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「だしの王様」の異名を持つ

たもぎ茸
北海道や東北地方に自生するたもぎ茸。
地元では
「だしの王様」
と言われるほど、
旨みが詰まったキノコだ。
ここ数年は機能性の高さも注目され、
ヘルシー食材として
とくに女性から高い支持を集めている。
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生産者の声

たもぎ茸の豆知識

うまみ成分の含有量

全国的にはまだ知名度が低い
たもぎ茸ですが、旨みが濃く、
栄養価も高いため、飲食店様
の料理にもいろいろと活用でき
る食材だと思います。北海道
にはさまざまな名産品がありま
すが、多くの人にその魅力を
知っていただくことで、北海道
の名産品のひとつにすることを
めざしています。

グルタミン酸、イノシン酸、
グアニル酸は代表的なうまみ成分。
たもぎ茸はそれぞれの
うまみ成分をバランスよく含んでいます。

たもぎ茸はヒラタケ科のキノコであり、天然
物は初夏に旬を迎えます。さまざまなうまみ
成分をバランスよく含んでいるのが特長で、
複数のうまみ成分を掛け合わせると料理の旨
みが深くなりますから、たもぎ茸は「だしの
王様」とも言われています。また、抗酸化成
分のエルゴチオネインを豊富に含んでいるた
め、とくに女性からの注目度が高まっている
ヘルシー食材でもあります。
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シイタケ

※スリービー調べ
（シイタケは学会出版センター
「キノコの化学・生化学」
より）
数字は㎎／100g

(株)スリービー
代表取締役社長

エルゴチオネインの含有量

石田真己さん
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たもぎ茸に豊富なエルゴチオネインは
活性酸素の働きを抑える抗酸化成分。
水溶性の成分ですから、
煮汁ごと味わう料理などに使うのがお勧めです。
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1982 年生まれ、神奈川県出
身。東京農大卒業後、きのこ問
屋の ( 株 ) バイオコスモに勤務
し、全国各地のキノコの生産者
や取引先を駆け回っている。趣
味は天然キノコの採取。2009
年にベーシックきのこマイスタ
ーの認定を受ける。
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問い合わせ先
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㈱スリービー
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4 刈り取り直前のたもぎ茸。芽出しから７～ 10 日間ほどで収穫に適したサイズに生長する。

TEL 011-378-2273
http://www.three-b.co.jp

5
5 芽出しから１日後。

6 芽出しか

ら５日後。 7 エゾカラマツを詰めた瓶に種菌を植え付け、およそ 10 日間かけて菌を培養する。写真左は植え付け直後、同右は
植え付け 10 日後の瓶。 8 たもぎ茸は育成のスピードに個体差があるため、手作業で瓶を入れ替えてたもぎ茸のサイズを揃える。
9 適切なサイズに生長したたもぎ茸は刈り取り機にかけ、パック詰めする。

※お取引に関しては
本誌及びサッポロビールは関与いたしません。

きのこマイスター

露木 啓さん

黄色く鮮やかなキノコ

黄色の鮮やかな傘が印象的な

たもぎ茸は、主に北海道や東北

地方に自生するキノコ。そうし

た天然物はほとんどが地元で消

費され、市場流通に乗ることは

めったにないが、旨みがたっぷ

りと詰まったたもぎ茸は、地元

では『だしの王様』として知る

人ぞ知るキノコなのである。

ノシン酸、グアニル酸といった

「たもぎ茸はグルタミン酸、イ

北海道の中部に位置し、札幌市に近接する南
幌町は、約 81.5㎢の総面積のうち、65％以
上を農地面積で占める農業の街だ。千歳川、
夕張川、旧夕張川に囲まれ、３つの川によっ
てもたらされる肥沃な土壌を利用した米や小
麦などの栽培が活発に行われている。米の主
要銘柄はきらら 397、ななつぼしなど。キ
ャベツも南幌の特産品のひとつで、2016 年
からは街の飲食店や直売店などが参加する
「なんと！キャベ博スタンプラリー」を開催
している。

うまみ成分をバランスよく含み

農地面積が65％超を
占める農業の街

ます。複数のうまみ成分を掛け

合わせると旨みの深みが増す。

それが『だしの王様』と呼ばれ

る所以です」ときのこマイスタ

たもぎ茸は北海道ではよく知

ーの露木 啓さんは説明する。

られたキノコで、スーパーマー

ケットの店頭に並ぶことも多い。

りも早い。そのぶん手早くだし

「たもぎ茸は柔らかく、火の通

がとれますから、冬場は鍋の具

材として活躍し、たもぎ茸のみ

そ汁が食卓に並ぶご家庭も多い

ようです」と露木さんは言う。

人工栽培の技術開発

青森県出身。東北栄
養専門学校卒業後に
ファミリークッキングスクールに入社
し、料理研究家の浜内千波さんに師事。
広告関係のスタイリングや食品メーカー
の料理提案なども手がける。
photo : Takase Shinobu

たもぎ茸 シイタケ ヒラタケ マイタケ エリンギ

※出典：International Journal of Medicinal
Mushrooms,Vol.8. pp.215-222 (2006)など
数字は㎎／g

天然のたもぎ茸は収穫量が少

して軽く油を抜く。たもぎ茸適
量は手でひと口大に割き、天ぷ
らの衣をつけて 170℃の揚げ
油で 30 秒ほど揚げる。器にた
もぎ茸の天ぷらとナスの素揚げ
を盛ってそぼろあんをかけ、青
ネギの小口切りを散らす。

なく、収穫時期も旬の初夏に限
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手鍋に鶏挽き肉 40ｇ、たもぎ
茸のみじん切り 20ｇ、醤油、
清酒各 10ml、砂糖 6ｇを合わ
せ、
弱火で炒める。
だし汁100ml
を加えて軽く煮詰め、水溶き片
栗粉でとろみをつける。ナスは
皮を剥いて素揚げにし、湯通し

定される。
「だしの王様」であ
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100ml を注ぐ。蒸し器で 10
分蒸しあげ、仕上げに三つ葉
少々を添える。たもぎ茸の旨み
を味わえるように味付けは控え
めにし、具材も淡泊な食材を合
わせる。鶏ササミの他にエビや
貝類などとの相性がよい。

りながら、
「幻のキノコ」とも言

高瀬康子さん
全卵100ｇ、
だし汁 300m l、塩、
薄口醤油、ミリン各小さじ ½
を合わせて卵液をつくる。器
に手でひと口大に割いたたもぎ
茸 40 ｇ、ひと口大に切った鶏
ササミ、いちょう切りにしたカ
マボコ各適量を入れ、卵液

われたたもぎ茸をより手軽に食

料理研究家

べ ら れ る よ う に す る た め、

旨みがたっぷり詰まっているのが
たもぎ茸の特色ですから、
それを
活かした 2 つのレシピを考案しました。
火の通りが早いため、天ぷらは手早く
揚げるのがポイント。そぼろあんにも
たもぎ茸の旨みを活かしました。
茶碗蒸しはシンプルなレシピですが、
たもぎ茸から染み出ただしの旨みが
味の決め手になっています。

北海道は主に南部、東部に自生
する。 3 スリービーがたもぎ茸の
栽培で使用している種菌。

１９８５年に人工栽培の技術開

お勧めレシピ
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1 2 天 然のたもぎ茸の写 真。

発に着手したのが北海道・南幌

の㈱スリービーだ。

るわけですが、同じ菌を培養す

「キノコは菌を培養して栽培す

るにもかかわらず、たもぎ茸は

生育のスピードに個体差が大き

い。サイズが揃ったたもぎ茸を

生産するのは相応の手間がかか

りますから、大量生産にあまり

たもぎ茸の天ぷら そぼろあんかけ

向かないキノコなんです」と同

人工栽培の技術が確立され、

社の石田真己社長は説明する。

北海道内でたもぎ茸は通年流通

するようになった。また、同社

は給食用のたもぎ茸製品も手が

け、道内の小学校、中学校では

多くの子供たちが給食でたもぎ

茸を味わっている。

機能性に注目が集まる

旨みに秀でるたもぎ茸だが、

ここ数年はその機能性にも注目

が集まっている。
「たもぎ茸に

含まれるエルゴチオネインは活

性酸素の働きを抑える抗酸化成

分。免疫力アップの効果を期待

できるβ グルカンも豊富なた

め、ヘルシー食材としてとくに

女性から支持されています」と

露木さんは説明する。

エルゴチオネインは水溶性で

水に溶け出しやすいが、
「そう

いった点でも煮汁も一緒に味わ

う鍋やみそ汁はたもぎ茸にぴっ

たりの料理」
（露木さん）といえ

よう。お勧めレシピにはそうし

たたもぎ茸の特長を活かしてお

り、商品開発のヒントとしてお

役立ていただきたい。

たもぎ茸の茶碗蒸し
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滝川市
赤平市

石狩市
砂川市
歌志内市

北海道・
南幌

芦別市
美唄市
三笠市
岩見沢市

小樽市

江別市
南幌町
札幌市

夕張市

北広島市
恵庭市
千歳市

伊達市

苫小牧市
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