
タコを食べやすい大きさに切る
フライパンに多めのオリーブオイルと
にんにくを入れ弱火で香りを出す。
好みで鷹の爪を入れても。
切ったタコを加え、塩コショウで
味を整えて出来上がり！

Fresh Octopus Ajillo
Ingredients:  Hashikami boiled octopus, 
 garlic, olive oil, salt, 
 black pepper

①Cut the octopus into bite-s ized 
pieces.
② In  a  f r y i ng  pan ,  m i x  gene rous  
amounts of olive oil and garlic. Use 
low heat to bring out their fragrance. 
Fee l  f r ee  to  add  hawk ’ s  c l aw 
pepper* to taste.
*Hawk’ s claw is a spicy specialty 
pepper from Japan.
③Add the octopus to the pan, heat it 
through, season with some salt and 
black pepper for flavor, and you’ re 
done! 

新鮮大タコで作る
タコのアヒージョ

Luxurious Flounder Meunière
Ingredients: filet of flounder, olive oil, 
 salt and pepper, butter

①Cut the filet into bite-sized pieces and 
season with salt and pepper.
②Dust the seasoned filet with flour.
③Melt the butter and olive oil in a frying 
pan, then add the filet. Feel free to 
sprinkle lemon juice for flavor, and 
you’re done! 

都会では高級食材！階上では庶民の魚
ヒラメのムニエル
ヒラメの切り身に塩コショウを振り
小麦粉を薄く全体にまぶす。
フライパンにオリーブオイルとバターを
適量溶かし、衣をつけた切り身を焼く。
お好みでレモンをふりかけて出来上がり！

町の魚のアブラメや、
都会では高級とされるヒラメ。
タコやクジラ、マグロにホッキ貝。
四季折々に様々なお刺身が並びます。
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Freshly Caught Sashimi  from Hashikami
Hashikami offers a wide variety of sashimi, 
from our town fish, the greenling, to luxurious 
flounder, to octopus, tuna and surf clam. 
Every season offers many unique flavors to try!
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階上町観光協会 0178-88-2875
階上町商工会 0178-88-2045

お申
込み

どちらも平日8：15～ 17：00までの受付となります。
希望日の５日前までにお申し込みください。（ ）

歩でぃ～ばコース

平成 30 年 5 月にオープンしたはしかみハマの駅あ
るでぃ～ばを拠点に、周辺のみちのく潮風トレイル
や浜の街並みを散策します。
東日本大震災時の状況や浜の暮らしぶりを存分に体
験できる９０分のコースです。

料金 1,000 円 催行人数
1人～

ハマを満喫！
（お土産付き・保険料含） 90分

どちらのコースも
「はしかみハマの駅あるでぃ～ば」発着のコースです！

G-Map

海の幸つまみ食いコース
階上町の味や地元漁師さ
ん、商店さんなど地元人と
の交流ができます。季節の
お魚試食あり！ JR 八戸線
の線路をくるりん♪と回る
約 100分のコースです。

料金 1,000 円 催行人数
４人～

線路くるりん♪
（お土産付き・保険料含） 100分
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