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1. 豚のスペアリブ 山わさび醤油蒸し 
   Steamed Pork Spare Ribs with Yama Wasabi 
2. 鯖のマリネ 山わさびポテトサラダ添え 
     Marinated Saba (Blue Mackerel) with Yama Wasabi Potato Salad 
3. 鰻丼 きざみわさびを添えて 
  UNADON (Grilled Eel Rice Bowl) with Kizami Wasabi 
4. 冷やし梅茶漬け 
  Cold Ume Ochazuke (Japanese Apricot Rice Poured with Tea) 
5. 夏野菜のおろし本わさびシーザーサラダ 
  Wasabi Caesar Salad 
6. きざみわさびのエビのカルパッチョ 
  Shrimp Carpaccio with Wasabi & Cheese Dressing 
7. ゆずとハーブのソルベ 
  Yuzu Sorbet 
8. ゆず香るかけそば 
  Soba Noodle with Yuzu 

9.  ゆずクリームのペンネ 
    Penne Pasta with Yuzu Cream Sauce 
10. 冷製ポモドーロ レホールを添えて 
    Chilled Pomodorro 
11. 豚の生姜焼き 
    Ginger Pork 
12. 夏野菜のバーニャカウダ 
   Bagna Cauda with Special Dip Sauce 
13.  アヒポキ丼 
   Ahi Poke Bowl 
14.  フレンチ風やきとり 
   French-Arranged Yakitori (Grilled Chicken) 
15. わさびで食べる和牛しゃぶしゃぶ 
   Chilled Shabu-shabu 
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本わさびと西洋わさび 
Hon Wasabi and Horseradish 

 前菜／APPETIZER 

主な加工わさびには、本わさびと西洋わさびが使われています。 
 Major wasabi products are made of Hon Wasabi and Horseradish. 

◆清々しく爽やかな香り 
◆鮮やかな緑色の色調 
◆ Fresh green note 
◆ Clean green color 

原産地 ／ Origin 

日本 
Japan 
 

◆シャープで強い辛味 (本わさびの約1.5倍） 
◆白色で明るい色調 
◆ Sharply hot (1.5 times hotter than Hon wasabi), and clean white in color. 

北ヨーロッパ  
North Europe 
 
 
 
 

主な特徴 ／ Characteristics 

本わさび 
Hon Wasabi 

西洋わさび 
Horseradish 

辛みが強く青臭みの少ない 金印独
自系統「白宝®」。 
Kinjirushi uses our special seeds, 
called “Hakuho”. It is extra hot, and 
less greenish in flavor. 
 

金印独自系統「白宝®」 
HAKUHO (Kinjirushi original) 



金印は、北海道産原料にこだわります。  Kinjirushi walks with Hokkaido. 
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西洋わさび 原料 
Horseradish: Material 

 前菜／APPETIZER 

国産西洋わさびの約96％は 
金印が使用しています。 
96% of horseradish which is 
harvested in Japan belongs to 
our horseradish field in 
Hokkaido. 

取れたて鮮度で北海道 
オホーツク工場へ 
Fresh to our Hokkaido 
(Okhotsk) factory! 

Photo in September, 2014 

2006年 農林水産省調べ 
(総収穫量 約2,358t) 
Agricultural dep. report in 2006 
(Annual corp: 2,358t) 

 

©KINJIRUSHI 
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西洋わさび 収穫 
Horseradish: Harvesting 

 前菜／APPETIZER 

西洋わさびの収穫は、これまで人の手で行うしか方法がなく、大変な苦
労でした。金印が開発した独自の収穫機械「ハーベスター」により、生
産者の方の作業負担軽減に大きく役立っています。 
Horseradish cultivation used to completed by hand, which was tough 
work for farmers. 
Kinjirushi invented the “HARVESTER” designed for digging horseradish 
up in order to help reduce farmers’ burden.  

収穫された西洋わさびは、金印が全量買取。全てオ
ホーツク工場に運ばれます。総量なんと2,000トン！ 
Kinjirushi buys all of the horseradish harvested at our 
contract farms. They grow around 2,000 tonnes a year! 

金印の西洋わさびは、北海道で契約栽培。 Kinjirushi harvests horseradish with our partner. 

©KINJIRUSHI 

©KINJIRUSHI 
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西洋わさび 循環型農業 
Horseradish: Recycling Farm  

 前菜／APPETIZER 

 収穫した西洋わさびについている不要な葉、細根、泥、さらには加工時に発生する洗浄カスなどの植物残渣。従来これら残渣は廃棄処分されて
いましたが、金印は微生物の研究により残渣を堆肥にリサイクルすることに成功。 

 現在、この堆肥を使った農作物栽培を行っており、従来の堆肥よりも作物の味がよく、病害を防ぎ、収穫量を増やすとの評判をいただいています。
金印はこの「循環型農業」を実践し、ゴミの減量で環境問題に寄与するだけでなく、地域の農業の振興にも貢献しています。 
     Residue, such as leaves, rootlets, mud attached to horseradish, used to be disposed of as industrial waste. Our study on microorganisms has 
successfully transformed disposal into new compost. This compost is used on a variety of crops, and it has had a good impact on taste. Plus, our 
compost  prevents plant disease, so the yield amount has been improved. Now we contribute not only to the environment, but also local agricultural  
development. 

堆肥還元 
COMPOST 

収穫、貯蔵 
Harvest 
Hoarding 

選別、加工 
Sorting 
Processing 

残渣処理施設 
微生物を利用し、発酵 
Residue recycling facility transforms 
disposal into compost. 

雑物、土砂、洗浄カス等 
Leaves, mud, etc… 

残渣発生 
RESIDUE 

栽培 
Cultivation 
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本わさび 生産地レポート 
Hon Wasabi Growth Report 

 前菜／APPETIZER 

2014年10月末で今シーズンの露地栽培の収穫は概ね終わりました。今年は

降雨量に恵まれ、昨年、一昨年より出来が良かったとのこと！わさびの芋
（根茎）の部分や茎の部分がしっかりと実入りし太く大きく育ちました。 
Wasabi harvest for 2014 had been completed by the end of October. 
Wasabi itself grew thicker and bigger compared to the yearly average, thanks 
to the particular amount of rainfall. 

右は2015年春に収穫予定の畑。 
畝の隙間が見えないくらいに葉を広げています。 
中を見ると、茎も一本一本が太くまっすぐに伸びています。 
Wasabi field as of October 2014. These wasabi plants are going to be 
harvested next Spring. 
You can see thick good stems inside. 

本わさびは、生野菜です。 Hon Wasabi is one fresh vegetable. 

©KINJIRUSHI 

©KINJIRUSHI 

©KINJIRUSHI 
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本わさび 生育環境 
Hon Wasabi: Environment where it grows 

 前菜／APPETIZER 

わさびの里の近くには山々がそびえます。 

山に降った雪や雨が何十年もかけて地中で
濾過され、わさびの里に湧水となって流れ出
ていきます。 

わさびの栽培にはきれいで冷たい水（年間
通じて11℃～13℃）が不可欠。 
Wasabi fields are surrounded by mountains.  
Rain and snow falls a lot in this area, then 
water filtrates throughout the mountain. 
This water is kept 11℃ to 13℃ throughout 
the year, which is an essential element to 
growing wasabi. 

冷たい水と太陽の光をいっぱいにあびて
元気に大きく成長します。 
Wasabi needs chilled, clean water and 
sunshine. 

わさびは春先に白い小さな花を咲かせます。
今回産地にお伺いしたのは2014年10月。 

ごく稀に秋に花を咲かせる個体があるそうで、
今回運よく見ることができました。 
Wasabi produces white small flowers in Spring. 
A few specimens produce flowers in fall. We 
happened to see one of them. 

本わさびのおいしさの秘訣。 What good Hon Wasabi need. 

©KINJIRUSHI 

©KINJIRUSHI 

©KINJIRUSHI 
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本わさび 生育レポート 
Hon Wasabi Growth Report 

 前菜／APPETIZER 

Photo in October, 2014 

コレを抜きます！ 
大きく見えますが、 

これで一株です。 
Harvesting this one! 

It looks big,  
but this is one root. 

しっかり茎をつかんで、
ゆっくり丁寧に引き抜く！ 

Hold tight,  
and pull out gently. 

畑から抜き土を落とした状態。
中心部に芋が見えています。
白根と茎を落としていきます。 
Pull out and lightly washed. 
Next, cut stems and rootlet 
off. 

土の中でこんなに太く大きく
成長していました！これが来
春までまだ成長するというか
ら、来年も楽しみ！ 
Hon wasabi has grown this 
big in the field! This whole 
field will be harvested in the 
Spring 2015, so they ‘ll  grow 
even more! 

農家さんのご厚意で、来春収穫予定のわさびの成長具合を特別に見せていただきました！ 
We could look into next year’s wasabi in advance, courtesy of wasabi farmer. 

 

©KINJIRUSHI 

©KINJIRUSHI 

©KINJIRUSHI 

©KINJIRUSHI 
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わさびの加工 
Wasabi Processing Technology 

 前菜／APPETIZER 

収穫された本わさび・西洋わさびは洗浄・選別の後、 
弊社独自の加工ラインに入っていきます。 
Hon wasabi and Horseradish goes into a grating line  
after going through the washers and being hand sorted. 

金印独自の「超低温すりおろし製法」。 
-196℃の超低温でわさびをすりおろすことで、
香り・辛味を逃さず加工します。 
Kinjirushi’s original “Flash-freezing”  
grating method. 
This technique helps preserve wasabi’s 
pungency inside. 

金印の独自製法。  Kinjirushi Original “Flash-Freezing” 

Flash-Freezing! 

©KINJIRUSHI 

©KINJIRUSHI ©KINJIRUSHI 
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金印おすすめ商品 
RECOMMENDATIONS 

 前菜／APPETIZER 

原料に本わさびのみ使用（西洋わさび
不使用）。香り、辛味が青果本わさびに
限りなく近い。 
Hon Wasabi 100% product of  
ground-breaking grating technology.  

FS-208 おろし本わさび無着色 
Grated Hon Wasabi  

RO-1 生おろしわさびお造り用 
Grated Wasabi for Otsukuri 

金印のロング＆ベストセラー商品。良質な日本産本わさ
びと北海道産西洋わさびをブレンド。粗めにすりおろして
いますので、お造りに最適です。 
One of Kinjirushi’s longest and best selling goods. 
Selected Hon wasabi and horseradish are used. It is 
roughly grated so is the best choice for sashimi. 

R-1 生おろしわさび 
Grated Wasabi 

上記「お造りわさび」の姉妹品。すりおろしの目が異なりま
す。R-1は細かめにすりおろしていますので、寿司やそば
に最適です。 
Ingredients are same to [RO-1]. This one is finely grated so 
useful for sushi and soba. 

これら商品には超低温すりおろし製法が使われています！わさびを液体窒素（-196℃)で瞬間凍結し、 
すりおろします。超低温でわさびの酵素反応を止め、香りを逃さずパックします。 
Kinjirushi’s original technology “Flash-Freezing Method”. 
Wasabi is grated at extremely low temperature of -196℃（-321℉）to seal its flavor and taste. 

©KINJIRUSHI 
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金印おすすめ商品② 
RECOMMENDATIONS   

 前菜／APPETIZER 

シャープな辛みと豊か
な風味が素材を引き立
てます。 
 
Plain horseradish brings 
out the flavor of the 
dish. 

L-1 レホール／RAIFORT 

すりおろした山わさびを北海道産の醤
油でまろやかに。 
 
‘Raifort’ with soy sauce & Miso.  
Hokkaido local cuisine. 

SY-100 山わさび醤油味／ 
Yama Wasabi 

©KINJIRUSHI ©KINJIRUSHI 
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1.豚のスペアリブ 山わさび醤油蒸し 
Steamed Pork Spare Ribs with Yama Wasabi 

 お食事メニュー／FOODS&BEVERAGE 

和食×中華の創作料理を展開されている注目店舗の 
メニューを参考にしました。豚スペアリブをさっぱりとした 
蒸し煮にし、山わさびの味わいで上品な中華メニューに 
仕上げます。 
 
This is inspired by a famous Chinese & Japanese fusion 
restaurant chef’s recipe. 
Serve juicy steamed pork spare ribs spiced with Yama 
wasabi.  

豚スペアリブ 
片栗粉 
砂糖 
醤油 
ごま油 
金印山わさび 
パクチー 
ピーナッツ 
金印山わさび 
（トッピング用） 

 材料 

① Boil pork spare ribs in hot water for 30 
min (with leek, ginger, and Shaoxing rice 
wine if preferred). 
② Roast the ① that is crusted with 
potato starch in a hot earthen pot with 
sesame oil,  
③ Mix ① with sugar, soy sauce, and 
Yama wasabi, and then steam 5 mins 
with a lid on top. 
④ Top with coriander, peanuts, Yama 
wasabi to complete. 

 How to cook 

300g 
大さじ2 
大さじ１ 
大さじ1/2 
小さじ１ 
大さじ１ 
適量 
適量 
適量 

①豚スペアリブを葱、生姜、紹興酒（分量
外）を入れた湯で30分程下茹でする。 

②土鍋にごま油を入れ熱し、片栗粉をま
ぶした①を焼き付ける。 

③砂糖、醤油、金印山わさびを加え調味
する。蓋をして5分程蒸す。 

④パクチー、ピーナッツ、金印山わさびを
トッピングし完成。 

 作り方 

Spare Pork Ribs 
Potato starch 
Sugar 
Soy sauce 
Sesame oil  
Yama Wasabi 
Coriander 
Peanut 
Yama Wasabi 
(for topping) 
 

  Ingredients  

300g 
2 tbsp 
１ tbsp 
1/2 tbsp 
１ tsp 
１ tsp 
Portion of your preference 

Portion of your preference 

Portion of your preference 
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2.鯖のマリネ 山わさびポテトサラダ添え  
Marinated Saba (Blue mackerel) with Yama wasabi potato salad 

 お食事メニュー／FOODS&BEVERAGE 

夏に旬を迎えるゴマさばをマリネに。 

相性の良いポテトサラダを、山わさびで味付＆トッピングとして
盛り付けました。 
さっぱりとした味に仕上がります。 
 
Marinated blue mackerel, which is known the best in summer, 
is accompanied by Yama wasabi potato salad. The topping 
Yama wasabi give the dish the refreshing taste. 

さば 
（塩、酢下処理） 
酢・みりん 
上質な昆布 
じゃがいも 
きゅうり（輪切り） 
玉葱（スライス） 
マヨネーズ 
塩、胡椒 
金印山わさび 
クレソン 
金印山わさび 
（トッピング） 
 

 材料 

① Slice, debone, and salt Saba, and put it 
in a refrigerator for 3 hrs. Wash briefly 
with water, and wipe off water, and dip in 
vinegar for 30 mins. 
② Lay kelp in a canister, and pour 
Vinegar and Mirin, and leave it under 
weighting stone about half a day. 
③ Crush boiled potatoes, and mix with 
mayonnaise, salt, pepper, cucumber, 
onion, and Yama wasabi. 
④ Top with Yama wasabi, and decorate 
the plate with watercress. 

 How to cook 

60g 
適量 
各大さじ１ 
10㎝位 
1個 
20g 
15g 
大さじ1 
適量 
大さじ1 
適量 
適量 

①さばは3枚おろしにし、塩をふり冷蔵庫
に3時間程おく。サッと洗い水気をよくふ
き取り酢に30分程漬け込む。 
 
②バットに昆布を敷き、①と酢、みりんを
入れ重石をして半日ほど置く。 
 
③じゃがいもを茹で、熱いうちに潰しマヨ
ネーズ、塩、胡椒、きゅうり、玉葱、金印
山わさびと和える。 
 
④皿に③と②を盛り、クレソンなどを飾る。 

 作り方 

Saba (mackerel) 
Salt 
Vinegar ・Mirin 
Kelp 
Potato 
Cucumber (Sliced) 
Onion(Sliced) 
Mayonnaise 
Salt・Pepper 
Yama Wasabi 
Watercress 
Yama Wasabi 
(for toppings) 
 
 

  Ingredients  

60g 
Portion of your preference 
1 tbsp each 

10㎝ 
1 pcs 
    20g 
15g 
1 tbsp 

Portion of your preference 

1 tbsp 

Portion of your preference 

Portion of your preference 
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3.鰻丼 きざみわさびを添えて 
UNADON (Grilled Eel rice with Chopped Wasabi)  

 お食事メニュー／FOODS&BEVERAGE 

夏のスタミナ素材として、日本食になくてはならないうなぎ。 

甘いたれがしみ込んだ蒲焼きは、きざみわさびの相性抜群で
す。最後まで飽きずさっぱりと食べることができる夏向きの味
に仕上がります。 
 
It is familiar to Japanese to have grilled eel as energy food  on 
the dog day of  summer.  Kizami wasabi matches  sweet eel 
sauce to enjoy grilled eel for summer season. 
 

葱や三つ葉を添えることで清涼感アップ。  
きざみわさび醤油味とうなぎのタレの相性は抜群です。 
It is a good combination for sweet eel sauce to add 
Kizami wasabi on top with  trefoil or green onion. 
 

うなぎの炭火焼 
鰻のたれ 
ごはん 
きざみのり 
三つ葉 
葱 
山椒粉 
金印きざみわさび 
 

 材料 

① Put rice, minced Nori (laver), 
and charcoal-grilled eel in a 
donburi. 
② Pour some eel sauce, and top 
with trefoil, green onion, and 
kizami wasabi. 
③ Shower some Japanese pepper 
powder. 

 How to cook 

1人前 
適量 
1人前 
適量 
適量 
適量 
適量 
小さじ1 

①ごはんを盛り、きざみのり、うなぎの炭
火焼をのせる。 
②①に鰻のたれを回しかけ、三つ葉、ネ
ギ、きざみわさびをのせる。 
③山椒粉をふる。 

 作り方 

Grilled eel  
Eel Sauce 
Rice 
Nori 
Mitsuba (trefoil) 
Leek 
Powdered Japanese 
pepper  
Kizami  Wasabi 

  Ingredients  

1 serving amount 
Portion of your preference 

1 serving amount 
Portion of your preference 

Portion of your preference 

Portion of your preference 

Portion of your preference 
 

1 tsp 
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4.冷やし梅茶漬け 
Chilled UME OCHAZUKE (Japanese apricot rice poured with tea)  

 お食事メニュー／FOODS&BEVERAGE 

練り梅と豚しゃぶを添えた、夏の疲労回復にもってこいのお茶
漬けメニュー。冷やした濃いめの和出汁を合わせます。 
 
Neri Ume (Japanese apricot paste) and Pork in chilled 
ochazuke  would recover your energy. Better to add thick dashi 
sauce.  
 

あられが香ばしい食感と風味を増します。 
Arare (Rice cracker) enriches the texture and flavor of 
Ochazuke. 

豚しゃぶしゃぶ肉 
濃いめのかつおだし 
（塩をひとつまみ加え、冷やしておく） 
ごはん 
三つ葉 
あられ 
練り梅 

 材料 

① Dip and Shabu-shabu pork in dashi 
soup with a portion of Sake at 80 ℃. 
② Pour cold water on top of rice, and 
drain off water. 
③ Put ②’s rice in a bowl, and decorate 
with trefoil, arare, and Neri Ume. 
④ Pour cold Katsuo (bonito) soup. 

 How to cook 

30g 
120g 
 
1人前 
適量 
適量 
適量 

①豚しゃぶしゃぶ肉を80℃位に熱した酒
（ひとたらし）、出汁（適量）の中でしゃぶ
しゃぶする。 
②ごはんに冷水をかけ、水気をよく切る。 
③器に②を盛り、①と三つ葉、あられ、金
印練り梅をのせる。 
④冷やした濃いめのかつおだしを注ぐ。 

 作り方 

Pork for Shabu Shabu 
Bonito(Katsuo) Dashi 
(Add a pinch of salt. Store in chilled.)  

 
Rice 
Mitsuba 
Arare 
Neri Ume 
 

  Ingredients  

             30g 
            120g 
 
 

1 serving amount 
Portion of your preference 

Portion of your preference 

Portion of your preference 
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5. 夏野菜のわさびシーザーサラダ 
Wasabi Ceasar Salad 

 お食事メニュー／FOODS&BEVERAGE 

「FS-208おろし本わさび無着色」を使ったシーザードレッシン
グのフレッシュサラダ。クリーミーなドレッシングに本わさびの 
辛みがアクセントとなっています。温泉たまごを絡めて 
お召し上がり頂きます。 
日本でもわさびの入ったドレッシングやソースはフレンチや 
イタリアンレストランでも人気の一品です。 
 
Ceasar salad dressing with “FS-208 Grated Wasabi”. Wasabi 
gives accent to the creamy ceasar sauce.  
Wasabi dressing or Wasabi sauce is gaining popularity in 
French or Italian restaurants in Japan. 

 クレソン、レタス、トマト 
 チコリなどサラダ用野菜 
温泉たまご 
ポテトチップス 
■ドレッシング 
  金印おろし本わさび 
  マヨネーズ 
  レモン果汁 
  ガーリックパウダー 
  すりごま 
  パルメザンチーズ 
     ブラックペッパー 
     パルメザンチーズ 
   

 材料 

① Mix all the dressing materials. 
② Cut vegetables into appropriate sizes 
and dress with ① in a bowl. 
 
③ Place ② in a bowl, and put half-
boiled egg, crushed potato chips, black 
pepper, and Parmesan cheese. 

 How to cook 

150～200g 
 
1個 
適量 
 
大さじ１ 
大さじ1と1/2 
小さじ１ 
適量 
小さじ1/2 
小さじ1 
適量 
適量 
 

①ドレッシングの材料を全て混ぜる。 
 
②野菜類を適当な大きさにカットしボウル
に入れ、①で和える。 
 
③②を皿に盛り、温泉たまご、砕いたポ
テトチップス、ブラックペッパー、パルメザ
ンチーズをかける。 

 作り方 

  Watercress, Lettuce,  
  Tomato, and endive. 
Half-boiled egg 
Potato chips 
■Dressings 
Grated Wasabi 
Mayonnaise 
Lemon juice 
Garlic powder 
Grated Sesame 
Parmesan Cheese 
Black pepper 
Parmesan Cheese 

  Ingredients  

150～200g 
 
1 pc 
Portion of your preference 

 
１ tbsp 
1.5 tbsp 
１ tsp 
Portion of your preference 

1/2 tsp 
1 tsp 
Portion of your preference 

Portion of your preference 
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6. エビのカルパッチョ わさびチーズドレッシング 
Shrimp Carpaccio with Wasabi & Cheese Dressing 

 お食事メニュー／FOODS&BEVERAGE 

新鮮なエビのカルパッチョ、ラディッシュ、ハーブに、 
きざみわさびとチーズのソースを添えたイタリアン前菜メニュー。 
わさびとチーズの組み合わせが最近のトレンド。 

わさび＆チーズを海苔で巻くような前菜メニューも見られるよう
になってきています。 
 
Italian appetizer of Shrimp Carpaccio with Radish, Herbs, Kizami 
wasabi, and Cheese sauce.  
The variation of Wasabi and cheese combination recipes are 
more often seen in restaurants.  

きざみわさびの醤油味も隠し味となっています。 
The soy sauce of  Kizami wasabi is playing a role as 
hidden flavor. 

新鮮な海老 
ラディッシュ、ベビーリー
フ、ミニトマトなど 
タイム 
■ドレッシング 
  金印きざみわさび 
  生クリーム 
  パルメザンチーズ 
  レモン果汁 
  食塩、胡椒 
  フュメドポアソン 

 材料 

① Peel the shrimp shells, to open the 
body. 
② Mix all the dressing materials. 
③ Place ① around the center of dish, 
and decorate the dish with vegetables. 
④ Pour ② around ③, and accompany 
some thyme. 
 

 How to cook 

100g 
80g程度 
 
2～3枝 
 
大さじ１ 
小さじ2 
小さじ１ 
小さじ１ 
適量 
小さじ1 
 
 
 

①海老の殻を剥き、身をひらく。 
②ドレッシングの材料を全て混ぜる。 
③皿に①を並べ、野菜類をバランスよく 
 盛る。 
④③に②、タイムを添える。 

 作り方 

Prawn 
Radish, Baby leaf,  
mini Tomato, etc 
Thyme 
■Dressings 
Kizami   Wasabi 
Fresh cream 
Parmesan Cheese 
Lemon juice 
Salt・Pepper 
Fume de Poisson 

  Ingredients  

100g 
80g 
 
2～3 pcs 
 
1 tbsp 
2 tsp 
1 tsp 
1 tsp 
Portion of your preference 

1 tsp 
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7. ゆずとハーブのソルベ 
Yuzu Sorbet 

 お食事メニュー／FOODS&BEVERAGE 

きざみゆずとハーブと組み合わせ、香りを楽しむソルベに仕
上げます。 
 
Yuzu and Herbs are contributing the dish in refreshing scent for 
summer. 

きざみゆずは発色も香りも良く、ソルベや 
アイスクリームに混ぜ込むのもお勧め！ 
Kizami Yuzu can also be recommended for ice cream  
or sorbet as it gives excellent flavor and color accent. 

a. ミネラルウォーター 
b. グラニュー糖 
c. ミントシロップ 
板ゼラチン 
金印きざみゆず 
ミント 
 
 

 材料 

① Mix a, b, and c in a boiled pot. 
② Add plate gelatin and Kizami yuzu into 
①. Blend with an ice cream machine. 
③ Serve in a glass with a mint on top. 

 How to cook 

４００g 
１００g 
１００g 
1.5g 
大さじ4 
1対 

①鍋にAを入れ煮溶かす。 
②ふやかした板ゼラチンと金印きざみゆ
ずを①に加え、アイスクリームマシーンで 
回す。 
③グラスに盛り、ミントを飾る。 

 作り方 

a. Mineral Water 
b. Granulated Sugar 
c. Mint Syrup 
Gelatin 
Kizami Yuzu 
Mint 
 
 

  Ingredients  

400g 
100g 
100g 
1.5g 
4 tbsp 
1 pc 
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8.  ゆず香るかけそば 
Soba Noodle with Yuzu 

 お食事メニュー／FOODS&BEVERAGE 

ゆずやかぼすと言った日本古来の柑橘類は世界中から注目
されています。そばにたっぷりのきざみゆずを添え香りを楽し
む一品に仕上げます。 
 
Japanese citrus, such as  yuzu and kabosu, have been 
attracting people all over the world. Yuzu could amuse a 
simple soba dish to a traditional and sophisticate one. 
 
 

生そば 
A.かつおだし 
A.みりん 
A.醤油 
九条ネギ（細切り） 
金印きざみゆず 

 材料 

①Mix well the “A” ingredients, heat to 
boil lightly. 
 
②Boil soba noodle. 
 
③Put ①and ② in a bowl. Serve with 
shredded leek and yuzu peel.  

 How to cook 

1人前 
1.5カップ 
小さじ１ 
小さじ１ 
お好みで 
お好みで 

①Aの材料を鍋に入れひと煮立ちさせる。 
 
②生そばを茹でる。 
 
③器に①②を入れ、九条ネギ、金印きざ
みゆずをのせる。 

 作り方 

Soba noodle 
A. Dashi  Bonito 
A. Mirin 
A. Soy sauce 
Kujo-Negi (leek) 
 
Kizami Yuzu 

  Ingredients  

1 serving amount 
1.5 cup 
1 tsp 
1 tsp 
Portion of your 
preference 
Portion of your 
Preference 
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9.  ゆずクリームのペンネ 
Penne Pasta with Yuzu Cream Sauce 

 お食事メニュー／FOODS&BEVERAGE 

柑橘を料理に使用することが近年日本のトレンドとなっていま
す。レモンと生クリームの組み合わせが注目されましたが、本
メニューはゆずと生クリームでアレンジ。濃厚なクリームパスタ
もさっぱりといただけます。 
 
Citrus fruits are receiving attention in Japan recently. This 
pasta is arranged with yuzu and fresh cream. It gives a thick 
but refreshing taste. 

ペンネ 
生クリーム 
白だし 
塩、胡椒 
小ネギ（小口切り） 
ブラックペッパー 
金印きざみゆず 

 材料 

①Heat fresh cream and yuzu1/2. 
Turn off the heat right before it comes to 
boil. Lid the pan to cool. 
 
②Mix ①and shiro-dashi, then heat.  
③Cook Penne pasta. Mix pasta and ②
well. Add salt, pepper, and yusu1/2. 
④Serve with black pepper and chopped 
leek. 
 

 How to cook 

80g 
大さじ2 
小さじ1 
適量 
適量 
適量 
大さじ2 

①生クリームと金印きざみゆず1/2を鍋に
入れ弱火で沸かし、沸騰する直前に火を
止め蓋をして冷まし、ゆずの香りを生ク
リームに移す。 
②①と白だしを合わせ、温める。 
③ペンネを茹で、②に加え弱火でクリー
ムを絡めながら塩胡椒で調味し、残りの
金印きざみゆずを加える。 
④皿に盛り、ブラックペッパーと小ネギ 
を飾る。 

 作り方 

Penne 
Fresh cream 
Shiro-dashi 
Salt, Pepper 
Leek 
Blackpepper 
Kizami Yuzu 

  Ingredients  

80g 
2 tbsp 
1 tsp 
 
Portion of your 
preference 
2 tbsp 
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10.冷製ポモドーロ レホールを添えて 
Chilled Pomodorro  

 お食事メニュー／FOODS&BEVERAGE 

シンプルなトマトソースにレホールを加え、夏向けに 
さっぱりと仕上げた、冷製パスタ。 
 
Simply arranged with L-1 Raifort (Grated horseradish). Tomato 
sauce goes perfect with raifort. 

カッペリーニ 
A.トマトソース 
A. EXオリーブオイル 
A.塩、胡椒 
A.ニンニク 
A.パルメザンチーズ 
ブラックペッパー 
パルメザンチーズ 
イタリアンパセリ 
金印レホール 
 

 材料 

①Rub garlic inside the bowl. Then put 
“A” ingredients, mix well. 
 
②Cook pasta. Chill it with cold water. 
Drain well. Mix with ①. 
 
③serve with Raifort, black pepper, 
parmesan cheese, and parsley. 
 

 How to cook 

80g 
50g 
20g 
適量 
1個 
適量 
適量 
適量 
適量 
小さじ1 
 

①ボウルににんにくの断面をなすりつけ、
Aの材料を入れ混ぜる。 
 
②カッペリーニを茹で、冷水に取り水気
をしっかり取り、①にいれサッと和える。 
 
③皿に盛り、金印レホール、ブラックペッ
パー、パルメザンチーズをちらし、イタリア
ンパセリを飾る。 

 作り方 

Pasta 
A. Tomato sauce 
A. EX Olive oi1 
A. Salt,  Pepper 

 
A. Garlic 
A. Parmesan Cheese 
A. Blackpepper 
Parmesan Cheese 
Parsley 
Raifort 

  Ingredients  

80g 
50g 
20g 
Portion of your 
preference 
1 pc 
 
Portion of your 
preference 
 
1 tsp 
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11.豚の生姜焼き 
Ginger Pork 

 お食事メニュー／FOODS&BEVERAGE 

しょうが焼きに「きざみしょうが醤油味」を使用。トッピングにき
ざみゆずをプラスし、日本の家庭料理をレストラン風に仕上げ
ました。 
Kizami ginger could be used for ginger pork. It gives a different 
taste and look. In addition, yuzu peel gives excellent flavor and 
color. 

ゆずの黄色に青じそを添えると色目が鮮やかになりま
す。生姜、ゆず、しその香りをお楽しめます。 
The green color of shiso gives a refreshing look. The 
harmonized flavor of ginger, yuzu, and shiso stands 
out. 

豚ロース肉 
（酒、塩、片栗粉） 
A.金印きざみしょうが 
A.みりん 
A.醤油 
A.かつおだし 
金印きざみゆず 
青じそ（千切り） 

 材料 

①Dust pork with sake, salt then leave it 
for a while. Afterwards put starch on it. 
 
②Heat ① with salad oil. 
 
③Add ‘A’ ingredients to the pork. Heat 
and mix the ingredients well.  
 
④serve with shredded aoziso. 
 

 How to cook 

120g 
（適量） 
30g 
大さじ１ 
大さじ１ 
1/２カップ 
適量 
2枚 

①豚ロース肉は酒、塩を振りかけしばらく
置き、水気を切って片栗粉をまぶす。 
 
②フライパンにサラダ油（分量外）を入れ
熱し、①の両面を焼く。 
 
③②にAを加え、焼き絡める。仕上げにき
ざみゆずを加えサッと和える。 
 
④器に盛り、青じそを添える。 
 

 作り方 

Pork 
(Sake, Salt,  
Potato starch) 
A. Kizami Ginger 
A. Mirin 
A. Soy sauce 
A. Dashi 
Kizami Yuzu 
Aoziso 

  Ingredients  

120g 
Portion of your 
preference 
30g 
1 tbsp 
1 tbsp 
½ cup 
Portion of your 
preference 
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12.夏野菜のバーニャカウダ 
Bagna Cauda with Special Dip Sauce 

 お食事メニュー／FOODS&BEVERAGE 

夏野菜を網焼きに。「SY-100 山わさび醤油味」を使用したマヨ
ネーズソースをディップソースとして添えます。 
山わさびの醤油風味が効いています。 
 
Serve with a various kinds of vegetables. The sauce “Yama-
wasabi and mayonnaise” could be a new standard taste for 
Bagna Cauda. 

■グリル野菜 
ズッキーニ、かぼちゃ、 
パプリカ、ミニコーン、 
茄子、ミニトマト 
 
A.金印山わさび 
A.マヨネーズ 
A.レモン果汁 
A.おろしニンニク 
 
クレソン、レモン（カット） 

 材料 

①Grill vegetables . 
 
②mix ‘A’ ingredients well. 
 
③Serve with ①and ②, place sliced 
lemon and watercress on side. 

 How to cook 

各適量 
 
 
 
 
大さじ３ 
120g 
小さじ１ 
小さじ１ 
 
適量 

①グリル野菜をそれぞれグリルパンで焼
く。 
 
②Aを混ぜ合わせ、器に盛る。 
 
③①と②を皿に盛り、クレソン、レモンを
添える。 

 作り方 

Vegetables for grilling 
Pumpkin 
Bell Pepper   
Tomato 
Eggplant 
 etc. 
A. Yama Wasabi 
A. Mayonnaise 
A. Lemon 
A. Grated garlic 
Lemon, watercress 
 
 

  Ingredients  

Portion of your 
preference 
 
 
 
 
3 tbsp 
120g 
1 tsp 
1 tsp 
Portion of your 
preference 
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13. きざみわさびのアヒポキ丼 
Ahi Poke Bowl 

 お食事メニュー／FOODS&BEVERAGE 

日本でも人気のハワイアンフード「アヒポキ」。 
「アヒ」はマグロを、「ポキ」は「細かく切った」を意味します。 
きざみわさびとマヨネーズは相性抜群。 
わさびマヨソースで食べる丼メニューに仕上げます。 
 
This Hawaiian “Ahi Poke” is now catching people’s interests. 
“Ahi“ means tuna, “Poke” is “chopped”.  
Kizami wasabi gives a sharp and refreshing taste. Wasabi and 
mayonnaise make a perfect sauce to this Hawaiian bowl. 

まぐろ（ダイスカット） 
アボカド（ダイスカット） 
（レモン果汁を振る） 
玉葱（スライス） 
醤油 
ごま油 
A.金印きざみわさび 
A.マヨネーズ 
しろごま 
万能葱（小口切り） 
ごはん 

 材料 

①blend ‘A’ ingredients. 
 
②Mix tuna, avocado, onion, soy sauce, 
and sesame oil. 
 
③put ②on rice bowl. Serve with sesame 
and leek on top. 

 How to cook 

150g 
120g 
 
20g 
小さじ2 
小さじ１ 
大さじ１ 
大さじ１ 
適量 
適量 
1人前 

①Aの材料を混ぜる。 
 
②ボウルにまぐろ、アボカド、玉葱、醤油、
ごま油を入れ和える。 
 
③器にごはんを盛り、②をのせる。 
 
④③に①をのせ、しろごま、万能葱をちら
す。 

 作り方 

Tuna (dice-shaped) 
Avocado (dice-shaped) 
 (shower lemon juice) 
Onion (sliced) 
Soy sauce 
Sesame oil 
A. Kizami  Wasabi 
A. Mayonnaise 
White sesame  
leek 
Rice 

  Ingredients  

150g 
120g 
 
20g 
2 tsp 
1 tsp 
1 tbsp 
1 tbsp 
Portion of your 
preference 
1 serving amount 
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14. フレンチ風やきとり 
French-Arranged Yakitori (Grilled Chiken) 

 お食事メニュー／FOODS&BEVERAGE 

やきとりも進化し、ワインに合うやきとりが注目されています。 
「SY-100 山わさび醤油味」と「U-11 練り梅しそ入り」を使用した 
２種のやきとりメニューを洋風にアレンジしました。 
 
Japanese traditional “Yakitori” could be arranged as a Western 
taste! Assembling ingredients and spices, yakitori would be 
accomplished to the other taste. 
 

鶏ささみ 
鶏皮 
塩 
茄子（5㎜ダイスカット） 
ズッキーニ（5㎜ダイスカッ
ト） 
バルサミコ酢 
砂糖 
オリーブオイル 
ピンクペッパー 
金印山わさび 
金印練り梅 
タイム 

 材料 

①Heat eggplant and zucchini with olive 
oil.  
 
②season ① with balsamic vinegar and 
sugar. Chill it in fridge. 
 
③Flame- grill the Chicken tender and 
skin with salt. 
 
④Chicken tender: season with ②and 
Neri-Ume. Place thyme on top. 
Chicken skin: season with Yama wasabi 
and pink pepper. 

 How to cook 

1本 
60g 
適量 
15g 
15g 
 
小さじ1 
小さじ1/3 
小さじ1 
適量 
適量 
適量 
適量 

①フライパンにオリーブオイルを入れ熱し
茄子、ズッキーニを炒める。 
 
②①にバルサミコ酢、砂糖を加え味付け
をする。粗熱を取り冷蔵庫で冷やす。 
 
③鶏ささみ、鶏皮をそれぞれ串を打ち、
塩をふりかけ焼く。 
 
④鶏ささみに②と金印練梅、鶏皮に金印
山わさびとピンクペッパーをトッピングす
る。 

 作り方 

Chicken tender 
Chicken skin 
Salt 
 
Eggplant (dice-shaped) 
Zucchini (dice- shaped) 
Balsamic vinegar 
Sugar 
Olive oil 
Pink pepper 
YAMA Wasabi 
Neri Ume 
Thyme 

  Ingredients  

 
 
 
 
 
 

1 pc 
60g 
Portion of  your 
preference 
15g 
15g 
1 tsp 
1/3 tsp 
1 tsp 
 
Portion of your 
preference 
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15. わさびで食べる和牛しゃぶしゃぶ 
Chilled Shabu-Shabu 

 お食事メニュー／FOODS&BEVERAGE 

脂ののった和牛のしゃぶしゃぶに野菜をたっぷり添え、わさび
で頂きます。お好みでポン酢を添えます。 

和牛で野菜を巻き提供することで、前菜としての一皿にもなり
ます。 
Chilled Shabu-Shabu is eaten in summer in Japan. You can 
enjoy the harmonized taste of Wagyu (Beef specially farmed in 
Japan) and relish with wasabi and ponzu sauce. 
It can be served not only a main dish but also an appetizer as 
you wrap relish in Wagyu. 
  
 
茗荷、生姜、青じそ、ネギなど、薬味野菜と大根を組み合わせた
野菜をたっぷり巻き込みます。 
わさびでさっぱり、夏にぴったりの冷製しゃぶしゃぶです。 
Myoga, ginger, shiso, leek, and radish match marbled beef. The 
taste with wasabi suits for summer menu. 

和牛しゃぶしゃぶ肉 
A.大根（細い千切り） 
A.茗荷（細い千切り） 
A.生姜（細い千切り） 
A.青じそ（細い千切り） 
万能葱（小口切り） 
金印おろし本わさび 
ポン酢等 

 材料 

①Prepare Shabu-shabu soup with water, 
sake, and dashi. Immerse sliced wagyu in 
the boiling water. 
 
②Mix ‘A’, wrap it with heated wagyu. 
 
③Serve with wasabi, leek, and ponzu as 
you desire. 
 

 How to cook 

60g 
50g 
2本 
適量 
2枚 
適量 
適量 
 
適量 

①和牛しゃぶしゃぶ肉を80℃位に熱した
酒（ひとたらし）、出汁（適量）の中でしゃ
ぶしゃぶする。 
 
②Aを混ぜ合わせ、①で包み皿に盛る。 
 
③万能葱、本わさび、ポン酢等を添える。 

 作り方 

Wagyu 
A. Radish (thin strips) 
A. Myouga (thin strips) 
A. Ginger (thin strips) 

 
A. Aojiso (thin strips) 
Leek 
Grated Wasabi 
Ponzu 
 

  Ingredients  

80g 
50g 
2 pcs 
Portion of your 
preference 
2 pcs 
 
Portion of your 
preference 
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TOKYO OVERSEAS SALES DEPT. OFFICE 
1-28-25 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo, 104-0033, Japan 
＋81(3)3523-4707 
gw5qyp7@kinjirushi.co.jp, m7q4vv2@kinjirushi.co.jp 

 

UK OFFICE 
Unit 8, e-space South Business Centre 
26 St Thomas Place, Ely, Cambridgeshire CB7 4EX, UK 
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