「二食感活あじ丼」 980 円
みそ汁、小鉢、漬物付き

日の出ととも に出港
するしらす漁船。伝
統の 一 艘曳き漁
法で身を傷つ
けずに捕獲 し、
鮮度を保った
まま素早く帰
港 、水揚げす
る。鮮度抜群
の し ら すは 食
感 と味 わい も
ー級品。 漁師特
製の甘 めの醤油
でいただこう。
「ぷりぷり生しらす丼」
750円

内 浦湾の生けす
で養殖されたア
ジをさまざまなメ
ニュ ー で 提 供 。
締めた て のプリ
プリな活アジ（写
真右側）と 前日 に
締めてうま味が増し
た熟成アジ（写真左
側）のどちら も味わえる
「二食感活あじ丼」は数量
限定なのでお早めに！

｀

新鮮と熟成の食べ比べて 内浦アジい堪能

►

沼津内浦漁協直営し

田子の浦港

漁協食堂

ぎょきょうしょくどう

0545-61-1004/富士市前田字新田866-6
10:30~13:30/8/13~16·12/29~3/31休
200席/P40台

まぐろ王国

►

大ちゃん

だいちゃん

054-395-9595/静岡市清水区島崎町149
清水魚市場河岸の市まぐろ館1F
11 :00~15:00、土・日曜、祝日10:00~17:00
水曜休/26席/P200台（共有）

ID

,,tす..

055-943-2223/沼津市内浦小海30-103 S/22開
11:00~15:00※直売所9:00~16:00
水曜休（祝日営業、翌日休） /72/i暫/P約50台
�

5/15翡

ID�冨

5/29翡

「特上本まぐろ中トロ丼」
2,480円

i

最大 水深 約2,
500 mと 日

本 一の深 さを 有す駿 河 湾 は、
富

士山と 同じく 静岡の誇 りだ。

駿 河 湾には漁港 が数多く 点

在。それぞれに異なる個 性豊 か

中トロ、赤身、ビントロを一度に味わえる「ま
ぐろ項重丼」2,179 円もおすすめ（同上）

な魚が水揚 げされ、
駿 河 湾で し

71

しらすも味わえる「ミックス丼」800円（同上）
マグロのガソ食べ放題付き！フライ専用に
仕入れるこだわりのトロを使用（大ちゃん）

か獲れない静岡 ならで はの海の

51
61

香り立つかき揚げが2枚ものった「桜えび
かき揚げ丼」800 円も人気（さくら）

幸 も珍 しく な い。全 国 で も由

《静岡市》静岡市総務局広報課、cenovaバスタ ー ミナル、セントラルスクエア、静岡県立美術館、清水文化会館マリナート、静岡音楽館AOkイオン清水店、静岡鉄道各駅、静
岡市こどもクリエイティブタウン「ま•あ・る」、TOKAIモバイルショップ漕瀬街道店・静岡中吉田店）、ソフトバンク静岡見瀬、水曜文庫、CHABEYAさくら、cafe SCENE、TLC加
盟店（海ぼうず本店、に んにく屋海ぼうず、賎機はん兵衛、大衆酒場餃子研究所 南町店、大衆酒場餃子研究所 北口店、ホルモン学校熱血先生、しぞ～かグルメ駅南酒場、三田菜、ソレイユ六本木、ドンドコドン酒場、
ー
わた んじ、しぞ～か酒場、原藤商店、静岡ゴ ルデン横丁） 《燒津市》焼津市広報広聴課、焼津市観光協会、焼津文化会館、ディスカバリ ーパー ク焼津天文科学館、イオン焼津店、‘ノフトバンク西焼津、TLC加盟店（カ
ネオト石橋商店、ぬかや斉藤商店、SAKURAファーム、かねまる西焼津店） 《藤枝市》藤枝市広報課、藤枝市郷土博物館、オーレ藤枝 《三島市》三島市広報広聴課、マックスバリュ（三島谷田店・三島壱町田店）、キミ
サワは小路店・せせらぎパー ク三好店）、ノジマ三島店、IBUKI接骨院 《沼津市》沼津市観光戦略課、フェスタノジマ沼津店、マックスバリュ（沼津沼北店・沼津南店・沼津原町西店・沼津原町店・沼津柳町店・沼津カタ
クラパ ーク店）、キミサワグラッテ香貫店、しずてつストア沼津駅前店、ヤマダ電機テックランド沼津店、イシバシプラザ地下1F、カインズ沼津店(1F・屋上）、シネマサンシャイン沼津、芹沢光治良記念館、TSUTAYA沼津
学園通り店、TOKAIモバイルショップ（沼津大岡店・沼津店）、伊豆・三津シ ーパラダイス、Mission Bay、Hair Salon Spiky、TLC加盟店（増米） 《長泉町》長泉町行政課、マックスバリュエクスプレス長泉店、マックスバ
リュ（長泉竹原店・長泉中士狩店）、ノジマ長泉店、しずてつストア長泉店、キミサワグラッテ長泉店 《清水町》清水町企画財政課広報広聴係、清水町地域交流センタ ー、清水町体育館、清水町温水プ ール、マックスバ
リュ清水町徳倉店、食遊市場（西出入ロ・東出入口）、フ ードマ ーケットマム柿田）II店 《函南町》函南町企画財政課、函南町文化センタ ー、かんなみ知恵の和館、マックスバリュ（函南間宮店・函南店） 《伊豆市》伊豆
市観光協会修善寺支部、伊豆市観光案内所、サイクルスポ ー ツセンタ ー、マックスバリュ修善寺店 《御殿場市》御殿場市企画部魅力発信課、ノジマ御殿場店、セル,w.i隕雌屁5沢店、キミサワ御殿場便船塚店、ごてん
ば市温泉会館、秩父宮記念公園、乙女森林公園キャンプ場、御殿場市民会館、御殿場市民総合体育施設、御殿場市都市公園、御殿場市馬術・スポ ーツセンタ ー、御殿場市民交流センタ ー 「ふじざくら」、マックスバリュ
（御殿場東田中店・御殿場新橋店・御殿場富士岡店）、サンサンクック神山店 《小山町》小山町シティプロモ ーション推進課 《富士官市》イオン富士宮店、BOOK OFF富士宮店、戸田書店富士宮店、あ
さぎりフ ードパ ーク、富士ミルクランド、Cafe Page、TLC加盟店（朝霧高原オートキャンプ場、奇石博物館） 《裾野市》裾野市戦略広報課、裾野市立富士山資料館、ヴィエナ・ブロ ート、マックスバリュベ
ルシティ裾野店、マックスバリュ（裾野店・裾野茶畑店） 《富士市》TOKAIモバイルショップ富士瓜島町店、TSUTAYA八幡店、岳陽堂書店、富士江崎書店、戸田書店富士店、富士山麓のピロシキ専門店
3776type、嬉楽なパン工房ルヴァン、こんがりパレード、インク 富士本市場町店、川島時計店、くぼた園、ブラザー電器、TLC加盟店（日本料理ひかた） 《島田市》TLC加盟店（かねまる島田店）
《牧之原市》TLC加盟店（かねまる静波店） 《伊豆の国市》マックスバリュ伊豆長岡店、吉田ストア ー、マックスバリュエクスプレス（韮山店・大仁店）

41

壁がなく開放的。潮風を感じ漁船を眺めな
がら自慢のしらすを召し上がれ（漁協食堂）

比、
大 井川 の2港 のみで 水揚 げ

12ペー♦；；片反肉置ぎ場所の名・ タCl� せ！

31

ふっくら肉厚な「活あじフライ」定食 980
円、単品330 円も外せない（同上）

される桜 エビや、
伝 統漁法 によ

21
※金額はすぺて税込みです。※内容は変更になる場合があります。ご了承ください。※2019年4 月 27 日時点の情報です。

り国 の地 域ブランドと して認 め

1 I海から直接生きた状態で店に届くため、ア
ジの鮮度はお墨付き！（いけすや）

られた鮮度 の良 いしらす。沼津 ・

5/8翡

内浦 のアジは養殖収獲量 日本 一

で あり、
国 内有数の国 際貿 易港

の清 水港 は世界 の漁場からマグ

口が日本 一集まってく る。ほかに

も カツオやイカ、
深 海 魚など特

さくら

月刊トコチャン

色 あふれる海 の幸 はキラキラ輝

大井川港漁協直営食堂
054-622-0415/焼津市飯淵1960
10:30~14:00/月～水曜休、1~3月休/60席/P50台

5/2(木） 5月号配布 開始

く 静岡の宝だ。

昨年5月に開店。大井川港で水揚げされた桜エビと前浜のしらすを丼
で提供する。獲れたてならではの甘みと食感が自慢の生桜エビのほ
か、かき揚げや釜揚げを用意し、さまざまな桜エビ料理を楽しめる。

そんな各 港 自慢 の味を 丼で

思い切り味わおう！

元寿司職人が営む
店は清水港で水
揚げされたマグ
ロのみ を使用。
本マグロの中
トロ 丼は原価
率90%超と赤
字覚悟の 一 品
だ。味の濃い部
位を厳選するた
め、とろける脂と
マグロのうま味 を
堪能できる。

ニ
拿＿

◄ 数量限定

.JIL

おとなの遠足中

自慢の海の幸が集結！

静岡みなと丼
静岡の漁港には、個性あふれ る海の幸を
たっぷりのせた丼がある。静岡らしい一 杯を
心ゆくまで存分に召し上がれ。

