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The Pacific Cod of Miyako ／ 宫古的鳕鱼



1

　マダラはおもに東北地方より北の海に分布し、サケのような大規模な回遊はせずに、３
～４年で約 60 ｃｍ・３kg ほどまで成長します。岩手県宮古港では例年 5,000 トン前後の
水揚げでしたが、2012 年には 1 万トンを突破。近年は 3,000 トン前後で推移しながらも、
県内水揚げの９割があつまることから、まとまった水揚げとなっています。
　なんと、宮古港のマダラ水揚量は、2010 年から６年連続日本一！残念ながら、2016 年
に釧路港に日本一の座を渡したものの、その後も本州一の水揚げ量を誇っています。

The Pacific Cod of Miyako

The Pacific cod, sometimes called a grayfish, is a bottom-dwelling fish generally found in 
the northern seas of the Tohoku region. They can grow up to a length of 60 centimeters in 
about 3~4 years and weigh approximately 3 kilograms. For six consecutive years from 2010, 
the Port of Miyako was the top in Japan for catching Pacific cod, later reaching an annual 
catch of 3,000 tons in recent years.

宫古的鳕鱼

　　真鳕是主要分布在东北以北，经过 3 到 4 年可以长成长达约 60 厘米，重达 3 公斤的鱼。

　　宫古港的真鳕捕捞量从 2010 年开始连续 6 年位居全国首位，近年的年捕捞量达到约 3000 吨。

天然の良港　宮古港

　宮古港は、外海から遮へいされた天然の良港として知られ、
古くから海が荒れた時の避難港や北海道への松前廻船の寄港
地として利用されるとともに、沖合に豊かな三陸漁場をもつ
漁業基地として栄えてきました。

A natural harbor and port of Miyako
Since the olden days, the Port of Miyako was used as an 
evacuation site for ships and vessels during rough seas, and 
also as a fishery base with its many offshore fishing grounds.

天然的良港 - 宫古港
　　宫古港作为海浪汹涌时的避难场所以及近海产量丰富的渔业基地，自古以来都十分繁荣。

鮮度よし！宮古の真鱈

　「宮古の真鱈」は沖合底曳き網とはえ縄で漁獲され、鮮度
の良さで知られています。真鱈は鮮度落ちが早い魚ですが、
地元では刺身で食べられるほど。船上では、漁獲後すぐに

宮古の真鱈とは…？

●●

宮古港●

岩手県

久慈港
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大船渡港
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「宮古の真鱈」について、詳しくはこちら。
Please see here for more information about Miyako’s Pacific cod.
有关宫古的鳕鱼，详情请查询此处。

https://www.pref.iwate.jp/engan/miya_suisan/1024998.html

全国トップレベルの衛生管理市場

　宮古市魚市場では、2005 年度以降、社団法人　
大日本水産会「優良衛生品質管理市場」等の認定を
うけ、水揚げされた水産物の品質向上を図るため、
漁獲から入札・搬出まで一貫した低温管理に取り組
んでいます。

One of the finest sanitary controlled market
The Miyako Fish Market is operated in a low temperature environment during all of 
its processes in an effort to control the quality of the fresh catches, from offloading 
and bidding, to shipping. In 2005, the market received a certification of “Excellence in 
Sanitary Control and Cleanliness” from the Japan Fisheries Association.

全国最高水平的卫生管理

　　在宫古市鱼类生鲜市场，为了提高捕捞上来的水产品的品质，在捕获水产后的招标，搬运环

节始终采取低温管理。2005 年该市场 被大日本水产会认定为“优良卫生品质管理市场”。

施氷・箱詰めをされてから、水揚げされています。
　多くの水揚げを占める底曳き網漁船は、午前３時ごろに出港し、水揚げは午後１時ごろ。
この間、10 時間ほど。早ければ、県外にも獲れたその日のうちに出荷できます。

Remarkably fresh
The Pacific cod of Miyako is known for its freshness 
so much so that the locals eat it also as a sashimi. 
This is due to the fish being immediately stored into 
ice-cooled boxes on the boat once it is caught, which 
are then offloaded to the fish market. They are later 
shipped off to other prefectures as early as the same 
day that they were caught.

新鲜的宫古鳕鱼

　　宫古的鳕鱼由于非常新鲜，在当地作为生鱼片食用。在渔船上打捞上来的鳕鱼马上与冰块一起

装箱直接运往鱼类生鲜鱼市场卸货。如果快的话，当天打捞上来的鳕鱼就可以往县外发货。
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宮古市宮町 1-3-17　☎ 71-2075
11：00 〜 23：00　年中無休

「王子のぜいたく至福のタラフライ＆ハンバーグ」　
999 円（税抜）
　トマト＆オニ
オンのハンバー
グと三陸イカ王
子プロジェクト
とのコラボ商品。
単品料理のほか
にごはんなどの
セットメニュー
で味わえます。
　

宮古市栄町２—10　☎ 62-3244
11：00 〜 14：00　17：00 〜 22：00　不定休

２  トマト＆オニオン宮古店

３  魚彩亭すみよし

「タラフライ弁当」　600 円（税込）
　共和水産・王子の
タラフライを食材に
したのり弁スタイル
の弁当です。店内で
食べるもよし、テイ
クアウトもよし。老若
男女に人気の味です。

１  大戸屋
宮古市長町 1-1-3　
☎ 65—6565

11：00 〜 22：00　
年中無休

　宮古港に水揚げされた新鮮なマダラを即日加工し、
粉をまぶして瞬間冷凍したワンフローズン品を料理提
供。タラの旨味たっぷりの味噌汁付き。2019 年の新
メニューで、三陸イカ王子プロジェクト（共和水産・
※ p8）とのコラボ商品です。

「三陸真だら御膳」
889 円（税抜）

「さっくり真だらのフライ定食」　925 円（税抜）

「真だらフライの玉子とじ定食」
　150g 1,000 円（税抜）　100g 908 円（税抜）

同じく三陸イカ王子プロジェクトとのコラボ商品です。

宮古市西町 2-1-25  ☎ 63-8300　　
17：00 〜 23：00　日曜日定休

「真鱈フライ」　600 円（税抜）
「真鱈西京みそ焼」500 円（税抜）

４  居酒屋おいかわ

　新鮮なタラをフライと西京焼きで提供。共に居酒屋
ならではの酒の肴として存分に味わえる一品料理。フ
ライは自家製タルタルソースが味を引き立たせます。

「シラコの天ぷら」700 円（税抜）　
(10 月〜 12 月 季節限定 )

「タラフライ＆ジャンボ海老フライ」　1,018 円（税抜）

「フィッシュ＆チップス」550 円（税抜）
「タラフライ定食」　1,200 円（税抜）
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宮古市五月町 1-1　☎ 62-2380
8：00 〜 16：00　水曜日定休

「真だら漬け丼」　　1,200 円（税込）
　新鮮なタラを刺
身にしてそれを店
舗特製のタレで漬
けた極上の丼。紅
葉おろしとイクラが
トッピングされてい
るほか、シジミ汁も
付いています。その
日水揚げされたタラ
だけに旨味が口の中
に広がります。

５  丼の店おいかわ魚菜市場店

　新鮮なタラの半身を
丸々使った特大のフラ
イ。インパクトは絶大
で味もフワフワ感が
たっぷり。自家製タル
タルソースがさらに
味を引き立ててくれま
す。一人でも良し、仲
間でシェアするも良
し。１日２皿限定です。

宮古市向町５− 17　☎ 62—8042
10：00 〜 21：00　月曜日定休

「鱈の白子の天ぷら」　600 円（税抜）　　　

　新鮮な真鱈を天ぷらで揚げた一品料理です。カリッ
とした歯ごたえの中にもフワッとした食感が魅力です。
９月から 11 月まで
の季節限定品です。
この ほ か に もタラ
汁、タラの昆布じめ
の握り（１貫 200 円
税抜）も用意してい
ます。

７  若尾寿司

宮古市大通り１−４− 13　☎ 63 − 5255
17：00 〜 24：00　月曜日定休

「特大宮古真鱈のフライ」　1,200 円（税込）

６  居酒屋大ちゃん

宮古市築地 1-1-38　　☎ 62-1319　　
11：30 〜 14：30（ラストオーダー）

　 17：00 〜 20：15（ラストオーダー）　　　　　
　 月曜定休日

「生おからの真鱈味噌豆乳焼き」　330 円（税込）
テイクアウト 300 円（税込）　
　焼いたタラの身をほぐして豆乳とおからの生地に入れ、
さらにタラ味噌を入れて焼い
た和製のマフィン。第１回真鱈
レシピコンテストファストフー
ド部門グランプリ料理です。

８  味処 海舟

「タラジャンボホイル焼き」　1,280 円（税込）

「鉄板タラチーズ焼き」　780 円（税込）
　タラをチーズで
絡めて焼き上げた
ものです。表面の
カリカリ感と中身
のフワフワ感が絶
妙にマッチする味
です。

　同じくジャンボ
な半身をホイル焼
き し た も の で す。
シンプルにタラの
味を存分に楽しめ
ます。要予約。
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宮古市川内 8-2　　☎ 85-5011　　
11：00 〜 18：30

　（11 月から 17：30 まで）年中無休

「至福のタラフライ定食」　1,200 円（税込）
　「王子のぜいたく至福
のタラフライ」を使用し
た定食です。ドライバー
にも人気の味でホクホ
クのタラフライが旅の
思い出に加わります。

「イカ王子コラボセット」　980 円（税込）
　これも「王子のぜい
たく至福のタラフライ」
をメインにイカ磯丼と
半 黒 豆 そ ば が つ い た
セット料理です。

１  道の駅やまびこ館

宮古市日立浜町 32   ☎ 62-1179　　
10：30 〜 14：30　不定休

　タラを韓国料理風にア
レンジしたものです。甘
辛ダレで煮込んだ絶妙の
味として多くの観光客に
人 気。2017 年 鱈 の レ シ
ピコンクールグランプリ
料理です。

３  浄土ヶ浜レストハウス

宮古市崎鍬ヶ崎 18-25-3　☎ 62-9911
18：00 〜 20：30

「三陸の潮彩ビュッフェ」　3,850 円（税込）
　タラを使ったオリジナルのフィッシュ＆チップスを、
ビュッフェ形式の夕食で提供しています。宮古産の新
鮮なタラを食べ易いように一口サイズにアレンジして
います。ケチャップとサウザンアイランドドレッシン
グがより味を引き
立たせ、子どもに
も大人気です。季
節 商 品として 宿
泊プランの中には

「カニたら鍋」も
あります。

２  休暇村陸中宮古

「鱈のユッケ丼」　1,200 円（税込）

宮古市臨港通１− 20　☎ 71-3100
レストラン
平日 10：30 〜 15：30　土日祝 10：30 〜 16：30
年中無休（１月１日休み）

　レストラン汐菜が提供
する新鮮なタラとイクラ
の漬け丼です。酢飯ベー
スの丼でタラの旨味が引
き立ちます。
　10 月〜 1 月（季節限定）

４  シートピアなあど

「真鱈といくらの漬け丼」　1,200 円（税込）
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宮古の真鱈

　岩手県沿岸では獲れたてのウニを牛乳瓶に詰めて保存するスタイルが一般
的です。獲れたてのウニを、滅菌処理を行った海水と一緒に牛乳瓶に入れ保
存することで、地元でしか味わえない新鮮で美味しいウニを食べることがで
きます。まさに、三陸“宮古”の名物とも言えます。
　この独特のスタイルからヒントを得て、考案されたのが「瓶ドン」です。
宮古の旬の食材を牛乳瓶に入れ、お客さま自身がその場でご飯にかけて食べ
る体験型のご当地丼です。瓶に詰まった宮古の恵をどうぞ楽しんでください。

瓶ドンについて詳しくはこちら
https://www.kankou385.jp/spacial2018/index.html

タラを食材にしたホテルの宿泊メニューも満載です。詳しくは、こちらで。
http://www.kankou385.sakura.ne.jp/gyosai/index.html

瓶ドン タラ 宿泊メニュー
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瓶ドンとは？

瓶丼「白雪」　1,350 円（税込） 「鱈のぶっかけ瓶丼」　1,320 円（税込）「瓶ドン REDHOT」　1,500 円（税込）

魚彩亭すみよし

蛇の目本店 和食処 ごっこ亭 おかめ

味処 海舟 浄土ヶ浜レストハウス

　マダラに加えてイクラ、メカブ、
トロロイモを入れた美しい配色のオ
リジナルの瓶丼として人気です。

 ガゴメコンブやメカブと一緒に特製
醤油ダレに漬け込んだタラを瓶に入れ
て、イクラと共に味わえるオリジナル
瓶丼です。

　ホタテ、タコ、まぐろ、カンパチを
はじめ季節にはタラも入った瓶ドンに
なります。

瓶丼「瓶ドンみやこ」　1,320円（税込）

　１日 30 食限定の瓶ドンです。タラ
はもちろんのこと、焼きウニ、いくら、
ホタテ、タコ、カニなど豊富な海産物
がたっぷり入っています。

　ウニやイクラはもちろんのこと、
タラの季節になるとそれら食材も
たっぷりと入ります。瓶のサイズは
３種類で、中（2,200 円）、小（1,650
円）も楽しめます。

瓶丼「蛇の目のおまかせ（大）」　2,970 円（税込）

　タラバージョンの瓶ドンとして新
たに誕生しました。イクラにイカ、
メカブなどとともにタラの食材が
たっぷりと入った新メニューです。

瓶丼「夕陽」　1,200 円（税込）

瓶ドンで味わうタラ料理

宮古市末広町１−18　　☎ 62—2456　　
11 : 30 〜 14:00  17:00 〜 21:00

月曜日定休

宮古市栄町３−35（キャトル１階）☎ 65-9797
11：00 〜 15：00　　不定休

宮古市栄町２−８　☎ 62—1383
10：00 〜 20：30　水曜日定休

※営業情報は p3 をご覧下さい。 ※営業情報は p4 をご覧下さい。 ※営業情報は p5 をご覧下さい。
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宮古の真鱈
特産品＆お土産

干したら

宮古市魚菜市場
　市場の店舗には、宮古に水揚げされ
るスケトウダラの幼魚を乾燥させた干
したらも豊富に取り揃えています。淡
白な身ですが、甘塩加減がタラの美味
しさを引き立てます。

ミヤコロッケ

味の丸徳
宮古市藤原２丁目４− 16　　☎ 62—6646

 9：00 〜 17：00　水曜・日曜日定休
「わかめシャッキリミヤコロッケ」　1個 150 円（税込）
※宮古市新加工品コンクール優秀賞

「ミヤコロッケ」　１個 150 円（税込）
「ミヤコロッケしいたけ」　１個 150 円（税込）

たら味噌

小が理商店
宮古市築地２丁目７− 18　TEL62-1728

「たら味噌」　130g　600 円（税抜）

　日本有数の漁場である三陸沖から水揚げされる魚介類と、地元農家が愛情をこめて育て
た野菜がずらりと並ぶ、宮古市民の台所です。　　
　2019 年３月にリニューアルした店内には 15 店舗のほか、生産者による販売スペース
が設けられ、お土産選びの海産物などは店員さんに質問しながら選ぶのがベスト！調理方
法を教えてくれたり、鮮魚類は各商店で氷を詰めて梱包発送してくれます。

　東京恵比寿の人気料理店「賛否両論」笠原
シェフと小が理商店とのコラボ商品です。宮
古の真鱈と米味噌、豆味噌と長ネギ、ごぼう、
しいたけなどの旨味を
堪能。そのままつまむ
もよし、ご飯や野菜に
混ぜ合わせたり、麺類
にもマッチします。

宮古市五月町 1-1　☎ 62-1521
 6：30 〜 17：30　水曜日定休

　いずれもスケトウ
ダラを原材に、かま
ぼこ風コロッケ仕立
てにしたものです。
手軽なお惣菜、日常
的なファストフード
としてどうぞ。

宮古
の台
所

「魚
菜市
場」



王子のぜいたく至福のタラフライ

共和水産（株）
宮古市藤原２−３−７　　☎ 77—4625

「王子のぜいたく至福のタラフライ」
　宮古の真鱈を１回凍結のワンフローズン製法で最高の鮮度と
ジューシーな身質をキープした逸品のフライ。地元食材のブラ
ンド化を目指し商品開発と情報発信をする「三陸王国イカ王子
プロジェクト」から誕生。宮
古市内数店の飲食店に供給さ
れているほか、各種イベント
に出品し「フィッシュ＆チッ
プス」（500 円）として販売し
ています。

イカ王子（自称）
共和水産　鈴木専務
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宮古の真鱈
特産品＆お土産

まだらせんべい・恵みのからめ味噌

丸友しまか
「宮古の恵みのからめ味噌」　80g　2,050円（税抜）
　宮古の真鱈を桜のチップで燻製にし、麹ペースト
でまろやかさを加えた岩手産 “ こだわり味噌 ” にか
らめ、深みと香ばしさを凝縮させた一品です。
※平成 29 年度　宮古市新加工品コンクール最優秀
賞受賞 / 岩手県水産加工品コンクール農林水産大臣
賞受賞

「三陸宮古のまだらせんべい」　25g　250円（税抜）
　宮古水産高校の学生が考案したタラのせんべいを
商品化したものです。素材を活かすために塩とデン
プンでシンプルに焼き上げたもので、タラの風味が
口の中に広がります。

「道の駅やまだ」「やま
びこ館」「さんてつや」
で販売中。

　共和水産の鈴木良太専務が「宮古を水産で盛り上げた
い」という想いを共にする市内の若手事業者とタッグを組
み、それぞれの情報発信力や得意分野を活かしながら、水
産業に注目を集めるべく新商品を作って宮古の海産物を
ブランディングしていく取組です。オリジナルブランド商
品の「王子のぜいたく至福のタラフライ」は、「宮古の真鱈」
のリーディング商品となっています。

イカ王子プロ
ジェクト
とは？

宮古市千徳 13 地割 32 − 15　☎ 62—1332
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　「早採りわかめ　春いちばん」は、ワカメの生長を促すために間引きした、40 〜 60 センチ
の新芽のワカメ。しゃぶしゃぶで茎ごと食べると、早春の磯の香りが口いっぱいに広がります。

購入先（おおむね１～２月の季節限定）

重茂漁協海洋冷食工場　☎ 68-2301
http://jfomoe.shop-pro.jp 　

田老町漁協 JF たろう加工場　☎ 87-2221
http://www.masaki-wakame.com

 First Wakame of Spring 
“First Wakame of Spring” are the 40 – 60cm sprouts that were 
thinned out to promote the growth of the remaining wakame 
seaweed crop. It is delicious when boiled and eaten whole.

Suppliers(Sales are usually limited to January – February)

Omoe Fishery Cooperative　　Taro Fishery Cooperative

 早采海带 春天一号

　　「早采海带 春天一号」是为了促进海带的生长，择优选拔，能长

到 40 ～ 60 厘米的嫩海带，煮着连茎吃风味特别鲜美。

购买场所 （大约只在每年的１～２月有）　　

重茂渔业協同組合　　　　　　田老町渔业協同組合

早採りわかめ　春いちばん

春のたより　花見かき

宮古地域のブランド養殖水産物

　通常の３倍の大きさになるまで養殖した宮古産のマガキです。
２年育てたマガキの中から、殻の厚みがある形状のいいものだ
けを選び出し、カゴにいれて再び海に戻して２ヶ月以上育てて、
花見かきに仕立てます。出荷は実入りと味がよくなる、桜のた
よりが届く４〜５月初めの期間限定となります。

購入先

産直施設　宮古うみのミルク　（津軽石かき養殖組合）
営業日　12 〜４月末　（土日休業） 　営業時間　13 〜 16 時　
http://uminomiruku.seesaa.net

～宫古地区有名的海产品～

Miyako’s specialty marine products

田 老重 茂
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 Hanami Oysters
Miyako’s specialty pacific oysters have been cultivated to grow 3 times larger than normal. 
Oysters of good shape and thick shell are selected from batches that have been cultivating for 2 
years, and are then transferred to dedicated cages to be cultivated for a further 2 months. The 
resulting Hanami Oyster is larger, with a deeper flavor, and are shipped only during the beginning 
of the cherry blossom (hanami) season, between April – May.
Supplier

Farmer’s Market “Miyako-Umi no Miruku” (Tsugaruishi 
Oyster Farming Association)
Business days: December – April (Mon-Fri)
Business hours: 13:00 – 16:00
http://uminomiruku.seesaa.net

 春天的来信 花见牡蛎

　　花见牡蛎是宫古产的特大牡蛎，其大小是普通养殖牡蛎的3倍。从已养殖2年的牡蛎中选择壳厚形佳的，
放入专用的箱子后放回海里再次养殖 2 个月以上就长成了花见牡蛎。花见牡蛎，肉厚味美，仅限樱花盛开

的 4 月到 5 月初上市。

购买场所

直产设施 ：宮古 大海的奶产品　（津軽石牡蛎养殖组合）
营业期间 ：12 ～４月末　（周六，周日休息）　营业时间 ：13 ～ 16 時
http://uminomiruku.seesaa.net

森・川・海のしおさいムール

　カキ等の養殖施設に天然付着したムラサキイガイ（別名　ムール
貝、シュウリ貝）をカゴ養殖して、通常品より大きく育てているもの。
販売時期は実入りのよい９〜 11 月の限定です。

問合せ先

産直施設　宮古うみのミルク　（津軽石かき養殖組合）
営業日　12 〜４月末　（土日休業） 　営業時間　13 〜 16 時　
http://uminomiruku.seesaa.net

 Forest, river, and sea; Ocean Wave Mussels
At the oyster cultivation facilities, blue mussels are also found growing naturally in the cultivation 
cages, resulting in larger than average mussels.
Sales are limited to September – November when there are good harvests.

 森・川・海的潮骚贝类

　　是指在养殖牡蛎等设施，放在附着天然紫色胎贝的篮子里养殖，比一般的要大的贝类产品。贩卖期间
同时也是最好吃的期间是９～ 11 月。

英語版データはこちら（QR コード）　Scan this QR code for information in English
中国語版データはこちら（QR コード）　中文版数据请扫描（QR 二维码）
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宮古・下閉伊モノづくりネットワーク水産部会
このパンフレットは、沿岸広域振興局の地域経営推進費を活用して作成したものです。

宮古・下閉伊モノづくりネットワーク水産部会
このパンフレットは、沿岸広域振興局の地域経営推進費を活用して作成したものです。
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