鹿児島県漁業振興大会第５３回水産物品評会

受賞品一覧

［農林水産大臣賞］
○品

名：あおさの佃煮

○出品者：夢一水産（長島町）
TEL：0996-88-2468
○販売場所：宅配便等で注文販売可能
○値
段：６００円（100ｇ）
○審査員評
「地 元のア オサノ リを使 用し ，非常 にノリ の
香りと食感が感じられる商品になっている。
また， パッ ケージ デザ インに つい ても非 常
に完成度が高い。」

［水産庁長官賞］
○品

名：きびなご天日干し

○出品者：日笠山水産株式会社（薩摩川内市）
TEL：09969-3-2581
○ 販売 場 所 ： 電 話 ， FAX ， イ ンタ ー ネ ッ ト で
注文販売
○値
段：５０９円（２００ｇ）
○審査員評
「鮮度が良く，天日干しの良さが出ていた。」

○品

名 ：ＳＵ Ｂ Ｓ ＯＵ Ｐ 茶節 （３ 食入 ）

○出品者：山川水産加工業協同組合（指宿市）
TEL：0993-34-0155
○販売場所：活お街道，ホテル等で店頭販売，
または宅急便での販売等
○値
段：４００円(３食)
○審査員評
「味噌とかつおのバランスがよくとれている。」

○品

名：鰤王漬け

○出品者：東町漁業協同組合（長島町）
TEL：0996-64-5411
○販 売 場 所： 通 信販 売 （自 社 ホー ム ペー ジ ）
○値
段：７５０円（３２０ｇ）
○審査員評
「冷 凍 商 品で あ るが ， 解凍 後 でも 生 の食 感 を
維持 してい る。ま た，味 付も よくて ，臭み も
ない。」

［鹿児島県知事賞］
○品

名：薫匠がつくる本枯節のかつおぶし

○出 品者： 有限会社 山吉國 澤百馬商店 （指宿市 ）
TEL：0993 - 34- 2490
○販売場所：首都圏のスーパーでの店頭販売
○値

○品

段：３４８円（２０ｇ）

名：イワシの酢締め

○出品者：夢一水産（長島町）
TEL：0996 - 88- 2468
○販売場所：宅急便等で注文販売可能
○値

○品

段：５００円（５枚）

名：ちぎり帆立

○出品者：有限会社玖子貴（日置市)
TEL：099 - 246 -8777
○販売場所：店頭販売のみ
○値

○品

段：１，１１１円（８個）

名：枕崎咖哩

○ 出品 者： 枕崎 水産 加 工業 協同 組合 （枕 崎市 ）
TEL：0993-72-0229
○販売場 所：南薩地 域地場産業セ ンター，枕崎 お
魚センター，枕崎市かつお公社，東京
浅草カレーランドで店頭販売。加工組
合では業務販売のみ。
○値

○品

段：５００円（１８０ｇ）

名：凪のしらす丼の素

○ 出品者 ：ちり めん・し らす専 門店凪(鹿児 島市)
TEL：099 - 208- 4104
○販売場所：店頭販売，出張販売，宅急便
○値

段：１，０００円（２人前）

［県漁連等水産団体長賞］
○品 名：鰹つゆ
○出品者： 山 川水 産加 工業協 同組 合（ 指宿市 ）
TEL：0993 -34- 0155

○品 名：デラコマ
○出品者： まるじゅ本舗株式会社はしコーポレーション（阿久根市）
TEL：0996 -72- 0500

○品名：コノシロの酢締め
○出品者：夢一水産（長島町）
TEL：0996 -88- 2468

○品 名：姫甘海老の薫製「姫えび薫」
○出品者： 株式 会社 MARGARITA1991（錦 江町 )
TEL：0994 -22- 1111

○品 名：せん鯛焼きプレーン
○出品者： 川内市漁業協同組合（薩摩川内市）
TEL：0996 -26- 2011

○品 名： 角打ち本坊 枕崎鰹のピリ辛トマト煮
○出品者： 株式会社本坊商店（鹿児島市）
TEL：099- 223- 6225

○品 名：お魚お好み焼き
○出品者：坂下水産さかしたキッチン（錦江町）
TEL：0994 -22- 2100

［漁業振興大会長賞］
○品

名：だし粉（かつおブレンド）○出品者：株式会社マルモ（鹿児島市）
TEL：099- 814- 2727

○品

名：屋久島一湊の醤油

○出品者：有限会社馬場水産（屋久島町）
TEL：0997- 44- 2333

○品

名：チダイの干物

○出品者：吹上町漁業協同組合（日置市）
TEL：099- 296- 2405

○品

名：イワシのマリネ

○出品者：夢一水産（長島町）
TEL：0996- 88- 2468

○品

名：ひおうぎ貝のマリネ

○出品者：夢一水産（長島町）
TEL：0996- 88- 2468

○品

名：かつお佃煮 鰹っ子

○出品者：株式会社丸俊（鹿児島市）
TEL：099- 266- 2211

○品

名：一汐生うに

○出品者：有限会社尾塚水産（阿久根市）
TEL：0996-72-0742

○品

名：有村屋さつま揚げ
旬の味セット（春）

○出品者：株式会社有村屋（鹿児島市）
TEL：099- 269- 5711

○品

名：焼きチーＢＯＷ

○出品者：株式会社松野下蒲鉾（枕崎市）
TEL：0993- 72- 2328

○品

名：せん鯛焼きしらす入り

○出品者：川内市漁業協同組合（薩摩川内市）
TEL：0996-26-2011

○品

名：冷凍生しらす

○出品者：東串良漁業協同組合（東串良町）
TEL：0994- 63- 8518

○品

名： 姫 甘海 老の 燻製 アヒー ジョ

○ 出品者：株 式会社MARGARITA1991（錦江町 ）
TEL：0994- 22- 1111

○品

名： 薩摩からの海 のアヒージョ かつ お腹皮

○出品者：有限会社酒元水産加工所（霧島市）
TEL：0995- 42- 5434

○品

名：錦江湾の恵みわかめ

○出品者：右田水産（鹿児島市）
TEL：080- 8550 -0350

○品

名：極みブリ大根雑炊

○出品者： 有限会社さくらじ ま旬彩館（鹿 児島市）
TEL：099- 293 -3387

