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購入後の保存方法 

数個まとめてポリ袋などに入れて密封して保存すると
腐りやすいので注意!

きれいな水で洗い水気をやさしく拭き取る

ヘタの部分が完全に乾いたら
1個ずつラップに包んで冷蔵庫で保管

かみじまレモンを使った

おすすめレシピをご紹介

L e m o n

Let's make it!

Enjoy it
!

直売所の情報は

上島町グルメマップ

瀬戸内海のほぼ中央
25の島からなる離島の町・上島

青いレモンの島®
瀬戸内の青い空、青い海に囲まれた岩城島は
温暖な気候に恵まれ、美味しいレモンが育つ自然豊かな島。
ノーワックス・防腐剤不使用のレモンなので
水洗いするだけで皮まで安心して食べられます。
ドリンクに入れたり、塩レモンを作るには最適なレモンです。

青いレモンは収穫が始まる秋から、年内いっぱいぐらいまで。
年が明けると、黄色いレモンの出荷が始まります。
爽やかで強い香りの果汁を存分にお楽しみください。

レモン
寒さに弱いレモンの栽培適地は冬暖かく、夏に乾燥する地域。イタリアやスペイン、南カルフォルニア
など地中海性気候のところが多く、日本では、愛媛、広島を中心とする瀬戸内海地方の島々で盛んに
栽培されており、特に上島町・岩城島はレモンの栽培地として有名です。ビタミンCやクエン酸など、
現代人に欠かせない栄養素がいっぱいのレモン。
果汁には、血圧を下げたり、血糖値を抑える作用が。果皮には、活性酸素を効果的に除去するレモ
ンポリフェノールやエリオシトリンが含まれています。果汁を絞って食酢やドレッシングに。揚げ物や
生牡蛎、焼き魚などにかけて、さっぱりと。また、レモンスカッシュやレモネードなどのドリンクやレモ
ンゼリーやレモンパイなどのスイーツなど、幅広く活躍してくれるスグレものです。

上島町
マスコットキャラクター
かみりん

かみじまレモンを
100%堪能できる
おすすめレシピ。

feel KAMIJIMA　
体験プログラム▶

上島町は平成16年10月1日に、
弓削町・生名村・岩城村・魚島村の
4町村が合併し誕生した町。
本土（今治・尾道）から車と船で約1時間の場所にありながら
非日常を体感でき、自然・文化・歴史がいっぱい!! 
多彩なメニューが充実している
「feel KAMIJIMA 体験プログラム」では、
ほかの島やリゾート地にはない感動をご用意しています。

10～12月
グリーンレモン

1～5月
イエローレモン

収穫時期

かみじまレモンの
ふるさと

安心・安全な

レモンりん！

poin
t!

poin
t!

KAMIJIMA Lemon recipe



材料（２人分）
調理時間 １０ 分

焼きそば麺 １袋
豚バラ肉 ３０ｇ
ネギ（輪切り） 適量
ごま油 小さじ１
レモン １／２個
鶏ガラスープの素 小さじ１
塩コショウ 少々
醤油 小さじ１
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材料（２人分）
調理時間 １５ 分

さつま芋 中２個
砂糖 大さじ２
ザラメ 大さじ２
レモン １／２個
醤油 大さじ１
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❶そばは軽くお湯で洗い解しておく。
❷フライパンにごま油を入れ薄く伸ばして火にかけ香りがしてきたら
1口大に切った豚バラ肉を入れてしっかり焼きます。（豚バラ肉から
油が出てこんがりするまで）

❸❶のそばと鶏ガラスープの素を入れてお肉とよくからませたら醤油
をクルッと回し入れ、全体を返し、火を止めます。
❹レモンをたっぷりと全体に絞り、馴染ませたら器に盛り、ネギを乗
せる。

❶さつま芋は２～３cmの輪切りにして、10分～20分位水にさらす（何
度か水は透明になるまで入れ替えます）

❷鍋にさつま芋を入れ、たっぷり水をいれて一度沸騰したらお湯だけ
を捨てて、次にさつまいもが浸かるくらいのひたひたに水を入れ、
砂糖とザラメ、醤油を入れ火にかけます

❸沸騰したら弱火にしてレモン汁を加え、絞った皮もそのままいれ
ます。
❹アルミホイル等で蓋をして水分が少なくなる（半分以下）まで煮詰
めていきます。水分が無くなってくると煮崩れするので気をつけて
下さい。

さっぱりレモンの瀬戸内島そば レモン香るさつまいもの甘露煮

材料（２人分）
調理時間 ４０ 分

手羽中 １０本くらい
ごま油 適量
塩 小さじ１
レモン １個
にんにくチューブ ３cm程
荒挽きコショウ 適量
酒 大さじ２
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❶レモンは半分に切り、輪切りにして更に十字にいちょう切りにし、残
り半分は絞り汁として使います。
❷鶏手羽は骨を避けて、ぷすぷすとフォークで刺し、塩をしっかりまぶ
しておきます。
❸ジップロック（又はナイロン袋）に❶のレモンと絞り汁、すりおろしニ
ンニクを入れてよく揉み、30分常温で置いておきます。（保存する
場合、この状態で冷凍できます）

❹❸より手羽中だけを取り出し、コショウを全体にまぶし、熱したフラ
イパンにごま油を入れて皮の方を下に強火で焼きます。

❺そのまま裏返さないで、お酒をまぶして弱火にし、すぐに蓋をします。
❻３分程して、蓋を取ったら裏返してレモンと残った漬け汁（レモン
塩）を入れて中火でサッと焼く。

❼そのままお皿に盛り付けて出来上がり。

手羽中レモン

◎卵黄 １個
◎マヨネーズ 大さじ１
◎オリーブオイル 大さじ１
◎レモン汁 少々
◎レモンの皮 少々

Ａ

材料（２人分）
調理時間 １５ 分

海老 ６尾
ゆで玉子 １個
アスパラガス ６本
お好みの野菜
（レタス、茹でジャガイモなどがオススメ）
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◎砂糖 大さじ２
◎酒 大さじ１
◎醤油 大さじ２

Ａ

乾燥ひじき １０ｇ
小羽いりこ ２５ｇ
人参 １／４本
きゅうり １／４本
竹輪 １本
赤玉ねぎ １／４個
ごま油 適量

レモン果汁 大さじ２
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❶アスパラガスは下２cm位をカットして軽く削ぎ、４～５cm位の長さ
に切り、背わたを取った海老と一緒に沸騰したお湯で軽く塩ゆでし
ます。
❷茹で上がったアスパラガスと海老は粗熱をしっかり取り、冷まして
おき、ゆで玉子は縦に４等分します。
❸レモンの皮はおろし金等で色のついてる部分だけをすりおろしま
す。（白い部分はすり下ろさないように）◎のついたすべての材料A
を混ぜ合わせます。この時出来ればホイッパーでしっかりと撹拌（か
くはん）させて下さい。
❹お皿に盛り付け、ソースをかけてお召し上がりください。

海老とアスパラのアイオリソース

材料（４人分）
調理時間 １５ 分

材料（２リットルの瓶使用）
調理時間 １０ 分

ホワイトリカー １リットル
氷砂糖 ５００ｇ
レモン ５～６個
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❶◎のついた調味料Aをよく合わせておきます。
❷ひじきはサッと水で洗います。
❸玉ねぎはスライスして水にさらし、人参ときゅうりは千切り、竹輪は
短冊切りにします。

❹鍋にごま油を熱し、小羽いりこを炒め❷のひじきを加えます。ひじ
きに油がまわったら、人参、きゅうり、竹輪を入れ、一緒にサッと炒め
ます。
❺炒まったら❶を全体に回しかけ、火から下ろし、粗熱を取ります。
❻最後に水切りした赤玉ねぎとレモン果汁を加え全体に馴染ませ
ます。

❶レモンは洗ってキッチンペーパーで水分を充分に拭き取ります。
❷緑の（または黄色）皮の部分だけを上手に剥きます。身は白い部分を
丁寧に取り除き、乱切りにします。
❸熱湯消毒した瓶に氷砂糖→レモンの果肉（半量）→レモンの皮→
ホワイトリカーの順に入れて冷暗所で静かに保存します。
❹季節によりますが、２週間以降、氷砂糖が溶けていれば美味しく
召し上がれます。炭酸で割ってお飲みください。さらに、冷凍して
おいたレモンの果肉を氷代わりにグラスに入れると美味しくいた
だけます。

※アールグレイ等で割っても美味しいです。
※2週間位で皮だけを取り出し、２ヶ月～３ヶ月後にザルとキッチンペー
パーで漉した後更に１ヶ月～２ヶ月熟成させると更に美味しく、楽しむ
ことができます。

ひじきのレモン酢和え 島レモンサワー

材料（２人分）
調理時間 ５ 分

レモン 1／４個
竹輪 ３本
プロセスチーズ ３個
薄力粉 適量
天ぷら粉 ６０ｇ
水 ８０ml
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材料（３～４人分）
調理時間 ３０ 分

鶏むね肉 １枚
レモン １／２個
ポン酢 大さじ５
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❶竹輪は２mmくらいの輪切りにしてプロセスチーズは１cm角の賽の
目、レモンは櫛形に切り更にスライスしておく。

❷ボウルに❶を入れて薄力粉（又は小麦粉）を振り入れ全体を混ぜ
ます。
❸別のボウルに天ぷら粉と水を入れてかき混ぜ、その中に❷を入れて
サックリと底を返して混ぜます。

❹しゃもじなどに乗せて滑らすように180度の油にゆっくりと落とし
入れます。

❶大きめの鍋に水をはり沸騰させます。
❷沸騰したら弱火にしてレモンを適当な大きさに切って入れ、ゆっくり
と鶏肉を落とし入れます。この時、絶対に沸騰させないように15分
ほどゆっくり茹でます。
❸むね肉を取り出し、そのままジブプロックに入れてポン酢を入れま
す。

❹空気を抜いてそのまま粗熱をとり、完全に冷めてから冷蔵庫で３時
間～半日程度休めます。

※ジップロックの空気を抜く時は水を張ったお鍋やボウルなどに沈めると密
封されます。

レモンと竹輪のチーズかき揚げ しっとり島レモンのチキンロースト


