「祝赤重」
お品書き
〈４６品〉

壱の重
①いか明太和え

品

鮮度の良い生イカの胴体のみを使用し︑北欧
の厳選された数の子︑福岡博多の辛子明太子
を和えプチプチ食感とイカ刺しの旨味が合わ
さった一品です︒

②市松錦玉子
主原料の卵白と卵黄で作る市松模様は︑しっ
とりした食感で︑食べると卵のフワッとした
甘味が口に広がります︒蒲鉾とも違う柔らか
い食感とほんの少し感じる甘味と卵の味わい
が相性良く仕上がっています︒

③ホワイトわらび餅

⑬松前漬け

㉘

⑱

⑭銀鮭漬け焼

品

㊲

㉛

㊸

㊳

㉜
㊹

㊴

㉝

㉔金団

㊵

濃厚な旨味を持つたらこを使用︒
たまり醤油︑
砂糖をベースに︑
昆布とカツオ節のエキスを効
かせて中まで味が染み込むよう︑
じっくりと炊
きあげました︒
少し甘めの上品な味付けです︒

㉟真鱈子昆布

㊷

⑯伊達巻

品

㉓味付け数の子
︵切子︶

博多久松の人気食品でもある特製鶏つくねを︑
お
せち用にアレンジしました︒
軟骨のコリコリとし
た食感︑
鶏肉の味わいは照り焼きのタレとの相性
がとても良く︑
味わい深い一品となりました︒

㉞鶏つくね照焼

㉝シーフードマリネ

⑫寿高野豆腐

数の子の醍醐味はコリコリプチプチした食
感︑
そして噛み締めると口に広がる旨味です︒
博多久松では︑この食感を楽しんでいただけ
るよう太平洋産の良質な数の子を使用し︑貴

㉒和風ローストビーフ

高野豆腐をじっくり戻し︑少し甘めの出汁を
たっぷり吸わせながら炊きあげました︒
口に含
むと出汁がこぼれ落ちる程ジューシーに仕上
がっています︒

厳選した小エビをたっぷりと使いカニの旨味
をたくさん使った蒲鉾を珍味のとびっこと和
えました︒小エビのプリプリ感がマヨネーズ
ソースと良く合う一品です︒

鶏の本場鹿児島産の鶏を柔らかい食感のパテ
にして焼きあげ︑沖縄で採れた黒糖で自社独
自のタレを作りチキンパテと絡めました︒黒
糖の旨味がチキンパテと良く合う一品です︒

㉜黒糖薩摩チキン

国産茎ワカメの茎だけを使用し︑
歯ごたえがあ
るよう薄切りにスライスした後に鰹出汁を効
かせ︑
ワカメ本来の素材が活きる製法で作りま
した︒
風味豊かな食感を味わえる一品です︒

㉛茎わかめの胡麻和え

豚バラをじっくり加熱し柔らかく仕上げまし
た︒
豚バラの旨味が広がり︑
食感も柔らかくと
ても食べやすい一品です︒

㉚豚角煮

参の重

昔ながらのこだわり製法︑
手鍋直火炊きにより
じっくり炊き込む事で北海道産の帆立の旨味を
最大限に引き出しております︒
昨今の真空調理︑
スチーム調理には出せない奥深い一品です︒

㉙帆立旨煮

鶏のモモ肉をカットし︑
京都の西京味噌に二日
間じっくりと漬け込み︑
丁寧に焼きあげた一品
です︒
西京味噌のほんのりとした甘さと鶏の旨
味が凝縮された一品となっております︒

㉘鶏西京焼き

国産かたくちいわしのサイズを揃えて炊きあ
げて苦みを抑えました︒ほんのり甘い飴を絡
めた美味しい一品です︒

㉗田作り

柔らかな食感の鶏肉はごぼうと人参との相性
がとても良く︑醤油ベースのタレで絡める事
で味わいも豊かな一品に仕上がりました︒丁
寧にロール状に仕上げた八幡巻は見た目も綺
麗で食欲をそそる品です︒

㉖鶏八幡巻

栗を丁寧に処理し︑
じっくり柔らかく煮て甘味
を含ませました︒
金団に絡めて食べるとより一
層美味しく召し上がっていただけます︒
小粒の
ため︑
一つ一つの皮むきの処理に非常に労力が
必要ですが︑
労力に見合う味となっています︒

㉕栗甘露煮

大根を独特な食感で召し上がっていただけ
る よ う に 試 行 錯 誤 し ︑お 作 り し ま し た ︒焙 煎
したごまだれは大根との相性も良く︑食感も
良くてついついお箸が進む一品です︒

㊻大根焙煎胡麻サラダ

鶏卵と魚肉すり身をフワッとなるまで丁寧に
混ぜ︑
人参とグリンピースの野菜を入れて蒸し
焼きにした鮮やか一品です︒
しっとりふっくら
とした舌触りが特徴です︒

㊺人参ふくさ焼

国産の大根と人参をバランスよく混合して紅
白の彩を演出し︑
徳島県産の柚子果汁を加える
事によってさっぱりと爽やかな風味に仕上げ
ました︒
お口直しに最適です︒
紅白の色彩も縁起
が良く︑
見た目が晴れやかなお正月料理です︒

㊹紅白なます

国産ごぼうの洗浄やあく抜きの下処理を丁寧
に行う事によってごぼうの風味を最大限に引
き出しました︒
ごぼうの食感を残し︑
まろやか
ながらコクのあるごぼうにピッタリの味付け
にしています︒

㊸たたき牛蒡

丁寧に時間をかけて戻した旨味のある国産原
木椎茸をあっさり甘めの醤油タレで煮込んで
お作りしました︒
椎茸と醤油それぞれが持つ旨
味が出会い︑
噛み締めると深い味わいが口の中
に広がります︒
お正月料理の一品としてお召し
あがりください︒

㊷椎茸旨煮

食感の良い飛魚のすり身と国産のごぼうを油
揚げで巻き上げ︑
出汁で味付けしました︒
薄味
の味わい豊かな出汁の旨味がお口の中に広が
る上品な一品です︒

㊶信田巻

自家製のタレと牛バラ肉を厳選した北海道昆
布と絡め︑
牛肉の旨味を引き出しました︒
噛み
締めると溢れる牛肉の旨味と昆布の旨味との
相性はとても良く︑
ご飯のおかずとしても美味
しく仕上がりました︒

㊵牛肉甘辛煮

カリフォルニア産の胡桃とごまを和えて仕上
げました︒
胡桃の旨味とごまの香ばしい風味が
マッチした一品です︒
サクサクの食感と味わい
をお楽しみください︒

㊴胡麻胡桃

塩麹を用いた調味液をニシンに丁寧に馴染ま
せ︑
こんがりと焼きあげました︒
塩麹がニシン
の旨味を際立たせており︑
食べ応えのある一品
に仕上げました︒

㊳にしん塩麹焼

旨味が詰まった小ぶりのトマトを柔らかさを
残しつつ干しました︒
噛み締めるともっちりと
した食感と爽やかな甘味が口に広がります︒
箸
休めに最適な一品です︒

㊲やわらか干しとまと

㊱明太マヨだし巻玉子
脂がのった銀鮭を特製タレに一晩冷蔵庫で漬 博多久松の金団は焼き芋に仕上げてから︑少
け込んで︑
しっかりと味を染み込ませてから︑ 量の砂糖や水などを加えて練りあげるため︑ ふんわり食感のだし巻玉子に青海苔と明太子
こってり濃厚な味わいになります︒焼き芋の
明(太マヨ︶
を挟み込みました︒
卵の柔らかな味
遠赤外線でふっくらと焼きあげました︒
自然な甘味をお楽しみください︒
わいと青海苔の彩りと風味︑明太マヨが程良
く効いて食欲をそそる一品になりました︒

弐の重
⑮黒豆蜜煮

④鮑旨煮

完成まで３日間を要する蜜煮です︒原料の豆
の大きさや皮破れがないかを選別し︑ゆっく
り煮る事で艶と味が浸透し︑冷やして食べる
とフルーツのような艶と香りがします︒自慢
の黒豆をぜひご賞味くださいませ︒

蝦夷アワビを使用し︑素材が持つ旨味を引き
出すよう柔らかく仕上げました︒蝦夷アワビ
の持つたっぷりの海の旨味と醤油の風味を生
かし︑プリプリモチモチの食感を楽しめる一
品になりました︒
しっとりと焼きあげるため︑調理方法にこだ
わった一品です︒ふっくらしているのにしっ
とりとした食感と上品な甘さが特徴です︒博
多久松では毎年︑定番のおせちメニューも味
の改善を行います︒伊達巻も毎年進化する自
慢の一品で︑
おせちには欠かせない品です︒

⑤いくらの醤油漬け
⑰杏子さわやか煮

⑱とろ鱒昆布巻

干したあんずを水で戻して柔らかく煮込みま
した︒あんずの爽やかな甘味が特徴で口に含
むと後味さっぱりです︒

⑥柚子酢たこ

プチプチの食感と︑
濃厚な味わいが美味しいイ
クラです︒
口に広がるトロリとした味わいは絶
妙な塩加減によるものです︒
お酒のおつまみや
ご飯にかけて食べるのがオススメです︒

⑲

牛肉の希少部位︑
チャックテンダーを使用した
ローストビーフです︒
塩こしょうで味付けし隠
し味に魚醬を使い時間をかけ丁寧に焼きあげ
ました︒
牛肉本来の旨味が自慢の一品です︒

形の良い白花豆を糖蜜で柔らかくなるまで
じっくり煮込みました︒口に含むと広がる優
しい甘さが特徴です︒見た目も白くて丸い可
愛らしさが特徴です︒

㉑白花豆蜜煮

上質な魚肉すり身にエビを練り込み︑中にと
ろーりチーズを包み込んだ一口サイズの蒲鉾
です︒蒸した後に焼き目をつけもっちりとし
た食感にチーズの香りがお口の中に広がりま
す︒見た目が淡いピンクのかわいらしい一品
です︒

⑳海老入り焼蒲鉾

国産の芝エビを素揚げする事で香ばしさを引
き立たせ︑生姜入りの出汁で柔らかく炊きあ
げ︑殻までそのままお召し上がり頂ける一品
に仕上げました︒小エビの旨味が凝縮されて
います︒

⑲小海老蜜煮

柚子風味の合わせ酢と真ダコのプリプリとし
た食感が程良くマッチしており︑香りもお楽
しみいただける一品です︒

⑦小肌卯の花和え

㉓
重な大き目の数の子を食べやすい大きさに切
り︑
上品な薄味に仕上げました︒
黄金色に輝く
色彩はおせちの華︒いつまでも噛み続けたく
なる程︑
美味しい一品です︒

⑰

北海道産昆布とするめ︑人参を混ぜ合わせた
松前漬けです︒
するめの食感︑
昆布の粘りと風
味をお楽しみください︒
お酒のお供にどうぞ︒

㉗

おせちの定番料理︒
脂の乗った鱒の腹身を旨味
たっぷりの肉厚な昆布でしっかりと巻き︑
ゆっ
くり丁寧に煮込みました︒
煮込み方にコツがあ
り︑
細心の注意を払いながら鍋の前で煮込み具
合を確認します︒じっくりと味が染み込む事
で︑
昆布と鱒の旨味が相まってとても美味しく
仕上がりました︒
職人渾身の一品です︒

酢で締めたコハダを卯の花と和えてお作りし
ました︒さっぱりした味わいのコハダに旨味
の感じる卯の花をまぶす事で︑見た目も華や
かに仕上がりました︒お口直しに最適な一品
です︒

⑧鰆漬け焼
特製の漬けタレに一晩冷蔵庫内で漬け込ん
で︑
鰆にしっかりと味をしみこませてから︑
遠
赤外線でふっくらと焼きあげました︒

⑨祝い海老
池上げ後すぐ蒸して旨味を閉じ込めました︒
鮮やかな赤色の見た目の美しさと味わいを兼
ね備えたエビ料理をご賞味くださいませ︒

⑩ぶり照り焼
骨を取り除いた国産の脂の乗ったぶりを特製
タレにじっくり漬け込み照り焼にしました︒
ぶ
りの旨味とタレの味が非常にマッチした一品
です︒

⑪いか梅酢和え

㉞
㊺

㉟
㊻

⑪

和歌山県産の梅を漬け込んだ際にできる梅酢
を使い︑甘酢と混ぜ合わせさっぱりと風味よ
く仕上げました︒
イカ︑
大根︑
人参︑
生姜で色合
い・食感がよくバランスが絶妙な一品です︒
お
酒のおつまみやご飯にかけて食べるのがオス
スメです︒

㊶

㊱

㉚

１７

③
本わらび粉を使用した生地にホワイトチョコ
レートを使用しました︒
ホワイトチョコの風味
としっとりとなめらかな口当たりが特徴です︒

１５

㉙

⑯
㉒
㉖

⑮
㉑
㉕

⑳
㉔

⑧
⑩
⑭

⑦
⑬
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⑨

⑥
⑫

①
②
④
⑤

厳選本格和風おせち

