焼きあごだしです︒だしのみと︑う
っているんですが︑ちゃんと水分量と

ま入れて食べたりもします︒

もしれないです︒野菜に力があまりな
どんで食べてみてください︒まず︑
煮出し時間を守ったほうが美味しく作

付けに使ったりとか︑調味料としても

いときに︑ちょっと旨味を足すとか︒
有川漁業共同組合の「焼きあごだしパ
れることが今回わかりました︒

山下 そういう使いかたもできるんで

野菜スープとかにも良さそうです︒
ック」から︒
斎藤 無添加だと︑雑味がなくて後味

利用できそうですよね︒

イイノ カボチャのポタージュのだし
イイノ 私は濃いだしが好きなので︑
がすっきりしていますね︒選ぶ時は︑

すね︒私は普段はあまり使わないし︑

とかにも良さそう︒
焼きあごだしはよく使うんですが︑こ
塩が入っていないもののほうが︑自分

山下 ちょっととろろ昆布のような味

斎藤 野菜の旨味や甘みがかなり出て
れはやや薄めかな？

いてある香ばしさがいいですね︒うど

山下 焼きあごだしも初めてです︒焼

んのつゆが美味しい︒

だしパックの 袋を破って︑
中身を料理に使ったりします︒

イイノ 魚のだしって感じがすごくし

初はダイエー食品の「金沢仕込み本格
山下 表示通りの希釈だと︑私には少
斎藤 最後は濱醤油醸造の「濱さんと

イイノ 普通のお醤油より深みがあっ

います︒

創業寛政７年の醤油醸造
元が作る、本醸造醤油に
鰹だしをたっぷりときか
せた無添加だしつゆ。好
みの希釈で様々に使える。
煮物やすき焼きの割り下
にも最適。
（有）
栄醤油醸
造 ● 静岡県掛川市横須
賀 38 ☎ 0537・48・21
14 900㎖ 1,082円。
昆布と椎茸のみを使用し
た、植物性だし100％の
だしつゆ。砂糖を使って
いず甘さ控えめなので、
料理によって自分好みの
甘みに調整する事ができ
る。オーサワジャパン
●渋谷区代々木1・58・1
石山ビル3F ☎03・670
1・5900 360㎖ 720円。

醤油、みりん、
三温糖、鰹節、
鰹節だし
本醸造醤油、麦芽
水飴、本みりん、
昆布、椎茸。
原材料有機白醤油、
鰹節、椎茸、昆布、
有機塩みりんなど。

斎藤 法村水産の「焼きあごだしパッ

いますね︒洋風にも応用がききそうで
ます︒この強い感じが好き︒煮物とか︑

ク」も試してみてください︒

す︒野菜だしはもうひとつ︒サンワ調

だしつゆ」です︒
ししょっぱいかな︒
このこだわりだし醤油」
︒

強い味のものに合うと思います︒

山下 美味しいです︒でも︑少し甘み
イイノ 東京の人間には関西風の味付

山下 甘さ控えめで︑醤油の尖った感

味の「精進だし」です︒

が強いかな︒
けをするのが難しいので︑そうしたい
じもなくて美味しいです︒

山下 魚の嫌いな人は苦手かも︒でも︑

イイノ そうですね︒これで少し甘み
時には必ず白だしを使います︒オーサ

イイノ づけとかにも使えそう︒甘み

イイノ うわーっ︑椎茸︵笑︶︒椎茸

が抑えられたらばっちりですね︒
ワのものに較べて大根が柔らかいのは

が少ないので飽きが来ないと思います︒

味がはっきりしていて私は好きです︒

斎藤 薄め方次第で煮物汁物などいろ
何故なんでしょう︒

山下 他にどんな使い道がありますか︒

の香りと味がきいてますね︒でも︑後

いろと使えそうです︒関西風のだしつ
山下 あ︑それ私も思いました︒白だ

斎藤 肉の漬けダレや下味をつけたり

イイノさんは︑焼きあごだしはどうや

ゆですね︒次は栄醤油醸造の﹁遠州栄
しの大根はとても柔らかく煮えていて

するのに便利です︒炒め物の隠し味に

から昆布の味がわっときます︒バラン

醤油の鰹だしつゆ﹂
︒
美味しいです︒

って知ったんですか？

イイノ 甘みが強くなくて好きです︒
斎藤 井原さんによると︑同じ条件で

スは悪くないし美味しいです︒茶碗蒸

うちの煮物の味に近いかも︒東京の味
煮ても砂糖の分量で柔らかさに違いが

ろそろ舌も疲れてきたと思いますが︑

って感じ︒だしもきいていて美味しい︒

もしれません︒

最後はだし醤油を︑ほうれん草のおひ

も使えますね︒もちろん煮物にも︒

でるそうです︒そうしたことも知って

斎藤 やはり︑小さい時から食べ慣れ

たしで味見してみてください︒

イイノ こんなふうに食べ較べること

山下 私には醤油の味がちょっと強い

た味が美味しく感じるんでしょうね︒

山下 だしつゆとだし醤油ってどうち

ってないので︑だしの味がこんなに違

いると上手く使いこなせそうです︒そ

オーサワジャパンの「無添加オーサワ

がうんですか？

かな︒関西の味で育った人には濃いか

だしつゆのもと」はいかがでしょう︒

ていいですね︒

○○○○●○○○○●○○○○●○○

日本唯一の有機白醤油蔵
元が作る、白だしとして
初めて有機JASの認証を
取得した商品。薄めれば
そのまま味わい深いお吸
い物に。和風のみならず、
パスタやチャーハンの隠
し味にも。七福醸造 ● 愛
知県安城市東端町南用地
570 薔0120・49・0855
000㎖ 000円。
もろみを2年間、木桶で
天然熟成させて絞った醤
油に、鰹と昆布のだしが
たっぷり。かけ醤油はも
ちろん、白身やイカなど
淡白な刺身のつけ醤油に
も。カネイワ醤油本店 ●
和歌山県有田郡有田川町
小川357 ☎0737・32・
2149 300㎖ 682円。
無農薬無化学肥料で栽培
された梅を原料に無添加
梅干しを作っている会社
のだし醤油。砂糖を使っ
ていないのですっきりし
ていてバランスがいい。
（有）
龍神自然食品センタ
ー● 和歌山県田辺市龍神
村西230 ☎0739・78・
2060 200㎖ 650円。

原材料本醸造醤油、
本みりん、砂糖、
鰹節、昆布
原材料醤油、清酒、
みりん、鰹節、昆
布、干椎茸
原材料本醸造醤油、
みりん、砂糖、清酒、
鰹節、昆布、海老エキス

うのを知って面白かったです︒出しパ
ック︑だしつゆ︑だし醤油それぞれに

山下 うん︑普通のお醤油よりおひた

○○●○○○○●○○○○●○○○○

合う料理がありそうなので︑上手く使

山下カヨコさん

しがおいしくなります︒

だしつゆとだし醤油も便利︒
個性に合わせて使い分け︒

だし醤油︑
いいですねぇ︒
簡単に味が決まってくれます︒

金沢仕込み 本格だしつゆ
関西風のだしが手軽に。
甘みのあるまろやかな味。
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遠州栄醤油の鰹だしつゆ
昔ながらの木桶で作る、
天然醸造醤油が美味しい。
天然熟成杉樽仕込み醤油
に、鰹節、さば節、昆布
に加えて徳島県特産の干
し海老をブレンド。海老
の味が突出することなく、
コクを深めている。濱醤
油醸造場株式会社 ● 徳島
県小松島市立江町字若松
34番地 ☎0885・37・11
28 400㎖ 688円。

ほうれん草のおひたしに
だし醤油を少しつけて試
食。少量でも旨味が増す。

有機JAS白だし
無添加オーサワだしつゆのもと
食材の色を生かしたい時に。 シンプルですっきりした、
和洋中幅広い相性の良さ。 植物性のだしつゆ。
無添加だし醤油
手間入らずで美味しく。
味付けに最適なだし醤油。
だし醤油
厳選だし素材の旨味と、
醤油のバランスが絶妙。
濱さんとこのこだわりだし醤油
特産の干し海老を加えて、
味に深みとコクを。

だしつゆは、規定の倍数
で希釈。それぞれ大根の
固さが違うことを発見。
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