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同じ「仙台味噌」
でも
こんなに違う

本場仙台味噌
（濾）

御用味噌

ごえんそ味噌
昔ながらの製法で１
年８カ月かけ天然醸造
した自慢の逸品。深い
風味が根菜や貝類と好
相性。

う味噌工場を設けて製
造し︑町の衆に商売さ
せたという︒
﹁保存がきいたのは
塩分濃度の高さ︑風味
の良さは熟成期間が長
いことが理由でした﹂
と菅原さん︒仙台味噌
は塩分濃度が 〜 ％
と︑他地域の標準よ
り高い︒熟成も︑佐々
重の場合︑技術革新が
進んだ現在でも最長で
１年８カ月︒﹁長期熟

佐々重 7代目の時
代、当時の宮内省に納
めた味噌を再現。さっ
ぱりした味でシンプル
な具と合う。

ら兵を集め朝鮮へ出
兵した時︑政宗が持参
した味噌だけが︑長期
間変質しない上に風味
が抜群で︑仙台産味噌
の優秀さは一躍全国に
広まった︒また︑江戸
時代に仙台藩邸で作ら
れた味噌が評判となり
﹁ 仙 台 味 噌 ﹂の 名 が 付
けられた︒目端の利く
政宗は︑すかさず仙台
城敷地内に﹁御味噌蔵
︵ごえんそぐら︶
﹂とい

粒をこして口当たり
を滑らかにした。香り
とこくが強く、豚汁や
しじみ汁、すり身汁に
最適。

風味がよく評判に

もっとも仙台味噌ら
しい定番商品。オール
マイティーに使え、個
性の強い具にも負けな
い味。

辛口赤味噌の代表格
として知られる﹁仙台
味 噌 ﹂︒そ の 名 を一 躍
有名にしたのは︑仙台
藩初代藩主の伊達政宗
だ︒
佐々重本店の菅原さ
ゆりさんによると︑仙
台味噌の始まりは戦国
時代︒味噌は戦地での
貴重なたんぱく源だっ
た︒豊臣秀吉が全国か

本場仙台味噌
（粒）
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政宗広めた 仙台味噌

佐々重の主力味噌をご紹介。塩分濃
度やこうじの比率、熟成期間によって
色や風味がずいぶんと違う。食べ比べ
てみては。

河北ウイークリー編集部が贈る朝ご飯シリーズ。
「ご
飯のお供（昨年10月）」、
「卵料理（4月20日号）」に続
く第3弾は、満を持して味噌が登場。日本人のソウル
フード、味噌汁をおいしく食べるこつを教わろうと、仙
台味噌の老舗「佐々重」を訪ねた。
（あ）
（３ページに続く）
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みかく味噌

大豆の皮を取り除い
てじっくり熟成。こう
じの比率が高くやや甘
口。具より汁を味わう
食べ方がお勧め。

1

簡単!

しじみ汁

成によってうま味が増
し︑芳醇な香りと濃
い褐色が生まれます﹂
︒
普段何気なく食べてい
る仙台味噌が︑実に優
秀な食材だとお分かり
いただけただろうか︒

特吟味噌

まさに︑先人の知恵だ︒
香りもこくもしっかり
した仙台味噌とよく合
うのは︑魚介類や豚肉
など個性の強い素材︒
だしは煮干しやカツオ
がお薦めだそう︒
保存は冷蔵庫で︒袋
入りならふた付き容器
に移し︑表面をラップ
フィルムで覆って空気
に触れないようにしよ
う︒開封後は徐々に風
味が落ちるので︑ カ
月程度で使い切れる
量を購入するのがベス
ト︒３人家族で毎日味
噌汁を食べるなら︑
㌔が目安だそう︒

8分づきの玄米で仕
込んだ。米こうじの甘
味が際立つマイルドな
風味。野菜の味噌汁に
合う。

豚肉などと好相性

玄米こうじ味噌

仙台で辛口の味噌文
化が発展したのは︑地
元に昆布だしの文化が
なかったことと関係深
いとか︒﹁だし汁はな
いけれど山海の幸が豊
富︒そこで素材を引き
立てる︑味が強めの味
噌が育まれたと考えら
れます﹂と菅原さん︒

乳酸菌発酵を活用
し、塩分の使用を抑え
た。牛乳やバターと相
性が良く、シチューの
隠し味にも◎。
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！
お いし い 味噌汁の極意

おいしい味噌汁の極意は、
「上質な味噌を使う」
「煮立てない」の
二つ。米、大豆、塩だけから作られる味噌は、素材と作り手の良さが
命。吟味して選ぼう。作り方は、ごく簡単。

①だしで具を煮て軟らかくなったら火を止める。
②お玉に味噌（１人分13〜15g）と少量の煮汁を入れ、お玉の中
でよく溶く。
③弱火で火をつけ表面が「ぷくっ」と揺れたら火を止め完成。
味噌は沸騰させると風味が損なわれるので注意しよう。
シジミは仙台味噌と相性抜群。常温で保存
でき、お湯を注いで味噌を加えるだけでし
じみ汁ができる商品も市販されている。二
日酔い対策に常備してみては。

噌！？
「だし要らず」な仙台味
・仙台味噌はうま味と香りが強く、だしを使わなくてもＯＫ。
・キノコ、貝類など、だしの出る素材を水から煮て、最後に味噌を溶き入れればOK。
・菅原さんお薦め簡単味噌汁は、お椀にごま、のり、乾燥ワカメと味噌を入れ、お湯
を注ぐだけ。おいしい味噌でお試しを。
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「味噌汁がマンネリ化して、いつも同
じ味になる」。そう悩む人は多いので
は。そこで、佐々重にレシピを提供して
いる管理栄養士・飯渕由美さんのレ
パートリーから、ユニークで簡単な味噌
汁を紹介。新しい味を発見できるかも。

ミルクとベーコンの味噌汁
優しい味わいの洋風味噌汁。牛乳と味噌
の意外な相性の良さを実感でき、パン派の
朝ご飯にもぴったりだ。だしが不要なので忙
しい朝にもさっと作れる。うま味の出るキノ
コ類や、さまざまな種類の野菜を入れて、好
みの組み合わせを探してみては。

味 噌が 控えめだけ
ど、いい引き立て役
になっている

試食し
ました

キャベツ…100g 玉ネギ…20g ニンジン
（2人分） …20g ベーコン…1枚 牛乳…120㏄
水…240㏄ 味噌…20〜24g
材料

①キャベツはざく切り、タマネギは薄切り、
ニンジンはいちょう切りに。ベーコン
は食べやすく切り、フライパンで軽く炒
めておく。
②鍋に水とニンジンを入れ、火にかける。
③煮立ったら玉ネギを加え、煮えたらキャベツ、
ベーコンも加える。
④浮いてくる油を取り除き、牛乳を加える。
⑤一旦火を止め、味噌を溶き入れる。再度火にか
け、沸騰直前に火を止めれば完成。

材料

材料

トマト…中1／2個 レタス…4枚 スナップエ
卵…2個 だし汁（カツオ）…
300㏄ 黒こしょう…少々 味噌…20〜24g

試食し
ました

レタスのシャキシャ
キ感、卵のトロッとし
た食感がいい

酸味とうま味がしっ
かり出ていて、一番
好き！ 家で自分で
も作りたい

佐々重

■本店
所／青葉区本町2-8-5
営／10:00〜18:30 休／不定休
問／℡022-264-3310
■エスパル仙台店
所／青葉区中央1-1-1 エスパル本館地下1階
営／10:00〜21:00 休／エスパル仙台に準ずる
問／℡022-267-4059
■仙台三越店
所／青葉区一番町4-8-15
仙台三越定禅寺通り館地下1階
営／10:00〜19:00 休／仙台三越に準じる
問／℡022-264-0145

思った以上にホヤの
濃厚な風味が感じら
れて、おいしいです

大根…60g ニンジン…40g ホウレンソウ…40g、
だし汁…300㏄ 味噌…20g

①大根とニンジンはいちょう切り、ホウレンソウはさっと茹で
作り方
て約3cmの長さに切る。
②だし汁で大根と人参を煮る。
③具が煮えたら火を止め、味噌を溶き入れる。
④ホウレンソウを加えたら再度火にかけ、沸騰する直前に火を止める。
④お椀に盛り、キムチをのせて完成。

http://www.365miso.com/

試作味噌を 限 定 蔵 出 し

佐々重では、試験的に醸造した完全
限定品「佐々重 限定1608番仕込（粒）」
「佐々重 限定1623番仕込（漉）」を販
売している。仙台味噌らしい熟成感と、
しっかりしたこくがあり、一般的な仙台味
噌に比べ色つやに優れている逸品だ。老
舗ブランドの新しい味を試してみよう。価
格はともに1kg・1296円。
※「佐々重 限定1623番仕込（漉）」は本店
でのみ販売

あっという間にでき
たのに、味に深みが
あって最高

試食し
ました
味 噌とキムチの相
性は最高。やっぱり
夕食向きですね

冷汁

佐々重WEBサイト

味噌汁レシピや味噌の情報が
いっぱいのWEBサイト
「365日 カンタン！ 便利！
味噌汁レシピ」

キュウリのさっぱり
感がいい仕事をして
いますね

味噌＋キムチの発酵食品ダブル使いで、うま味倍増。野菜
がたっぷり取れるうえに、キムチ鍋のような深い味が簡単に
できる。朝ご飯としてはパンチが強すぎるので、夕食にどう
ぞ。キムチの塩分が強いので、味噌は控えめにしよう。
（2人分） キムチ…20g

http://www.sasaju.co.jp/

試食し
ました

キムチ入り味噌汁

材料

①レタスは手で一口大にちぎる。スナップエン
ドウは筋を取って半分に、トマトは湯むきし
たあと食べやすい大きさに切っておく。
②だし汁を鍋で沸騰させる。
③沸いたらスナップエンドウを入れ、火が通ったら火
を止める。
④味噌を溶き入れて再度火にかけ、沸騰する直前に火
を止める。
⑤レタス、トマト、卵を割り入れすばやくフタをする。3
分ほど蒸らしたらお椀によそい、好みで黒こしょう
を振りかける。

1854（安政元）年創業の仙台味噌専門店。加
熱殺菌をせず酵母が生きている「生味噌」だけを
製造・販売し、昔ながらの仙台味噌が味わえると
お土産にも人気だ。さまざまな風味の味噌がある
他、
「良い食品づくりの会」販売協力店として安全
で品質の高い全国の食品も取り扱う。

①キュウリは小口切り、青じそは千切り、ジャガイモは皮をむい
て大きめに、豆腐も食べやすく切る。ホヤは小さめに切る。
②だし汁でジャガイモを煮る。
③ジャガイモが柔らかくなったら豆腐を加え、豆腐が熱くなったらホヤ
とキュウリを入れてすぐに火を止める。
④味噌を溶き入れて再度火にかけ、沸騰する直前に火を止める。
⑤お椀に盛り、青じそを散らしてできあがり。
作り方

作り方

店舗データ

ホヤ…１個 豆腐…100g ジャガイモ…50g キュウリ…50g

（2人分） 青じそ…1枚、だし汁（カツオ）…300㏄、味噌…20〜24g

トマトとレタスと卵の味噌汁

（2人分） ンドウ…4個

ホヤの味噌汁
宮城の夏の味覚、ホヤの風味が口いっぱいに広がる。ホ
ヤはぜひ殻付きを使おう。身のぷりぷりした食感や独特の
香りを存分に味わえる。火を通しすぎないのが、軟らかく香
り豊かに仕上げるこつ。仙台味噌の中でも色の濃いものが
より相性が良い。

作り方

夏の朝ご飯にぴったりの、爽やかな酸味が食
欲をそそるみそ汁。トマトには、うま味成分の
グルタミン酸が多く含まれており、味噌との相
性も◎。これ一品で、野菜もタンパク質も取れ
るので、忙しい朝にはとりあえずこの１杯を。

※価格は商品
（１点）
の総額（本体価格＋消費税）

こくがあって香りも
いい。バターを足し
てもいいかも

暑い日にぴったりの、ささっと作れる宮崎県のご当地味
噌汁。煮干しの量が多く感じられるが、食べてみると意外
になじむ。焼いてほぐしたアジや、梅干し、ミョウガ、ショ
ウガなど香りの良いものを加えても美味。食欲のない日は
ご飯にかけて召し上がれ。
材料

煮干し…65〜75g おぼろ豆腐（絹ごし豆腐でもよい）…100g
青じそ…2〜3枚 白すりゴマ…15g
水…300㏄ 味噌…36g

（2人分） キュウリ…75g

①煮干しは頭とはらわたを取り除き、フライパンでからいりす
作り方 る。ビニール袋に入れ、すりこぎで叩いて粉状にする（フードプ
ロセッサーにかけると簡単）。
②ボールやすり鉢に、❶とゴマ、味噌を入れ、水で少しずつ溶きのばす。
味噌や水の量は好みで調整を。
③おぼろ豆腐（絹ごしの場合は手で崩して）、キュウリ、青じそを加え、
好みで氷を浮かべて完成。

試食し
ました
さんしょうを加えるな
ど、もう少しパンチの
効いた味にしてもいい

火を使わないので
作りやすい。今年の
夏に試したい

