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水水水   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （写真：斜里町産サケ） 

 

 

【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能時期供給可能時期供給可能時期供給可能時期    

                       

年間取扱量年間取扱量年間取扱量年間取扱量    １２千トン（Ｈ２１） 

荷姿荷姿荷姿荷姿    鮮魚、冷凍 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可 

ウトロ漁業協同組合 直販店 ごっこや（斜里町） 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0152-22-5058  

 

 

 

水水水   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：斜里町産キチジ） 

 

 

 

 

 

 

サササ   ケケケ   48 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   サケは、９月中旬から１１月上旬にかけて定置

網で漁獲され、成熟過程により味が異なります。

最も未成熟なものは「鮭児（ケイジ）」、やや成熟

が進むがブナが出ていないものは「メジカ」と呼

ばれ、脂の乗りが良いため、様々な調理に適して

います。ブナが進んだサケは、塩で成熟させるこ

とで旨味が出ます。 

  また、春には「トキシラズ」と呼ばれる若いサ

ケが漁獲され、これも非常に美味です。 

キキキチチチジジジ（（（メメメンンンメメメ、、、キキキンンンキキキ）））   49 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   キチジは、知床半島沖の深い海域で刺し網によ

り漁獲されます。身には脂が多くのっており、非

常に美味です。ウトロ漁業協同組合では、生きて

いるキチジについて、船上で血抜きしたものを

「活〆メンメ」として売り出しています。 
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【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能時期供給可能時期供給可能時期供給可能時期    

                       

年間取扱量年間取扱量年間取扱量年間取扱量    ３千トン（Ｈ２１） 

荷姿荷姿荷姿荷姿    鮮魚、冷凍 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可 

ウトロ漁業協同組合 直販店 ごっこや(斜里町) 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0152-22-5058  

 

 

 

水水水   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

 

 

【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能時期供給可能時期供給可能時期供給可能時期    

                       

年間取扱量年間取扱量年間取扱量年間取扱量    ３千トン（Ｈ２１） 

荷姿荷姿荷姿荷姿    鮮魚、冷凍 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可 

ウトロ漁業協同組合 直販店 ごっこや(斜里町) 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0152-22-5058  

 

 

 

水水水   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   カラフトマスは７月下旬から９月上旬にかけて旬となり、煮て良し、揚げて良しで、和洋中を問わ

ず、様々なおいしさが味わえます。また、栄養価も高く、良質なタンパク質、ビタミンを多く含みま

す。 

カカカラララフフフトトトマママススス（（（オオオホホホーーーツツツクククサササーーーモモモンンン）））   50 

ケケケ   ガガガ   ニニニ   51 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   ケガニは４月から７月まで、かご漁業により漁獲されます。流氷が去った海明け直後に獲れる堅ガ

ニは、身がギッシリ入って食べ応えがあります。脱皮後に殻が硬くなりきっていない若ガニは、ワン

ランク下に見られがちですが、身が柔らかく食べやすいことから、こちらを好む方も多く、価格も安

くなっています。 
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【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能時期供給可能時期供給可能時期供給可能時期    

                       

年間取扱量年間取扱量年間取扱量年間取扱量    ３０トン（Ｈ２１） 

荷姿荷姿荷姿荷姿    ボイル、冷凍 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可 

ウトロ漁業協同組合 直販店 ごっこや 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0152-22-5058  

 

 

 

水水水   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能時期供給可能時期供給可能時期供給可能時期    

              ～上旬         

年間取扱量年間取扱量年間取扱量年間取扱量    ５トン 

荷姿荷姿荷姿荷姿    発泡スチロール箱（エビは袋詰めされている） 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（１kg より取引可） ※ 入金確認後、発送  

佐呂間漁業協同組合購買課（佐呂間町） 

 電話:0158-72-3324  問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 Web アドレス：http://www.saroma.org/ 

 

 

水水水   産産産   物物物   
 

 

 

【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能時期供給可能時期供給可能時期供給可能時期    

                       

年間取扱量年間取扱量年間取扱量年間取扱量    ９トン（Ｈ２１） 

荷姿荷姿荷姿荷姿    発泡スチロール箱 ３kg 入り 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（発泡スチロール箱 １個より取引可） ※ 運賃等は別途 

西網走漁業協同組合(網走市) 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0152-61-3311 

北北北   海海海   シシシ   マママ   エエエ   ビビビ   52 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   年間４０日程しか漁獲が認められていないため、希少価値のあるエビです。 

シシシ   ラララ   ウウウ   オオオ   53 
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水水水   産産産   物物物   
 

 

 

【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能時期供給可能時期供給可能時期供給可能時期    

                       

年間取扱量年間取扱量年間取扱量年間取扱量    ２６９トン（Ｈ２１） 

荷姿荷姿荷姿荷姿    発泡スチロール箱 ５kg 入り 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（発泡スチロール箱 １個より取引可） ※ 運賃等は別途 

西網走漁業協同組合(網走市) 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0152-61-3311 

 

 

 

水水水   産産産   物物物   
 

 

 

【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能時期供給可能時期供給可能時期供給可能時期    

                       

年間取扱量年間取扱量年間取扱量年間取扱量    ７２４トン（Ｈ２１） 

荷姿荷姿荷姿荷姿    発泡スチロール箱 ５kg 入り 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（発泡スチロール箱 １個から取引可） ※ 運賃等は別途 

西網走漁業協同組合(網走市) 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0152-61-3311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワワワ   カカカ   サササ   ギギギ   54 

シシシ   ジジジ   ミミミ   55 
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水水水   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：大空町産シジミドリンク） 

【販売情報】 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 
供給可能時期供給可能時期供給可能時期供給可能時期    

                        

規格規格規格規格    １００ml 

荷姿荷姿荷姿荷姿    １００ml 瓶 

保存方法等保存方法等保存方法等保存方法等    保存方法：常温 品質保持期間：７か月 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    ２６２円／瓶 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（１瓶より取引可） ※ 送料別途要  

財団法人 めまんべつ産業開発公社(大空町) 

 電話:0152-75-6160   問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 Web アドレス http://www.marchen-hill.com/tokusan.htm  

 

■■■■    食食食食材情報材情報材情報材情報    ■■■■    

   ヤマトシジミの全国でも有数の漁獲量を誇る

網走湖の女満別湖畔産で、大粒のものをたっぷり

と使い、一日に必要なビタミン類も添加したドリ

ンクです。 

シシシ   ジジジ   ミミミ   ドドド   リリリ   ンンン   ククク   56 


