
宮城県の水産加工業の振興を図るため、令和4年
1月26日に「第46回宮城県水産加工品品評会」が
開催されました。県内で生産された選りすぐりの
水産加工品122品が出品され、最優秀賞の農林水
産大臣賞には「有限会社ムラカミ」が出品した
「MISO SOUP（ミソスープ）」が選出されたほか、
計21商品が各賞を受賞しました。
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【購入できる場所】
自社オンラインショップ､気仙沼のお土産店

MISO SOUP（ミソスープ）

オール宮城県産の食材でつくった即席お味噌汁！
三陸の栄養を豊富に蓄えた海藻と仙台味噌を
使った調味みそ、太平洋の海風を浴びて育つ南
三陸ねぎとのコラボレーション商品！

有限会社ムラカミ　気仙沼市波路上内田126
TEL：0226-27-2077　E-mail：info@sanriku-kaiso.jp
https://sanriku-kaiso.jp/

［各1食/希望小売価格 194円（税込）］

農林水産大臣賞令和3年度
46th

常温



［8切40枚/希望小売価格 480円（税込）］

［690g(スープ400ｇ、牡蠣240ｇ、牡蠣味噌50ｇ)/希望小売価格 2,700円（税込）］

【購入できる場所】
横田屋本店､横田屋本店海の市店､
東北めぐりいろといろ､宮城ふるさとプラザ

香ばし焼コーン

【購入できる場所】
県内直営店舗､自社オンラインショップなど

北海道産のスイートコーンを丁寧に敷き詰め、蒸しあ
げた後にこんがりと焼き目をつけ香ばしさを引き出しま
した。お祭り屋台の名物のような美味しさをご賞味く
ださい。

株式会社髙政　牡鹿郡女川町浦宿浜字浜田21番地
TEL：0225-53-2854　
E-mail：rakuten_shop@takamasa.net
http://www.takamasa.net/

かき醤油味付海苔

上質な宮城県産海苔に、気仙沼産の牡蠣エキスを
贅沢に使用した特製のタレで味付けました。風味豊
かな味わいとパリッと食感をお楽しみください。

株式会社横田屋本店　気仙沼市八日町1-4-8
TEL：0226-22-0175
E-mail：info@yokotaya.co.jp
http://www.yokotayahonten.com/

かき飯の素

宮城県郷土料理の老舗名店『田園』監修。漁師直伝
の潮煮製法、末永海産の『牡蠣の潮煮』の大粒を厳
選使用。豊潤な宮城の海で育った『牡蠣』。ここでし
か味わえない凝縮された濃厚な旨味を『かき飯』でお
楽しみ頂けます。

末永海産株式会社　石巻市塩富町2-5-73
TEL：0225-24-1519
E-mail：kanta@suenaga.co.jp
http://www.suenaga.co.jp/

水産庁長官賞

［150g/希望小売価格 378円（税込）］

【購入できる場所】
いしのまき元気いちば､仙台駅おみやげ処せんだい､
東北めぐりいろといろ､仙台空港､国見SA上り線

冷凍

常温

冷蔵



宮城県知事賞

株式会社木の屋石巻水産　石巻市魚町1-11-4
TEL：0225-98-8894
E-mail：k.tadano@kinoya.co.jp
https://www.kinoya.co.jp/

［80g/希望小売価格 238円（税込）］

【購入できる場所】
オンラインショップ（婦人画報､ぐるすぐり）、
藤崎百貨店､大丸松坂屋

海鮮おこわ
「伊達結び・牡蛎」

地場ブランドの牡蛎で大粒を選びました。牡蛎は独
自のタレで味付け後、宮城のブランド米「だて正夢」と
炊き上げました。牡蛎の出汁と旨みが香る一品です。

株式会社海心　塩竈市新浜町3-8-8
TEL：022-385-6679
E-mail：yamanobe@kaishin-miyagi.com
http://kaishin-miyagi.net/

有限会社丸繁商店　気仙沼市赤岩港160-2
TEL：0226-23-4941
E-mail：marushige74@gmail.com
https://marushige.net/

やわらか鯨カルビ

【購入できる場所】
木の屋石巻水産直売所､いしのまき元気いちば､
自社オンラインショップ

鯨の『トロ』といわれる高級部位『須の子』（霜降り肉）
だけを使用し、ラー油香る焼肉風の味付けにしまし
た。鯨肉だから霜降り部でも脂質はおさえめです。

［150g /希望小売価格 540円（税込）］

［120g(40g×3)/希望小売価格 246円（税込）］

10秒deおいしいめかぶ

三陸産100％のおいしいめかぶです。育児や家事の
合間にサッと簡単もう一品。冷凍庫にするりと保管で
き、解凍時間が大幅削減、約10秒で食べ頃です。

【購入できる場所】
気仙沼市内お土産店､
オンラインショップ「まるしげYahoo!店」

冷凍

冷凍

常温



宮城県水産林政部長賞

宮城県漁業協同組合代表理事組合長賞

［スープカレー200ｇ・具材60ｇ/希望小売価格 691円（税込）］

［1枚(約200ｇ)/希望小売価格 1,000円（税込）］

［200g(50g×4個)/希望小売価格 518円（税込）］

［40個(10個×4袋)/希望小売価格 4,320円（税込）］ ［200g/希望小売価格 600円（税込）］

【購入できる場所】
自社オンラインショップ
「仲買人､タイチ」

【購入できる場所】
ヤマナカ本社、いしのまき
元気いちば、秋保ヴィレッジ

【購入できる場所】
東北めぐりいろといろ､
いしのまき元気いちば､
石巻うまいものマルシェ､
自社オンラインショップ

【購入できる場所】
cafemalta内直売所、
自社オンラインショップ 【購入できる場所】

自社オンラインショップ

まぐろカツ（レンジ対応）

熟成金華銀鮭 切身セット

利尻昆布出汁と天日塩で
ゆっくりと３日間低温で漬
け込んで仕上げ、銀鮭の
旨味を最大限引き出しま
した。

有限会社マルタ水産　名取市閖上東2-9-3
TEL：022-302-5724　E-mail：info@maruta-suisan.jp
http://www.maruta-suisan.jp/

特大金華〆さば

ミノリフーズ株式会社　石巻市魚町2-5-6
TEL：0225-21-2704　E-mail：makita.chiaki@minori-foods.com
https://minori-foods.jp/

石巻の魚屋が作った平目餃子(ギフト用)

三陸産ひらめを贅沢に使
用し､塩釜の餃子メー
カー「蜂屋食品」との連携
により実現した商品です。
美味しい魚介エキスが
ジュワっと出て、食欲をそ
そります。

株式会社布施商店　石巻市魚町3-4-13
TEL：0225-94-2266　E-mail：info@fusesyouten.co.jp
http://fusesyouten.co.jp/

ホタテグラタン

宮城県産のホタテを使用
し、ホタテの味を極限まで
凝縮させたグラタンに仕
上げました。ホワイトソー
スから手作りし，食塩や
調味料を一切使用してい
ません。

株式会社ヤマナカ　石巻市幸町1-38
TEL：0225-24-3373　E-mail：sales@yamanaka.co
https://www.yamanaka.co/

石巻金華スープカレー さば

山徳平塚水産株式会社　石巻市魚町2-8-9
TEL：0225-22-0171　E-mail：yamatoku@khaki.plala.or.jp
https://www.yamatoku-h.jp/

宮城県議会議長賞

10月～1月に漁獲された
脂が多くのっている宮城
県石巻産の800ｇ以上の
真鯖を厳選し，自社の製
法で漬け込み柔らかく
美味しいものに仕上げま
した。

［5袋(2切(約90g)/袋)/希望小売価格 2,000円（税込）］

脂ののった金華さばを野
菜たっぷりのトマトソースで
まろやかに煮込んだ具材と
宮城県産ほやの魚醤を使
用したスープカレーのハー
モニーをお楽しみください。

株式会社松島蒲鉾本舗　宮城郡松島町松島字町内120
TEL：022-369-3329　E-mail：kanri@matsukama.jp
https://www.matsukama.jp/

マグロのほぐし身を味付け
し、笹かまぼこの生地とた
まねぎのみじん切りを混ぜ
合わせ、油で揚げてあるの
で、レンジで温めるだけで
手軽に食べて頂けます。

【購入できる場所】
松島蒲鉾本舗仙台本店・
多賀城工場､
自社オンラインショップ

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

冷凍 常温



宮城県水産加工業協同組合連合会長賞

特別賞（宮城県水産加工研究団体連合会長賞）

［１枚/希望小売価格 1,280円（税込）］
縞ホッケ一夜干し

特大サイズの縞ホッケを甘塩に仕立
てじっくりと干しあげ、旨味を凝縮さ
せました。

株式会社カネシゲ髙嶋商店　多賀城市下馬5-13-16　TEL：022-362-2915　
E-mail：info@kaneshigehimono.com　http://kaneshigehimono.com/

日本チェーンストア協会東北支部長賞

宮城県商工会議所連合会長賞 宮城県水産物流通対策協議会長賞

仙台市中央卸売市場卸売人協会長賞

※本リーフレットに掲載されている情報は２０２2年2月現在のものです。発行後、料金やデータ等が変更になっている場合もございますのであらかじめご了承下さい。

【購入できる場所】
ホクトウ水産

［3kg/オープン価格］
わら焼き鰹たたき2.5上

船上で急速凍結された旬の鰹を当
社工場にて高鮮度を保ち、宮城県
産の稲わらで、こんがりと藁が付くま
で焼き上げました。藁の薫が旬の鰹
の旨味をより一層引き立てます。

株式会社明豊　塩竈市新浜町2-9-34　TEL：022-362-5141　
E-mail：meiho-kano@saga.ocn.ne.jp　https://www.meihou-msc.com/

【購入できる場所】
県内量販店､鮮魚店

［2切（約70g）×2/希望小売価格 429円（税込）］
銀鮭 チリ産 切身 塩こうじ漬け

チリで養殖した脂ののった銀鮭の
骨を取り除き、塩こうじで漬込みまし
た。レンジで１分で調理ができ、加熱
しても容器が変形しないので容器
を器としても活用できます。

株式会社塩釜水産食品　塩竈市新浜町3-29-7　TEL：022-364-3181　
E-mail：y-takahashi@sk-miyagi.co.jp　http://www.sk-miyagi.co.jp/

【購入できる場所】
A-coop（関東）

［6種9個/希望小売価格 300円（税込）］
詰め合わせ 松島

鳥ごぼ天・かに玉天・いわし揚げ
等々、個性豊かな揚げかまぼこを詰
め合わせました。レンジで温めるとさ
らに美味しくお召し上がりいただけ
ます。

水野水産株式会社　塩竈市北浜4-4-14　TEL：022-364-8151　
E-mail：hin-mizuno@nifty.com　https://www.mizunosuisan.com/

【購入できる場所】
県内量販店､小売店

［18g×5枚/希望小売価格 756円（税込）］
ほやかま 5枚入

宮城産のホヤを使った常温保存が
できる笹かまです。ホヤの成分は人
にも犬にも健康に良いとされていま
す。愛犬と一緒に楽しめるおやつに
どうぞ。

株式会社カネコ橋沼商店　塩竈市北浜4-4-17　TEL：022-362-3388　
E-mail：info@sasakama.info　https://www.sasakama.info/

【購入できる場所】
カネコの笹かま本社工場売店

［240g（8粒）/希望小売価格 598円（税込）］
青森県産 生帆立フライ240g

青森県産の帆立をCAS凍結及びフラ
イ加工した商品です。産地・鮮度にこ
だわった商品で他社商品のボイル帆
立・生帆立フライと比べても高品質な
商品に仕上がっております。

本田水産株式会社　石巻市流留字五性橋9-45　TEL：0225-24-2171　
https://www.hondasuisan.co.jp/

【購入できる場所】
自社オンラインショップ

［5.5g/オープン価格 ］
ほやパスタの素

フリーズドライ加工したほやを用い
たパスタ用のシーズニングです。ほ
やの臭みが少なく、ほやの苦手な方
も食べやすい商品です。

宮城県立支援学校女川高等学園　牡鹿郡女川町浦宿浜字十二神60-3　TEL：0225-50-1088　
E-mail：okg@od.myswan.ed.jp　https://okg.myswan.ed.jp/

【購入できる場所】
（今春発売予定）

［120g/希望小売価格 390円（税込）］
もうか鮫照り焼き

モウカザメの肉には、EPAやDHA
など多くの栄養が含まれています。
ふわふわの身をご飯と相性抜群な
照り焼き味に仕上げました。

宮城県気仙沼向洋高等学校　気仙沼市長磯牧通78　TEL：0226-27-2311　
E-mail：kkouyo-h@od.myswan.ed.jp　https://kkouyo-h.myswan.ed.jp/

【購入できる場所】
気仙沼向洋高等学校
（来年度発売予定）

冷凍

冷凍

冷凍

常温

常温 常温
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