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いずみ親子ステーキごはん
（チキンサラダ･たまごスープ付き）のすべて

ルール

定　義

鹿児島県出水市は日本を代表する鶏肉・鶏卵の生産地（生産額では日本第２位）。すなわち、「鶏
のまち」です。そのことを訴求するために新たに開発したのが、「親子」をテーマにした新・
ご当地グルメ『いずみ親子ステーキごはん』です。地元で生産された、新鮮で安心・安全な鶏
肉および鶏卵、すなわち「親子」を美味しく食べるには、シンプルに焼いて食べる（鶏肉）、そ
して、生玉子として食べる（鶏卵）、という結論に至りました。鶏肉・鶏卵の産地ならではの、
出水に行かないと味わえない新・親子メニューの誕生です。

鶏肉（親）は焼いて食べる。そして、鶏卵（子）は卵かけごはんで食べる。
このシンプルな親子の組み合わせに、親サラダ（チキンサラダ）と子スープ（たまごスープ）を
つけた、これまでになかった、まったく新しい親子メニューです。

正式名称は『いずみ親子ステーキごはん（チキンサラダ・たまごスープ付き）』とする。
一般名称は『いずみ親子ステーキごはん』とし、愛称・略称は『ステーキごはん』とする。
出水産の特別飼育鶏「南国元気鶏」もしくは銘柄鶏「赤鶏さつま」を使用する。
お客さんがミニ鉄板の上で鶏肉を焼くスタイルとする。
モモ肉（70グラム）、ムネ肉（70グラム）、地場産の旬野菜を用意する。
鶏肉の味付けは、塩コショウと自家製タレとする。
出水産の若鶏が生んだ鶏卵を１個つける。卵を割ってみて、２黄卵だったらラッキーエッグ！
出水産のお米（ヒノヒカリ）を使ったおいしい白ごはんをつける。
ごはんは、鶏卵と協議会オリジナル特製タレ（『鶏ダシＴＫＧの素』）を混ぜて、
卵かけごはんスタイルで食べてもらう。
ごはんのお代わりは100円（税込）とする。
地場産の鶏肉と野菜を使った親サラダ（チキンサラダ）をつける。
地場産のみかんを使ったドレッシングで味付けをする。
地場産の鶏卵を使った子スープ（たまごスープ）をつける。
副菜、香のもの、デザート、ドリンクなどを付け加えてもよい。
器や盛り付け、レイアウト等にも気を配り、お膳スタイルで提供する。
希望者には紙エプロンを提供する。
「食べ方メニュー」を用意する。
価格は1,300円以下（税込）とする。
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自分たちで焼きやすいように
と、ミニサイズの鉄板がそれぞ
れのテーブルに運ばれる。お好
みの焼き加減で鶏肉を焼こう。

鉄板で焼いて楽しむ。使う鶏は出
水が誇る２大ブランド、南国元気
鶏か赤鶏さつま（店で異なる）。
モモ肉とムネ肉が各70g付く。

親（鶏肉）入りサラダ。各店こだわり
のドレッシングはいずれも出水の名
産・みかんを使ったもの。爽やか酸
味がさっぱり旨い。

店ごとで異なるデザート内容。手
づくりや６種から選べるなど、各
店それぞれにこだわりあり。コー
ヒー付きというお店も多い。

もちろん、地元産のたまご
を使用。中華風、洋風、お
ふくろ風（？）と、お店ごと
に味わいイロイロ。ぜひ食
べ比べしてみて！

甘みの強い地元産ヒ
ノヒカリを使用。お
かわりＯＫ（100円）。
鶏焼きでまずは一杯、
卵かけご飯でもう一
杯、どうぞ。

「いずみ親子
　 ステーキごはん」

出水の２大ブランド鶏

出水近郊で元気に育ち、
旨みのある脂とシャキッとした歯応え

赤鶏さつま（赤鶏農協）

赤鶏農業協同組合

野間口 浩 さん

出水市の鶏が美味しい理由

フランスから日本初
上陸の赤鶏。元気が
良く育った、ブラン
ド鶏。飼料は麦を加
えることで、甘みが
ありつつもサッパリ
とした脂身をもつ。
飼育期間は60日前後。
硬すぎない、ほどよい歯ごたえも特徴。

鶏肉の生産から処理加
工、販売までを行う専
門農協。徹底した管理
のもとで銘柄鶏「赤鶏
さつま」を飼育する農
場は現在、23農場

49農場で元気に育つ。
やわらかジューシーな若鶏

「いずみコッコちゃん」

南国元気鶏（マルイ農協）

▲鹿児島県北部の農場で新鮮な
　自家配合の飼料を食べて育つ

抗生物質や合成抗菌
剤を添加しない飼料
で育つ。生後約50日
間で出荷される若鶏
「南国元気鶏」。その
味わいはクセがなく、
ジューシーでやわら
かい食感をもつ。

マルイ農業協同組合

廣島 裕二 さん
特別飼育鶏「南国元気
鶏」とたまごを提供す
る。ひなの生産、飼料
の製造、鶏卵・鶏肉の
処理加工、販売などを
一貫して手がける

アクセス 九州新幹線全線開業により出水市への
アクセスが、より便利になりました。

福岡･熊本方面から
車／南九州西回り自動車道 芦北インターから国道３号を鹿児島方面へ50分
　　または九州自動車道 栗野インターから国道268号、447号伊佐市経由で60分
鹿児島市方面から 車／国道328号で１時間30分
福岡から ＪＲ／博多＝出水（新幹線さくら利用で１時間10分、
　　　　　　　　　　　  新幹線つばめ利用で１時間20分）
熊本から ＪＲ／熊本＝出水（新幹線利用で33分）
鹿児島市から ＪＲ／鹿児島中央＝出水（新幹線利用で24分）

鹿児島県

出水市

いずみ親子メニュー推進協議会（出水市観光交流課）
TEL 0996-63-4059　http://www.izumioyako.net/
〒899-0292  鹿児島県出水市緑町１-３

鶏肉とともに全国有数
の生産量を誇る卵。今
回はＬＬ級の超特大サ
イズをご用意。黄身が
ふたつのふたごちゃん
確率大！

スープ（子）を楽しめる親子膳」といったとこ
ろでしょうか。産地ならではの鮮度の高い鶏
肉と鶏卵を使っているので、きっと満足して
いただけるものと確信しています。
　協議会は、新たな試みも始めました。毎月
末を「トリの日」と定め、出水産鶏肉・鶏卵の
ＰＲに乗り出したのです。こうした市民発想
の地道な取り組みは、とても大切なことだと
思います。
　ぼくの持論は、「新・ご当地グルメは20年
続いて一人前！」です。今のところゴールは
見えないかもしれませんが、「強い意志」と「使
命感」があれば必ずやり遂げることができる
でしょう。楽しみです。　（談）　

　鹿児島県出水市は、鶏肉・鶏卵生産日本第
２位を誇る「トリの町」です。しかし、そのこ
とはあまり知られてはいませんでした。鶏肉
と鶏卵を使った料理を作って出水をＰＲしよ
うと立ち上がったのが、ご当地愛にあふれる
市民有志チームのいずみ親子メニュー推進協
議会でした。縁があり、ぼくもお手伝いさせ
ていただき、2011年2月26日、新・ＯＭＯ
ＴＥＮＡＳＨＩご当地グルメ「いずみ親子ス
テーキごはん」は誕生しました。提供店舗は
決して多くはありませんが、「継続は、宝なり」
とはよく言ったもので、出水市の名物グルメ
＝いずみ親子ステーキごはん、と少しずつ知
名度も上がってきました。
　「いずみ親子ステーキごはん」は商標登録も
取っています。つまり、世界でただひとつだ
けの「親子ステーキごはん」なのです。商品を
一言で説明すると、「鶏肉ステーキ（親）、チ
キンサラダ（親）、卵がけごはん（子）、たまご

プロデューサーが語る

店の個性がでる最大のポイン
ト。手づくりゆえにひとつとし
て同じ味はナシ。全体的に鶏の
味わいを活かしたサッパリ系。

ヒロ中田
じゃらんリサーチセンター

空飛ぶご当地グルメ
プロデューサー
地場産食材に徹底的にこ
だ わ っ た 企 画 開 発 型 の

「新・ご当地グルメ」を提
唱し､これまで60以上の
商品をプロデュース。
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「いずみ親子ステーキごはん」

食べ歩きマップ
４店とも個性が違うのでぜひ全店制覇に挑戦を！

当店ココが

　　オリジナル!!
当店ココが

  オリジナル!!

味処 魚松
うお まつ

つるまる

ホテルキング

グランシャトー鶴丸 れすとらん竹の子
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▲魚松のミニ会席風ステーキごはん
◀お一人様でもお気軽にどうぞ。

▲洋食シェフ自慢のメニュー 
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●TEL/0996-62-1511　
●住所/鹿児島県出水市向江町５-18
●営業/11：00～14：00
　　 　17：00～20：30
●定休日/なし
　　　　（貸切の場合あり 要確認）
●駐車場/80台　●席数/40席

魚松ですがお肉も美味しい 市内を一望できるホテルレストラン
JR出水駅西口から徒歩５分。ほぼ毎朝燻す燻製を始め鶏肉の鮮度、美味
しさにこだわり、毎週土曜のランチタイムは「親子ステーキごはんの
日」を設けております。

総合結婚式場「鶴丸会館」。お一人様から大宴会まで！ご当地グルメを堪
能いただけます。当店オリジナルの２種類のつけダレと出水市の食材を
使ったデザートまでごゆっくりとお楽しみ下さい。

老舗のホテルキング５階にあるラウンジ「オリビエ」。絶景を眺めなが
らの食事は、至福のひととき。ムネ肉モモ肉を焼くと、とってもジュ
ーシー。ホテルオリジナルの日替わりデザートが楽しめます。

南国元気鶏
モモ肉 ムネ肉

南国元気鶏
モモ肉 ムネ肉

南国元気鶏
モモ肉 ムネ肉

赤鶏さつま
南国元気鶏

モモ肉
ムネ肉

当店ココが

　　オリジナル!!
当店ココが

  オリジナル!!

季節感あふれる２種類のタレ

「いずみ親子ステーキごはん」の卵かけごはんに合うよう、鶏
ダシの配合を何度も変え、試食を重ねてできた、卵かけごは
ん専用の醤油。このこだわりの醤油を生み出しているのが、
地元で寛政時代から醤油醸造蔵を営む藤本醸造店。鶏ダシが
凝縮された、深いコクのある逸品。

愛情込めた手作りの味、ファミリーでどうぞ
ムネ肉には南国元気鶏、モモ肉には赤鶏さつまを使用。シャキッとし
た食感と肉の旨味をご賞味下さい。和食の調味料のみで作った練り味
噌ダレ、特製醤油ダレ、ミカン風味の塩。お好みの味でお試し下さい。

２種類のつけダレは季節感あ
ふれる一品。その季節しか食べ
られないご当地
グルメを当店で。

▲サラダに南国元気鶏の生ハムを使用

ムネ肉モモ肉を３種類の
つけダレで
お召し上がり
ください。

４

観光客と出水っ子に人気の
創業30年以上のレストラン

店長
小野 靖司 さん

●TEL/0996-62-0655
●住所/鹿児島県出水市昭和町50-27
●営業/11：30～14：00
　　　　17：30～23：00（ラストオーダー 22：30）
●定休日/日曜日（臨休はブログに掲載）　●駐車場/８台
●席数/35席 ●ブログ「出水の魚松さん」 ●2015年で39年目を迎えました

女性らしいおもてなしスタイ
ルで、季節ごとに変るつけタ
レ・４日以上かけて仕上げる

薫製・卵豆腐スープ・
デザートまで全て

手作り。

若女将
 松木 京子 さん

●TEL/0996-63-1122
●住所/鹿児島県出水市上鯖渕840-３
●営業/11：00～14：00
　　 　17：00～21：00
●定休日/ 12/31のみ
●駐車場/120台
●席数/150席

いずみ親子ステーキごはん

卵かけごはんで、さらに美味しさUP！！

「いずみ親子ステーキごはん」オリジナル醤油

鶏ダシＴＫＧの素

鶏ダシＴＫＧの素

公式ホームページ開設中
http://www.izumioyako.net/

「いずみコッコちゃん」 Facebookでも情報公開中

鹿児島県出水市本町10-40合資会社 藤本醸造店 TEL 0996-62-0100

 日置 慶二 さんいずみ親子
いずみ親子

検 索

１本 150㏄入

●TEL/0996-63-3061　
●住所/鹿児島県出水市緑町44-40
●営業/11：00～14：00
　　　　17：00～21：00
●定休日/木曜日　●駐車場/10台
●席数/50席

◀ステーキ肉、サラダの
　ササミまで南国元気鶏
　づくし

※記載内容は、2015年５月20日現在の情報に基づいています。よって、時間の経過とともに変更になる場合もあります。
　掲載写真と実際の料理内容が異なることもありますので、あらかじめご了承ください。

サラダに南国元気鶏で自家
製の鶏ハムを使用！！ミカン
を手搾りしたオリジナルド
レッシングで
どうぞ！！

ホテルキング 「オリビエ」
　　　　　内山 真紀 さん

この
のぼりが
目印！


