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一般社団法人

ニッポンの唐揚が
世界を救う

日本唐揚協会 監修

日本唐揚協会とは？

からあげ本のご紹介
+税
ナツメ社 定価： 本体980円

2008年に旗揚げ。会長 安久鉃兵と専務理事 八木宏一郎、
そして全国各地のカラアゲニスト11,000名以上（2012.4月現在）
からなる愛好者団体。
「ニッポンの唐揚が世界を変える」をテーマに、
唐揚げの啓蒙・業界の底上げを目的として

C0077

巻末の「新・オリジナルカラアゲニスト認定試験」に
合格すると特製プラスチック全天候型の認定証が
1枚1,000円（税込）で作成できます。

円 +税
ナツメ社 定価： 本体980

活動しています。公式サイトでは

日本唐揚協会 ご挨拶

新・オリジナル
カラアゲニスト認定試験

ISBN 978-4-8163-5127-3

「唐揚検定」なども実施中。

http://karaage.ne.jp/

『からあげカーニバル』開催、本当に嬉しく思います。

からあげ
検定試験は
こちら

ありがとうございます。

//-.6-010/805

改めて確実に世界平和への道を歩いていると感じています。
i_p__ec]amtcp]mj,glbb/

『からあげカーニバル』開催に向けてあらゆる方々に協力頂き、

唐揚検定に合格すると有料で
カラアゲニスト名刺（白）が
作成できます。

世界へ誇れる日本の「唐揚げ」が、
世界の「ＫＡＲＡＡＧＥ」になることを確信しています。

みんなの唐揚げ
ナツメ社／発売中！

最強！からあげ本
ダイアプレス／発売中！

絶品からあげガイド 全国版
三才ブックス／発売中！

日本唐揚協会公認
「からあげ親善大使」

カラアゲニストの皆さんと、

デビュー

目の前の唐揚げを疎かにすることなく、
一所懸命唐揚げを盛り揚げて行くことを

会長
安久

お誓い申し揚げまして、

最新号！

鉃兵

僭越ながら挨拶と代えさせていただきます。
会長

安久

鉃兵

©kinuka/JKA

日本唐揚協会公式
マスコットキャラクター

最近のお気に入りは2日目の唐揚げです。
時間とともにコクコクと表情と味わいが
変わる唐揚げを楽しんでいます。

Viva！
KARAAGE！
専務理事
八木 宏一郎

■カラアゲニスト名刺

キャラぱふぇコミックvol.10
（4月27日発売）

からっと☆
デビュー曲

日本唐揚協会公認
からあげ応援ソング

レコチョク、music.jp、iTunes などで絶賛配信中！

出版社：アスキー・メディアワークス

歌とダン
スで、
「からあ
げ」を
盛り揚げ
ます！

■ゴールド会員名刺

★★★★★

うまい！
唐揚評価のポイント

【揚】揚げ方のよしあし。早すぎる、遅すぎるなどは減点対象。
【イエロー/ゴールド/ブラウン/ブラック】

ピヨからくん マスコットボールチェーン
全5種

【衣】肉と衣のハーモニー。一体感を最も重要視する項目。

販売元：エスケイジャパン

【カリ/サク/パリ/フワ】※衣がまずければ論外。

【汁】

肉汁、ジューシー。
【ジワ/ジュル/ジュワ/ジャバー】

※ささみなども調理の方法で、涎などを促し口内のジューシー環境を整える。
※肉および環境を解釈しても可。

ピヨからくん
（ノーマル）

ピヨからくん
（ウインク）

【味】唐揚げの味付け。「美味しさ」とは似て非なる意味。
※味は良いけどバランスが駄目という場合でもこの項目は高得点となる。

【量】唐揚げの量、ボリューム。大きさではない。

から
4月下旬 ャー
ッチ
UFOキャ 登 場

美味しいか、まずいか。安いか、高すぎないか。
【全】
≪安くて美味い≫が最高！

からっと☆の最新情報はコチラ

HP

※費用対効果も確認。

ピヨしおちゃん

ゆずピヨくん

ピヨほっとさん

http://karat-web.jp/
ブログ http://ameblo.jp/karat-blog/

からあげカーニバル2012協賛企業

アサヒ飲料

食事の脂にこの1杯。この1本。
「アサヒ 食事の脂にこの1本。PET500ml」
「アサヒ食事の脂にこの1杯。PET2L」
は、程よ
い渋みのウーロン茶とコクのあるプーアル茶
をブレンドすることで実現した、脂っこい食事
にぴったりの中国茶です。日本唐揚協会の認
定飲料です。

http://www.asahiinryo.co.jp/syokujinoabura/sp/

日清 から揚げ粉
お好みの肉・魚介・野菜類にまぶして揚げる
だけで、から揚げが簡単に出来上がります。
独自製法の顆粒粉が素材に均一につくので、
旨みを逃さず、
カラッと軽く揚がります。
から揚げのほか、チャーハンなど、様々な料
理に幅広くご使用いただけます。

http://www.nisshin.com/

大豆油たっぷり

｢AJINOMOTO サラダ油｣
大豆油たっぷり｢AJINOMOTO サラダ油｣は､多く
のお客様が日頃気にされている揚げもの調理時のに
おいに着目して開発した商品です。当社独自の製法
により、従来品
（当社サラダ油）
に比べて、揚げもの時
の油のイヤなにおいが気にならないことを実現した
サラダ油です。原材料は、大豆油とキャノーラ油のみ
の使用です。しかもコレステロール０[ゼロ]。ご家庭
で唐揚を調理される際には、是非お試しください。

http://www.j-oil.com/

お弁当にGooｄ
！

からあげチキン
１９８７年発売以降、今年で２５周年を迎
えたロングセラー「からあげチキン」
は、時代の変化を取り入れ、オーブン
トースター調理から電子レンジ調理へ、
３添加物不使用へと進化を続けて
きました。おいしさについては、
「冷めてもやわらかジューシー」
という基本
設計を変えずに、お弁当用からあげの定番アイテムとしてご活用いただい
ております。焦がし醤油や自社製チキンブイヨンを使用することで、ご飯
がすすむ
「からあげ」
に仕立てておりますので是非お試し下さい。

http://www.nichireifoods.co.jp/
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