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～4月中旬ころまで(~mid of Apr.)

いわゆるサクラダイの時期

この時期の真鯛（オス）には

桜が散ったような白い斑点が出る。

脂で評価される魚ではないが、この時期

うっすらと脂がのって年間の最上気質を

迎える。

 鹿児島県阿久根、福岡県博多湾

 大分県豊後水道、その他

male has white dots on the body which

seems like cherry blossom

rich taste and best quality in spring

Akune in Kagoshima, Hakata-bay in

Fukuoka, Bungosuido in Ooita

近年温暖化の影響で多く漁獲されるようになっ

た

最も脂ののる時期。脂が十分にのった身肉は

中トロに近い触感が楽しめる

 例年より安いので特にオススメ

 山口県仙崎、山口県下関、石川県能登等

 \1,900～2,300/kg目安

catch becomes many according to grobal

warming.  Rich taste is similar to medium-

fatty tuna

cheaper than ordinal season

Senzaki in Yamaguchi, Sinonoseki in

 Yamaguchi, Noto in Ishikawa

関東ではなじみが薄い

いわゆる高級魚

流通段階でウロコはほとんどなくなる。

以前から関西地区では人気種ではあるが、

アマダイなどと同クラス、又はそれ以上の

高級魚である。

 \4000/kg前後目安

 （不漁ノ時は￥7000～8000/kgの時もwhen

catch is small）

 熊本県天草、岡山県牛窓

not popular in Kanto, high-class fish as same

as red horsehead

scale is removed when distributed

Amakusa in Kumamoto, Ushimado in

Okayama

1Kupのものが水揚げされるのは

この時期だけ

くせがなく風味もあり、一般魚とは明らかに違

う品格の良さを感じることができる魚のひとつ

である。

 \1,800/kg

（大型物big size は\2,300～2700/kg）

 千葉県銚子、愛知県篠島

big size over 1kg is caught only this season,

light taste, good& elegant quality

Chosi in Chiba, Aichi

 

アイナメ、カサゴ、ハタ、豊後イトヨリ(釣りもの上質)、カスベ、日本海スズキなどもオススメです！

Black rockfish

Herring
本来の春告魚です

¥1,500/kg前後

北海道釧路、羅臼、その他
Kushiro and Rausu  in Hokkaido

磯でメバルが多く釣り上げられる頃に春を迎えるので、

白身魚のニシンとともに春告魚の代名詞となっいます

¥2,000/kg前後

新潟県佐渡、秋田県男鹿沖、伊豆下田、その他
when catch becomes large at the seashore, spring comes
Sado in Niigata, off-Oga in Akita, Shimoda in Izu

Wild Red sea 
-bream

Buter fish Gurnard

Albacore
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　　おすすめ魚ご紹介
        マカジキ～Red striped marline～

カジキ類の中で最も上質で、

当社は3年前から特に推奨している。

（次いで白カジキ、クロカジキ、

メカジキが一般的な評価）

通称 とよばれ、これからの時期が最上質期。（2月～4月）

脂が強い魚種ではないが、きめ細かい脂をもつ背（背トロ）は絶妙。

風味や品の良さを感じることができ、刺身でもムニエルでもフライでも、またスモークでもOK。

注文は当日昼まで→翌日朝お届け（それ以外は中1日でお届け、背と腹の指定ＯＫ）

※ブロック売りなので、歩留まりがほぼ100％に近い。

￥2500/kg前後（豊洲価格は￥4000/kg、豊洲への入荷極めて少なく、産地直送の為）

伊豆下田、和歌山県勝浦、静岡県焼津沖、他

the highest  quality among Kajiki family

we have recommended this fish for 3years

fish called "Sakura kajiki" is best season, back has superfine fat

good for sashimi, meuniere, fried, smoked because of elegant taste

we can deliver until next morning if you order by this noon,  it needs  3days ordinary,

you can choose back and lowe part

yield weight is almost 100% because the meet is block shape

we can supply around \2500/kg because of direct delivery although the price is \4000/kg in Toyosu

Shimoda in Izu, Katsuura in Wakayama, off Yaizu in Shizuoka

　　サクラマス～Cherry masu salmon～

サケ目サケ科に属する魚。

ヤマメはサクラマスの河川残留型（陸封型）

に対する呼称である。

日本のサケ、マスの中では一番美味とされ、

富山のマス寿司にはこのサクラマスが使わ

れている。産卵期のサクラ色が名前の由来

となっているという説や、桜の開花時期に遡上するからなどという説がある。

早春から日本海沿岸を北上し、オホーツク海沿岸から朝鮮半島・北日本まで分布、5月中旬頃に

津軽海峡に達する。3月～5月にかけて入荷はあるが、漁獲量はサケ族の中で最も少ないため、

希少価値が高くなっている。高級料亭向きで、ルイベ、フライ、ムニエルがおすすめ。

￥2000-3000/kg  富山湾、岩手県大船渡、北海道日高沖

salmon family most delicious fish among salmon family, uesed for "Masu-sushi" in Toyama

there are several views on the origin on the name. 

①it becomes sakura-color at spawining time

②it swims upstream when cherry trees bloom

goes up north Japan sea side from early spring, Sea of Okhotsk, Korean  Peninsula, Northern Japan,

Tsugaru channel in mid of May

catch is from March to May, because catch is a liitle, it is used at high-class restaurant.

used for ruibe, fried, meuniere Toyama-bay, Oofunato in Iwate, off Hidaka in Hokkaido

株式会社彌 ﾜﾀﾙ
TEL:03-5565-7011
FAX:03-5565-7027

場内屋号

和田分（5058）



小 物 紹 介

ホタルイカ 2月～中旬頃まで入荷あり。

Firefly squid ボイルboiled（兵庫県、岩手県 Hyougo and Iwate）… ¥800～1000/枚sheet（1枚に40～45尾pieces目安）

ボイルboiled（大粒、富山湾 Toyama-bay, big size） … ¥1500～1900/枚sheet（1枚に35pieces尾目安）

生raw … ¥1200/枚sheet（1枚に15～16尾pieces目安）

ノレソレ アナゴの稚魚として4月頃までの限定素材 イイダコ オスmale … ¥2000/kg

Noresore ¥1000/PC（100ｇ） Ocellatus メスfemale … ¥3500/kg

愛媛県八幡浜、愛媛県宇和島 -octopus 淡路瀬戸

young fish of conger eel  only this season~April Awaji in Seto

Yahatahama and Uwajima in Ehime

ワカサギ ～4月Aprilまでが旬。¥1800/kg前後 新わかめ ¥700～800/kgが目安

Pond smelt 北海道厚岸、霞ケ浦、宍道湖 Wakame 三浦半島、三陸海岸

Akkeshi in Hokkaido, Kasumigaura, Shinji-lake -seaweed Miura peninsula, Sanriku

白魚 サケの仲間であることはあまり知られていない。翌春には一生を終える。

Japanese ice ¥900/PC（100gパック）  ¥3000/PC（宍道湖物は大サイズで約200g caught at Shinji-lake, big size）

fish 北海道厚岸、島根県宍道湖

among salmon family,  life end next spring

Akkeshi in Hokkaido, Shinji-lake in Shimane

サヨリ 大サイズはカンヌキと呼ばれ、値も張る。石川県では春の魚としてサヨリを

Halfbeak 指定している。  千葉県富津、石川県七尾、香川県高松

大サイズbig size（80/100gup) … 1本¥500前後

中サイズmidlle size（50/70gup)      … 1本¥250～300目安

fish to herald the coming of spring  in Ishikawa, big size is called as "Kannuki" and expensive

Futtsu in Chiba, Nanao in Ishikawa, Takamatsu in Kagawa

ヤリイカ 早春に産卵し、北海道から九州まで広く分布する。日本を代表する高級イカ。

Calamary 肉厚は薄めで歯ごたえは上品そのもの。繊細な滋味が特徴。

¥2000～2500/kg前後  岩手県久慈、山口県下関、他

spawn in early spring, representatibe high-class squid, 

thick meat,  to chewy, delicate taste   Kuji in Iwate, Shimonoseki in Yamaguchi, 

ヤマメ 一般的には3～9月が旬。サクラマスと同じ系統の魚ではあるが、海に下らず

Masu trout 一生川で過ごすのがヤマメ。¥250/本 piece

Yamame season from March to Sept.  Same family with Sakura-masu and live in the river throughout life (does not 

go to the sea)

キビナゴ インド洋と西太平洋の熱帯・亜熱帯域に広く分布する小魚で、食用にされる。

Kibinago 開きopned … ¥550/枚（1枚20～25尾目安）  丸  … ¥1500～1800/kg

live in tropical and subtropical zone among Indian Ocean and West Atlantic Ocean

太もずく 主に熱帯から温帯の浅い海に分布する。日本沿岸では冬から春にかけて、

Nemacystus 光が届く潮下帯の岩礁に生える。

decipiens 沖縄県(Okinawa)  ¥750/PC（1kg入り）（細もずくslim は¥650/PC）

live tropical and temperate zone, grow in reef around Japan from winter to spring
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  貝 類 のご紹介
カラアオヤギ カラ付きは2月下旬end of Feb.to~4月上旬early Apr.までのみ。 白貝 北海道～房総半島の浅海砂泥地に生息する。

Aoyagi 千葉県青柳村から多くとれたことで、この名前がついた。 Shiro-gai 貝殻⾧は7～8cmで、殻色は白く、殻が皿のような

with shell \1500～1800/kg 千葉竹岡、千葉富津、愛知県師崎   形をしているのでサラガイとも呼ばれている。

many shell were caught at Aoyagi village 北海道苫小牧  \800/kg（小サイズ small size）

it lives at sandy place in shoal from Hokkaido to Bousou

Taeoka , Futtus in Chiba, Shizaki in Ehime Tomakomai in Hokkaido

カラトリ貝 アオヤギと同様、3～5月一杯がカラトリ貝の入荷のめど。 ナガラミ 旬は春から夏。貝殻が薄く、身（可食部）は多い。

Tori-gai 高級貝ではあり、風味を楽しめるのは限られた時期。 Nagarami 千葉県竹岡   \1600/kg

with shell \3500/kg  三重県伊勢、香川県観音寺 season from spring to summer   

high-quality shell  Ise in Mie, Kannonji in Kagawa shell is thin and the body is thick, Takeoka in Chiba

地蛤 ひな祭りを中心とした前後一か月が最高の旬。 真ツブ 日本海、東北太平洋側以北などで主にとれる巻き貝。

Ji-hama clam 入荷時期は極端に短いseason is very short Ma-tsubu 味の良さが認められて全国的に広がり、

1個piece30ｇ～150ｇまで入荷あり。\1500～2300/kg位。 近年では高価になってきている。

茨城県鹿嶋、千葉県九十九里、三重県桑名 北海道厚岸   \2900/kg

best season around Hinamatsuri-festival, we eat it at snail, lives at Sea of Japan and north of Touhoku

Hinamatsruri-festival in Pacific ocean

Kashima in Ibaraki, Kujuukuri, Kuwana in Mie the price is going up     Akkeshi in Hokkaido

赤貝 基本的にカラが薄く、重量感のあるものがベター。 ホンビノス 浅瀬に生息しており、日本では東京湾に住み着いている。

Bloody ckam 韓国、中国物におされてはいるが、 Honbinosu 他の貝にはない旨味が出るため様々な料理に活用できる。

風味や質ともに国産物が特上質 shell 千葉県富津   \600/kg（50～200g位目安）

国産(Japanese)…\3500～4000/kg best quality live at shoal in Tokyo-bay

輸入物(Impoerted)…\1500/kg前後 used for many dishes because of good taste

宮城県仙台湾、山口県宇部 Futtsu in Chiba

good clam has thin shell and weight タコツブ \850（80g） \1050（130～150g）

Japanese is better than imported イメージとして、マツブの殻が少しくすんだ感じ。

Sendai-bay in Miyagi, Ube in Yamaguchi 苫小牧 Takobutsu   Tomakomai in Hokkaido

平貝 ホタテとは違う歯ごたえ（シャキシャキ感）がウリ。 本ミル貝 広島県福山 \2600/kg (1個pice300~400g）

旬は冬から春にかけてで、大体1～3月頃までが Hon-miru

一番美味しく食べられる。 Fykuyama in Hiroshima

\600～1000/枚piece（サイズにもよる according to the size）   白ミル貝 White miru, \1500～1900/kg

熊本県天草、岡山県倉敷 Amakusa, Kurashiki マテ貝 香川県観音寺  \2700/kg

chewy texture,best season Mate shell Konnonji in Kagawa

マガキ 一般では2月いっぱいまでが旬とされているが、 すだれ貝 三河湾一帯 1300/ｋｇ

oyster 3～4月のマガキはむしろ身のつまるが良く、 Sudare shell     Mikawa-bay

ファンが多い。三陸カキ（北海道厚岸）などが入荷あり。

season is untill end of Feb.,  on the other hand おおみぞ貝 苫小牧 1800/㎏前後

becomes beter in Mar. & Apr. Oomizo-shell   Tomakomai

we can supply Sanriku oyster

＊貝類は天候などにより入荷が安定しない場合もございますので、各

担当者にお問い合わせください。
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