特集「粒のサイズ別料理の合わせ方」
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ご来店いただき、 誠にありがとうござい
ます。 雪塩ソフトクリームやお買い物をお
楽しみいただけたようで、 とても嬉しいで
す！麻布十番店は、 昨年１２月にオープ
ンした東京二号店でございます。
スタイリッシュで落ち着いた店内になって
おり、 沖縄の店舗とは違った雰囲気を
お楽しみいただけます。 また、 東京で
唯一 「雪塩ソフトクリーム」 をお召し上
が り い た だ け る 店 舗 で す の で、 ぜ ひ、
また息子さんと遊びにいらしてくださいね。
ご来店、 心よりお待ちしております。
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粒のサイズ別
料理の合わせ方
の細かなパウダータイプのものまで、粒の形や大きさは様々です。

義父母へのお歳暮を探しに
たのですが、良い物が見当
さんのことを思い出し訪ね

近くのデパートに来てい

たらず、そんな時に塩屋

てみました。

品揃えが豊富なので、アド
を選んで頂きましたが、金
頂けて、いい贈り物ができ

バイザーの方におすすめ

額やのしも相談にのって

ました。

価格も手頃なので、出産祝
たいなと思いました。

いの返礼などにも利用し

粒の大きさは製法によってそれぞれ異なり、大きさによって塩味の感じ
方も大きく影響してきます。

HP. http://www.ma-suya.net

アッサルの塩

東アフリカにある、アッサル湖で採れた球状のコロコロ
とした形が印象的な塩。ゆっくり溶けていくため、煮込
み料理やミル用、マラソン時の塩分補給におすすめです。

マルドンクリスタルシーソルト

例えば、パウダータイプの塩は口に入れた瞬間にパッと広がりすぐに溶
けるため、塩味を強く感じやすくなります。反対に、粒が大きいものは、
口の中で時間をかけてゆっくり溶けていくため、後からじんわりと塩味
を感じられます。
このように、粒の大きさで塩味の感じ方が異なるので、この特徴をうま
く活かして料理をすると、塩の楽しみ方がより一層広がります。
ここで料理の使い方に合わせた塩の選び方をご紹介。

（国際通り店 30 代女性
Ｈ．Ｈ様）

TEL.0120-040-155

100g/600円（税抜）

料理のまとめ役ともいわれている “塩”。
普段、何げなく使っている塩ですが、ミルで挽く様なタイプから、きめ

ギフトのご利用、 誠にありがとうございます。
大切な贈り物に塩屋をご利用いただき、 とても嬉しく思います。
お義父様、 お義母様には喜んでいただけましたでしょうか。
塩屋では、 ご予算、 お贈りしたい方の好みに合わせてお客
様と一緒にギフトを選ばせて頂いており、 メッセージカードも準
備しております。 お歳暮はもちろん、 出産祝いや引っ越しの
ご挨拶用、これからの季節ですと、卒業祝い、入学祝いといっ
た新生活を送る方へのギフトとしてもご利用いただければと思
います。 ギフトに迷われた際には、 ぜひ、
またご相談を受けさせて下さいね。

●塩の豆知識「塩の保存方法」
●製塩所紹介−新海塩産業−
●塩屋レシピ ― 粒の食感を楽しむレシピ ―

・振り塩＆つけ塩用：サラサラとしていて、粒が細かく、素材につきやすい塩

250g/800円（税抜）
ピラミッド状のような形で、シャクシャクとした食感が楽
しめる塩。オリーブオイルと合わせてサラダの振り塩に
するのもおすすめです

雪塩（パウダー）

・煮込み用：混ぜやすく、溶けやすい塩
・焼き物用：純度が高く、粗めの塩（飾り用にはフレーク状の塩がおすすめ）

※コメント「塩屋本部 岩井」

塩 屋 からの お 知らせ
NEW!

全670種類のアイテムを選びやすい
ショッピングサイトにリニューアル！

より分かりやすく、使いやすいホームページ
にリニューアルいたしました。
リニューアルに伴い、５月１２日までに会員
登録（※）をしていただいたお客様には、
「合わ
せ塩お試しセット」をプレゼントいたします。
ご登録はホームページ、またはお電話、FAX に
てご連絡くださいませ。
今後とも塩屋ショッピングサイトをどうぞよ
ろしくお願い致します。
新サイト（３月中旬オープン予定）

http://www.shop-ma-suya.jp/

※会員登録をしていただい方には、
塩屋通信を年４回お届けしてお
ります。

沖縄県石垣市大川245 丸ビル 1F西
沖縄県宮古島市平良字西里240-6
沖縄県那覇市牧志3-2-59
沖縄県那覇市久茂地3-3-16
東京都墨田区押上1-1-2

・ミル用：ミルで挽く為、粒の大きいもの
その他に、サラダの振り塩にはピラミッド状のようなトレミー形と呼ばれ

編集後記
こんにちは！いつも塩屋通信をご覧いただきありがとうご
ざいます。
今回は、粒の大きさによる料理の合わせ方を紹介いたし
ましたが、いかがでしたか？
私も大きさの 違う粒を食べ て比べ てみましたが、食 感、
味の感じ方がそれぞれ違っていて「塩にも個性がある！」
という面白い発見ができました。アクセントをつけたい
時には粒の大きい塩、味をしっかりつけたい時には粒の
小さな塩と使い分けると、これまでとは違った味の仕上
がりになり、お料理をする時はうきうき気分です♪
さらに塩の魅力を感じた特集でした。
制作担当 / 塩屋通販 伊禮

塩屋石垣店
塩屋宮古店
塩屋平和通り店
塩屋国際通り店
塩屋東京ソラマチ店

〒907-0022
〒906-0012
〒900-0013
〒900-0015
〒131-0045

塩屋麻布十番店

〒106-0045 東京都港区麻布十番1-7-3 藤原ビル1F TEL 03-6447-4150

東京スカイツリータウン・ソラマチ東館４階

塩屋通信の１年間定期お届け便を承ります

※配送は郵便です

TEL 0980-82-7835
TEL 0980-75-5011
TEL 098-860-6405
TEL 098-988-1111
TEL 03-5809-7560

食感を楽しむこともできます。
このように、塩ひとつをとっても大きさや形によって味わいや食感にバ
リエーションが増え、料理に合わせる楽しみ方がさらに広がります。
皆さんも料理を楽しむアイテムとして、大きさや形にこだわってみませんか。

ソルトソムリエ

新田遥

おすすめ塩

フィオッキ・ディ・サーレ スモーク
味豊かな燻製の香りが特徴の塩。
地 中 海 キプ ロス 島で 作られたピラ

塩の使い方・塩屋イベント情
報をブログにて随時更新中！

塩屋お客様センター

〒900-0013 沖縄県那覇市牧志3-2-59

0120-040-155
TEL098-863-1172

120g/600円（税抜）
まるで粉雪の様なきめの細かなパウダー状の塩。食材へ
のなじみも良いため、お肉の下味付けですり込みしたり、
天ぷらのつけ塩におすすめです。

青い海

塩屋東京ソラマチ店

しっかりとした塩味の後に広がる風

塩屋アンケートハガキにご記入または塩屋ホームページからお申し込みください。
塩屋本部

る塩やミル用、肉厚のステーキには粗めの塩など、塩の形状でさらに

ミッド型の塩を樫と桜の木材を使っ

500g/480円（税抜）
粒の大きさ、味わい共にバランスが良く、どんな素材に
も合いやすい塩。炒め物から煮物まで普段使いにおすす
めです。

フィオッキ・ディ・サーレ スモーク

て 10 日間じっくり燻しています。
香りを活かし、カマンベールチーズ
や生ハムにのせて食すと燻製料理の
ような味わいが 簡 単に楽しめます。
また、じゃがバターにのせるとさら
に風味がプラスされ、おすすめです。

28g/650円（税抜）

塩の豆知識

こだわり製塩所紹介

塩の保存方法

すず

皆さん、普段お使いの塩はどのように保存していますか。
実は、塩は常温で保存すること以外に、特に注意すべき点がないものとして法律上も保存方法の表示を省
略している食品です。しかし、塩は湿度や温度の影響を受けやすく、保存する環境や使い方によって固まる
ことがあります。固まって使いづらくなった・・・なんて経験のある方も多いはず。
そこで、そのままのサラサラした状態を保つための予防策をご紹介。
＜保存方法＞
・湿気の多い場所には置かない ( コンロ周りや流し台の近く )
・使用後の容器・包装を密閉する
＜使い方＞
・濡れた容器や手でさわらない ( 調理中の合間に足すときなど )
・ゆげの立っているところで使わない ( フライパンや鍋の上からそのまま振る )
最近では開封後、冷蔵庫保存する方法もありますよね。この場合、調理時の急激な温度変化で容器や包装
の内側に水滴がついてしまう可能性もありますので、長時間外気温にふれないようにご注意を。
冷蔵庫保存している塩を使用する時は、出しっぱなしにせず、使用する分量を小皿やスプーンに移し分ける
ことをお勧めします。このひと手間で、美味しい塩を長くいい状態で楽しむことができます！
記事／平和通り店 ソルトソムリエ松川翼

塩屋オリジナル

塩レシピ

粒の食感を楽しむレシピ

料理に合わせて粒を選ぶ

枝豆の春巻き

粒の細かさを活かしたレシピ

セロリのナムル

石川県

能登半島 珠洲の塩
有限会社 新海塩産業
〒927-1322 石川県珠洲市長橋町15-18-11
TEL: 0768-87-8140
http://www.suzutennen-shio.jp/

取水する海水の海

interview

塩が作られている環境について教えてください。

弊社がある珠洲市は、石川県「能登半島」の先端に位置し、北からの寒流 (リ
マン海流 ) と南からの暖流 ( 対馬海流 ) が交わり、豊富なプランクトンに恵まれ
た漁場がある日本海の海水から塩を作っています。

粋な店構え！

塩作りのこだわりを聞かせてください。

雨や曇りに影響されにくい「流下式製法」を用いて、年中安定して塩が出来
る体制を整えています。そして天然の葦簀（よしず）に海水を掛けて風と太陽
で濃縮。仕上げとなる窯焚きでは、火加減次第で味や結晶化する成分が変
わってきますので、熟練の技が求められます。昔ながらの薪を使った釜焚きを
することで、火加減を管理しています。こちらも熟練の技が求められる作業です。

葦簀
（よしず）
による
「流下式製法」

「花の塩」について教えてください。

温度、火加減、かん水（濃い塩水のこと）の塩分濃度
の状態の条件が合わないとできない貴重な塩です。かん
水 600ℓ( 約 732ｋg) から 10ｋg(1.3％) 程度しかできません。
特徴として、塩分は強めで溶けにくい塩ですが、酒のつ
まみに召し上がったり、コーヒーのブラックに１粒入れたり、
天ぷら・ステーキ・鮪のお刺身によく合います。料理で見
花の塩
100ｇ/1000円（税抜）
栄えをよくするための化粧塩としても使えます。

熟練の技がひかる作業！

珠洲の塩シリーズ紹介
【材料】
（２人分）
春巻きの皮・
・
・
・4枚
むき枝豆・
・
・
・20粒
塩
（マルドンクリスタルシーソルト）
・
・
・
・少々
薄力粉・揚げ油・
・各適量

【材料】
（２人分）
セロリ・
・
・
・
・2本
Ａ ごま油・
・
・
・
・小さじ1
塩
（雪塩パウダー）
・
・
・
・少々

【作り方】

【作り方】

①春巻きの皮は半分に切って縦長に置き、塩をふって枝
豆を横に並べます。

①セロリは筋を取り、1ｃｍ位の厚さの斜め切りにします。

②薄力粉を水で溶き、皮の両端のフチに塗り手前からク
ルクルと巻き、巻終わりと両端をしっかりとめます。
③揚げ油を170〜180度に熱し、2をきつね色になるま
で揚げます。

＊マルドンクリスタルシーソルトのような粒の大きい塩を使
う事で、揚げた後も塩の食感を楽しむ事が出来ます。

②沸騰したお湯でセロリを10秒位ゆで、
ざるにあげ水気
を切り、熱いうちにＡを和えます。

＊雪塩パウダーのように細かい塩は、素材への馴染みが良
いので味がしっかりつきます。

のと珠洲塩（1 番釜）
150ｇ/500円（税抜）

流下式製法により海水を濃
縮し、それを炊きあげて仕
上げた海水百パーセントの
純粋な塩です。窯の上層部
を最初に取り上げたものが
一番窯。

珠洲の竹炭塩
100ｇ/600円（税抜）

釜で煮詰めた「のと珠洲塩」
を能登の 3 年ものの青竹に
詰め、炭焼き窯で焼いたも
の。お刺身、山菜の天ぷら
などにおすすめ。

のとさくら塩
50ｇ/334円（税抜）

能登の梅と紫蘇のエキスに
約半年漬け込んで作られた
塩。酸味のあるサッパリと
し た 味 わ い で、お に ぎ り、
天ぷらにおすすめ。

薪を使った釜焚き

珠洲の藻塩

50ｇ/334円（税抜）
古代の製塩に使われていた
海藻・ホンダワラの旨み成
分を盛り込み、炊き上げま
した。素材の味を引き出し、
様々な料理におすすめ。

仕上げ炊き工程

