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お料理をするときのお願い
●付属品・容器は、調理方法（加熱方法）に合ったものを使用する。
●市販の料理本などのレシピは様子を見ながら調理する。

◆お知らせマークについて

：過熱水蒸気またはスチームを使用して調理をします。
 水を入れた給水カセットを必ずセットして調理をしてください。
 給水カセットをきちんとセットしないと上手にでき上がりません。

自動調理のときは…
● 製品に合わせた材料・分量で設定がしてあります。
  材料・分量を変えるときは、仕上がり調節を使用するか、手動調理で様子を見ながら加熱して
ください。

お料理を始める前に…
● 掲載の写真は調理後の盛り付け例です。
●  料理写真と実物とは、室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、仕上がりが異
なる場合があります。

●  調理時間は、食品の種類・形・大きさ・初期温度・室温などで多少異なります。
  料理集に記載されている調理時間・温度は一応の目安です。
●  卵はＭサイズを使用しています。卵の大きさにより、ふくらみなど、仕上がりが異なることが
あります。

●  付属品の角皿は、コーティングが施されています。料理集で指示がない場合は、調理の際に油
をぬったりオーブンシートなどを敷く必要はありません。
 気になる場合は、必要に応じて油をぬったり、オーブンシートなどを敷いてください。

オーブン調理で上手に仕上げるために…
● 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がり状態が変わります。
  加熱途中で食品の上下前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がり
ます。
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料理集の見かた

作りかた

ハンバーグ
材料／4人分
合びき肉……………………………… 300g
玉ねぎ（みじん切り） ……中1コ（200g）
バター  ………………………… 大さじ1
パン粉  ………………………… 1カップ
牛乳  …………………………… 大さじ3
卵 …………………………………… 1コ
塩 …………………………… 小さじ
こしょう、ナツメグ ……………… 少々

〈ソース〉
ウスターソース ……………… 大さじ6
トマトケチャップ …………… 大さじ3

A

・ 、はに合場たし用使を肉い多の身脂 
溶けた脂が飛び散り、煙が多く出る
ことがあります。

・ またが脂たけ溶に皿角、後了終理調 
ります。取り出しにはご注意くださ
い。

B

付属品
なし

角皿
上段

2

3

1

5

4耐熱容器に玉ねぎ・バタ
ーを入れ、ラップなしで
庫内中央に置き、〈レンジ
600W・約5分〉で加熱し、
冷ます。パン粉は器に入
れ、牛乳にひたしておく。

ボウルにひき肉・1・Aの材料を入れ、
粘りが出るまでよく混ぜ合わせ、4
等分にする。

2をハンバーグの形に整えて角皿に
並べ、中央をくぼませる。

3を上段に入れ、【25 ハン
バーグ】を選んでスタートを
押す。　　加熱開始
（加熱時間の目安 約23分）

手動で調理するときは（予熱あり）
〈オーブン・250℃・18～23分〉

Bを混ぜ合わせてソースを作り、焼き
上がったハンバーグにかける。

・ 手動で加熱するときの目安です。
分量を変えたときや市販の料理本の
レシピで調理をするときの目安として
ください。

パンメニューには難易度を表すマークが表記されています。
　  の数が増えるごとに難しくなります。

いずれも始める前に、すべての工程をよく読んで理解して
おきましょう。

作業がやさしく、工程もシンプルなもの。
まずは、パンを作ることに慣れましょう。

やや難しいテクニックが必要か、または工程
がやや複雑なもの。
パン作りに慣れたら、スタンダードなパンにチ
ャレンジしてみましょう。

高度なテクニックが必要となり、工程が複雑に
なり作業時間も長いもの。
パン作りに自信がついてきたら、色々なパンに
チャレンジしてみましょう。
何度かチャレンジしてコツをつかみましょう。

・ 自動加熱に対応したものは自動メニ
ューの名称と加熱時間の目安を記載
しています。

パンの難易度マーク

・ 自動（ダイヤルメニュー）で調理する
ときは、記載の分量を守ってくださ
い。

材料

メニュー名の横にマークが表記され
ている場合があります。
66ページを参照してください。

加熱方法/時間（手動のとき）

加熱方法/時間（自動メニュー）

…

…

…

初心者

中級者

上級者

でき上がりイメージ写真

お知らせマーク

角皿（鉄板） 

付属品イラスト 表記名と説明

焼網

角皿
角皿
上段

角皿
中段

角皿
下段

付属品と棚位置

上段・中段・下段のいずれかに角皿
を入れて調理します。

付属品を何も入れずに調理します。

角皿
上段・下段

付属品
なし

棚位置イラスト 説明

上・下段に角皿を入れて調理します。
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：自動で調理できるメニューです。

  ぶりの塩焼き ……………………………… 73
  塩鮭 ………………………………………… 74
  さんまの塩焼き …………………………… 74
  干物 ………………………………………… 74
  ぶりの照り焼き …………………………… 75
  鮭のホイル焼き …………………………… 75
  さんまの香味焼き ………………………… 75
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  鶏のから揚げ ……………………………… 80
  春巻き ……………………………………… 80
  みそサンドとんかつ ……………………… 81
  えびフライ ………………………………… 81
  梅じそチキンかつ ………………………… 81
  焼きそば …………………………………… 82

  茶わん蒸し ………………………………… 82
  棒々鶏 ……………………………………… 83
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  白身魚の香酢蒸し ………………………… 84
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  ポークカレー ……………………………… 85
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  筑前煮 ……………………………………… 86
  水菜と厚揚げのスープ …………………… 86
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  酸辣湯（スーラータン） …………………… 89
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  おくらのチーズ焼き ……………………… 90
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  ミックスビーンズの温サラダ …………… 91
  肉みそ豆腐 ………………………………… 91
  アボカドのチーズ焼き …………………… 91
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  アジアン・チキンスティック …………… 93
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  野菜炒め …………………………………… 93
  さといものホットサラダ ………………… 94
  きんぴらごぼう …………………………… 94
  小松菜の煮浸し …………………………… 94
  かぼちゃの煮物 …………………………… 95
  ひじきの煮物 ……………………………… 95
  なすの煮物 ………………………………… 95
  豚肉とピーマンの炒め物 ………………… 96
  温野菜とウインナー ……………………… 96
  ラタトゥイユ ……………………………… 96
  さといものそぼろ煮 ……………………… 97
  肉じゃが …………………………………… 97
  たらのキムチチゲ ………………………… 97
  酢豚 ………………………………………… 98
  麻婆なす …………………………………… 98
  肉だんごの甘酢あんかけ ………………… 98
  鶏肉とブロッコリーの炒め物 …………… 99
  えびときのこのチリソース ……………… 99
  シーフードチャーハン …………………… 99
  ハッシュドビーフ …………………………100
  にらハムのナムル巻き ……………………100
  かぼちゃのみそバター煮 …………………100
  ホイコーロー風キャベツ …………………101

  キャベツのベーコン焼き ………………… 76
  マリネ野菜のオーブン焼き ……………… 77
  野菜の丸ごと焼き ………………………… 77
  マカロニグラタン ………………………… 78
  ホワイトソース …………………………… 78
  なすとトマトのグラタン ………………… 79
  ピーマンの肉詰め ………………………… 79

  ステーキ（サーロイン） …………………… 70
  ローストビーフ …………………………… 70
  スペアリブ ………………………………… 70
  ハンバーグ ………………………………… 71
  ミートローフ ……………………………… 71
  豚の塩釜焼き ……………………………… 72
  ローストチキン …………………………… 72
  鶏の照り焼き ……………………………… 73
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焼き物（肉）
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ステーキ
（サーロイン）

材料／2人分
牛肉ステーキ用（サーロイン）
　…………… 2枚（1枚200g/厚さ1.5㎝）
塩、こしょう …………………………… 少々

牛肉は室温に10分程おいてから、筋
に切れ目を入れ、塩・こしょうをする。

〈過熱水蒸気（予熱あり）・250℃〉で
予熱する。

2

3

予熱終了後、角皿に焼網を
のせ、2を並べて下段に入
れる。〈10～15分〉に合わ
せ、スタートを押して加熱
する。

4

※厚みによってでき上がり状態が変わります。

角皿+焼網
下段

ローストビーフ
材料／4人分
牛かたまり肉（直径7～8㎝）
　……………………………… 1本（600g）
塩、こしょう …………………………… 適宜

牛肉は塩・こしょうをして、よくすり込
み、たこ糸で巻いて形を整える。1 角皿に1をのせて下段に入

れ、〈オーブン（予熱なし）・
250℃・25～35分〉で加熱
する。

2
作りかた

角皿
下段

肉が十分に冷めたら、切り分ける。3

スペアリブ

● スペアリブの太さにより調理時間
が多少異なることがあります。

材料／4人分
豚スペアリブ（15～16㎝のもの） …… 1kg
〈たれ〉

はちみつ ……………………… 大さじ2
八丁みそ ……………………… 大さじ2
砂糖 …………………………… 大さじ1
酢 ……………………………… 大さじ4
酒 ……………………………… 大さじ2
にんにく …………………………… 1片
スープ ………………………… 大さじ4
しょうゆ ……………………… 大さじ2
赤唐辛子 …………………………… 適宜

角皿に焼網をのせ、サラダ油をぬって
1を並べる。

2ビニール袋にAを入れてよく混ぜ合
わせたところへスペアリブを入れ、半
日くらい漬け込む。

1 2を下段に入れ、〈オーブン
（予熱なし）・300℃・25
～35分〉で加熱する。

3
作りかた

A

角皿+焼網
下段

給水カセットの準備をする。1
作りかた
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耐熱容器に玉ねぎ・バタ
ーを入れ、ラップなしで
庫内中央に置き、〈レンジ
600W・約5分〉で加熱し、
冷ます。パン粉は器に入
れ、牛乳にひたしておく。

ボウルにひき肉・1・Aの材料を入れ、
粘りが出るまでよく混ぜ合わせ、4等
分にする。

2をハンバーグの形に整えて角皿に
並べ、中央をくぼませる。

1

2

3

耐熱容器に玉ねぎとバター
を入れ、庫内中央に置き、〈レ
ンジ600W・約7分〉で加熱
して冷ます。

型にサラダ油をぬる。

ボウルにひき肉・1の玉ねぎとAを入
れ、粘りが出るまでよく混ぜ合わせる。

1

2

3

3を2の型に入れ、すき間のないように、
しっかり押さえる。

4を角皿にのせ、下段に入
れ、〈オーブン（予熱なし）・
250℃・40～50分〉で加熱
する。

Bを合わせてソースを作り、型から取り
出し盛り付けたミートローフにかける。

4

5

6

3を上段に入れ、【25 ハンバ
ーグ】を選んでスタートを押
す。 加熱開始
（加熱時間の目安 約23分）

手動で調理するときは（予熱あり）
〈オーブン・250℃・18～23分〉

Bを混ぜ合わせてソースを作り、焼き
上がったハンバーグにかける。

4

5

ハンバーグ

ミートローフ

材料／4人分
合びき肉……………………………… 300g
玉ねぎ（みじん切り） … 中1個（200g）
バター ………………………… 大さじ1
パン粉 ………………………… 1カップ
牛乳 …………………………… 大さじ3
卵 …………………………………… 1個
塩 …………………………… 小さじ⅓  
こしょう、ナツメグ ……………… 少々

〈ソース〉
ウスターソース ……………… 大さじ6
トマトケチャップ …………… 大さじ3

A

・ 脂身の多い肉を使用した場合には、
溶けた脂が飛び散り、煙が多く出る
ことがあります。
・ 調理終了後、角皿に溶けた脂がたま
ります。取り出しにはご注意くださ
い。

B

材料／金属製22×11.5×6.5㎝
　　　ミートローフ型1個分
合びき肉……………………………… 500g
玉ねぎ（みじん切り）……… 中1個（200g）
バター……………………………… 大さじ1
パン粉 ………………………………20g
卵 …………………………………… 1個
牛乳 …………………………… 大さじ2
塩、こしょう ……………………… 少々
ナツメグ、オールスパイス ……… 少々

〈トマトソース〉
トマトケチャップ …………… 大さじ4
ウスターソース ……………… 大さじ4
マスタード …………………… 大さじ1

A

B

角皿
下段

角皿
上段

付属品
なし

付属品
なし

作りかた

作りかた
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豚の塩釜焼き
材料／4～6人分
豚ロース肉かたまり（5㎝厚） ……… 500g
粗塩……………………………………… 1kg
卵白…………………………………2½  個分
こしょう………………………………… 適宜
セロリの葉…………………………… 1本分
〈ハーブ〉
ローリエ …………………………… 2枚
タイム ……………………………… 6枝
エストラゴン ……………………… 1枝

〈バルサミコソース〉
玉ねぎ（みじん切り） ………… 大さじ3
バルサミコ酢 ………………… 大さじ3
白ワイン …………………………150ml
しょうゆ ……………………… 小さじ1
バター ………………………… 小さじ1
オリーブ油 …………………… 小さじ2
塩、こしょう ………………………… 適宜

粗塩に卵白を加えてよく混ぜ合わせ、
しっとりとした状態にしておく。豚
肉はこしょうをふっておく。

角皿に1の塩の¼  量を広げ、½  量の
セロリの葉・ハーブを敷き、豚肉をの
せる。さらにその上に、残りのセロリ
の葉・ハーブをのせて残りの塩でき
っちり包む。塩の厚さは1㎝くらい
になるようにする。

〈オーブン（予熱あり）・200℃〉で予
熱する。

1

2

3

予熱終了後、2を下段に入
れる。〈55～60分〉に合わ
せ、スタートを押して加熱す
る。焼き上がったら、庫内
から出して角皿にのせたま
ま約30分余熱で火を通す。

バルサミコソースを作る。みじん切り
にした玉ねぎをオリーブ油で薄茶色
になるまで炒め、白ワイン・バルサミ
コ酢・しょうゆを加え、塩・こしょう
で味付けをする。⅓  量にまで煮詰ま
ったら、バターを加えて火を止める。

4の塩釜を割って肉を取り出し、スラ
イスしてバルサミコソースを添える。
※ 塩釜はかなづちで軽くたたくと簡
単に割れます。

4

5

6

2を角皿にのせ、サラダ油を全体にぬ
る。

3を下段に入れ、〈オーブン
（予熱なし）・230℃・65
～80分〉で加熱する。

3

4

作りかた

※ ハーブはお好みに応じて調節してください。 角皿
下段

（塩釜の一例）

ローストチキン
材料／4人分
若鶏……………………………… 1羽（2kg）
塩、こしょう …………………………… 適宜
サラダ油…………………………… 大さじ2

作りかた
鶏はよく洗って水気をふき取り、フォ
ークで全体に穴をあけ、塩・こしょう
をして、よくすり込む。

鶏の両ももを胴にぴったりつけて竹
串を刺し、動かないように足の先をた
こ糸で形を整えてしばる。

1

2
角皿
下段
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焼きとり
材料／12本分
鶏もも肉……………………………… 400g
〈たれ〉

しょうゆ ……………………… 大さじ2
みりん ………………………… 大さじ2

竹串は水に浸けておく。鶏肉を約3
㎝角に切り、竹串に刺す。

Aを混ぜ合わせたたれに1を並べ、約
1時間漬け込む。

角皿に焼網をのせ、サラダ油をぬっ
て、2を中央に寄せて並べる。

3を上段に入れ、〈グリル・
14～20分〉で加熱する。
約11分後（残り時間表示3
～9分）裏返し、再びスター
トを押して加熱する。

1

2

3

4

作りかた

A

角皿+焼網
上段

鶏の照り焼き
材料／4人分
鶏もも肉………………… 2枚（1枚250g）
しょうゆ ……………………… 大さじ2
みりん ………………………… 大さじ2

ビニール袋に2とAを入れ、約30分漬
け込む。

角皿に焼網をのせ、3を皮を上にして
並べる。

3

4

A

ぶりの塩焼き
給水カセットの準備をする。

ぶりの両面に塩をふる。

角皿に焼網をのせ、サラダ
油をぬって、2のぶりを並
べ下段に入れる。

【29 焼き魚（切り身）】を選んでスタ
ートを押す。 加熱開始
（加熱時間の目安 約24分）

手動で調理するときは（予熱なし）
〈過熱水蒸気・250℃・20～25分〉

1
2

3

4

作りかた

角皿+焼網
下段

材料／4人分
ぶり（切り身）……………… 4切（1切80g）
塩………………………………………… 適宜

※【29 焼き魚（切り身）】はぶり（切り身）の
焼き時間を標準としています。

4を下段に入れ、【26 鶏の照
り焼き】を選んでスタートを
押す。 加熱開始
（加熱時間の目安 約25分）

手動で調理するときは（予熱なし）
〈オーブン・200℃・20～28分〉
〈過熱水蒸気・200℃・20～28分〉

5
角皿+焼網
下段

給水カセットの準備をする。

鶏肉はフォークで所々刺し、身の厚い
ところは包丁を入れて厚さを均一に
する。

1

2

作りかた
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材料／4人分
塩鮭（切り身）……………… 4切（1切80g）

塩鮭

角皿に焼網をのせ、サラダ
油をぬって、塩鮭を並べ上
段に入れる。

1 〈グリル・14～19分〉で加熱する。
約10分後（残り時間4～9分）裏返し、
再びスタートを押して加熱する。

2
作りかた

角皿+焼網
上段

さんまの塩焼き
材料／4人分
さんま…………………… 4尾（1尾150g）
塩………………………………………… 適宜

さんまは両面に塩をふって約30分お
く。一度水洗いし、しっかり水気をふ
き取る。焼く直前にもう一度、ごく薄
く塩をふる。

1 角皿に焼網をのせ、サラダ油をぬっ
て、1のさんまを中央に寄せて並べ
る。

2 2を上段に入れ、【30 さん
まの塩焼き】を選んでスタ
ートを押す。 加熱開始
ブザーが鳴ったら裏返し、
再びスタートを押す。
（加熱時間の目安 約21分）

手動で調理するときは
〈グリル・18～23分〉
途中、約14分で裏返す

3
作りかた

角皿+焼網
上段

干物
材料／4人分
あじの干物……………… 2枚（1枚150g）
（お好みの干物をお試しください）

※あじの干物の焼き時間を標準としています。

1を下段に入れ、〈オーブン
（予熱なし）・250℃・20
～25分〉で加熱する

2角皿に焼網をのせ、サラダ油をぬっ
て、干物を並べる。

1
作りかた

角皿+焼網
下段

● 塩さば（切り身）でもお試しくださ
い。
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ぶりの照り焼き
材料／4人分
ぶり（切り身）……………… 4切（1切80g）
〈たれ〉

しょうゆ ……………………… 大さじ3
みりん ………………………… 大さじ3

ビニール袋にAとぶりを入れ、約30
分漬け込む。

角皿に焼網をのせ、サラダ油をぬっ
て、1のぶりを並べる。

1

2

2を上段に入れ、〈グリル・
13～17分〉で加熱する。
約10分後（残り時間表示3
～7分）裏返し、再びスター
トを押して加熱する。

3
作りかた

A

角皿+焼網
上段

2を角皿に並べ、下段に入
れ、〈オーブン（予熱なし）・
300℃・33～38分〉で加
熱する。

3

鮭のホイル焼き
作りかた材料／4人分

生鮭（塩、こしょうをする）
　…………………………… 4切（1切80g）
にんじん（薄切り）……………………… 8枚
しめじ（小房に分ける）……………… 100g
えのき茸（小房に分ける）……………… 1袋
さやえんどう…………………………… 8枚
塩………………………………………… 少々
酒…………………………………… 大さじ2
バター……………………………… 大さじ2

にんじんは深めの耐熱皿に
入れ、水をふり、ラップをし
て庫内中央に置き、〈レンジ
600W・約30秒〉で加熱す
る。

アルミホイルに4等分にした鮭・に
んじん・しめじ・えのき茸・さやえ
んどうをのせ、塩・酒をかけ、バター
をのせてきっちり包む。

1

2

角皿
下段

付属品
なし

材料／4人分
さんま…………………… 4尾（1尾150g）
パセリ（みじん切り）………………… 2枝分
しょうゆ ………………… 大さじ3～4
おろしにんにく ………………… 1片分
レモン汁 ……………………… 大さじ2

A

作りかた
さんまの内臓を取り、洗った後、水気
をよくふき取る。頭を左にして置き、
上の面に切り込みを4～5本、中骨ま
で入れる。

1をバットにのせ、腹と切り込みにパ
セリを詰め、混ぜ合わせたAを上から
かけて約10分おく。

角皿に焼網をのせて、サラ
ダ油をぬり、2を並べて下
段に入れ、〈オーブン（予熱
なし）・250℃・30～35
分〉で加熱する。

1

2

3

さんまの香味焼き

角皿+焼網
下段
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白身魚の
ハーブロースト
材料／4～6人分
白身魚（下処理前）…… 1尾（600～700g）
にんにく（薄切り）……………………… 3片
〈ハーブ〉
セージ（みじん切り） ……………… 4枝
タイム（みじん切り） ……………… 4枝
ローリエ …………………………… 6枚
ディル（みじん切り） ……………… 4枝

白ワイン…………………………… 大さじ2
オリーブ油…………………………… 50ml
塩、こしょう …………………………… 少々
〈付け合わせ〉
ミニトマト ……………………… 12個
ペコロス ………………………… 12個
アスパラガス（3等分） ……………… 3本
新じゃがいも …………………… 小8個

〈フレッシュトマトソース〉
トマト …………………………… 大1個
オリーブ油 …………………… 大さじ1
赤唐辛子（輪切り） ……………… 1本分
塩 …………………………… 小さじ½  
バジル ……………………………… 5枚

レモン…………………………………… 適宜

白身魚はウロコと内臓を取り除いて
下処理をし、水気をきれいにふき取っ
て、塩・こしょうをし、お腹に⅓  量の
にんにく・ハーブを詰め、白ワインを
ふる。

角皿に残りの半量のにんにく・ハー
ブを散らして、1の魚をのせ、残りの
にんにく・ハーブを散らす。角皿の
あいたところに付け合せの野菜を置
いて、オリーブ油をまわしかける。

1

2

2を下段に入れ、〈オーブン
（予熱なし）・300℃・30
～40分〉で加熱する。

フレッシュトマトソースを作る。ト
マトは湯むきし、種を除いてみじん切
りにする。みじん切りにしたトマト
にオリーブ油・赤唐辛子・塩・細か
くちぎったバジルを加え混ぜる。

加熱終了後、フレッシュトマトソー
ス・レモンを添える。

3

4

5

作りかた

●  小粒の新じゃがいもがない場合は、
じゃがいも1個を8等分したものを
使います。

角皿
下段

キャベツは洗って4等分し、芯の部分
が固いときは斜めにそぎ切っておく。

角皿にキャベツを立てて並べ、それぞ
れにベーコンをのせる。

1

2

2を下段に入れ、〈オーブン
（予熱なし）・300℃・20～
25分〉で加熱する。

ソースは材料をすべて混ぜ合わせて
おく。加熱終了後、ソースをかけてフ
ライドオニオンを散らす。

3

4

作りかた

角皿
下段

材料／4人分
キャベツ…………………………… 中½  個
ベーコン………………………………… 4枚
〈ソース〉
サラダ油 ……………………… 大さじ2
ぽん酢しょうゆ ……………… 大さじ2
おろし玉ねぎ ………………… 小さじ1
トマトペースト …………… 小さじ½  
塩、こしょう ………………………… 少々
パセリ ……………………………… 少々

フライドオニオン……………………… 適宜

キャベツの
ベーコン焼き
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作りかた

材料／4人分
なす…………………………………… 小2個
パプリカ………………………………… 1個
ズッキーニ…………………………… 小1本
れんこん……………………………… 小1節
ごぼう………………………………… ½  本
アスパラガス…………………………… 4本
かぼちゃ……………………………… ⅛  個
ホタテ貝柱……………………………… 8個
塩、こしょう …………………………… 少々
トマト…………………………………… 1個
レモン（お好みで）……………………… 適宜
〈マリネ液〉

オリーブ油 ………………………150ml
アンチョビ ………………………… 5切
おろしにんにく ……………… 小さじ2
ハーブ（タイム、オレガノ、パセリのみじん切り）
　 ………………………… 大さじ1ずつ
塩、こしょう ……………………… 少々

マリネ野菜の
オーブン焼き

なす・ズッキーニは約1㎝の輪切り
に、パプリカは約2㎝の細切りに、ご
ぼう・れんこん・かぼちゃは約5㎜
の厚さに切る。アスパラガスは5～6
㎝の長さに切る。

Ａの材料のアンチョビ・ハーブ類は
みじん切りにし、オリーブ油・にんに
く・塩・こしょうと合わせ、1とホタ
テ貝柱にまぶして約10分おく。

〈オーブン（予熱あり）・300℃〉で予
熱する。

1

2

3

予熱終了後、角皿に2を並
べ、下段に入れる。〈20～
25分〉に合わせ、スタート
を押して加熱する。

焼き上がったら器に盛り、湯むきして
あられ切りにしたトマトを散らす。
お好みでレモンを添える。

4

5

A

野菜の
丸ごと焼き
材料／4人分
じゃがいも…………… 中4個（1個150g）
玉ねぎ………………… 中4個（1個200g）
にんにく…………………… 4個（1個90g）
バター…………………………………… 適宜
塩、こしょう …………………………… 適宜

じゃがいも・にんにくは皮付きのま
ま表面をきれいに洗う。玉ねぎは皮
付きのまま、表面を洗い、座りをよく
するために下を切り、上面に深さ1㎝
の切れ込みを十文字に入れる。

角皿に奥からにんにく、じ
ゃがいも、玉ねぎの順に並
べ、下段に入れる。

1

2

〈オーブン（予熱なし）・200℃・50
～60分〉で加熱する。

焼き上がったら、バター・塩・こしょ
うを添える。

3

4

作りかた

角皿
下段

角皿
下段
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作りかた

材料／4人分
マカロニ…………………………………80g
鶏むね肉（一口大） ……………… 100g
バター ………………………… 大さじ1
むきえび ………………………… 100g
玉ねぎ（みじん切り） …………正味80g
白ワイン ……………………… 大さじ1
塩、こしょう ……………………… 少々

マッシュルーム……………… 小1缶（50g）
〈ホワイトソース〉

薄力粉 ………………… 大さじ6（50g）
バター ………………… 大さじ4（50g）
牛乳 ………………… 3カップ（600ml）
塩 …………………………… 小さじ⅓  
こしょう …………………………… 少々

ナチュラルチーズ（ピザ用）……………80g

マカロニ
グラタン

マカロニはやわらかくなるまでゆで
ておく。

耐熱容器にAを入れ、ラッ
プなしで庫内中央に置き、
〈レンジ600W・約4分〉で
加熱し、混ぜ合わせる。マ
ッシュルームを加え、さら
に〈レンジ600W・約1分〉
で加熱する。

Bでホワイトソースを作る。（下段参
照）⅔  量のホワイトソースに1と2を
加え、混ぜ合わせる。

11

2

3

グラタン皿にバター（分量外）を薄く
ぬり、3を入れる。残りのホワイトソ
ースをかけ、チーズをのせて角皿に並
べる。

4を下段に入れ、【31 グラ
タン】を選んでスタートを
押す。 加熱開始
（加熱時間の目安 約29分）

手動で調理するときは（予熱なし）
〈オーブン・230℃・25～32分〉

4

5

A

B

●  冷 めてしまった場合は、レンジ
600Wであたためてから焼いてく
ださい。

ホワイトソース

材料／4人分
薄力粉……………………… 大さじ6（50g）
バター……………………… 大さじ4（50g）
牛乳……………………… 3カップ（600ml）
塩………………………………… 小さじ⅓  
こしょう………………………………… 少々

耐熱容器にバターと薄力粉を入れて
庫内中央に置き、〈レンジ600W・約
2分〉で加熱し、混ぜ合わせる。

1 1に牛乳を一度に加え、さらに混ぜて
庫内中央に置き、〈レンジ600W・約7
分30秒〉で加熱する。均一に仕上げる
ため、途中で2～3度混ぜ合わせる。

2

加熱後、塩・こしょうで味を調える。3

作りかた

●  1では、バターと薄力粉がフツフツと
音をたてて沸騰する状態まで加熱し
ます。加熱しすぎると、焦げついて
茶色くなる場合がありますので、注
意してください。

・ レンジ加熱なので使用する容器には
注意してください。

角皿
下段

付属品
なし

付属品は使用しません
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なすとトマトの
グラタン
材料／4人分
なす（7～8㎜の輪切り）
　 ………………………… 3個（400g）
塩、こしょう ………………………… 少々

トマト………………………… 2個（200g）
（7～8㎜の輪切り・塩、こしょうをする）
合びき肉 ………………………… 100g
玉ねぎ（みじん切り） …中½  個（100g）
バター ………………………… 大さじ1

〈トマトソース〉
トマトピューレ …………… ½  カップ
赤ワイン ……………………… 大さじ4
ケチャップ、砂糖 ………… 各小さじ1
固形スープの素 …………………… 1個
塩、こしょう ……………………… 少々

ナチュラルチーズ（ピザ用）………… 100g

フライパンにサラダ油（大さじ4）を
熱し、なすを炒めて、塩・こしょうを
する。

耐熱容器にひき肉・玉ねぎ・
バターを入れて混ぜ合わ
せ、庫内中央に置き、〈レン
ジ600W・約4分〉で加熱
する。

2にAを入れて混ぜ合わせ、
庫内中央に置き、〈レンジ
600W・約4分〉で加熱し、
トマトソースを作る。

1

2

3

グラタン皿にバター（分量外）を薄く
ぬり、トマトソースの半量を入れ、ト
マト・なすを並べ、残りのトマトソー
スをかけ、チーズをのせて角皿に並べ
る。

4を下段に入れ、【31 グラ
タン】〔弱め1〕を選んでス
タートを押す。 加熱開始
（加熱時間の目安 約27分）

手動で調理するときは（予熱なし）
〈オーブン・230℃・23～30分〉

4

5

作りかたA

角皿
下段

付属品
なし

付属品
なし

ピーマンの
肉詰め
材料／4人分
ピーマン……………………………9～10個
合びき肉……………………………… 300g
玉ねぎ（みじん切り） … 中1個（200g）
バター ………………………… 大さじ1
パン粉 ………………………… 1カップ
牛乳 …………………………… 大さじ3
卵 …………………………………… 1個
塩 …………………………… 小さじ⅓  
こしょう、ナツメグ ……………… 少々

A

給水カセットの準備をする。

耐熱容器に玉ねぎ・バタ
ーを入れ、ラップなしで
庫内中央に置き、〈レンジ
600W・約5分〉で加熱し、
冷ます。パン粉は器に入
れ、牛乳に浸す。

ピーマンは縦半分に切って種を取り、
水洗いをして水気をふき取る。ピー
マンの内側に、薄力粉をまぶしてお
く。

1

2

3

ボウルにひき肉・2・Aの材料を入れ、
粘りが出るまでよく混ぜ合わせる。
3のピーマンに18～20等分して詰
める。

4を肉の面を上にして角
皿に並べ、下段に入れ、
〈過熱水蒸気（予熱なし）・
250℃・23～28分〉で加
熱する。

4

5

作りかた

角皿
下段

付属品
なし
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80

鶏のから揚げ
材料／4人分
鶏もも肉………………… 2枚（1枚250g）
から揚げ粉（市販品）……………… 大さじ4

給水カセットの準備をする。

鶏肉は1枚を8等分し、ビニール袋にか
ら揚げ粉と一緒に入れて袋をゆすり、
しっかりから揚げ粉をまぶしつける。

角皿に焼網をのせ、2を並べる。

1

2

3

作りかた

材料／10本分
豚バラ薄切り肉（細切り） ……… 100g
酒 ……………………………… 大さじ2
片栗粉 ………………………… 小さじ1
塩 …………………………… ひとつまみ

長ねぎ（せん切り）………………………30g
にんじん（せん切り）……………………30g
しょうゆ ……………………… 大さじ1
オイスターソース …………… 大さじ1
片栗粉 ………………………… 大さじ1
干ししいたけの戻し汁 ……… 大さじ1
砂糖 …………………………… 小さじ2
酒 ……………………………… 小さじ2
ごま油 ………………………… 小さじ2
しょうが汁 …………………… 小さじ1
こしょう …………………………… 少々
ゆでたけのこ（せん切り） …………50g
セロリ（せん切り） …………………50g
干ししいたけ（戻して細切り） …… 3枚
もやし …………………………… 100g
春雨 …………………………………15g
（戻して水気をよくきり長さ5㎝に切る）

春巻きの皮…………………………… 10枚

A

B

春巻き

給水カセットの準備をする。

豚肉を耐熱容器に入れ、酒・
片栗粉・塩を加えてよく混
ぜる。ねぎ・にんじんを加
えて混ぜ、〈レンジ600W・
約2分〉で加熱し、ほぐして
おく。

2に混ぜ合わせておいたA
とBを加えてよく混ぜ、ラッ
プをして〈レンジ600W・
約5分〉で加熱する。

1

2

3

3を下段に入れ、【27 鶏の
から揚げ】を選んでスター
トを押す。 加熱開始
（加熱時間の目安 約23分）

手動で調理するときは（予熱なし）
〈オーブン・250℃・20～25分〉
〈過熱水蒸気・250℃・20～25分〉

4

作りかた

角皿+焼網
下段

加熱終了後、全体をよく混ぜ合わせて
冷ます。粗熱が取れたら10等分にし
て春巻きの皮にのせ、手前をひと折り
し、両側をたたんで具が散らないよう
に巻く。巻き終わりに水溶き片栗粉
（分量外）を付けてとめる。

角皿に焼網をのせて4を並
べ、下段に入れ、〈過熱水蒸
気（予熱なし）・200℃・
20～28分〉で加熱する。

4

5
角皿+焼網
下段

付属品
なし

付属品
なし

揚
げ
物
・
炒
め
物
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豚肉は約1.5㎝ごとに深く切れ目を
入れ、約3㎝の厚さ（8枚）に切り、1切
れずつ手でたたいて約1.5倍の大き
さに広げる。

1

ねぎとみそを混ぜる。

1の切れ目に、2をはみ出さないように
ぬる。

3に薄力粉・溶き卵・パン粉の順で
衣をつける。

4を角皿に並べて、サラダ油
を均一にかける。下段に入
れ、【32 ローカロリーフラ
イ】を選んでスタートを押
す。 加熱開始
（加熱時間の目安 約26分）

2
3

4

5
作りかた

手動で調理するときは（予熱なし）
〈オーブン・300℃・23～30分〉

材料／4人分
豚ヒレ肉かたまり………………… 約350g
みそ………………………………… 大さじ2
長ねぎ（粗みじん切り）……………… ½  本
薄力粉……………………………… 大さじ4
卵………………………………………… 1個
パン粉…………………………………… 適宜
サラダ油…………………………… 大さじ2

みそサンドとんかつ

角皿
下段

鶏肉を観音開きにする。1
手動で調理するときは（予熱なし）
〈オーブン・300℃・28～35分〉

えびは頭を取り、尾から
一節残してカラをむき、
背わたを取り、腹に3本
程包丁の切り込みを入れ、曲がらない
ようにし、軽く塩・こしょうをする。

1に薄力粉・溶き卵・パン粉の順で
衣をつける。

2を角皿に並べて、サラダ油
を均一にかける。下段に入
れ、【32 ローカロリーフラ
イ】〔弱め1〕を選んでスター
トを押す。 加熱開始
（加熱時間の目安 約23分）

1

2

3

手動で調理するときは（予熱なし）
〈オーブン・300℃・20～25分〉

梅干しを包丁でたたいて（練り梅でも
可）1にぬり、青じそをのせ、くるりと
巻く。

2に薄力粉・溶き卵・パン粉の順で
衣をつける。

3を巻き終わりを下にして
角皿に並べて、ごま油を均
一にかける。下段に入れ、
【32 ローカロリーフライ】
〔強め3〕を選んでスタート
を押す。 加熱開始
（加熱時間の目安 約32分）

2

3

4

作りかた

作りかた

オーブンでヘルシー！サクッとローカロリーフライ
みそサンドとんかつ・えびフライ・梅じそチキンかつは
オーブン加熱でカラッと仕上がる、揚げ物メニューです。
少量の油で調理するのでヘルシーです。

材料／4人分
えび………………………… 8尾（1尾25g）
塩、こしょう …………………………… 少々
薄力粉……………………………… 大さじ4
卵………………………………………… 1個
パン粉…………………………………… 適宜
サラダ油…………………………… 大さじ2

材料／4人分
鶏むね肉………………… 2枚（1枚200g）
梅干し………………………………… 大4個
青じそ…………………………………… 4枚
薄力粉……………………………… 大さじ4
卵………………………………………… 1個
パン粉…………………………………… 適宜
ごま油……………………………… 大さじ2

えびフライ

梅じそチキンかつ

角皿
下段

角皿
下段

揚
げ
物
・
炒
め
物
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焼きそば
材料／2～3人分
そば（粉ソースつき）…………… 1袋（3玉）
キャベツ……………………………… ¼  個
にんじん………………………½  本（100g）
もやし………………………………… 200g
ピーマン………………………………… 2個
豚バラ薄切り肉………………150～200g

給水カセットの準備をする。

豚肉・キャベツ・ピーマンは一口大
に切り、にんじんは薄切りの一口大
に切り、もやしは根を取っておく。

角皿にそば・キャベツ・にんじん・
ピーマン・もやし・豚肉の順に平ら
に広げてのせる。

1

2

3

3を下段に入れ、【28 焼き
そば】を選んでスタートを押
す。 加熱開始
（加熱時間の目安 約22分）

手動で調理するときは（予熱なし）
〈過熱水蒸気・250℃・20～25分〉

加熱後、ソースをからめる。
※ 具をよけて、そばにソースをかける
と上手にからまります。

4

5

作りかた

角皿
下段

給水カセットの準備をする。

ボウルに卵を割り、十分にほぐし、冷
ましたAを入れて混ぜ合わせ、ふきん
またはこし器でこす。

えびはカラと背わたを取り、鶏肉はそ
ぎ切りにして器に入れ、しょうゆをか
けて下味を付ける。

蒸し茶碗にみつば以外の具を等分に
入れ、2を等分に入れ、ふたをする。

1
2

3

4

4を庫内中央に置き、【33 
茶わん蒸し】を選んでスター
トを押す。 加熱開始
（加熱時間の目安 約45分）

手動で調理するときは
〈蒸し・18～23分〉

加熱後、みつばを散らす。

5

6

作りかた

茶わん蒸し

材料／4人分
卵………………………………………… 2個
だし汁 ……………………………400ml
塩 ………………………… 小さじ½  強
うす口しょうゆ ………… 小さじ½  強
みりん …………………… 小さじ½  強

えび……………………………………… 4尾
鶏むね肉 ……………………………60g
しょうゆ ……………………… 小さじ1

しいたけ（生または干し）……………… 4枚
かまぼこ（5㎜厚に切る） ……………… 4枚
ぎんなん（缶詰）………………………… 8個
みつば…………………………………… 適宜

A

●  卵液の初期温度は25℃前後（20～
30℃）が適当です。高すぎたり、低
すぎたりした場合は、加熱時間を加
減してください。

● 必ず、ふたをして加熱します。
● 固まり具合がゆるめのときは、ふたを
したまましばらく放置しておいてく
ださい。余熱で固まってきます。

お願い

茶わん蒸しなど、容器や鍋を使う重量
物調理のときは市販の厚手のミトン
を使い両手で出し入れしてください。

●途中給水カセットの水が足りなくな
ることがあります。給水の表示が出
たら、水を追加してください。

付属品は使用しません

付属品
なし

揚
げ
物
・
炒
め
物

蒸
し
物
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給水カセットの準備をする。

鶏肉は肉の厚い部分に切れ目を入れ
て平らにし、フォークで所々刺す。

2の鶏肉を耐熱皿に入れ、塩・酒をふ
りかけてねぎ・しょうがをのせて約
20分おく。

1

2

3

ねぎ・しょうがを取り除いた3を庫
内中央に置き、〈スチームレンジ・約
8分〉で加熱する。

4が冷めたら、手で細かくさく。鶏
肉・トマト・きゅうりを盛り付け、A
を混ぜ合わせたたれをかける。

4

5

作りかた

材料／4人分
鶏むね肉……………………… 1枚（200g）
塩………………………………………… 少々
酒…………………………………… 大さじ2
長ねぎ（小口切り）…………………… ¼  本
しょうが（薄切り）…………………… ½  片
〈たれ〉

しょうゆ ………………… ¼  カップ弱
酢 …………………………… 大さじ⅔  
砂糖 ………………………… 小さじ⅔  
ごま油 ……………………………… 少々
ラー油 ……………………………… 適宜
長ねぎ（みじん切り） …………… ¼  本
しょうが（みじん切り） ………… ½  片
すり炒りごま ……………… 大さじ⅔  

トマト（薄切り）………………………… 適宜
きゅうり（せん切り）…………………… 適宜

棒々鶏

A

銀だらの
蒸し物

材料／4人分
銀だら（切り身）……………………… 200g
酒 …………………………… 大さじ½  
塩 …………………………… 小さじ¼  
こしょう …………………………… 少々
スープ …………………………… 50ml
酒 ……………………………大さじ1½  
砂糖 ………………………… 小さじ½  
塩 …………………………… 小さじ¼  
こしょう …………………………… 少々

ごま油……………………………… 小さじ2
長ねぎ（せん切り）……………………… 適宜
あさつき（小口切り）…………………… 適宜

B

給水カセットの準備をする。

銀だらは一口大に切り、Aをふりかけ
て下味を付けておく。

耐熱皿に2の銀だらをのせ、Bを合わ
せたものをかける。

1

2

3

3を庫内中央に置き、〈スチームレン
ジ・約8分〉で加熱する。

4にねぎ・あさつきを散らし、ごま油
をまわしかける。

4

5

作りかた

A

付属品は使用しません

付属品は使用しません

蒸
し
物
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白身魚の
香酢蒸し

材料／4人分
白身魚（下処理前）…………… 1尾（400g）
塩……………………………… 小さじ½  強
長ねぎ………………………………… 15㎝
しょうが……………………………… ½  片
紹興酒 ……………………… 大さじ½  
黒酢 …………………………… 小さじ3
米酢 …………………………… 小さじ3
しょうゆ ……………………… 小さじ3
砂糖 ………………………… 小さじ¾  

香菜……………………………………… 適宜
白髪ねぎ………………………………… 適宜
〈ソース〉
赤唐辛子 …………………………… 1本
ごま油 ………………………… 大さじ2

給水カセットの準備をする。

白身魚はウロコと内臓を取り除いて
下処理をし、両面に3本切れ目を入れ
る。塩をして15分くらいおき、出て
きた水分をふき取る。ねぎは細切り、
しょうがはせん切り、赤唐辛子は輪切
りにする。

2のお腹に⅓  量のねぎ・しょうがを
詰める。

1

2

3

耐熱皿に⅓  量のねぎ・しょうがを敷
き、3をのせる。上に残りのねぎ・し
ょうがをのせ、混ぜ合わせたＡをかけ
る。

4を庫内中央に置き、〈スチームレン
ジ・約12分〉で加熱する。

蒸し上がったら香菜・白髪ねぎを散
らし、赤唐辛子を入れたごま油を熱し
てかける。

4

5

6

作りかた

付属品は使用しません

A

給水カセットの準備をする。

もち米は洗ってざるにあげ、よく水気
を切る。

鍋にあずきとたっぷりの水を入れ、火
にかける。沸騰したら、一度ゆで汁を
捨て、2カップの水を加える。再び沸
騰したら弱火にして、8～9分通り（指
で押すとつぶれるくらい）ゆでて、十
分に冷まし、あずきとゆで汁を別に取
っておく。

1

2

3

深めの耐熱容器にもち米とあずきを
入れ、あずきのゆで汁と水を合わせて
加え、ふたをして約1時間浸す。

ふたをしないで4を庫内中央に置き、
【34 赤飯】を選んでスタートを押す。
加熱開始

途中で1～2度混ぜ合わせる。
（加熱時間の目安 約24分）

手動で調理するときは
〈スチームレンジ・22～25分〉

炊き上がったら混ぜ合わせ、ふきんを
かけてふたをし、しばらく蒸らす。

4

5

6

作りかた

材料／4人分
もち米…………………… 2カップ（320g）
あずき……………………… 大さじ2（30g）
あずきのゆで汁＋水…………………320ml
ごま塩…………………………………… 適宜

赤飯
付属品は使用しません

蒸
し
物
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ポークカレー

材料／4人分
豚肉（カレー用角切り）……………… 300g
塩、こしょう …………………………… 少々
にんにく（みじん切り）………………… 1片
おろししょうが……………………… 1片分

玉ねぎ（くし形切り） … 中2個（400g）
にんじん（乱切り） ……… 1本（200g）
じゃがいも（乱切り） …… 2個（300g）
市販のカレールー ……………… 120g
水 …………………………………500ml

●  肉や野菜がスープから出ていると焦
げやすいので、スープから出ないよ
うにしてください。

● カレールーは溶けやすくするため
に、細かく割って加えてください。

レンジで作る煮物・煮込み料理は、煮くずれしにくく、味がしっかりしみ込みます。
レンジに使用できる深めの耐熱容器をお使いください。
オーブンシートで落としぶたをするときは、図のように大きめにして、
中心に蒸気を逃がすための穴をあけてください。
また、途中で何回かかき混ぜると、より均一に加熱され、おいしく仕上がります。
※ 85ページのレシピは自動調理に対応しています。 
2人分のときは材料を半量にし、〔弱め3〕で加熱します。

オーブンシート

ビーフシチュー

材料／4人分
牛バラ肉（3㎝角切り） …………… 400g
塩、こしょう ………………………… 少々
薄力粉 ………………………… 大さじ2

赤ワイン…………………………… 大さじ3
にんじん（乱切り）…………… 1本（200g）
玉ねぎ（くし形切り）……… 大2個（600g）
じゃがいも（乱切り）………… 2個（300g）
バター……………………………… 大さじ3
薄力粉……………………………… 大さじ6
スープ（水＋固形スープの素）………600ml
トマトピューレ …………… ½  カップ
砂糖 ………………………… 大さじ½  
塩 …………………………… 小さじ½  
ローリエ …………………………… 2枚

牛肉は塩・こしょうをし、薄力粉をま
ぶす。

フライパンにサラダ油（大さじ2）を
熱し、にんじん・玉ねぎとじゃがいも
を炒め、取り出す。

2のフライパンにサラダ油（大さじ2）
を熱し牛肉を入れ、強火で全体に焼き
色が付くまで炒め、赤ワインを加え、
沸騰させる。

別のフライパンにバターを溶かして
薄力粉を加え、弱火で濃いめのきつね
色になるまで炒め、スープを少しずつ
加えてよく溶きのばす。

深めの耐熱容器に2・3・4とAを入
れ混ぜ合わせ、ふたをする。

1

2

3

4

5

中火で熱したフライパンにサラダ油
（大さじ4）をひき、にんにく・しょう
がを入れ、塩・こしょうをした豚肉を
炒めて取り出し、さらにAを炒める。

深めの耐熱容器にBを入れ、ふたをし
て庫内中央に置き、〈レンジ600W・
11～13分〉で加熱する。加熱後よく
混ぜる。

2に1を入れて混ぜ合わせ、ふたをす
る。

1

2

3

3を庫内中央に置き、【35 カレー・シ
チュー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

途中で2～3回混ぜ合わせる。
（加熱時間の目安 約1時間12分）

手動で調理するときは
煮込み
〈レンジ600W・約10分〉
　　　　　　↓
〈レンジ200W・約50分〉

4

作りかた

作りかた

●  作りかた4でルーを作るかわりに市
販のビーフシチューの素でもお試し
ください。

● 肉や野菜がスープから出ていると焦
げやすいので、スープから出ないよう
にしてください。

A

B

A

付属品は使用しません

付属品は使用しません

5を庫内中央に置き、【35 カレー・シ
チュー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

途中で2～3回混ぜ合わせる。
（加熱時間の目安 約1時間12分）

手動で調理するときは
煮込み
〈レンジ600W・約10分〉
　　　　　　↓
〈レンジ200W・約50分〉 

6

煮
物
・
煮
込
み
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筑前煮

材料／4人分
鶏もも肉（2㎝角切り） ……… 1枚（200g）
ごぼう（乱切り）……………… 1本（100g）
れんこん（乱切り）…………小½  節（100g）
こんにゃく……………………………… 1枚
にんじん（乱切り） ………½  本（100g）
ゆでたけのこ（乱切り） ……………80g
さといも（皮をむく） …2個（正味100g）
だし汁 ……………………………500ml
しょうゆ ……………………… 大さじ5
砂糖 …………………………… 大さじ5
酒 ……………………………… 大さじ3

さやえんどう（ゆでる）………………… 適宜

ごぼうとれんこんは酢水につけてア
ク抜きをし、こんにゃくは手でちぎっ
てゆでておく。

フライパンにサラダ油（大さじ1）を
熱し、鶏肉を白くなるまで炒めて取り
出す。

1

2

2のフライパンにサラダ油（大さじ1）
を入れ、1とAをよく炒める。

深めの耐熱容器に2・3とBを加える。
オーブンシートなどで落としぶたを
し、さらにふたをする。

3

4

4を庫内中央に置き、〈煮込み：レンジ
600W・約13分→レンジ200W・
約30分〉で加熱する。

5
作りかた

A

B

付属品は使用しません

普段の食生活では不足しがちな野菜も、スープにすれ
ばたくさん食べることができます。
しかもスープに溶け出した大事な栄養分も、スープを
飲めば丸ごと取れて無駄になりません。
効率よく栄養を取れるのが野菜スープです。

すき間をあけてラップをする

内径19㎝

高さ9㎝

耐熱性の内径約19㎝×高さ約9㎝のもの

ベーコンは約1㎝幅、水菜は約4㎝長、
ねぎは約4㎝長のせん切り、厚揚げは
約3×4㎝/厚さ5㎜に切る。

耐熱容器に1のベーコン・Aを入れ、
すき間※をあけてラップをする。
※ラップのかけかたは86ページ参照。

2を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約9分〉で加熱する。

1

2

3

ブザーが鳴ったら、1の水菜・ねぎの
半量・厚揚げを入れてひと混ぜし、再び
すき間※をあけてラップをして庫内中
央に置き、〈レンジ600W・約3分〉で
加熱する。

加熱終了後、残りの長ねぎを飾り、黒
こしょうをふる。

4

5

作りかた

材料／2～3人分
ベーコン………………………………… 4枚
水菜………………………………………80g
長ねぎ………………………………… ½  本
厚揚げ………………………… 1枚（140g）
だし汁 ………………………… 3カップ
しょうゆ …………………… 小さじ½  
みりん ………………………… 小さじ1
塩 …………………………… 小さじ¼  

粗びき黒こしょう……………………… 少々

水菜と
厚揚げのスープ

A

付属品は使用しません

煮
物
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み
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豆もやしの
韓国風スープ

材料／2～3人分
牛バラ薄切り肉……………………… 150g
おろしにんにく …………… 小さじ¼  
一味唐辛子 ………………… 小さじ½  
コチュジャン ………………… 大さじ2
しょうゆ ……………………大さじ1½  
砂糖 …………………………… 小さじ1

にんじん……………………………… ½  本
豆もやし……………………………… 200g
ごま油…………………………… 大さじ½  
鶏がらスープの素 ………… 小さじ¾  
干ししいたけの戻し汁＋水 ……500ml

干ししいたけ…………………………… 2枚
塩、こしょう …………………………… 少々

牛肉は細切りにして耐熱容器に入れ、
Aをもみ込んでおく。

にんじんは4～5㎝長さのせん切り
にする。干ししいたけは水で戻し、
薄切りにする。戻し汁は水を足して
500ml用意する。

1ににんじん・豆もやし・ごま油を加
えてよく混ぜ合わせる。ラップなし
で庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約6分〉で加熱する。途中かき混ぜ
る。

1

2

3

3にBを加えて混ぜ、すき間※をあけ
てラップをする。
※ラップのかけかたは86ページ参照。

4を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約12分〉で加熱する。

ブザーが鳴ったら、しいたけを加えて
混ぜ、再びすき間※をあけてラップを
し、〈レンジ600W・約3分〉で加熱す
る。

加熱終了後、塩・こしょうで味を調え
る。

4

5

6

7

作りかた

A

B

春雨40gを4～5㎝に切り、作りかた
5で一緒に加える。

付属品は使用しません

ミネストローネ

材料／2～3人分
ベーコン………………………………… 1枚
玉ねぎ………………………… ¼  個（50g）
にんじん……………………… ¼  本（50g）
セロリ………………………… ¼  本（25g）
じゃがいも…………………… ¼  個（40g）
オリーブ油………………………… 大さじ1
ブイヨンスープ …………………300ml
トマト水煮缶 …………………… 200g
ローリエ …………………………… 1枚

大豆の水煮………………………………50g
塩、こしょう …………………………… 少々
ローズマリー（お好みで）……………… 適宜

ベーコン・玉ねぎ・にんじん・セロリ・
じゃがいもをさいの目に切る。

耐熱容器に1とオリーブ油を入れる。
ラップなしで庫内中央に置き、〈レン
ジ600W・約2分30秒〉で加熱する。

2にAを加えてトマトをくずしながら
よく混ぜ合わせ、すき間※をあけてラ
ップをする。
※ラップのかけかたは86ページ参照。

1

2

3

3を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約12分〉で加熱する。

ブザーが鳴ったら、大豆を加えて混
ぜ、再びすき間※をあけてラップを
し、〈レンジ600W・約3分〉で加熱す
る。

加熱終了後、塩・こしょうで味を調え、
お好みでローズマリーを飾る。

4

5

6

作りかた

スパゲティ40gを三つ折りにし、作
りかた3で一緒に加える。

A

付属品は使用しません

煮
物
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煮
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きのこの
クラムチャウダー

材料／2～3人分
しめじ……………………………………70g
えのき茸…………………………………70g
マッシュルーム…………………………70g
玉ねぎ…………………………½  個（100g）
ベーコン………………………………… 1枚
あさり（むき身）…………………………30g
固形スープの素………………………… 1個
水………………………………………200ml
牛乳 ………………………………200ml
片栗粉 ………………………… 小さじ1

塩、こしょう …………………………… 少々

しめじ・えのき茸・マッシュルーム
は食べやすい大きさにし、玉ねぎは薄
切りに、ベーコンは1㎝幅に切る。

耐熱容器に1のきのこ・玉ねぎ・ベ
ーコン・あさりと固形スープの素・
水を入れ、すき間※をあけてラップを
する。
※ラップのかけかたは86ページ参照。

1

2

2を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約12分〉で加熱する。

ブザーが鳴ったら、Aを入れてよく混
ぜ合わせ、再びすき間※をあけてラッ
プをし、〈レンジ600W・約3分〉で加
熱する。

加熱終了後、塩・こしょうで味を調え
る。

3

4

5

作りかた

A

スパゲティ40gを三つ折りにし、作
りかた2で一緒に加える。

付属品は使用しません

豆腐と春雨の
コーンスープ

春雨は5㎝に切り、たけのこは5㎜角
の5㎝長の細切りに、豆腐は1㎝角の5
㎝長に切る。ねぎは斜め切りにする。

耐熱容器にAと長ねぎを入れて、すき
間※をあけてラップをする。
※ラップのかけかたは86ページ参照。

2を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約8分〉で加熱する。

1

2

3

ブザーが鳴ったら、1の春雨・たけの
こ・こしょうを入れてひと混ぜし、さ
らに溶き卵をまわし入れて軽く混ぜ、
最後に豆腐を加える。

4に再びすき間※をあけてラップを
し、〈レンジ600W・約3分〉で加熱す
る。

加熱終了後、香り付けにごま油を加え
る。

4

5

6

作りかた

材料／2～3人分
春雨………………………………………50g
ゆでたけのこ……………………………30g
絹ごし豆腐…………………………… ½  丁
卵………………………………………… 1個
長ねぎ………………………………… ½  本
コーン缶（クリーム） …………… 200g
鶏がらスープ ………………… 2カップ
酒 ……………………………… 大さじ1
砂糖 ………………………… ふたつまみ
塩 …………………………… 小さじ¼  

こしょう………………………………… 少々
ごま油…………………………………… 少々

A

付属品は使用しません

煮
物
・
煮
込
み



89

豚肉は細切りにして耐熱容器に入れ
Aをもみ込んでおく。豆腐は1㎝角の
3㎝長、たけのこ・セロリは5㎜角の
5㎝長の細切り、しいたけは戻して薄
切りにする。

1の豚肉の入った容器をラップなし
で庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約4分30秒〉で加熱する。途中かき
混ぜる。

2にたけのこ・しいたけ・鶏がらス
ープの素・水を加えて混ぜ合わせ、す
き間※をあけてラップをする。
※ラップのかけかたは86ページ参照。

1

2

3

3を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約12分〉で加熱する。

ブザーが鳴ったら、セロリ・Bを入れ
てよく混ぜ合わせ、溶き卵をまわし入
れて軽く混ぜ、豆腐を加える。再びす
き間※をあけてラップをし、〈レンジ
600W・約3分〉で加熱する。

加熱終了後、お好みでラー油・香菜を
添える。

4

5

6

作りかた

材料／2～3人分
豚肩ロース肉………………………… 150g
しょうが汁 ………………… 小さじ½  
酒 …………………………… 小さじ½  
塩、こしょう ……………………… 少々
片栗粉 ……………………… 小さじ½  

ゆでたけのこ……………………………60g
干ししいたけ…………………………… 2枚
鶏がらスープの素………………… 小さじ1
水………………………………………500ml
絹ごし豆腐…………………………… ⅓  丁
セロリ……………………………………20g
卵………………………………………… 1個
酢 ……………………………… 大さじ1
酒 …………………………… 大さじ½  
しょうゆ …………………… 小さじ½  
塩 …………………………… 小さじ⅓  
片栗粉 ………………………… 小さじ1
水 ……………………………大さじ1⅓  

ラー油、香菜（お好みで） ……………… 適宜

酸辣湯
（スーラータン）

A

B

春雨40gを4～5㎝に切り、作りかた
4で一緒に加える。

白菜とチキンの
豆乳スープ

材料／2～3人分
鶏むね肉……………………………… 200g
酒…………………………………… 大さじ1
白菜…………………………………… 300g
えのき茸……………………………… 150g
長ねぎ………………………………… ½  本
ごま油……………………………… 大さじ1
鶏がらスープの素 …………… 小さじ1
水 …………………………………200ml
酒 ……………………………… 大さじ1
塩 …………………………… 小さじ½  

豆乳……………………………………300ml
片栗粉……………………………… 小さじ1

鶏肉は一口大に切って酒をもみ込む。
白菜はざく切り、えのき茸は4～5㎝
に、ねぎは斜め切りにする。

耐熱容器に鶏肉・白菜・ごま油を入
れる。ラップなしで庫内中央に置き、
〈レンジ600W・約7分30秒〉で加熱
する。途中かき混ぜる。

2にえのき茸とAを加えて混ぜ合わ
せ、すき間※をあけてラップをする。
※ラップのかけかたは86ページ参照。

1

2

3

3を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約10分〉で加熱する。

ブザーが鳴ったら、豆乳・片栗粉・ね
ぎを加えて混ぜ、再びすき間※をあけ
てラップをし、〈レンジ600W・約3
分〉で加熱する。

4

5

作りかた

かぶ200gを皮をむいて大きめに切
り、えのき茸のかわりに作りかた3で
一緒に加える。

A

付属品は使用しません

付属品は使用しません 煮
物
・
煮
込
み
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深めの耐熱容器に材料をすべて入れ、
よく割りほぐす。ハム・チーズのとき
は卵がほぐれたら、加えて合わせる。
（一種類ずつ、別々に加熱します）

1 ラップをかけずに1を庫内中央に置
き、【36 3分メニュー】〔弱め２〕を
選んでスタートを押す。 加熱開始
卵が固まってきたら、途中、3回ほど
しっかりとほぐす。

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約2分20秒〉

2
作りかた

おくらの
チーズ焼き

豆もやしの
塩昆布炒め

材料／2人分
豆もやし……………………………… 100g
塩昆布（細切り）………………………… 適宜
粗びき黒こしょう……………………… 少々
万能ねぎ………………………………… 適宜

おくらは塩をまぶしてうぶ毛をこす
り取る。洗って水気を切ったら、へ
たを切り落とす。

Aを混ぜ、合わせみそを作る。耐熱皿
におくらを並べて、合わせみそをぬ
り、チーズをかける。

1

2

2を庫内中央に置き、【36 3分メニ
ュー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約3分〉

お好みで刻みのりを飾る。

3

4

作りかた

豆もやしは洗って根を取り、水気を
切る。万能ねぎは小口切りにする。

耐熱容器にもやし・塩昆布を入れ、
よく混ぜ合わせる。

1

2

2にラップをして、庫内中央に置き、
【36 3分メニュー】を選んでスター
トを押す。 加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約3分〉

3
作りかた

スクランブルエッグ
（プレーン・ハム・チーズ）

付属品は使用しません

付属品は使用しません

付属品は使用しません

材料／2人分
〈プレーン〉
卵………………………………………… 2個
牛乳………………………………… 大さじ2
塩、こしょう ………………………… 各少々
〈ハム〉
プレーン材料…………………………… 全量
ロースハム（粗みじん切り）…………… 2枚
〈チーズ〉
プレーン材料…………………………… 全量
プロセスチーズ（粗みじん切り）………30g

材料／2人分
おくら………………………………… 10本
ナチュラルチーズ（ピザ用）……………30g
〈合わせみそ〉

みそ …………………………… 小さじ1
みりん ……………………… 小さじ½  
酒 …………………………… 小さじ½  
砂糖 ………………………… 小さじ½  

刻みのり（お好みで）…………………… 適宜

プレーンプレーン
チーズチーズ

ハムハム

A

加熱終了後、黒こしょうをふり、万能
ねぎを散らす。

4

ご注意ください
卵はよく割りほぐしてください。深めの
耐熱容器を使い、ラップはしないでくだ
さい。（破裂したり、卵が膨らんで容器か
らあふれたりする恐れがあります）

お
手
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耐熱容器に豆腐以外の材料を入れて
よく混ぜる。1 1にラップをして庫内中央に置き、【36 

3分メニュー】を選んでスタートを押
す。 加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約3分〉

2
作りかた

肉みそ豆腐
付属品は使用しません

材料／2人分
豆腐……………………………………… 半丁
豚ひき肉…………………………………50g
長ねぎ（みじん切り）…………………… 5㎝
みそ……………………………… 大さじ½  
砂糖……………………………… 大さじ½  
酒…………………………………… 大さじ1
だし汁……………………………大さじ1½  

アボカドの
チーズ焼き

アボカドは縦半分に切り込みを入
れ、種にそってぐるりと１周包丁を
入れる。左右の実を持ってまわし、
二つに分ける。種に包丁の刃の角を
立てて刺し、包丁をひねって種を取
る。皮と果肉の間に指を入れて皮を
むき、縦にスライスする。

1 耐熱皿にアボカド・チーズの順にの
せ、塩・こしょうをする。

2を庫内中央に置き、【36 3分メニュ
ー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約3分〉

2

3

作りかた

付属品は使用しません

材料／2人分
アボカド（熟したもの）………………… １個
ナチュラルチーズ（ピザ用）……………30g
塩、こしょう …………………………… 少々

耐熱ボウルにAを入れ、ざっと混ぜ、
ラップをする。

1を庫内中央に置き、【36 3分メニュ
ー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約3分〉

1

2

作りかた

ミックスビーンズ
の温サラダ

付属品は使用しません

材料／2人分
ミックスビーンズ（ドライパック） …100g
厚切りハム（1㎝角切り） …………40g
らっきょう甘酢漬け（粗みじん切り） …30g
パプリカ（1㎝角切り） ……………30g
オリーブ油 …………………… 大さじ1
塩 …………………………… 小さじ½  
こしょう …………………………… 適宜

レモン汁…………………………… 大さじ1
粉チーズ…………………………… 小さじ2
パセリ（みじん切り）……………… 小さじ2

A
加熱終了後、レモン汁・粉チーズ・パ
セリを加えて、よく混ぜる。

3

加熱終了後、一度混ぜてから豆腐にか
ける。
※温かい豆腐のときは、豆腐だけを耐
熱容器に入れ、〈レンジ500W・約
3分〉で加熱し、肉みそをかける。

3

お
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むきえびは片栗粉（小さじ2）と少量
の水を加えて指先で軽くもみ、水洗い
してしっかり水気を取る。

耐熱ボウルにむきえび・玉ねぎ・ミニ
トマト・オリーブ・さやえんどうの順
に入れ、Aを加えてラップをする。

1

2

作りかた

小えびと野菜の
マリネ

付属品は使用しません

材料／2人分
むきえび（小）※ ……………… 50g（12尾）
玉ねぎ（5㎜幅の薄切り） …… 50g（¼  個）
ミニトマト（2～4つ割り） ……………60g
オリーブ（3等分の輪切り） …………… 5個
さやえんどう（筋を取り、斜め半分に切る）
　 ……………………………… 12枚（20g）
オリーブ油 …………………… 大さじ1
塩 …………………………… 小さじ¼  
こしょう …………………………… 適量

レモン汁…………………………… 大さじ1
粉チーズ………………………………… 適量

A

※ えびが大きい場合は、背中から半分に切り、
仕上がり調節「強め」で加熱してください。

2を庫内中央に置き、【36 3分メニュ
ー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約3分〉

加熱終了後、ざっと混ぜて粗熱を取
り、レモン汁と粉チーズを加える。

3

4

ほうれん草の
ベーコンソテー

ほうれん草は洗って5㎝に切る。ベ
ーコンは1㎝幅に切る。

耐熱ボウルに1とバターを入れ、ラッ
プをする。

1

2

作りかた

付属品は使用しません

材料／2人分
ほうれん草…………………………… 200g
ベーコン…………………………………50g
バター……………………………………10g
塩、こしょう …………………………… 少々

2を庫内中央に置き、【36 3分メ
ニュー】〔強め2〕を選んでスタートを
押す。 加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約3分40秒〉

加熱終了後、塩・こしょうで味を調える。

3

4

じゃがいもの
カレー炒め

材料／2人分
じゃがいも…………………… 1個（150g）
合びき肉…………………………………50g
カレー粉………………………… 大さじ½  
塩、こしょう …………………………… 少々
パセリ（みじん切り）…………………… 適宜

じゃがいもは5㎝長さの拍子木切り
にする。

耐熱容器にパセリ以外の材料を入
れ、ひき肉が固まらないようによく
混ぜ、ラップをする。

1

2

2を庫内中央に置き、【36 3分メニュ
ー】〔強め3〕を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約4分〉

加熱終了後、ひき肉をほぐすように全
体を混ぜ、パセリをふる。

3

4

作りかた

付属品は使用しません
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アジアン・
チキンスティック

材料／2人分
鶏むね肉（皮なし）…………………… 200g
ごぼう（皮をそいで縦8等分） …………50g
はちみつ ……………………… 小さじ1
塩 …………………………… 小さじ½  
こしょう …………………………… 適宜
すりおろしにんにく ………… 小1片分
オリーブ油 ………………… 大さじ½  
トマトペースト ……………… 大さじ1
ウスターソース ……………… 大さじ1
カレー粉 …………………… 小さじ¼  

マヨネーズ……………………………… 適宜
ベビーリーフなど……………………… 適宜

ごぼうは酢水（分量外）につけておく。
Bは合わせてよく混ぜておく。

鶏肉は厚さ1㎝のスティック状に切
り、Aを加えて、よくもみ込む。

2にBと水気を切ったごぼうを加え
てよく混ぜ、浅めの耐熱容器に重な
らないように広げる。

1

2

3

作りかた

付属品は使用しません

A

B

3を庫内中央に置き、【37 5分メニュ
ー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約5分〉

加熱終了後、皿に盛り、マヨネーズを
かけてベビーリーフを添える。

4

5

じゃがいもとベーコン
のバターソテー

材料／2人分
じゃがいも…………………… 1個（150g）
ベーコン…………………………………40g
バター……………………………… 大さじ1
黒こしょう……………………………… 適宜
塩………………………………………… 少々
乾燥パセリ……………………………… 適宜

じゃがいもは皮をむいて、一口大に
切る。ベーコンは食べやすい大きさ
に切る。

耐熱容器に、じゃがいも・ベーコン・
バターを入れて塩・こしょうをし、
ラップをする。

1

2

2を庫内中央に置き、【37 5分メ
ニュー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約5分〉

加熱終了後、パセリをふる。

3

4

作りかた

付属品は使用しません

野菜炒め

材料／2人分
キャベツ（乱切り）…………………… 200g
にんじん（いちょう切り）………………50g
ピーマン（乱切り）……………………… 1個
玉ねぎ（串切り）…………………………50g
ロースハム（1㎝幅） ……………………50g
鶏がらスープの素 …………… 小さじ1
ごま油 ………………………… 小さじ1

塩、こしょう …………………………… 少々

材料を切り、耐熱ボウルに入れる。

1にＡを加えて混ぜ、ラップをする。

1
2

作りかた

付属品は使用しません

A

2を庫内中央に置き、【37 5分メニュ
ー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約5分〉

加熱終了後、塩・こしょうで味を調える。

3

4
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小松菜の煮浸し

材料／2人分
小松菜………………………………… 200g
油揚げ……………………………………50g
しょうゆ ……………………… 大さじ1
砂糖 …………………………… 大さじ1
だし汁 ………………………… 大さじ3

小松菜は洗って5㎝に切り、油揚げは
1㎝幅に切る。

耐熱ボウルに1とＡを入れて混ぜ、ラ
ップをする。

1

2

作りかた

付属品は使用しません

A

さといもの
ホットサラダ

さといもは洗って皮をむき、5㎜角の
細切りにする。

深めの耐熱容器にさといも・Aを入
れて混ぜ合わせ、ラップをする。

1

2

2を庫内中央に置き、【37 5分メ
ニュー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約5分〉

加熱終了後、パセリをふる。

3

4

作りかた

付属品は使用しません

材料／2人分
さといも……………………………… 200g
オリーブ油 …………………… 大さじ1
レモン汁 ……………………… 小さじ1
塩 …………………………………… 少々
黒こしょう ………………………… 少々

乾燥パセリ……………………………… 少々

A

きんぴらごぼう

材料／2人分
ごぼう………………………………… 100g
にんじん…………………………………30g
酒…………………………………… 大さじ1
みりん……………………………… 大さじ1
砂糖………………………………… 大さじ1
しょうゆ…………………………… 大さじ1
桜えび……………………………… 大さじ1

ごぼうは洗って皮をこそぎ、5㎝長さ
の細切りにする。にんじんも同様に
細切りにする。ごぼうはぬるま湯に
５分くらいつけてアクを抜き、水気
を切る。

耐熱容器に材料をすべて入れ、混ぜ
合わせる。

1

2

オーブンシートで落としぶたを作って
かぶせ、ラップをする。

3を庫内中央に置き、【37 5分メ
ニュー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約5分〉

3

4

作りかた

付属品は使用しません

2を庫内中央に置き、【37 5分メ
ニュー】〔強め3〕を選んでスタートを
押す。 加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約6分〉

3

● めんつゆ でお手軽に
 めんつゆ（記載の説明に従い希釈する）
60mlをＡの代わりに。
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ひじきの煮物

ひじきを水で戻し、ザルで水気を切
る。材料を切る。

耐熱ボウルに１・Ａ・サラダ油を入
れて混ぜる。

オーブンシートで落としぶたを作っ
てかぶせ、ラップをする。

1

2

3

作りかた

付属品は使用しません

材料／2人分
ひじき（乾燥）……………………………15g
にんじん（細切り）………………………30g
油揚げ（細切り）…………………………20g
しょうゆ ……………………… 大さじ1
砂糖 …………………………… 小さじ2
酒 ……………………………… 小さじ2

サラダ油…………………………… 小さじ1

3を庫内中央に置き、【37 5分メ
ニュー】〔強め3〕を選んでスタートを
押す。 加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約6分〉

4

A

なすは4～8等分し、皮に格子状の切
れ目を入れる。

浅めの耐熱容器に1・Ａ・サラダ油・
おろししょうがを入れて混ぜる。

オーブンシートで落としぶたを作っ
てかぶせ、ラップをする。

1

2

3

3を庫内中央に置き、【37 5分メ
ニュー】〔強め3〕を選んでスタートを
押す。 加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約6分〉
加熱終了後、かつお節削りをのせる。

4

5

作りかた

なすの煮物
付属品は使用しません

材料／2人分
なす……………………………… 正味150g
しょうゆ ……………………… 大さじ1
砂糖 …………………………… 小さじ1
みりん ………………………… 小さじ2
水 ……………………………… 大さじ5

サラダ油…………………………… 小さじ1
おろししょうが…………………… 小さじ1
かつお節削り…………………………… 適宜

A

深めの耐熱容器に材料をすべて入れ、
混ぜ合わせる。

オーブンシートで落としぶたを作っ
てかぶせ、ラップをする。

1

2

2を庫内中央に置き、【37 5分メ
ニュー】〔強め2〕を選んでスタート
を押す。 加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約5分40秒〉

3
作りかた

かぼちゃの煮物
付属品は使用しません

材料／2人分
かぼちゃ（種を取って食べやすい大きさに切る）
　 ……………………………………… 200g
だし汁……………………………… 大さじ2
しょうゆ…………………………… 大さじ1
みりん……………………………… 大さじ1

● めんつゆ でお手軽に
 めんつゆ（記載の説明に従い希釈する）
40mlをＡの代わりに。

● めんつゆ でお手軽に
 めんつゆ（記載の説明に従い希釈する）
100mlをＡの代わりに。

お
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ラタトゥイユ

材料／2人分
ズッキーニ（3㎜厚の薄切り） …………60g
なす（3㎜厚の薄切り） …………………50g
パプリカ（小さめの一口大）……………50g
玉ねぎ（薄切り）…………………………60g
しめじ（小房に分ける）…………………50g
トマトペースト ……………… 大さじ1
オリーブ油 …………………… 大さじ1
はちみつ ……………………… 小さじ1
顆粒コンソメ ………………… 小さじ1
塩、こしょう ……………………… 適宜

粉チーズ…………………………大さじ1½  
パセリ（みじん切り）…………………… 適宜

耐熱ボウルに切った野菜とAを入れ、
全体をよく混ぜ合わせ、ラップをす
る。

1
作りかた

付属品は使用しません

A

豚肉とピーマンの
炒め物

大きめの耐熱皿に、豚肉・酒・しょ
うゆを入れて混ぜる。

1にしょうが・ピーマン・Aを加え
て混ぜ合わせ、平らに広げてラップ
をする。

1

2

2を庫内中央に置き、【37 5分メ
ニュー】〔強め3〕を選んでスタート
を押す。 加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約6分〉

3
作りかた

付属品は使用しません

材料／2人分
豚バラ薄切り肉(細切り） …………… 140g
酒…………………………………… 小さじ2
しょうゆ…………………………… 小さじ2
しょうが（せん切り）…………………… 一片
赤・緑ピーマン（細切り）…………… 各2個
しょうゆ ……………………… 大さじ1
砂糖 …………………………… 小さじ1
片栗粉 ………………………… 小さじ2

A

アスパラガス・ブロッコリーは一口大
に切る。ウインナーは切れ目を入れる。

深めの耐熱容器に材料をすべて入れ、
ラップをする。

1

2

作りかた

温野菜と
ウインナー

付属品は使用しません

材料／2人分
アスパラガス…………………………… 4本
ブロッコリー………………………… 100g
ウインナー……………………………… 6本
塩、こしょう …………………………… 少々

2を庫内中央に置き、【37 5分メニュ
ー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約5分〉

加熱終了後、塩・こしょうで味を調える。

3

4

1を庫内中央に置き、【37 5分メニュ
ー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ500W・約5分〉

加熱終了後、粉チーズを加えてよく
混ぜ合わせ、パセリをふる。

22

3
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さといもの
そぼろ煮

材料／2人分
さといも（一口大）……………… 正味200g
豚ひき肉…………………………………50g
しょうゆ ……………………… 小さじ2
砂糖 …………………………… 小さじ2
酒 ……………………………… 小さじ2
水 ……………………………… 大さじ3

片栗粉……………………………… 小さじ1

さといもは皮をむいて一口大に切
り、軽く塩（分量外）をふって洗う。

耐熱容器に豚ひき肉・Ａ・片栗粉を
入れ、ひき肉が固まらないようによ
く混ぜる。

2に1のさといもを加えて混ぜる。

オーブンシートで落としぶたを作って
かぶせ、ラップをする。

1

2

3
4

4を庫内中央に置き、【38 8分メ
ニュー】〔弱め3〕を選んでスタートを
押す。 加熱開始
途中で一度かき混ぜる。

手動で調理するときは
〈レンジ600W・約6分〉

加熱終了後、ひき肉をほぐすように全
体を混ぜる。

5

6

作りかた

付属品は使用しません

● めんつゆ でお手軽に
 めんつゆ（記載の説明に従い希釈する）
70mlをＡの代わりに。

材料を切り、耐熱ボウルに入れる。Ａ
を加えて混ぜる。

オーブンシートで落としぶたを作っ
てかぶせ、ラップをする。

1

2

2を庫内中央に置き、【38 8分メニュ
ー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ600W・約8分〉

3
作りかた

肉じゃが
付属品は使用しません

材料／2人分
じゃがいも（一口大）…………… 正味200g
牛肉薄切り（5㎝幅） ………………… 100g
玉ねぎ（串切り）…………………………50g
しょうゆ ……………………… 大さじ1
砂糖 …………………………… 大さじ1
酒 ……………………………… 大さじ1
水 ……………………………… 大さじ3

A

● めんつゆ でお手軽に
 めんつゆ（記載の説明に従い希釈する）
80mlをＡの代わりに。

A

たらは3等分のそぎ切りにし、熱湯を
回しかけて臭みを取る。

鶏がらスープの素・コチュジャン・
みそ・水をよく混ぜておく。

耐熱ボウルに1・2・Aを入れてざっ
と混ぜ、ごま油を加え、ラップをする。

1
2

3

作りかた

たらのキムチチゲ
付属品は使用しません

材料／2人分
甘塩たら（切り身）………… 2切（1切80g）
大根（5㎜厚の短冊切り） …………80g
豆腐（一口大に切る） ………………60g
しめじ（小房に分ける） ……………80g
刻み白菜キムチ ……………………80g

鶏がらスープの素（顆粒）………… 小さじ2
コチュジャン……………………大さじ1½  
みそ………………………………… 小さじ2
水……………………………………… 80ml
ごま油……………………………… 大さじ1
万能ねぎ…………………………… 2～3本

A

3を庫内中央に置き、【38 8分メニュ
ー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ600W・約8分〉

加熱終了後、5㎝に切った万能ねぎを
加えて混ぜ、余熱で火を通す。

4

5

お
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酢豚

材料／2人分
豚ロース肉（とんかつ用）…………… 100g
塩、こしょう …………………………… 少々
薄力粉……………………………… 小さじ1
サラダ油…………………………… 小さじ1
玉ねぎ………………………………… 100g
ピーマン…………………………………40g
にんじん…………………………………40g
ゆでたけのこ……………………………40g
トマトケチャップ …………… 大さじ2
砂糖 …………………………… 大さじ2
しょうゆ ……………………… 大さじ1
酒 ……………………………… 大さじ1
チキンスープの素 ………… 小さじ½  
水 ……………………………… 大さじ2
片栗粉 ………………………… 小さじ1
酢 ……………………………… 大さじ2

作りかた

A

B

麻婆なす

材料／2人分
なす…………………………………… 200g
豚ひき肉……………………………… 100g
おろししょうが ……………… 小さじ1
豆板醤 ………………………… 小さじ1
サラダ油 ……………………… 小さじ2
しょうゆ ……………………… 大さじ1
砂糖 …………………………… 大さじ1
水 ………………………………… 80ml
片栗粉 ………………………… 小さじ1
水 ……………………………… 大さじ1

なすはへたと先端を切り落として1㎝
厚の輪切りにする。

豚ひき肉にAを加えて混ぜる。

耐熱容器になす・2の順に入れる。

オーブンシートで落としぶたを作っ
てのせ、ラップをする。

4を庫内中央に置き、【38 8分メニュ
ー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ600W・約8分〉

1
2
3
4

5

作りかた

付属品は使用しません

付属品は使用しません

玉ねぎ・にんじん・たけのこは一口大
に切る。ピーマンはへたと種を取っ
て一口大に切る。

豚肉は片面に5㎜間隔で格子状に切
れ目を入れ、2㎝の角切りにする。ビ
ニール袋に入れ、塩・こしょう・薄力
粉をまんべんなくまぶし、サラダ油を
からませる。

深めの耐熱容器に1・2を入れてAを
回しかけ、ラップをする。

3を庫内中央に置き、【38 8分メニュ
ー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ600W・約8分〉

1

2

3

4
加熱終了後、熱いうちによく溶いたB
を加えて混ぜ、余熱でとろみをつける。

5

加熱終了後、熱いうちによく溶いたB
を加えて混ぜ、余熱でとろみをつける。6

B

A

肉だんごの甘酢あんかけ

材料／2人分
〈肉だんご〉
豚ひき肉……………………………… 200g
玉ねぎ（みじん切り）………………… 100g
おろししょうが…………………… 小さじ1
ごま油……………………………… 小さじ1
片栗粉……………………………… 大さじ1
しょうゆ…………………………… 小さじ1
酒…………………………………… 小さじ1
〈甘酢あん〉

砂糖 …………………………… 大さじ2
トマトケチャップ …………… 大さじ2
酢 ……………………………… 大さじ3
しょうゆ …………………… 大さじ½  
水 ………………………………… 70ml
片栗粉 ………………………… 小さじ2
水 ……………………………… 大さじ1

〈肉だんごを作る〉
容器に肉だんごの材料をすべて入れ、
よく混ぜる。

10等分して丸め、大きめの耐熱皿に
並べてラップをする。

2を庫内中央に置き、【38 8分メニュ
ー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ600W・約8分〉

〈甘酢あんを作る〉
耐熱容器にAを入れて混ぜる。庫内
中央に置き、〈レンジ600Ｗ・約2分〉
で加熱する。

1

2

3

4

作りかた付属品は使用しません

A

B

加熱終了後、熱いうちによく溶いたB
を加えて混ぜ、余熱でとろみをつけ
る。

5
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鶏肉とブロッコリーの炒め物

材料／4人分
鶏もも肉……………………………… 150g
塩、こしょう ……………………… 少々
片栗粉 ………………………… 小さじ1

ブロッコリー…………………½  株（150g）
玉ねぎ………………………………… ½  個
ザーサイ（味付き）………………………30g
〈たれ〉

ごま油 ……………………… 大さじ½  
しょうゆ ……………………大さじ1½  

鶏肉は一口大に切り分け、Ａをまぶ
す。

ブロッコリーは小房に分け、大きいも
のは縦半分に切る。玉ねぎはくし形
に切って2等分し、ザーサイは細切り
にする。

深めの耐熱容器に1と2を混ぜ合わ
せ、Ｂをよく混ぜてまわしかける。

ラップをふんわりかけて庫内中央に
置き、【38 8分メニュー】〔強め1〕を
選んでスタートを押す。 加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ600W・約8分30秒〉

1

2

3

4

作りかた

A

B

えびときのこのチリソース

材料／4人分
むきえび（大）………………………… 250g
酒 ……………………………… 大さじ1
塩 …………………………………… 少々
片栗粉 ……………………… 大さじ½  

長ねぎ（みじん切り）……………… ½  本分
しめじ（小房に分ける）…………… 1パック
〈たれ〉

チリソース …………………大さじ1½  
トマトケチャップ …………… 大さじ4
ごま油 ……………………… 大さじ½  
湯 …………………………… カップ⅓  
片栗粉 ……………………… 大さじ½  
水 ……………………………… 大さじ1

えびは背わたを取り、Aをもみ込み約
10分おく。

深めの耐熱容器に1と長ねぎ・しめ
じを混ぜ合わせ、Bをよく混ぜてまわ
しかける。

ラップをふんわりかけて庫内中央に
置き、【38 8分メニュー】〔強め1〕を
選んでスタートを押す。 加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ600W・約8分30秒〉

加熱終了後、熱いうちによく溶いたC
を加えて混ぜ、余熱でとろみをつけ
る。

1

2

3

4

作りかた

A

B

シーフードチャーハン

材料／4人分
シーフードミックス…………150～200g
酒 ……………………………… 小さじ1
しょうゆ ……………………… 小さじ1
しょうが汁 …………………… 小さじ1
ごま油 ………………………… 小さじ1
長ねぎ（みじん切り） …………… ½  本

グリーンピース…………………………30g
ごはん（温かいもの）………………… 400g
オイスターソース …………大さじ1½  
塩、こしょう ……………………… 少々

卵………………………………………… 2個
レタス…………………………………… 4枚

シーフードミックス（冷凍のものは解
凍する）にＡをかけてもみ混ぜ、約10
分おく。

深めの耐熱容器に1とごはん・グリ
ーンピースを合わせ、Ｂを加えてムラ
なく混ぜ合わせる。

溶き卵を2の上にかけ、大きく1～2
回混ぜたら庫内中央に置き、【38 8分
メニュー】〔強め1〕を選んでスタート
を押す。 加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ600W・約8分30秒〉

加熱後、卵をほぐすように混ぜ、ち
ぎったレタスを混ぜて器に盛る。

1

2

3

4

作りかた

A

B

付属品は使用しません

付属品は使用しません

付属品は使用しません

C
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にらは洗って長さ半分に切り、ラッ
プで包んで平皿にのせる。

1を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約3分50秒〉で加熱する。

2のにらが冷めたら水気を軽く絞る。
そのままの形で2等分し、全体に塩と
ごま油をまぶして軽くもむ。ハムは
せん切りにする。

ラップを広げてのりを置き、手前に
3のにらとハムの半量を同じ太さに
なるようにのせる。上からすりごま
をふってラップを使って手前から巻
き、同様にもう１本巻く。

1

2

3

4

作りかた

にらハムのナムル巻き

材料／4人分
にら…………………………… 2わ(200g)
ハム………………………… 3～4枚(50g)
のり……………………………………… 2枚
塩………………………………………… 少々
ごま油……………………………… 小さじ1
すり白ごま………………………… 小さじ2

付属品は使用しません

ハッシュドビーフ

材料／2人分
牛薄切り肉…………………………… 160g
塩、こしょう …………………………… 適宜
薄力粉……………………………… 小さじ2
玉ねぎ(薄切り） ……………………… 100g
しめじ、舞茸（小房に分ける） ………各50g
トマトペースト ……………… 大さじ1
ウスターソース ……………… 大さじ2
野菜ジュース（砂糖無添加） ……100ml
顆粒コンソメ ……………… 小さじ½  

ブラックチョコレート………………… 6g
バター……………………………… 大さじ1
サワークリーム………………………… 適宜
パセリ…………………………………… 適宜

牛肉をバッドなどに広げ、塩・こしょ
うをして薄力粉をふる。

Aをよく混ぜておく。

耐熱ボウルに玉ねぎ・きのこ類・牛
肉の順に広げて入れる。

3に2を回しかけ、小さく割ったチョ
コレート・ちぎったバターをのせて
ラップをする。

4を庫内中央に置き、【38 8分メニュ
ー】を選んでスタートを押す。
加熱開始

手動で調理するときは
〈レンジ600W・約8分〉

1

2
3

4

5

作りかた付属品は使用しません

加熱終了後、よく混ぜ合わせ、サワー
クリームを加え、パセリを散らす。6

A

かぼちゃは種とワタを除き、5～6㎜
厚さのいちょう切りにする。

耐熱容器にＡを入れて混ぜ、かぼちゃ
を加えて混ぜ合わせる。その上にバ
ターをちぎってのせ、ラップをする。

2を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約9分30秒〉で加熱する。途中で上
下をかき混ぜる。

加熱終了後、ラップを落としぶたのよ
うにかけ直し、粗熱が取れるまでお
く。

1

2

3

4

作りかた

かぼちゃのみそバター煮

材料／4人分
かぼちゃ………………………… 正味400g

みそ ………………………… 大さじ1
赤砂糖または砂糖 ………… 大さじ2
みりん ……………………… 大さじ1
しょうゆ ………………… 大さじ½  

バター……………………………………15g

A

付属品は使用しません

ラップに包んだまま10分くらいお
き、ラップを取って、食べやすい長さ
に切る。

5
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豚肉は一口大に切る。Ａで合わせ調
味料を作り、豚肉に加えてからめる。

キャベツは洗って固い芯を除いて4
～5㎝角に切る。

耐熱容器にキャベツを入れ、その上に
1の豚肉を広げてのせ、ラップをする。

3を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約8分〉で加熱する。加熱後、熱いう
ちに混ぜる。

1

2

3

4

作りかた

ホイコーロー風キャベツ

材料／4人分
豚バラ薄切り肉……………………… 200g
キャベツ………………………… 正味300g
〈合わせ調味料〉

みそ …………………………… 大さじ2
砂糖 …………………………… 大さじ1
ごま油 ………………………… 大さじ1
しょうゆ …………………… 大さじ½  
豆板醤 ……………………… 小さじ½  
おろししょうが ……………… 小さじ1
片栗粉 ………………………… 小さじ1

A

大きめの耐熱容器にＡを入れてよく
混ぜ、ホタテをほぐしながら缶汁ごと
加えて混ぜておく。

小松菜は洗って、7～8㎝長さに切る。

1に小松菜を加えて混ぜ、ラップをす
る。

3を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約6分30秒〉で加熱する。加熱後、熱
いうちに全体を混ぜる。

1

2
3

4

作りかた

小松菜とホタテの中華煮

材料／4人分
小松菜………………………… 1わ(300g)
ホタテ貝柱水煮………………… 1缶(70g)
しょうが(せん切り) ……………… 1片
酒 ……………………………… 大さじ1
鶏がらスープの素 ………… 小さじ½  
オイスターソース ………… 大さじ½  
しょうゆ ……………………… 小さじ1
砂糖 …………………………… 小さじ1
こしょう …………………………… 少々
片栗粉 ………………………小さじ1½  
水 …………………………… ¼  カップ

A

付属品は使用しません

付属品は使用しません

ボウルに卵を溶きほぐし、コンビーフ
をほぐして加え、塩・こしょう・Ａを
加えて混ぜ合わせる。

ゴーヤは洗って縦半分に切り、種とワ
タを取り除いて薄切りにする。もや
しは手で根を取る。

大きめの耐熱容器にゴーヤとマヨネ
ーズを入れて混ぜ、ラップをする。

3を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約2分30秒〉で加熱する。
加熱終了後、よく混ぜ合わせてもやし
をのせ、1を上からかけてラップをす
る。

5を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約5分〉で加熱する。加熱後、熱いう
ちに全体を混ぜる。

1

2

3

4

5

6

作りかた

ゴーヤのチャンプルー風

材料／4人分
ゴーヤ………………… 1本(230～250g)
もやし………………………………… 200g
コンビーフ…………………… 1缶(100g)
マヨネーズ………………………… 大さじ1
卵………………………………………… 2個
塩………………………………… 小さじ¼  
こしょう………………………………… 少々
〈水溶き片栗粉〉

片栗粉 ………………………… 小さじ1
水 ……………………………… 小さじ1A

付属品は使用しません
お
手
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クリームチーズは室温に出してやわ
らかくしておく。ほうれん草は洗っ
て根を切り落とし、水気を切らずに
ラップで包んで平皿にのせる。

1のほうれん草を庫内中央に置き、
〈レンジ600W・約2分40秒〉で加熱
する。

加熱後、水に取って冷まし、水気を
絞って4㎝長さに切り、塩少 （々分量
外）をまぶす。

ベーコンを平皿にのせて庫内中央に
置き、〈レンジ600W・約1分〉で加熱
する。加熱後、脂をキッチンペーパー
でふき取り、粗熱が取れたら細かく刻
む。

1

2

3

4

作りかた

ボウルに1のクリームチーズを入れ、
マヨネーズ・塩・こしょうを加えて
なめらかになるまで混ぜ、3のほうれ
ん草を加えてあえ、器に盛り4を散ら
す。

5

ほうれん草のチーズあえ

材料／4人分
ほうれん草…………………… 1わ(200g)
クリームチーズ…………………………40g
ベーコン………………………… 1枚(20g)
マヨネーズ………………………… 小さじ2
塩、こしょう …………………………… 少々

付属品は使用しません

おくらは塩をまぶしてうぶ毛をこす
り取り、洗ってへたを切り落とす。

まな板に豚肉を広げて並べ、手前にお
くらを置いて巻く。巻き終わりを下
にして耐熱皿に並べる。

2に紹興酒・ごま油をふり、ラップを
軽くする。

3を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約7分〉で加熱する。

加熱終了後、Ａと4の豚肉の蒸し汁(大
さじ1)を合わせてかけだれを作る。

器に4の汁気を軽く切って盛り、5を
かける。

1

2

3

4

5

6

作りかた

豚巻きおくらレンジ蒸し

材料／4人分
おくら ……………………16本(150g)
塩 …………………………………… 少々

豚薄切り肉……………………16枚(200g)
紹興酒または酒…………………… 大さじ1
ごま油……………………………… 小さじ1
〈かけだれ〉

しょうゆ …………………… 大さじ1
酢 ………………………… 大さじ½  
ごま油 ……………………… 小さじ1
豆板醤 …………………… 小さじ¼  
長ねぎ(みじん切り) ………… 大さじ1
しょうが(みじん切り) ……… 小さじ1

A

付属品は使用しません

リヨン風ポテト

材料／4人分
じゃがいも（皮をむき5㎜厚に切る）
　……………………………… 2個（300g）
玉ねぎ（5㎜厚に切る）
 …………………………中½  個（100g）
バター ………………………… 大さじ1

塩、こしょう …………………………… 少々
ナチュラルチーズ（ピザ用）……………50g
パセリ（みじん切り）…………………… 適宜

耐熱容器にAを入れ、庫内中央に置
き、〈レンジ600W・約2分30秒〉で
加熱する。

じゃがいもに水をふり、平皿にのせ平
皿ごとラップで包む。庫内中央に置
き、〈レンジ600W・約5分〉で加熱す
る。

耐熱容器に2のじゃがいもを入れ、
1をのせ、塩・こしょうをし、チーズ
をのせる。庫内中央に置き、〈レンジ
600W・約3分40秒〉で加熱する。
仕上げにパセリを散らす。

1

2

3

作りかた

A

付属品は使用しません
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材料／2人分
しめじ………………………………… 100g
生しいたけ………………………………50g
マッシュルーム…………………………50g
サラダ油…………………………… 大さじ1
お好みのドレッシング………………… 適宜
パセリ（みじん切り）…………………… 少々

●  きのこ類は、ノンカロリーで食物繊
維が多く、ダイエットメニューに良
く利用されます。

きのこサラダ
きのこ類は石づきを取り、食べやすい
大きさに切り分ける。耐熱容器に入
れてサラダ油をかけ、ラップをする。

1を庫内中央に置き、〈レンジ600Ｗ・
約4分〉で加熱する。

2が熱いうちにドレッシングとパセ
リを加え、よく混ぜ合わせ、冷蔵庫で
冷やす。

1

2

3

じゃがいも、にんじんは5㎜の細さで
せん切りにし、いんげんは3等分に切
る。耐熱容器に入れ、ラップをする。

1を庫内中央に置き、〈レンジ600Ｗ・
約4分〉で加熱する。

加熱後、塩・こしょうをふり、マヨネー
ズであえる。

1

2

3

作りかた

作りかた

3色野菜のシャキシャキサラダ

●  じゃがいもはビタミンC、にんじんはビ
タミンA、いんげんはビタミンA・B・C
とカルシウムを少しずつ含んでいます。
ビタミンがバランスよく摂取できます。

材料／2人分
じゃがいも…………………… ½  個（75g）
にんじん………………………½  本（100g）
いんげん……………………………… 100g
塩、こしょう …………………………… 少々
マヨネーズ………………………… 大さじ4

付属品は使用しません

付属品は使用しません

小松菜のごまあえ

材料／4人分
小松菜………………………… 1わ（300g）
すりごま ……………………… 大さじ5
砂糖 …………………………大さじ1½  
しょうゆ ……………………大さじ1½  
だし汁 ………………………… 大さじ3

小松菜は洗って、水気を切らずにラッ
プで包み、平皿にのせる。庫内中央に
置き、〈レンジ600W・約4分30秒〉
で加熱する。加熱後、冷水にさらす。

1の小松菜をよく絞って、約3㎝の長
さに切る。

Aを混ぜ合わせ、2の小松菜をあえ
る。

1

2

3

作りかた

A

付属品は使用しません

ひたひたの量の薄い塩水に、あさりを
つけてしばらくおく。砂をはかせた
ら、カラをこすり合わせてよく洗う。

深めの耐熱皿に1のあさりを入れ、酒
をふりかけ、ラップをする。

2を庫内中央に置き、〈レンジ600W
・約4分30秒〉で加熱する。

1

2

3

作りかた

あさりの酒蒸し

材料／4人分
あさり（カラ付き）…………………… 400g
酒…………………………………… 大さじ3

付属品は使用しません
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材料／4人分
山いも………………………………… 200g
にんじん………………………½  本（100g）
きゅうり………………………………… 2本
だし昆布………………………10㎝長さ1枚
塩 …………………………… 小さじ⅓  
酒 ……………………………… 大さじ2
しょうゆ ……………… 大さじ1½  ～2

山いも・にんじんは皮をむき、約4㎝
の長さに切って約1㎝角の拍子切り
にする。きゅうりは所々皮をむき、約
4㎝の長さに切って縦に四つ切りに
する。だし昆布はせん切りにする。

1 耐熱容器に1と合わせたAを入れ、全
体を混ぜてラップをする。庫内中央
に置き、〈レンジ600W・約4分〉で加
熱する。

加熱終了後、全体を混ぜ合わせそのま
ま冷やす。

2

3

作りかた

A

キャベツの
中華漬け

大根の
レモン漬け

材料／4人分
キャベツ………………………………… 6枚
きゅうり………………………………… 1本
しょうが………………………………… 1片
塩 …………………………………… 少々
しょうゆ ……………………… 大さじ1
酒 ……………………………… 大さじ1
赤唐辛子（小口切り） …………… 1本分
ごま油 ……………………… 大さじ½  

白ごま……………………………… 大さじ1

材料／4人分
大根……………………………⅓  本（500g）
大根の葉………………………………… 少々
ラディッシュ…………………………… 4個
レモン………………………………… ½  個
塩 ……………………………… 小さじ1
酢 ……………………………… 大さじ4
砂糖 …………………………… 大さじ2

キャベツはざく切りにする。きゅう
りは約5㎜厚の小口切りにする。し
ょうがはせん切りにする。

1 耐熱容器に1と合わせたAを加え、全
体を混ぜてラップをする。庫内中央
に置き、〈レンジ600W・約4分〉で加
熱する。

加熱終了後、全体を混ぜ合わせて白ご
まをふり、そのまま冷やす。

2

3

作りかた

大根は皮をむき、縦に4等分にして約
5㎜厚のいちょう切りに、大根の葉は
小口切りにする。ラディッシュは薄
切りに、レモンは皮をむき縦に2等分
にしていちょう切りにする。

1 耐熱容器に1と合わせたAを加え、全
体を混ぜてラップする。庫内中央に
置き、〈レンジ600W・約4分〉で加熱
する。

加熱終了後、全体を混ぜ合わせそのま
ま冷やす。

2

3

作りかた

3色野菜の
昆布漬け

A

A

●  レモンのかわりに柚子もお試しくだ
さい。

付属品は使用しません

付属品は使用しません

付属品は使用しません
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レンジで簡単、ごはんとおかずを同時に調理　カフェごはん
1度で2人分のごはんとおかずが同時に調理できます。分量を減らしたり、増やしたりすると上手にできません。
105～107ページのごはんとおかずを自由に組み合わせてお試しください。
使用する容器とラップのかけかたは105ページをご参照ください。

材料／2人分
〈豚と厚揚げの四川風〉
豚バラ薄切り肉……………………… 100g
塩、こしょう ……………………… 少々
片栗粉 ………………………… 小さじ2

キャベツ……………………………… 150g
厚揚げ…………………………½  丁(100g)
おろししょうが…………………… 小さじ1
いんげん………………………………… 6本
みそ …………………………… 大さじ１
豆板醤 ……………………… 小さじ½  
しょうゆ …………………… 大さじ½  
みりん ………………………… 大さじ1
ごま油 ………………………… 小さじ1
水 …………………………………100ml

〈桜えびごはん〉
米………………………………………… 1合
桜えび ……………………………… 5g
鶏がらスープの素（粉末） …… 小さじ½  
おろししょうが（チューブ） … 小さじ2
ごま油 ………………………… 小さじ1
水 …………………………………180ml

米はといで水を切り、耐熱容器に入れ
る。Cを加えてラップをし、約30分浸
す。

豚肉は約5㎝の長さに切り、Aの塩・こ
しょうをし、片栗粉をまぶす。

野菜などの下ごしらえをする。
キャベツ：ざく切り
厚揚げ：約5㎜厚の薄切り
いんげん：約3㎜厚の斜め切り

耐熱容器に3のキャベツ・厚揚げ・い
んげん・2の豚肉・しょうがの順番に
入れる。

1

2

3

4

4に混ぜ合わせたBを加え、すき間をあ
けてラップをする。

1と5の容器を庫内に入れ、〈レンジ
600W・約15分〉→〈レンジ200W・
約10分〉で加熱する。

加熱終了後、ごはんをほぐし、おかずは
味が全体にまわるようによく混ぜる。

5

6

7

作りかた

A

B

C

豚と厚揚げの四川風
＆桜えびごはん

落とし込みにするか、ラップの
中心を2㎝ぐらいたるませて、
容器のふちにラップをぴったり
つける。

耐熱性容器（レンジ対応容器や耐熱140℃以上の容器）で
直径140～180㎜×深さ80㎜くらいの大きさのものを使
用してください。

★ ラップのかけかた

★ 使用する容器

ごはん おかず

★ 置きかた

付属品は使用しません

すき間をあけてラップをする。
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耐熱容器に2・3・しょうが・赤唐辛子・
めんつゆ・水を加える。全体を軽く混
ぜ、すき間をあけてラップをする。

1と4の容器を庫内に入れ、〈レンジ
600W・約15分〉→〈レンジ200W・
約10分〉で加熱する。

加熱終了後、ごはんをほぐし、おかずは
味が全体にまわるようによく混ぜる。

4

5

6

材料／2人分
〈豚のおろし煮〉
豚バラ薄切り肉……………………… 120g
しょうゆ ……………………… 小さじ2
酒 ……………………………… 小さじ1
片栗粉 ………………………… 小さじ2

お好みのきのこ（しめじなど） …………80g
小松菜……………………………………80g
大根…………………………………… 250g
おろししょうが（チューブ） ……… 小さじ1
赤唐辛子…………………………… 1～2本
めんつゆ（３倍希釈） ………… 大さじ１½  
水……………………………………… 50ml

〈しょうがごはん〉
米………………………………………… 1合
しょうが（せん切り）※ ……………10g
塩 …………………………… 小さじ½  
ごま油 ………………………… 小さじ1
水 …………………………………180ml

米はといで水を切り、耐熱容器に入れ
る。Bを加えてラップをし、約30分浸
す。

豚肉は一口大に切り、Aのしょうゆと
酒をふってしばらくおき、片栗粉をま
ぶす。

野菜などの下ごしらえをする。
きのこ：食べやすい大きさに切る
小松菜：約3㎝長さに切る
大根：すりおろす

1

2

3

作りかた

A

B

豚のおろし煮
＆しょうがごはん

付属品は使用しません

材料／2人分
〈鶏肉の豆乳シチュー〉
鶏もも肉……………………………… 150g
塩、こしょう、酒 …………………… 少々
片栗粉 ………………………… 小さじ2

玉ねぎ……………………………………50g
お好みのきのこ（しめじなど）…………50g
アスパラガス…………………………… 2本
豆乳（成分無調整） ………………200ml
シチューの素 ………………………40g
水 ………………………………… 100g

〈キャロットライス〉
米………………………………………… 1合
にんじん（すりおろす） ……………30g
固形スープの素（砕く） ………… ½  個
バター ………………………………10g
塩 ……………………………………少々
水 …………………………………180ml

A

鶏肉の豆乳シチュー
＆キャロットライス

付属品は使用しません

耐熱容器に玉ねぎ・きのこ・アスパラ
ガス・2の鶏肉の順番に入れる。Bを
加えて軽く混ぜ、すき間をあけてラッ
プをする。

1と4の容器を庫内に入れ、〈レンジ
600W・約15分〉→〈レンジ200W・
約10分〉で加熱する。

加熱終了後、ごはんをほぐし、おかずは
味が全体にまわるようによく混ぜる。

4

5

6

米はといで水を切り、耐熱容器に入れ
る。Cを加えてラップをし、約30分浸
す。

鶏肉はそぎ切りにし、Aの塩・こしょ
う・酒をふり、片栗粉をまぶす。

野菜などの下ごしらえをする。
玉ねぎ：薄切り
きのこ：食べやすい大きさに切る
アスパラガス：約3㎝厚の斜め切り

1

2

3

作りかた

C

B

●  シチューの素が固形のときは、溶け
やすいように細かく刻んで加えてく
ださい。

※ せん切りの代わりにおろししょうが
でも。
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耐熱容器に、トマト・2・3・Bを加え
て軽く混ぜ、すき間をあけてラップを
する。

1と4の容器を庫内に入れ、〈レンジ
600W・約15分〉→〈レンジ200W・
約10分〉で加熱する。

加熱終了後、ごはんをほぐし、おかずは
味が全体にまわるようによく混ぜる。

4

5

6

材料／2人分
〈チキンのトマトバルサミコ煮込み〉
鶏もも肉……………………………… 200g
塩 …………………………………… 少々
片栗粉 ………………………… 小さじ2

トマト缶（カットタイプ） ……½  缶(200g)
お好みのきのこ（しめじなど） ……… 100g
ピーマン………………………………… 2個
バルサミコ酢 ………………… 大さじ1
固形スープの素（砕く） ………… ½  個
はちみつ（またはみりん） …… 大さじ1
赤唐辛子（輪切り） ……………… 1本分

〈ひじきごはん〉
米………………………………………… 1合
乾燥ひじき（軽く水洗いをする） … 大さじ1
オリーブ油 …………………… 小さじ2
粗びき黒こしょう ………………… 少々
固形スープの素（砕く） ………… ½  個
水 …………………………………200ml 米はといで水を切り、耐熱容器に入れ

る。Cを加えてラップをし、約30分浸
す。

鶏肉は一口大のそぎ切りにし、Aの塩・
こしょうをふって片栗粉をまぶす。

野菜などの下ごしらえをする。
きのこ：食べやすい大きさに切る
ピーマン：約2㎝の角切り

11

2

3

作りかた

A

B

C

チキンのトマトバルサミコ煮込み＆ひじきごはん

1と3の容器を庫内に入れ、〈レンジ
600W・約15分〉→〈レンジ200W・
約10分〉で加熱する。

加熱終了後、ごはんに乾燥パセリを混
ぜ、おかずは味が全体にまわるように
よく混ぜる。

4

5

米はといで水を切り、耐熱容器に入れ
る。Aを加えてラップをし、約30分浸
す。

野菜の下ごしらえをする。
なす：約2㎝の角切り
玉ねぎ：みじん切り

耐熱容器にトマト・2・ひき肉・カレ
ールー・水を入れる。肉をほぐすよう
に混ぜ、すき間をあけてラップをする。

1

2

3

材料／2人分
〈トマトとなすのキーマカレー〉
トマト缶（カットタイプ） ……½  缶(200g)
なす…………………………………… 150g
玉ねぎ……………………………………60g
合びき肉……………………………… 100g
カレールー（細かく刻む） ………………50g
水……………………………………… 80ml

〈ガーリックライス〉
米………………………………………… 1合
おろしにんにく（チューブ） …… 約3㎝
固形スープの素（砕く） ………… ½  個
バター ………………………………10g
水 …………………………………180ml

乾燥パセリ ……………………………… 適宜

作りかた

A

トマトとなすのキーマカレー＆ガーリックライス

付属品は使用しません

付属品は使用しません
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● ちりめんじゃこ豆腐 ●
ちりめんじゃこ（約5gずつ）を器に入
れ、豆乳液を加えて混ぜる。

● 桜えび豆腐 ●
乾燥桜えび（約3gずつ）を器に入れ、
豆乳液を加えて混ぜる。

● 枝豆豆腐 ●
枝豆を（約30gずつ、冷凍は解凍して）
を器に入れ、豆乳液を加えて混ぜる。

● ごま豆腐 ●
黒練りごま（大さじ2）に豆乳を少し
ずつ加えて混ぜる。混ざったらにが
りを加えて混ぜる。

● 抹茶豆腐 ●
抹茶（小さじ4）に豆乳を少しずつ加
えて混ぜる。混ざったらにがりを加
えて混ぜる。

● 青のり豆腐 ●
青のり（大さじ2）に豆乳を少しずつ
加えて混ぜる。混ざったらにがりを
加えて混ぜる。

手作り豆腐

材料／耐熱性の幅広い小鉢4個分
豆乳（成分無調整/豆腐が作れるもの）
　………………………………………500ml
にがり
（にがりに表示されている分量に従ってください）

ボウルに豆乳を入れてにがりを加え、
スプーンで泡立てないように均一に
混ぜ合わせる。（豆乳液）

1を耐熱容器に均等に入れ、容器一つ
一つにラップをふんわりとかける。

1

2

2の器を庫内に入れ、〈レンジ500W・
約3分40秒〉で加熱する。加熱終了
後、そのまま庫内に約5分置いてお
く。

※ 加熱後、温かいままでも、冷蔵庫で
冷やしてもおいしくいただけます。

3
作りかた

※ 豆乳は冷蔵庫で冷やしたもの（10℃以下のも
の）をご使用ください。

付属品は使用しません

●  やわらかく仕上げたい場合 
→成分無調整・大豆固形分10～12%の豆乳 
しっかり固めたい場合は 
→成分無調整・大豆固形分12％以上の豆乳

● 豆乳やにがりの種類によって、でき
上がり（固まりかた）が異なることが
あります。

● 豆腐に混ぜ物をするときは、大豆固
形分が多い豆乳をご使用ください。

● 市販のにがりはメーカー・種類に
よって濃度が異なります。分量はに
がりに表示されている割合（豆乳と
にがりの割合）に従ってください。

お好みの薬味やたれでお楽しみください

● 豆腐花 ●
砂糖（60g）を加えて豆乳液を作る。
お好みで、シロップや蜂蜜をかけた
り、フルーツやあんなどをトッピング
してお楽しみください。
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材料／8個分
強力粉（ふるう）……………………… 160g
バター……………………………………20g
牛乳…………………………………… 120g
インスタントドライイースト………… 4g
砂糖………………………………………20g
塩………………………………………… 2g

らくらくベーカリー

※ 強力粉の種類によって生地のでき上がりが変
わる場合があります。

耐熱容器にバター・牛乳を
入れ、〈レンジ600Ｗ・40
～50秒〉で加熱し、泡立て
器でよく混ぜ合わせ、バタ
ーを溶かす。（このときの温
度は40℃以下にする）

1にインスタントドライイーストを
加えてよく混ぜ、砂糖・塩・½  量の
強力粉の順に加えて、混ぜ合わせる。

2に残りの強力粉を加えて、ゴムべらで
粉っぽさがなくなるまでよく混ぜる。

3の生地を軽く平らにならし、軽く霧
を吹いてラップをかける。

4を庫内中央に置き、【17 
らくらくベーカリー】を選
んでスタートを押す。
加熱開始

（一次発酵 約7分）

ブザーが鳴ったら、打ち粉をした台に
生地を取り出して、軽く押さえてガス
抜きをする。
＊ 一次発酵後の生地は少しふくらむぐらい
です。普通のパン生地と同じように大き
くふくらまなくても問題ありません。

1

2

3

4

5 一次発酵

6

生地をまとめてスケッパーか包丁で
8等分（1個約40g）し、切り口を中に
巻き込みながら丸めて形を整える。

とじ目を下にして台に置き、ラップを
かけて約10分休ませる。

庫内底面にオーブンシート
を敷き、8の生地を軽く丸
め直して並
べ、軽く霧を
吹いてスタ
ートを押す。
（成形発酵 約6分）

ブザーが鳴ったら、角皿に
生地をオーブンシートごと
移して、角皿を下段に入れ、
スタートを押して焼く。
（焼き上げ 約16分）

7

8 ベンチタイム

9 成形発酵

10 焼き上げ

ココアパン
分量は5gを目安にらくらくベーカリーの作りかた2で加える。

分量は30～50gを目安にらくらくベーカリーの作りかた2で加える。

らくらくベーカリーの作りかた8（ベンチタイム）終了後、お好みの形にする。（具の分量はお好みの量で）

ひも状にした生地を
ソーセージに巻きつける。

※中に具を入れるときは、生地をしっかりとじてください。焼いている途中で中身が出ることがあります。
※ お好みの形にする場合も、生地は8等分（1個約40g）にしてください。分量が異なると上手に仕上がらないことがあります。

抹茶パンコーヒーパン

レーズン・くるみ・ブルーベリーなど、粒の大きなものを生地に加えて

レーズンパン くるみパン ブルーベリーパン

ソーセージ・ハム・チーズ・あんなど、生地で巻き込んだり、包んだりして

ソーセージパン

角切りチーズを包みながら
丸め、十文字に切る。

チーズパン

あんを包みながら丸める。

抹茶あんパン

ココア・コーヒー・抹茶などの粉末を生地に加えて

●  焼き色が薄い場合は、終了後も庫内
に入れておいてください。 
余熱で色がつきます。（入れすぎると
焼き色が濃くなります。様子を見な
がら行ってください）

作りかた

角皿
下段

付属品
なし

付属品
なし

難易度

付属品
なし

レンジで発酵させ、オーブンで焼き上げ

パ
ン
・
ピ
ザ
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ボウルに強力粉をふるって入れ、インス
タントドライイーストを加えて混ぜる。

容器に牛乳（室温のもの）を入れ、砂糖・
塩を加えてよく溶かす。
※ スキムミルクを使用するパンは、水に
溶かして牛乳の代わりにします。
※ 卵を使用するパンは、牛乳に卵を割り
ほぐして加える。

1の中央にくぼみをつけ、2を入れ、周り
の強力粉を少しずつくずして、指先で軽
く混ぜ、強力粉と水分が均一に混ざるよ
うにする。

水分が全体に行き渡るようにさらに混ぜる。

4にクリーム状にしたバターを加え、バ
ターが全体になじむように混ぜ込む。
※ バターなどの油脂を入れない生地の
場合は省略します。

ボウルに生地がつかなくなったら、強力
粉をふった台の上に5を取り出し、200
回以上たたきつけて、なめらかな生地に
なるまでよくこねる。（初めはベタベタ
くっつくが、こねているうちに、台や手
にもあまり生地がつかなくなる）

のばしてみて、膜状になり、指が透けて
見えればこね上がり完了。

なめらかな面が出るように丸め、合わせ
目をしっかりとじて、サラダ油を薄くぬ
ったボウルに合わせ目を下にして入れ、
ラップをする。

1

2

3

4
5

6

7

8

8を角皿にのせて下段に入
れ、〈 発 酵・40 ℃・30～
40分〉で約2倍になるまで
発酵させる。

発酵状態を確認する。指に強力粉をつ
け、生地の中央にさして、くぼんだあと
がそのまま残れば発酵完了。

9 一次発酵

10 フィンガーテスト

生地を軽くつぶして、外から中へたたむ
ようにひとまとめにし、ガス抜きをす
る。（いじりすぎると弾力が無くなりま
す）

11 ガス抜き

パン生地完成
料理集に従って

パンを作ってみましょう！発酵不足のとき
指のあとが元に戻る

かたく重いパンになる
一次発酵の時間を追加してください。
時間を追加してもふくらまないようで
あれば、材料が古いかもしれませんの
で、お確かめください。

発酵過剰のとき
指を抜くとしぼむ

パサついたパンになる
室温や生地の初期温度などの条件によ
って、発酵が進みすぎるようです。
次回からは、発酵時間を少し短めにし
てください。

インスタントドライイースト（予備発酵不要）を使ったパン生地の作りかた
★バターロールを例として説明しています。

角皿
下段

11

1087

543

6

2

パ
ン
・
ピ
ザ
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パン作りのコツ

どのくらいまでこねればいいか、よく分からない

中のきめが粗い

全体に固くてボリュームが出ない

パンの皮が固くなる

作るたびに、パンの高さや形が異なる

いくらこねても生地がまとまらない

成形発酵の目安がよく分からない

クープ（切り込み）を入れたとき、発酵した生地が縮んでしまう

ぬるま湯を使うのはなぜ？

生地を手で少しずつのばして、向こう側が薄く透
けるくらいが目安です。
ただし、生地によって性質が異なりますので、すべ
ての生地で透けるくらいのびるとは限りません。
生地につやが出てきて、のびがよくなる状態まで
こねてください。

成形のときのガス抜きが不十分な場合や発酵過多
の場合になりやすくなります。
特に型に入れて焼くパンの場合、型に比べて生地
量が少ないと、発酵のしすぎできめが粗くなりま
す。
逆に型に比べて生地量が多いと発酵不足で、生地
が詰まって暗い色になります。

水分が不足すると生地が固くなり、伸展性がなく
なります。
また、粉に混ぜる水分の温度が高すぎてイースト
が死滅したときや、材料の計量が不正確(イースト
不足、食塩の入れすぎ、強力粉が少ないなど)、発酵
不足、発酵過多などが要因として考えられます。

焼成するまでに生地の表面を乾燥させてしまった場
合。
オーブンの温度が低く、長く焼きすぎた場合。
＊パンは冷めると皮がかたくなってきます。
　人肌程度に冷めたらビニール袋に入れて、乾燥
を防いでください。

パンの高さ・形・色は、作るときの室温、材料（粉、
水など）の温度や質、配合に影響されやすいため、
同じように焼いても、ふくらみかたや焼き色が多
少違ってきます。

油脂や牛乳などの材料が多く含まれている生地の
場合は時間がかかります。
ベタベタしているからといって粉を足さないこと。
いつまでもベタつくのはこねが足りない場合が多
いので、まとまるまで根気よくこねてください。
ただし、夏場に水温が高かったりすると生地がベ
タついてまとまらないことがあります。

目安として成形時の約2倍くらいの大きさになる
まで。(配合や発酵の状態によっては2倍までふく
らまない場合もあります)
生地表面をそっと触ってみたときに、指のあとが
ゆっくりと戻るようなやわらかい弾力があれば終
了です。
成形発酵が短い(発酵不足)と、生地ののびよりも
発酵の力の方が勝ってしまい、きれいにふくらま
なかったり、底や脇の方がはじけたりすることが
あります。
また、成形発酵が長い(発酵過多)と、生地の窯のび
する余力がないためにボリュームが出ず、パンの
きめが粗く、皮が厚くなります。

発酵過多が原因として考えられます。発酵時の温
度や材料などによって、発酵の状態は変わります
ので、レシピどおりの時間でも発酵過多になって
しまう場合もあります。
こまめに生地の状態を見て時間を加減してくださ
い。

イーストの活動にもっとも適した温度は、35～
40℃。逆に、4℃以下では活動停止。60℃以上
だと死滅してしまうので、注意が必要です。

★生地作り

★焼き上がり

生地の扱い
生地はていねいに扱ってください。生地を分割す
るときは、包丁かスケッパーで切り分けてくださ
い。（手でちぎらないでください）
発酵中やベンチタイム時、成形時、予熱中は、生地
が乾燥しないように気をつけてください。
室温や湿度によって、水分（牛乳や水）量を5g程度
加減してください。

パ
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6432

5のパンと庫内に霧を吹
き、下段に入れ、〈発酵・
40℃・30～40分〉で約2
倍になるまで発酵させる。

＊ 2段のときは、上・下段に入れる。

6を取り出し、【16-1 バタ
ーロール】を選んでスター
トを押す。 予熱開始

＊ 2段のときは、【16-2 バターロー
ル】を選ぶ。

手動で調理するときは（予熱あり）
1段：〈オーブン・200℃・10～15分〉
2段：〈オーブン・200℃・15～20分〉

6 成形発酵

7

パン生地を作り、12等 分（1個 約
40g）に切る。（110ページ参照）

パン生地をなめらかな面がでるよう
に丸め、固く絞ったぬれぶきんまたは
ラップをかけて約10分休ませる。

休ませたパン生地を約8㎝のにんじ
ん形にして（写真㋐）、めん棒で約20
㎝の三角形にのばす。（写真㋑）

三角形にのばしたパン生地の細い方
を少し手前に引っぱりながら、幅の広
い方を手前に転がすように巻く。（写
真㋒）

角皿に4の巻き終
わりを下にして、
12個並べる。

1

2 ベンチタイム

3

4

5

予熱終了後、6にハケでド
リールをぬり、下段に入れ
て、スタートを押して加熱
する。
（加熱時間の目安 約13分）

＊ 2段のときは、上・下段に入れる。 
（2段の加熱時間の目安 約17分）

焼き上がったら、あみの上で冷ます。

8 焼成

9

作りかた

バターロール

角皿
下段

角皿
下段

材料／12個分（1段分）
強力粉（ふるう）……………………… 250g
インスタントドライイースト……… 3.5g
牛乳（室温のもの）…………………… 145g
砂糖………………………………………20g
塩……………………………………… 2.5g
卵……………………………… 25g（½  個）
バター……………………………………45g
〈ドリール〉
卵黄 …………………………… ½  個分
水 …………………………… 大さじ½  

●  生地の表面が乾燥するとうまく発酵しません。乾燥ぎみのときは成形発酵の途中で、庫内に霧を吹く回数を増やしてください。

難易度

ア ウ

ウ

イ

バターロールア
レンジ

レーズンバターロール

材料／12個分（1段分）
バターロールの生地………… 全量
レーズン………………………50g

難易度

バターロールの作りかた1～8を参考に
焼く。

3レーズンはぬるま湯につけてやわらかく
し、水気をふき取る。

パン生地の作りかた5（110ページ参照）
で、バターがなじんだら、1のレーズンを
加えて生地を作る。

1

2

作りかた

付属品
なし

●24個（2段分）も自動でできます。

パ
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材料／金属製 約11×21×10㎝
食パン型 1本分

強力粉（ふるう）……………………… 400g
インスタントドライイースト………… 5g
水……………………………………… 290g
スキムミルク……………………………15g
砂糖………………………………………25g
塩………………………………………… 6g
バター……………………………………15g

食パン型にバター（分量外）をたっぷ
りぬり、3をうず巻きが型の長い面に
なるように巻き終わりを下にして、型
に入れる。

4を角皿にのせ、パンと庫内
に霧を吹き、下段に入れ、〈発
酵・40℃・30～40分〉で
表面が型の高さと同じくら
いの高さになる程度まで発
酵させる。発酵終了後、角皿
ごと取り出す。

4

5 成形発酵

〈オーブン（予熱あり）・
200℃〉で予熱する。

予熱終了後、5を角皿にの
せ、下段に入れる。〈28～
33分〉に合わせ、スタート
を押して加熱する。

加熱後、型から取り出してあみにの
せ、熱いうちにバター（分量外）をぬ
り、冷ます。

6

7

8

食パン

パン生地を作る。（110ページ参照）

生地をガス抜きし、2等分に切り、な
めらかな面が出るように丸め、ふきん
をかけて約30分休ませる。

休ませた生地を1個ずつめん棒で横
約10㎝、縦約15㎝の長方形にのば
し、くるくると巻く。合わせ目を中央
にしてめん棒で幅10㎝ぐらいになる
ようにのばし、手前から巻き、うず巻
きを作る。

1

2 ベンチタイム

3

作りかた

角皿
下段

角皿
下段

難易度

難易度

あんパン

材料／12個分
バターロールの生地…………………… 全量
あん…………………………………… 360g
〈ドリール〉
卵黄 ……………………………… ½  個
水 …………………………… 大さじ½  

けしの実………………………………… 適宜

パン生地は中心を少し厚めに、直径約
10㎝の円にのばす。あんは12等分
して丸め、生地の中央にのせて包み、
とじ目をしっかりつまむ。

2バターロールの作りかた1・2と同様
に生地を作る。（112ページ参照）1

作りかた
角皿に2を裏返して並べ、くぼみをつ
ける。

バターロールの作りかた6～9を参考
に焼く。

3

4

●  けしの実はドリールをぬったときに
ふりかけます。

付属品
なし

焼成

●  表面の焼き色は、アルミホイルで調
整してください。

パ
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シナモンロール

材料／9個分（1段分）
強力粉（ふるう）……………………… 200g
牛乳（常温のもの）…………………… 115g
砂糖………………………………………15g
塩………………………………………… 2g
卵……………………………………… ½  個
バター……………………………………35g
インスタントドライイースト………… 3g
溶かしバター……………………… 大さじ1
グラニュー糖 ………………大さじ1½  
レーズン（大さじ1のラム酒に漬ける） …35g
シナモン …………………………… 適宜

〈ドリール〉
卵黄 ……………………………… 1個分
水 ……………………………… 大さじ1

３にシナモン・グラニュー糖・レー
ズンを全体に散らして端から巻き、
軽く転がして太さを均一にし、９等
分に輪切りにする。

角皿に4の切り口を上にして、中央に
寄せて並べる。

5のパンと庫内に霧を吹
き、下段に入れ、〈発酵・
40℃・30～40分〉で発
酵させる。

4

5

6 成形発酵

発酵終了後、〈オーブン（予熱あり）・
200℃〉で予熱する。

・ 2段で焼くときは（予熱あり）
〈オーブン・200℃・10～15分〉
上・下段で加熱。

予熱終了後、６にドリール
をぬって下段に入れる。〈8
～13分〉に合わせ、スター
トを押して加熱する。焼
き上がったらあみの上で
冷ます。

7

8

角皿
下段角皿

下段

パン生地を作る。（110ページ参照）

生地をガス抜きし、なめらかな面が出
るように丸め、ふきんをかけて約20
分休ませる。

休ませた生地をめん棒で約22×18
㎝の長方形にのばし、表面にハケで溶
かしバターをぬる。

1

2 ベンチタイム

3

作りかた

難易度

焼成

ポンデケージョ

材料／15個分
タピオカ粉……………………………… 200g

牛乳 ……………………………… 110g
水 ………………………………… 110g
サラダ油 ……………………………40g
塩 …………………………………… 少々

卵…………………………………………… 1個
粉チーズ………………………………… 100g

ポルトガル語で｢チーズのパン｣の意味。
タピオカ粉入りで外はさくさく、中はもちもち。

A

2に溶き卵を少しずつ加えてへらでよ
く混ぜ合わせ、さらにチーズを加えて
よくこねる。（生地が冷めると丸めにく
くなるため手早くこねる）

〈オーブン（予熱あり）・190℃〉で予熱
する。

3を15等分して丸め、角皿に並べる。

3

4

5

予熱終了後、5を下段に入れ
る。〈20～25分〉に合わせ、
スタートを押して焼く。

6耐熱容器にAを入れ、ラッ
プなしで庫内中央に置き、
〈レンジ600W・2分30秒
～3分〉で沸騰するまで加熱
する。

タピオカ粉を入れたボウルに1を一気
に加え、へらで手早くよくこねる。ぬれ
ぶきんをかけ、あたたかい所で２～３分
蒸らす。

1

2

作りかた

角皿
下段

●  作りかた３は手でこねるとらく
です。きちんとこねておかない
と粉っぽくなります。

付属品
なし

難易度

パ
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やわらかいクッキー生地

薄力粉…………………………… 30g
ベーキングパウダー……… 小さじ¼  
無塩バター……………………… 20g
砂糖……………………………… 20g
卵………………………………… ½  個
メロンリキュール………… 大さじ½  
グラニュー糖（表面まぶし用） …… 13g

薄力粉…………………………… 90g
ベーキングパウダー……… 小さじ¼  
無塩バター……………………… 20g
砂糖……………………………… 40g
卵………………………………… ½  個
メロンエッセンス………… 小さじ¼  
グラニュー糖（表面まぶし用） …… 13g

● 生地はやや平べったく中央をくぼませた形に
成形する。
● 作りかた6の成形発酵はパン生地のみ発酵させる。
成形発酵終了後、クッキー生地を平らにしてパン生
地の上にのせ、グラニュー糖を均等にふりかける。

メロンリキュールを入れないクッキー生地

※ 作りかた7で【15 メロンパン】〔弱め2〕を
　選んで予熱する。（加熱時間の目安 約9分）

※ 作りかた7で【15 メロンパン】〔弱め2〕を
　選んで予熱する。（加熱時間の目安 約9分）

ベンチタイム終了後、クッキー生地
をパン生地にかぶせて包む。（裏面は
500円玉１個分ぐらい残す）

器にグラニュー糖を入れ、そこへひっ
くり返すように生地を入れ、クッキー
生地にグラニュー糖をまぶす。表面
に格子模様をつけ、オーブンシートを
敷いた角皿に並べる。

5を下段に入れ、〈発酵・
35℃・50～60分〉で発
酵させる。発酵終了後、生
地をオーブンシートごと
角皿から取り出す。

4

5

6 成形発酵

〈クッキー生地作り〉
卵に砂糖・やわらかくしたバターを
加えて混ぜ、メロンリキュールを加え
る。さらに粉を加えてよく混ぜる。
まとまったら5等分にし、冷蔵庫で冷
やしておく。

パン生地を作り、5等分する。（110ペ
ージ参照）

2の生地をなめらかな面が出るよう
に丸め、ぬれぶきんまたはラップをか
けて約15分休ませる。ベンチタイム
中に1のクッキー生地を直径約10㎝
にのばす。

1

2

ベンチタイム3

角皿だけを下段に入れ、
【15 メロンパン】を選ん
でスタートを押す。
予熱開始

手動で調理するときは（予熱あり）
〈オーブン・180℃・9～14分〉

予熱終了後、市販のミトン
をはめて角皿を取り出し、
6の生地をオーブンシート
ごと移し、下段に入れスタ
ートを押して焼く。
（加熱時間の目安 約11分）

7

8

作りかた

メロンパン

材料／5個分
〈クッキー生地（メロンパンの皮）〉
薄力粉（ふるう）……………………… 100g
ベーキングパウダー…………… 小さじ⅓  
無塩バター………………………………30g
砂糖………………………………………30g
卵…………………………………………14g
メロンリキュール………………… 大さじ1
グラニュー糖（表面まぶし用）…………13g
〈パン生地〉
強力粉（ふるう）……………………… 125g
砂糖………………………………………20g
インスタントドライイースト………… 3g
塩………………………………………… 2g
無塩バター………………………………13g
卵…………………………………………28g
牛乳………………………………………50g

角皿
下段

角皿
下段

難易度

角皿
下段

焼成

パ
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給水カセットの準備をする。

水に塩を入れ、よく溶かす。

ボウルにフランスパン専用粉・粉末
モルト・インスタントドライイース
トを入れて手で軽く混ぜる。

3に2の水を注ぎながら、粉全体に水
を吸わせるように混ぜる。
一つにまとまったら軽く粉をふった
台に移す。

手のひらに体重をかけてこね、ときど
き生地を低い位置から台にたたきつ
ける。

生地をのばしてみて薄い膜ができた
らこね上がり（10～15分）。生地こ
ね上がり温度約24℃。

1

2 生地作り

3

4

5

6

サラダ油をぬった耐熱ボウルに6の
生地を入れる。ラップをして25～
27℃のところで約120分発酵させ
る。

オーブンの発酵を使う場合
は、角皿にのせ下段に入れ、
〈発酵・30℃・80～90分〉
で約2倍になるまで発酵さ
せる。

生地が十分に発酵したら、フィンガー
テストを行う。（状態は110ページ パ
ン生地の作りかた10を参照）
ガス抜きは軽く丸め直す程度にし、ガ
スを抜きすぎないようにする。

8をボウルに入れ、再びラップをして
25～27℃のところで約60分発酵さ
せる。

オーブンの発酵を使う場合
は、角皿にのせ下段に入れ、
〈発酵・30℃・40～50分〉
で約2倍になるまで発酵さ
せる。

7 一次発酵・1回目

8

9 一次発酵・2回目

作りかた

材料／約30㎝ 2本分
フランスパン専用粉（ふるう）………300g
インスタントドライイースト………… 2g
塩………………………………………… 6g
粉末モルト……………………………… 2g
水………………………………………190g

フランスパン

※予熱時間の目安は約11分です。

〈準備するもの〉
・パンメーター（棒温度計でも可）
・キャンバス地
・オーブンシート
・クープナイフ
・生地を移動させる板

角皿
下段

角皿
下段

難易度

パ
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9の生地を軽く粉をふった台の上に
そっと出して2分割し、切り口を中に
入れ、表面が張る程度に軽くまとめ
る。

10の生地をキャンバス地半分に置
き、残り半分で覆い、さらにその上に
ぬれぶきんをかけてあたたかいとこ
ろで約30分休ませる。

軽く粉をふった台に11の生地を移
し、だ円形にのばす。

奥から⅓  を手前に折り返し、合わせ
目を親指の付け根で押さえる。

手前からも折り返して、合わせ目を親
指の付け根で押さえる。

さらに向こうから生地を半分に折り、
合わせ目をもう一方の親指で中心に
押しながら、生地の中に1本芯を作る
ような感じでしっかり押さえてとじ
る。

生地がやわらかいときには、もう一度
15を繰り返す。
両手で転がしながら約25㎝ぐらいの
葉巻状にする。

10 分割・ベンチタイム

11

12 成形

13

14

15

16

角皿にキャンバス地を敷き、キャンバ
ス地をたるませて壁を作る。
布の壁の間にとじ目を下にして生地
を並べる。残りのキャンバス地で上
から覆う。

17

17を下段に入れ、〈発酵・
30℃・約20分〉で発酵さ
せる。

発酵終了後、焼成に入るまでに、生地
が乾燥しないようキャンバス地で覆
ったままラップをし、キャンバス地ご
と平らであたたかいところに移す。

角皿だけを下段に入れ、
【14 フランスパン】を選ん
でスタートを押す。
予熱開始

角皿の大きさに合わせたオーブンシ
ートに、生地のとじ目が下にくるよ
う、板を使って移しかえる。

18 二次発酵

19

20

21

予熱終了直前に、生地の幅中央⅓  に
収まるようにクープナイフを使い3
本クープを入れる。
真ん中のクープはやや長めに、最後の
クープの切り終わりは生地の幅の中
央になるようにする。

22 クープ（切り込み）入れ

クープはクープナイフの刃の中央を
使い、1円玉くらいの厚さを薄くはぐ
ように入れる。

予熱終了後、市販のミトンを
はめて角皿を取り出し、22
の生地をオーブンシートご
と移し、下段に入れ、スター
トを押して焼く。
（加熱時間の目安 約29分）

23 焼成

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

フランスパン成形の流れ

13-112 13-2 14

15 16

ご注意ください
スタートを押す前に、
設定温度をご確認くだ
さい。
間違って 100℃以上に
設定すると、キャンバ
ス地・ふきんなどが燃
える恐れがあります。

パ
ン
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ボール。
丸めた生地に切れ目を入れたもの。

大きいものは格子、
小さいものは十文字。

別名クッペ。
中央にまっすぐ切り込みがあるもの。

パリっ子。
長さ67～68㎝で切り口3本。

焼き上がり500g。

つえ棒。
長さ67～68㎝で切り口7本。

焼き上がり280g。

長さ40～41㎝で切り口3本。
焼き上がり280g。

きのこ。
薄い円形の生地を

丸めた生地にのせたもの。

専用の材料（フランスパン専用粉・粉末モルトなど）を使
って作りましょう。
製菓材料店などで購入できます。
粉末モルトは少量でイーストの栄養になり、働きを助けま
す。材料は正確にはかりましょう。

フランスパンを作るために必要な道具
キャンバス地 ：ベンチタイム・発酵に使います。
パンメーター ：パンの生地温度をはかります。
  （棒温度計でも可）
クープナイフ ：クープを入れるために使います。

発酵時間や発酵具合はこね上げた生地の温度や、
使用する容器・材料の配合によって違います。
生地の大きさが約2倍になるように、様子を見ながら発酵
時間の調整をしましょう。

クープナイフで生地の表面の皮をそぐようにクープ（切り
込み）を入れます。
垂直に入れたり、深くそいでしまうと、焼き上がったときに
フランスパン特有のレモン型の割れ目にならないことが
あります。

冬場は生地が冷えないように、温度には注意しましょう。
ベンチタイム時は生地が乾燥しないように、注意をしまし
ょう。
無理な力を加えたり、引っぱりすぎて生地をいためないよ
うにします。成形はあまり生地を触りすぎないようにやさ
しく扱いましょう。

タイミング
生地が約2倍にふくらんだ状態を確認するか、フィンガー
テストで確認します。
コツ
軽く丸め直す程度にします。ガスを抜きすぎたり、触りす
ぎには気を付けましょう。

バターロールの生地と違い、こね上がりに少しムラがあり
ます。（指で広げると薄くのばせるか、のばせないかくらい
の状態）
こね上げの温度は24℃に。材料の温度と室温で調節を
しましょう。

温度管理が重要です。 
各工程できちんと生地の温度をはかり、調整をしましょ
う。
室温は20～25℃くらいが適温です。夏場は材料を冷蔵
庫で冷やしておきます。
粉を23℃、水を12℃に合わせると、こね上がりがほぼ適
温になります。
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フランスパンの作りかた1～9を参考
にして生地を作り、エピは3等分、プ
チフランスは9等分する。

2の切り口を中に入れ、軽く表面が張
る程度に軽くまとめる。キャンバス
地半分に置き、残り半分で覆い、ぬれ
ぶきんをかけてあたたかいところで
約30分休ませる。

〈エピ〉
軽く粉をふった台に3の生地を移し、
フランスパンの作りかた12～16を
参考に成形する。
ベーコンを入れる場合は15でベーコ
ンを中央におき、端から巻いて合わせ
目をとじる。

〈プチフランス〉
軽く粉をふった台に2の生地を移し、
やさしく丸めて合わせ目をしっかり
とじる。

フランスパンの作りかた18～19を
参考に二次発酵させる。

角皿だけを下段に入れ、
【14 フランスパン】〔弱め
1〕を選んでスタートを押
す。 予熱開始

1

2

3 成形

4 二次発酵

5

角皿の大きさに合わせたオーブンシ
ートに生地のとじ目が下にくるよう、
板を使って移しかえる。

〈エピ〉
予熱終了直前に、キッチンばさみをな
るべく寝かせた状態で生地の根元まで
深く切れ目を入れ、左右にふり分ける。

6

7 クープ（切り込み）入れ

〈プチフランス〉
予熱終了直前に、クープナイフで十文
字に切れ目を入れる。

予熱終了後、市販のミトン
をはめて角皿を取り出し、7
の生地をオーブンシートご
と移し、下段に入れ、スター
トを押して焼く。
（加熱時間の目安 約27分）

8 焼成

作りかた

エピ/プチフランス

〈プチフランス〉
材料／約7㎝丸型 9個分
フランスパン専用粉（ふるう）……… 300g
インスタントドライイースト………… 2g
塩………………………………………… 6g
粉末モルト……………………………… 2g
水……………………………………… 190g

〈エピ〉
材料／約30㎝エピ型 3本分
フランスパン専用粉（ふるう）……… 300g
インスタントドライイースト………… 2g
塩………………………………………… 6g
粉末モルト……………………………… 2g
水……………………………………… 190g

ベーコン………………………………… 適宜

※予熱時間の目安は約11分です。

角皿
下段

角皿
下段

難易度

ご注意ください
スタートを押す前に、
設定温度をご確認くだ
さい。
間違って 100℃以上に
設定すると、キャンバ
ス地・ふきんなどが燃
える恐れがあります。
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給水カセットの準備をする。

大きめのボウルに強力粉・全粒紛を
一緒に山形にふるい入れ、中央をくぼ
ませる。くぼみにインスタントドライ
イースト・砂糖を加え、ぬるま湯の⅔  
量を少しずつ加えて混ぜ合わせる。
ざっと混ざったら、レモン汁・塩を加
え、残りのぬるま湯を様子を見ながら
加えて耳たぶ程度のやわらかさにな
るようにこねる。

生地がまとまってきたら、ボウルにた
たきつけながらよくこね、表面がなめ
らかになったらオリーブ油を加え、十
分になじむまでこねる。生地がなめ
らかになり、両手で薄くのばして指が
透けて見えればこね上がり。
（110ページ パン生地の作りかた6
～7参照）

3をなめらかな面が出るようにして
丸め、合わせ目を下にしてオリーブ油
（分量外）を薄くぬったボウルに入れ、
ラップをする。

4を角皿にのせ下段に入れ、
〈発酵・40℃・40～50分〉
で約2倍になるまで発酵さ
せる。

発酵が終わったら生地を軽くつぶし
て、ガス抜きをする。

1

2

3

4

5 一次発酵

6

生地を表面がなめらかになるように丸
め、ラップをかけて約15分休ませる。

オーブンシートを敷いた角皿に6を
直径約20㎝高さ約5㎝になるように
広げ、軽く霧を吹く。

8を下段に入れ、〈発酵・
40℃・約30分〉で発酵さ
せる。

発酵終了後、オーブンシートごと平皿
または平らな場所に移す。生地の表
面に強力粉（分量外）をふり、焼成に入
るまで生地が乾燥しないようにラッ
プをする。

角皿を下段に入れ、【14 フ
ランスパン】を選んでスタ
ートを押す。 予熱開始

10の表面に刃先の鋭いナイフなどで
斜めに切れ目を入れる。

予熱終了後、市販のミトン
をはめて角皿を取り出し、
12の生地をオーブンシー
トごと移し、下段に入れ、ス
タートを押して焼く。
（加熱時間の目安 約29分）

7 ベンチタイム

8

9 成形発酵

10

11

12 クープ（切り込み）入れ

13 焼成

作りかた

材料／直径約23㎝ 1個分
強力粉………………………………… 375g
全粒粉（細びき）……………………… 125g
インスタントドライイースト………… 6g
砂糖………………………………… 小さじ2
塩…………………………………… 小さじ2
レモン汁…………………………… 小さじ1
ぬるま湯（30～35℃） ……290～320g
オリーブ油………………………… 大さじ2

石窯パン

※予熱時間の目安は約11分です。

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

難易度
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おさつフランス

材料／1本分
〈パン生地〉

フランスパン専用粉（ふるう） … 200g
砂糖 …………………………………10g
インスタントドライイースト …… 4g
塩 …………………………………… 4g

水………………………………………… 120g
ショートニング……………………………10g
炒り黒ごま…………………………………14g
〈フィリング〉
さつまいも……………………………… 160g
砂糖…………………………………………50g
レモン汁……………………………… ⅛  個分
水…………………………………………… 適宜
塩…………………………………………… 少々 

なめらかになったら、ショートニン
グと黒ごまを加えよくこねる。ショ
ートニングが混ざってなめらかにな
り、生地をのばして薄い膜ができた
らこね上がり。
（こね上がり温度約26℃。状態は
110ページパン生地の作りかた７を
参照）

3をなめらかな面が出るようにして
丸め、合わせ目を下にしてショート
ニング（分量外）を薄くぬった耐熱ボ
ウルに入れてラップをする。

4を角皿にのせて下段に入
れ、〈 発 酵・35 ℃・40～
50分〉で発酵させる。途
中１度庫内から取り出し、
パンチしてガス抜きをす
る。

発酵終了後、ガス抜き（110ページパ
ン生地の作りかた11を参照）をし、
丸める。乾いたふきん、ぬれぶきん、
ラップの順にのせて約15分休ませ
る。

縦30×横26㎝くらいにめん棒での
ばし、奥3㎝、左右2㎝くらいあけて
フィリングを散らし、手前からくる
くる巻く。巻き終わりと左右をつま
んでしっかりとじ、転がして形を整
える。

3

4

5 一次発酵

6 ベンチタイム

7

角皿にキャンバス地を敷き、生地をた
るませて壁を作り、布の壁の間に7の
生地を置く。残りのキャンバス地で
覆い、さらにぬれぶきんをのせる。

8を下段に入れ、〈発酵・
35℃・40～50分〉で発酵
させる。

発酵終了後、生地を角皿からキャンバス
地ごと取り出し、刃先の鋭いナイフなど
で斜めに3本クープを入れる。焼成に
入るまで乾燥しないように、キャンバス
地で覆ったままラップをしておく。

角皿だけを下段に入れ、
〈オーブン（予熱あり）・
180℃〉で予熱をする。

予熱終了後、市販のミトン
をはめて角皿を取り出し、
オーブ ン シート を 敷 く。
10のパン生地を板などを
使ってそっと移し、霧吹き
をし、下段に入れる。〈25～
33分〉に合わせ、スタート
を押して焼く。

8

9 成形発酵

10 クープ（切り込み）入れ

11

12 焼成

〈フィリング作り〉
さつまいもは皮つきのまま1㎝角に
切り、砂糖・レモン汁とかぶるくらい
の水を加えて鍋で煮る。やわらかく
なってきたら塩を加え、煮汁がなくな
るまで煮て、ざるにあげて冷ます。（で
き上がり分量約190g）

〈パン生地作り〉
ボウルにAを入れ、水を粉全体に吸わ
せるように混ぜ合わせ、一つにまとま
ったら軽く強力粉（分量外）をふった
台に移す。手のひらに体重をかけて
こね、ときどき生地を低い位置から台
にたたきつける。

1

2

作りかた

A

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

ご注意ください
スタートを押す前に、
設定温度をご確認くだ
さい。
間違って 100℃以上に
設定すると、キャンバ
ス地・ふきんなどが燃
える恐れがあります。

皮は香ばしく、ごまの風味とホクホクのさつまいもの甘みが口に広がって、やみつきになるおいしさです。

難易度
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材料／5個分
強力粉（ふるう） ……………… 250g
インスタントドライイースト … 3g
塩 ………………………………… 3g

牛乳…………………………………… 180g
はちみつ…………………………………30g
無塩バター………………………………10g

3をなめらかな面が出るようにして
丸め、合わせ目を下にして無塩バタ
ー（分量外）をぬった耐熱ボウルに入
れてラップをする。

4を角皿にのせて下段に
入 れ、〈発酵・30℃・40～
50分〉で発酵させる。

発酵終了後、ガス抜き（110ページパ
ン生地の作りかた11を参照）し、5等
分して丸める。乾いたふきん、ぬれ
ぶきん、ラップの順にのせて約15分
休ませる。

ベンチタイム終了後、丸め直してス
ケッパーの上部分または太い菜箸等
で生地の中央を強く押し、筋をつけ
る。

角皿にオーブンシートを
敷いて7を並べ、乾いた
ふきん・ぬれぶきんをの
せて下段に入れ、〈発酵・
30℃・30～40分〉で発
酵させる。

4

5 一次発酵

6 ベンチタイム

7

8 成形発酵

発酵終了後、生地をオーブンシートご
と角皿から取り出し、焼成に入るまで
乾燥しないようラップをしておく。

角皿だけを下段に入れ、
〈オーブン（予熱あり）・
150℃〉で予熱をする。

予熱終了後、市販のミトン
をして角皿を取り出す。9
のパン生地をそっと移し、
強力粉（分量外）をふり、下
段に入れる。〈13～18分〉
に合わせ、スタートを押し
て焼く。

9

10

11 焼成

耐熱容器に牛乳を入れ、ラ
ップなしで庫内中央に置
き、〈レンジ600W・30～
40秒〉で加熱する。（牛乳の
温度約24℃）加熱終了後、
はちみつを加えてよく溶か
す。

Aに1を注ぎながら、粉全体に牛乳を
吸わせるように混ぜる。一つにまと
まったら、軽く強力粉（分量外）をふっ
た台に移す。手のひらに体重をかけ
てこね、ときどき生地を低い位置から
台にたたきつける。

なめらかになったら、バターを加えよ
くこねる。バターが混ざってなめら
かになったら、生地をのばして薄い膜
ができたらこね上がり。
（こね上がり温度約27℃。状態は
110ページパン生地の作りかた７を
参照）

1

2

3

作りかた

A
角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

付属品
なし

ご注意ください
スタートを押す前に、
設定温度をご確認くだ
さい。
間違って 100℃以上に
設定すると、キャンバ
ス地・ふきんなどが燃
える恐れがあります。

形もかわいらしいまん丸パン。ほおばるとほんのり甘くて、しっとりふわふわ。

ふわふわ白パン
難易度
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クロワッサン

材料／9個分
フランスパン専用粉（ふるう）……… 120g
薄力粉（ふるう）…………………………30g
インスタントドライイースト………… 3g
砂糖……………………………………… 8g
塩………………………………………… 3g
水…………………………………………90g
無塩バター………………………………15g
折り込み用無塩バター…………………90g

6を冷蔵庫から取り出し、めん棒で
20×20㎝くらいにのばし、7を中央に
のせて包み、すき間がないようにきっ
ちり包み、合わせ目をしっかり閉じる。

8を中心から外側に向かってめん棒
で押しつけるようにして厚さ6㎜く
らいの長方形になるようにのばし、生
地を三つ折りにしてラップに包み、冷
蔵庫で約30分休ませる。

再び長方形にのばし、三つ折りにして
約30分冷やす。

再び長方形にのばし、三つ折りにして
約60分冷やす。

11を15×40㎝の長方形にのばし、
底辺が8㎝の二等辺三角形に9等分す
る。

底辺中央に1㎝の切り込みを入れ、左
右に少し開いてからくるくると巻く。

8

9

10

11

12

13

ボウルに砂糖・塩・⅓  量の水を入れ、
泡立て器で混ぜて溶かす。

1にフランスパン専用粉と薄力粉を
入れ、残りの水を粉全体に吸わせるよ
うに軽く混ぜる。

粉っぽさが残った状態でインスタン
トドライイーストを加えて2～3回軽
く混ぜ、混ざりきっていない状態で台
に取り出す。

バターを少しずつちぎって、生地の表
面にぬりつけるように折り込む。

バターがなじむまで、こねずに折り込
むように台に押しつける。

バターがなじんだら、ひとまとめに
し、ラップに包んで冷蔵庫で約30分
冷やす。

生地を冷やしている間にシートバタ
ーを作る。
折り込み用バターは室温においてや
わらかくなったらビニール袋に入れ、
袋の上からめん棒で10×10㎝くら
いのシート状にのばし、冷蔵庫で冷や
す。

1

2

3

4

5

6

7

作りかた

角皿にオーブンシートを敷き、13の
巻き終わりを下にして、9個並べる。

14に霧を吹き下段に入
れ、〈発酵・30℃・50～
60分〉で発酵させる。

角皿だけを下段に入れ、
〈オーブン（予熱あり）・
200℃〉で予熱する。

予熱終了後、市販のミト
ンをはめて角皿を取り出
す。15の生地をオーブン
シートごと移し、下段に入
れ る。〈18～23分 〉に 合
わせ、スタートを押して焼
く。

14

15 成形発酵

16

17

難易度

クロワッサン成形の流れ

10cm
7 8

20 20

9～11

冷蔵庫で冷やす

12

1

2 4 6 8

3 5 7 9

8cm

15cm

約40cm
13

切る 開く 巻く まげる 三日月形

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

焼成

パ
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ツヴィーベル・ブロート
2をショートニング（分量外）をぬっ
た耐熱ボウルに入れてラップする。

3を角皿にのせて下段に
入 れ、〈発酵・30℃・40～
50分〉で発酵させる。途
中で一度庫内から取り出
し、パンチしてガス抜きを
する。

発酵終了後、ガス抜き（110ページパ
ン生地の作りかた11を参照）し、2等
分して丸める。乾いたふきん、ぬれ
ぶきん、ラップの順にかけて約20分
休ませる。

角皿にキャンバス地を敷き、生地を
たるませて壁を作り、きれいに丸め
直した5の生地を布の壁の間に置く。
残りのキャンバス地で覆い、さらに
ぬれぶきんをのせる。

6を下段に入れ、〈発酵・
30℃・40～50分〉で発酵
させる。

発酵終了後、生地を角皿からキャン
バス地ごと取り出し、焼成に入るま
で乾燥しないようキャンバス地で覆
ったままラップをしておく。

3

4 一次発酵

5 ベンチタイム

6

7 成形発酵成形発酵

8

角皿だけを下段に入れ、
〈オーブン（予熱あり）・
200℃〉で予熱をする。

予熱終了直前に、刃先の鋭いナイフな
どでクープを入れ、溶かしバターをぬ
って、グラハム粉をふる。

予熱終了後、市販のミトン
をはめて取り出し、角皿に
オーブ ン シート を 敷 く。
10のパン生地を板などを
使ってそっと移し、霧吹き
をし、下段に入れる。〈23～
28分〉に合わせ、スタート
を押して焼く。

9

10 クープ（切り込み）入れ

11 焼成

ボウルにAを入れ、水を粉全体に吸わ
せるように混ぜ合わせ、一つにまとま
ったら軽く強力粉をふった台に移す。
手のひらに体重をかけてこね、ときど
き生地を低い位置から台にたたきつ
ける。

なめらかになったら、ショートニング
を加えよくこねる。全体にショート
ニングが混ざったらフライドオニオ
ンを加えてさらにこねる。生地がな
めらかになり、生地をのばして薄い膜
ができたらこね上がり。
（こね上がり温度約27℃。状態は
110ページパン生地の作りかた７を
参照）

1

2

作りかた

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

ご注意ください
スタートを押す前に、
設定温度をご確認くだ
さい。
間違って 100℃以上に
設定すると、キャンバ
ス地・ふきんなどが燃
える恐れがあります。

「ツヴィーベル」とは、ドイツ語で「玉ねぎ」の意味。食物繊維たっぷりで体にもやさしい。

材料／2個分
フランスパン専用粉（ふるう） … 300g
ライ麦粉 …………………………70g
グラハム粉 ………………………30g
砂糖 ……………………………… 4g
インスタントドライイースト … 6g
塩 ………………………………… 8g
ヨーグルト（室温にしておく） …50g

水……………………………………… 210g
ショートニング…………………………10g
フライドオニオン………………………60g
溶かしバター…………………………… 適宜

A

難易度

パ
ン
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材料／2個分
フランスパン専用粉（ふるう） … 250g
ライ麦粉（細びき）（ふるう） … 150g
塩 ………………………………… 8g
インスタントドライイースト … 5g

はちみつ…………………………………15g
水……………………………………… 240g
ショートニング…………………………10g

4を角皿にのせて下段に入
れ、〈 発 酵・30 ℃・40～
50分〉で発酵させる。途中
１度庫内から取り出し、パ
ンチしてガス抜きをする。

発酵終了後、ガス抜き（110ページパ
ン生地の作りかた11を参照）し、２
等分して丸める。乾いたふきん、ぬ
れぶきん、ラップの順にかけて約15
分休ませる。

116～117ページフランスパン作
りかた2～16を参照し、フランスパ
ンのように細長く成形する。

角皿にキャンバス地を敷き、生地を
たるませて壁を作り、布の壁の間に7
の生地を置く。残りのキャンバス地
で覆い、さらにぬれぶきんをのせる。

8を下段に入れ、〈発酵・
35℃・40～50分〉で発酵
させる。発酵終了後、焼成
に入るまで生地が乾燥しな
いようキャンバス地で覆っ
たままラップをしておく。

5 一次発酵

6 ベンチタイム

7 成形

8

9 成形発酵

角皿だけを下段に入れ、
〈オーブン（予熱あり）・
200℃〉で予熱をする。

角皿の大きさに合わせたオーブンシ
ートに、生地のとじ目が下にくるよ
う、板を使って移しかえる。

予熱終了直前に、表面に強力粉（分量
外）をふり、はさみで切り込みを入れ
る。

予熱終了後、市販のミトン
をはめて角皿を取り出す。
12の生地をオーブンシー
トごと移して霧吹きをし、
下段に入れる。〈18～23
分〉に合わせ、スタートを押
して焼く。

10

11

12 クープ（切り込み）入れ

13 焼成
はちみつは水に入れて溶かしておく。

ボウルにAを入れ、1を粉全体に吸わ
せるように混ぜ合わせ、一つにまとま
ったら軽く強力粉（分量外）をふった
台に移す。手のひらに体重をかけて
こね、ときどき生地を低い位置から台
にたたきつける。

なめらかになったら、ショートニング
を加えよくこねる。ショートニング
が混ざってなめらかになり、生地をの
ばして薄い膜ができたらこね上がり。
（こね上がり温度約26℃。状態は
110ページパン生地の作りかた７を
参照）

3をなめらかな面が出るようにして
丸め、合わせ目を下にしてショートニ
ング（分量外）をぬった耐熱ボウルに
入れてラップをする。

1

2

3

4

作りかた

A

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

田舎風細びきのライ麦が香ばしい

ライ麦とはちみつのカントリーブレッド
難易度

ご注意ください
スタートを押す前に、
設定温度をご確認くだ
さい。
間違って 100℃以上に
設定すると、キャンバ
ス地・ふきんなどが燃
える恐れがあります。

パ
ン
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シュトーレン

材料／2個分
フランスパン専用粉（ふるう） … 250g
インスタントドライイースト（耐糖性） …13g
砂糖 ………………………………40g
塩 ………………………………… 3g
卵 ………………………………… 1個
シナモン ………………… 小さじ½  
ナツメグ ………………………… 少々
バニラオイル …………………… 少々

牛乳……………………………… 85～90g
無塩バター………………………………70g

レーズン ……………………… 100g
フルーツミックス洋酒漬け ……50g
レモンの皮 ………………… ½  個分
スライスアーモンド ……………40g

〈トッピング（２個分）〉
スライスアーモンド ……………40g
グラニュー糖 ……………………40g
薄力粉 …………………………… 3g
卵白（ほぐしておく） ……… ½  個分

卵黄………………………………… ½  個分
〈仕上げ用〉
溶かしバター……………………………50g
紛糖……………………………………… 適宜

A

B

C

オーブンシートを敷いた
角皿にBのスライスアーモ
ンドを広げてのせ、下段に
入れて、〈オーブン（予熱な
し）・150℃・約15分〉で

ローストする。レーズンは湯通して
しっかり水気を切り、レモンの皮はす
りおろしておく。

ボウルにAを入れ、牛乳を粉全体に吸
わせるように混ぜ合わせ、一つにまと
まったら軽く強力粉をふった台に移
す。手のひらに体重をかけてこね、と
きどき生地を低い位置から台にたた
きつける。

なめらかになったら、バターを2回に
分けて加え、よくこねる。バターが混
ざったらBを加え、よくこねる。生地
をのばして薄い膜ができたらこね上
がり。
（こね上がり温度約23℃。状態は
110ページパン生地の作りかた７を
参照）

3をなめらかな面が出るようにして
丸め、合わせ目を下にしてバター（分
量外）をぬった耐熱ボウルに入れてラ
ップをする。

4を角皿にのせて下段に入
れ、〈 発 酵・30 ℃・40～
50分〉で発酵させる。

1

2

3

4

5 一次発酵

発酵終了後、ガス抜き（110ページパ
ン生地の作りかた11を参照）し、2等
分して丸める。乾いたふきん、ぬれぶ
きん、ラップの順にかけて約20分休
ませる。

6をめん棒で横長のだ円形にのばし
て二つ折りにし、オーブンシートを敷
いた角皿にのせ、乾いたふきん、ぬれ
ぶきんをのせる。

7を下段に入れ、〈発酵・
30℃・30～40分〉で発酵
させる。発酵終了後、焼成
に入るまで生地が乾燥しな
いようラップをしておく。

〈オーブン（予熱あり）・180℃〉で予
熱をする。

Cをよく混ぜ合わせてトッピングを
作り、生地表面に卵黄をぬって、トッ
ピングを広げてのせる。

予熱終了後、10を下段に入
れる。〈20～25分〉に合わ
せ、スタートを押して焼く。

溶かしバターをぬり、完全に冷めてか
ら紛糖をふる。

6 ベンチタイム

7 成形

8 成形発酵

9

10

11 焼成

12

作りかた

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

シュトーレンの形はイエスキリストがおくるみにくるまれた姿を表すと言われています。クリスマスにふさわしいドイツの菓子パンです。

難易度

ご注意ください
スタートを押す前に、
設定温度をご確認くだ
さい。
間違って 100℃以上に
設定すると、キャンバ
ス地・ふきんなどが燃
える恐れがあります。

パ
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材料／耐熱性紙製パネトーネ型 4個分
強力粉（ふるう） ……………… 250g
フランスパン専用粉（ふるう） … 150g
インスタントドライイースト（耐糖性） …10g
砂糖 ………………………………75g
塩 ………………………………… 5g
溶き卵 ……………………………90g
生クリーム ………………………30g
ヨーグルト ………………………40g
牛乳 ………………………………30g
水 …………………………………70g
バニラオイル …………………… 少々

無塩バター………………………………60g
レーズン …………………………40g
オレンジピール …………………20g
レモンの皮 ………………… ½  個分
フルーツミックス洋酒漬け … 100g

溶き卵………………………………… ½  個
無塩バター………………………………10g
〈飾り用〉
紛糖……………………………………… 適宜

A

B

刻んだドライフルーツが入った、甘くやわらかなイタリア伝統の菓子パン

パネトーネ
オレンジピールは粗みじん切りに、レ
ーズンは湯通してしっかり水気を切
り、レモンの皮はおろしておく。

ボウルにAを入れてよく混ぜ合わせ、
一つにまとまったら軽く強力粉（分量
外）をふった台に移す。手のひらに体
重をかけてこね、ときどき生地を低い
位置から台にたたきつける。

なめらかになったら、バターを２回に
分けて加え、よくこねる。バターが混
ざったらBを加え、よくこねる。生地
をのばして薄い膜ができたらこね上
がり。
（こね上がり温度約26℃。状態は
110ページパン生地の作りかた７を
参照）

3をなめらかな面が出るようにして
丸め、合わせ目を下にしてバター（分
量外）をぬった耐熱ボウルに入れてラ
ップをする。

4を角皿にのせて下段に入
れ、〈 発 酵・30 ℃・40～
50分〉で発酵させる。

発酵終了後、ガス抜き（110ページパ
ン生地の作りかた11を参照）し、４等
分して丸める。乾いたふきん、ぬれぶ
きん、ラップの順にかけて約20分休
ませる。

1

2

3

4

5 一次発酵

6 ベンチタイム

6の生地を丸め直し、とじ目を下にし
て型に入れる。角皿に並べて乾いた
ふきん、ぬれぶきんをのせる。

7を下段に入れ、〈発酵・
30℃・40～50分〉で表面
が型の高さより1㎝下くら
いの高さになるまで発酵さ
せる。発酵終了後、焼成に

入るまで生地が乾燥しないようラッ
プをしておく。

〈オーブン（予熱あり）・180℃〉で予
熱をする。予熱中に、生地の表面に溶
き卵をぬり、刃先の鋭いナイフなどで
十文字にクープを入れて中央にバタ
ーをのせる。

予熱終了後、9を下段に入れ
る。〈25～33分〉に合わせ、
スタートを押して焼く。

完全に冷めてから紛糖をふる。

7 成形

8 成形発酵

9

10 焼成

11

作りかた

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

●  焼き色の差が気になる場合は、途中
で角皿の前後を入れ替えてくださ
い。（やけどに注意してください）

ご注意ください
スタートを押す前に、
設定温度をご確認くだ
さい。
間違って 100℃以上に
設定すると、キャンバ
ス地・ふきんなどが燃
える恐れがあります。

難易度

パ
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イングリッシュマフィン

オーブンシートを敷いた角皿に型を並
べ、コーンミールを型の底にふる。4
の生地を丸め直して手で押して平たく
し、型に入れて上にもコーンミールを
ふる。
（型ぴったりの大きさにする必要はあ
りません。この後の工程で大きくなり
ます）

5にオーブンシートをかぶ
せ、上にもう一枚の角皿を
のせて下段に入れ、〈発酵・
35℃・40～50分〉で発酵
させる。

発酵終了後、オーブンシートごと平らな
ところに移し、焼成に入るまで生地が乾
燥しないようラップをしておく。

角皿だけを下段に入れ、〈オ
ーブン（予熱あり）・200℃〉
で予熱をする。

予熱終了後、市販のミトンを
はめて角皿を取り出す。7の
生地をオーブンシートごと
移し、再度生地にオーブンシ
ートをかぶせ、上にもう一枚
の角皿をのせて下段に入れ
る。〈13～18分〉に合わせ、
スタートを押して焼く。

5 成形

6 成形発酵

7

8

9 焼成

ボウルにAを入れ、水を粉全体に吸わせ
るように混ぜ合わせ、一つにまとまった
ら軽く強力粉（分量外）をふった台に移
す。手のひらに体重をかけてこね、とき
どき生地を低い位置から台にたたきつ
ける。生地がなめらかになり、のばして
薄い膜ができたらこね上がり。
（こね上がり温度約26℃。状態は110
ページパン生地の作りかた７を参照。）

1をなめらかな面が出るようにして丸
め、合わせ目を下にしてショートニング
（分量外）をぬった耐熱ボウルに入れてラ
ップをする。

2を角皿にのせて下段に入
れ、〈発酵・30℃・50～60分〉
で発酵させる。途中１度庫内
から取り出し、パンチしてガ
ス抜きをする。

発酵終了後、ガス抜き（110ページパ
ン生地の作りかた11を参照）し、6等
分して丸める。乾いたふきん、ぬれぶ
きん、ラップの順にかけて約15分休ま
せる。

1

2

3 一次発酵

4 ベンチタイム

作りかた

角皿
下段

角皿+角皿
下段

角皿+角皿
下段

角皿
下段

難易度

●  イングリッシュマフィンは手で二つに
割り、トースターなどで焼いてお召し
上がりください。

材料／金属製 直径10㎝×高さ2.5㎝
 セルクル型 6個分

強力粉（ふるう） ……………… 150g
砂糖 ……………………………… 5g
インスタントドライイースト …… 3g
塩 ………………………………… 3g
ショートニング ………………… 4g

水……………………………………… 100g
コーンミール…………………………… 適宜

A

●セルクル型がない場合●
長さ33㎝（のりしろ１㎝）×幅2.5
㎝のボール紙にホイルを巻き、輪を
作ってホッチキスで留めます。

パ
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材料／1個分
強力粉（ふるう） ……………… 100g
デュラムセモリナ粉（ふるう） … 100g
砂糖 ………………………………12g
インスタントドライイースト … 4g
塩 ………………………………… 4g
トマトペースト …………………15g
ドライオレガノ ………… 小さじ½  
こしょう …………………………… 少々

水……………………………………… 120g
ドライトマト…………………………… 8g
オリーブ油………………………………10g

3をなめらかな面が出るようにして
丸め、合わせ目を下にしてオリーブ
油（分量外）をぬった耐熱ボウルに入
れてラップをする。

4を角皿にのせて下段に入
れ、〈発酵・30℃・40～50
分〉で発酵させる。途中１
度庫内から取り出し、パン
チしてガス抜きをする。

発酵終了後、ガス抜き（110ページパ
ン生地の作りかた11を参照）して丸
める。乾いたふきん、ぬれぶきん、ラ
ップの順にかけて約20分休ませる。

直径28㎝くらいにめん棒でのばし、
端からきつめに巻いて合わせ目をし
っかりとじる。両端が細くなるよう
に転がしながら、30～35㎝くらい
にのばし馬蹄形にする。

オーブンシートを敷いた角皿に7の
巻き終わりを下にしてのせ、乾いた
ふきん、ぬれぶきんをかける。

8を下段に入れ、〈発酵・
30℃・40～50分〉で発酵
させる。発酵終了後、焼成
に入るまで乾燥しないよう
ラップをしておく。

4

5 一次発酵

6 ベンチタイム

7 成形

8

9 成形発酵

角皿だけを下段に入れ、
〈オーブン（予熱あり）・
180℃〉で予熱をする。

予熱終了直前に、刃先の鋭いナイフな
どでクープを入れる。

予熱終了後、市販のミトン
をはめて角皿を取り出す。
11の生地をオーブンシー
トごと移して霧吹きをし、
下段に入れる。〈25～35
分〉に合わせ、スタートを押
して焼く。

10

11 クープ（切り込み）入れ

12 焼成

ドライトマトはぬるま湯に漬け、やわ
らかくなったら汁を絞ってみじん切
りにする。

ボウルにAを入れ、水を粉全体に吸わ
せるように混ぜ合わせ、一つにまとま
ったら軽く強力粉（分量外）をふった
台に移す。手のひらに体重をかけて
こね、ときどき生地を低い位置から台
にたたきつける。

なめらかになったら、1のドライトマ
トとオリーブ油を加えよくこねる。
オリーブ油が混ざってなめらかにな
り、生地をのばして薄い膜ができたら
こね上がり。
（こね上がり温度約26℃。状態は
110ページパン生地の作りかた７を
参照）

1

2

3

作りかた

A

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

凝縮した（コンサントレ）トマトペーストを加えたイタリアンテイスト

パン・アラ・トマト・コンサントレ
難易度

奥

手前

ご注意ください
スタートを押す前に、
設定温度をご確認くだ
さい。
間違って 100℃以上に
設定すると、キャンバ
ス地・ふきんなどが燃
える恐れがあります。

パ
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グリッシーニ

材料／10本分（1段分）
強力粉（ふるう）……………………… 125g
インスタントドライイースト………… 1g
ぬるま湯（30～35℃） ………… 65～75g
オリーブ油………………………… 小さじ2
塩………………………………… 小さじ½  
砂糖……………………………… 小さじ¼  

ボウルに強力粉を入れ、中央をくぼませ
る。くぼみにインスタントドライイー
スト・砂糖・½  量のぬるま湯を加え、
イーストを溶かしながら粉と混ぜ合わ
せる。ざっと混ざったら、塩・残りのぬ
るま湯・オリーブ油を加えて混ぜる。
生地の表面がなめらかになるまで、よく
こねる。

1

1をめん棒で厚さ約1㎝、幅約10㎝にの
ばす。強力粉（分量外）をふった角皿に
のせ、生地の表面にオリーブ油（分量外）
をぬり、ラップをする。

2を 下 段 に 入 れ、〈 発 酵・
40℃・50～60分〉で厚さ
が約2倍になるまで発酵させ
る。

3の生地を約1㎝幅に切り、角皿のサイ
ズに合わせて1本ずつ約30㎝の長さに
のばし、強力粉（分量外）をふった角皿に
1㎝間隔で並べる。

2

3 一次発酵

4

作りかた

●  お好みで1の段階で、こしょう・ごま・
フェンネルシード・アニスシード・キ
ャラウェイシード・けしの実・ドライ
ハーブなどを入れてもたのしめます。

材料／直径約18㎝ 1個分（1段分）
強力粉（ふるう）……………………… 160g
インスタントドライイースト………… 2g
ぬるま湯（30～35℃） …… 95～105g
オリーブ油………………………… 小さじ1
塩………………………………………… 少々
〈仕上げオイル〉

オリーブ油 …………………… 大さじ1
塩 …………………………………… 少々
水 ……………………………… 小さじ1

〈トッピング（好みで）〉
ローズマリー ……………………… 適宜
オリーブ …………………………… 適宜
アンチョビ ………………………… 適宜
ドライトマト ……………………… 適宜

ボウルに強力粉を入れ、中央をくぼませ
る。くぼみにインスタントドライイー
スト・ぬるま湯の½  量を加え、イース
トを溶かしながら粉と混ぜ合わせる。
ざっと混ざったら、塩・残りのぬるま湯・
オリーブ油を加えて混ぜ合わせる。生
地の表面がなめらかになり、弾力が出る
までよくこねる。

1
作りかた

フォカッチャ

A 生地を平たく丸め、強力粉（分量外）をふ
った角皿にのせ直径約10㎝に広げる。
乾燥防止にオリーブ油をハケで表面に
ぬり、ラップをする。

2を 下 段 に 入 れ、〈 発 酵・
40℃・約60分〉で、約2倍
になるまで発酵させる。

発酵が終わったら生地を角皿の上で中の
気泡をつぶさないように、厚さ1～1.5㎝
になるようにのばす。

4を 下 段 に 入 れ、〈 発 酵・
40℃・40～50分〉で発酵さ
せる。

2

3 一次発酵

4

5 成形発酵

角皿
下段

角皿
下段

難易度

難易度

5の生地に指で穴をあけ、合わせたAを
ハケでたっぷりとぬる。お好みで穴に、
オリーブ・ドライトマト・アンチョビ
を入れたり、ローズマリーを散らす。

〈オーブン（予熱あり）・220℃〉で予熱
する。

予熱終了後、6を下段に入れ
る。〈13～18分〉に合わせ、
スタートを押して加熱する。

・ 2段で焼くときは（予熱あり）
〈オーブン・220℃・15～22分〉
上・下段で加熱

6

7

8 焼成

角皿
下段

〈オーブン（予熱あり）・200℃〉で予熱
する。

予熱終了後、4を下段に入れ
る。〈13～18分〉に合わせ、
スタートを押して加熱する。

・ 2段で焼くときは（予熱あり）
〈オーブン・200℃・15～22分〉
上・下段で加熱

5

6 焼成

角皿
下段

角皿
下段

パ
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材料／6個分
強力粉（ふるう） ……………… 150g
ライ麦粉（ふるう） ………………50g
砂糖 ……………………………… 3g
インスタントドライイースト … 3g
塩 ………………………………… 3g

水……………………………………… 130g
ショートニング………………………… 6g
くるみ（7～8㎜に刻む） ………………50g
レーズン…………………………………50g
干しいちじく……………………………30g
オレンジピール…………………………30g

A

●おすすめの食べかた●
焼きたてではなく、冷めてしばらく
たったものを１㎝くらいの薄切り
にし、クリームチーズなどと。

オーブンシートを敷いた角
皿にくるみをのせ、下段に
入れて、〈オーブン（予熱な
し）・160℃・約15分〉で
ローストする。レーズンは

湯通ししてしっかり水気を切り、オレ
ンジピールは粗みじん切りに、干しい
ちじくは1.5㎝角くらいに切る。

ボウルにAを入れ、水を粉全体に吸わ
せるように混ぜ合わせ、一つにまとま
ったら軽く強力粉（分量外）をふった
台に移す。手のひらに体重をかけて
こね、ときどき生地を低い位置から台
にたたきつける。

なめらかになったら、ショートニング
を加え、よくこねる。ショートニング
が混ざったら1を3回に分けて加え、
よくこねる。生地をのばして薄い膜
ができたらこね上がり。
（こね上がり温度約28℃。状態は
110ページパン生地の作りかた７を
参照） 

3をなめらかな面が出るようにして
丸め、合わせ目を下にしてショートニ
ング（分量外）をぬった耐熱ボウルに
入れてラップをする。

4を角皿にのせて下段に入
れ、〈 発 酵・30 ℃・40～
50分〉で発酵させる。

1

2

3

4

5 一次発酵

発酵終了後、ガス抜き（110ページパ
ン生地の作りかた11を参照）し、6等
分して丸める。乾いたふきん、ぬれぶ
きん、ラップの順にかけて約15分休
ませる。

6の生地を長さ20㎝くらいのスティ
ック形にし、転がしてライ麦粉（分量
外）をまぶす。オーブンシートを敷い
た角皿に並べて、乾いたふきん、ぬれぶ
きんをのせる。

7を下段に入れ、〈発酵・
30℃・40～50分〉で発酵
させる。発酵終了後、焼成
に入るまで生地が乾燥しな
いようラップをしておく。

角皿だけを下段に入れ、
〈オーブン（予熱あり）・
180℃〉で予熱をする。

予熱中に、刃先の鋭いナイフなどで斜
めに2本クープを入れておく。

予熱終了後、市販のミトン
をはめて角皿を取り出す。
10の生地をオーブンシー
トごと移し、下段に入れる。
〈20～25分〉に合わせ、ス
タートを押して焼く。

6 ベンチタイム

7 成形

8 成形発酵

9

10 クープ（切り込み）入れ

11 焼成

作りかた

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

角皿
下段

フルーツスティック

ご注意ください
スタートを押す前に、
設定温度をご確認くだ
さい。
間違って 100℃以上に
設定すると、キャンバ
ス地・ふきんなどが燃
える恐れがあります。

難易度

パ
ン
・
ピ
ザ
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クリスピーピザ
アレンジ

クリスピーピザ

材料／直径23㎝ 1枚分（1段分）
〈ピザ生地〉

強力粉（ふるう） ……………………30g
薄力粉（ふるう） ……………………25g
インスタントドライイースト …… 2g
砂糖 ………………………… ひとつまみ
塩 …………………………… 小さじ¼  
オリーブ油 ………………… 大さじ½  

牛乳（室温のもの） …………… 25～35g
〈具〉
バジル ……………………………… 5枚
モツァレラチーズ（1㎝角に切る） …70g

〈トマトソース〉
トマトピューレ ……………………30g
オレガノ、タバスコ ………………… 少々

ボウルにAを入れ、牛乳を生地がべとつ
かず、まとまる程度まで様子を見ながら
加える。生地がまとまるまでよく混ぜ
たら、台の上に出して均一になるまでよ
くこねる。

生地を丸く整え、サラダ油をぬった耐熱
ボウルに入れ、ラップをする。

2を角皿にのせて下段に入れ、〈発酵・
40℃・25～35分〉で発酵させる。

発酵終了後、丸めてラップをし、約10分
休ませる。

角皿だけを下段に入れ、
【18-1 ピザ】〔弱め1〕を選
んでスタートを押す。
予熱開始

＊ 2段のときは、上・下段に入れ、
【18-2 ピザ】を選ぶ。

手動で調理するときは（予熱あり）
1段：〈オーブン・250℃・7～12分〉
2段：〈オーブン・250℃・9～14分〉
＊角皿を入れて予熱します。

1

2

3

4

5

4をめん棒で直径約23㎝の円にのばし
てオーブンシートにのせ、トマトソース
をぬり、上にチーズをのせる。

予熱終了後、市販のミトンをはめて角皿
を取り出し、6をオーブンシートごと角
皿にのせる。

7を下段に入れ、スタートを
押して焼く。
（加熱時間の目安 約8分）

＊ 2段のときは、上・下段に入れる。 
（2段の加熱時間の目安 約11分）

焼き上がったらバジルをのせる。

6

7

8

9

作りかた

●2枚（2段分）も自動でできます。

※予熱時間の目安は約19分です。

● ルッコラのかわりに、クレソンやサラダ用ほうれん草でも。
　 パルミジャーノのかわりにモツァレラチーズを使うときは、トマトソースの上にのせて一緒に焼いてください。

角皿
下段

角皿
下段

クリスピーピザ（生ハムとルッコラ）

材料／直径23㎝ 1枚分
〈ピザ生地〉
クリスピーピザ生地……………… 全量
トマトソース（クリスピーピザ参照） …30g
〈具〉
生ハム（スライス）………………… 40g
ルッコラ…………………………3～4枚
ナチュラルチーズ（パルミジャーノ） … 15g
オリーブ油………………………… 適宜
こしょう…………………………… 適宜

クリスピーピザ作りかた1～8を参照し
て、トマトソースだけをぬって【18-1 ピ
ザ】〔弱め2〕を選んで焼く。

ルッコラにオリーブ油をかけ、こしょう
で軽く味を付ける。

1に生ハム・2のルッコラをのせ、薄く削
ったチーズをのせる。

1

2

3

作りかた

難易度

難易度

A

パ
ン
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ピザアレンジ ピザ（シーフード）

ピザ（ツナコーン）

材料／直径23㎝ 1枚分
〈ピザ生地〉
ピザ生地…………………………… 全量
〈具〉
いか……………………… ¼  杯（100g）
えび………………………………… 30g
白ワイン……………………… 大さじ¼  
塩、こしょう ……………………… 少々
玉ねぎ（薄切り）………… 小½  個（65g）
ピーマン（せん切り）…………… 中1個
ナチュラルチーズ（ピザ用）……… 75g
〈トマトソース〉

トマトピューレ ……………… 80g
オレガノ、タバスコ ………… 適宜

材料／直径23㎝ 1枚分
〈ピザ生地〉
ピザ生地…………………………… 全量
〈具〉
ツナ缶……………………………… 65g
コーン缶（ホール）………………… 50g
トマト……………………………… ½  個
玉ねぎ（薄切り）………… 小½  個（65g）
ナチュラルチーズ（ピザ用）…… 100g
〈トマトソース〉

トマトピューレ ……………… 80g
オレガノ、タバスコ ………… 適宜

ピザ作りかた1～3を参照して、ピザ生地
を作る。

いかは胴を７㎜幅の輪切りにし、足は１
本ずつ切り離し2～3㎝の長さに切る。
えびはカラをむいて、背わたを取る。

耐熱容器に2を入れ、塩・こしょうをして
白ワインをかけラップをする。

3を庫内中央に置き、〈レンジ600Ｗ・約
3分〉で加熱する。加熱終了後、粗熱をと
り、水気を十分に切る。

ピザ作りかた4～7を参照して焼く。

1

2

3

4

5

ピザ作りかた1～3を参照して、ピザ生地
を作る。

トマトは種を取って薄切りにし水気をし
っかり切る。ツナとコーンも水気を切っ
ておく。

ピザ作りかた4～7を参照して焼く。

1

2

3

作りかた

作りかた

ピザ

材料／直径23㎝ 1枚分
〈ピザ生地〉
強力粉（ふるう） ………………… 120g
牛乳（室温のもの） …………………55g
砂糖 …………………………………10g
塩 …………………………… 小さじ¼  
卵 ………………………………… ½  個
インスタントドライイースト …… 2g

〈具〉
ピーマン（せん切り） …………… 中1個
玉ねぎ（薄切り） ……… 小½  個（65g）
ベーコン（細切り） …………………40g
マッシュルーム（薄切り） ½  缶（25g）
ナチュラルチーズ（ピザ用） …… 100g
オリーブ …………………………… 適宜

〈トマトソース〉
トマトピューレ ……………………80g
オレガノ、タバスコ ……………… 適宜

器にAを入れて混ぜ合わせ、トマトソ
ースを作る。

角皿に3をのせてトマトソースを厚
めにぬり、上に具をのせて最後にチー
ズをのせる。

予熱終了後、6を下段に入
れ、スタートを押して加熱
する。
（加熱時間の目安 約9分）

5

6

7

作りかた
ピザ生地をパン生地と同様に作る。
（110ページ参照）

生地をなめらかな面が出るように丸
め、ふきんをかけて約10分休ませる。

生地をめん棒で直径約23㎝の円形に
のばし、固く絞ったぬれぶきんまたは
ラップをかけ、約20分休ませる。

【18-1 ピザ】を選んでスタートを押
す。 予熱開始

手動で調理するときは（予熱あり）
〈オーブン・250℃・10～15分〉
※角皿を入れずに予熱します

1

2 ベンチタイム

3

4
A

※予熱時間の目安は約19分です。
※ 「18-1 ピザ」を選んだとき、表示部に「下段」
と表示されますが、角皿は入れずに予熱して
ください。
※ 「18-2 ピザ」はクリスピーピザ（132ペー
ジ）のみ対応です。ピザの2段調理は自動で
はできません。

●  トマトソースのかわりに市販のピザ
ソースを使うと簡単です。

● 市販の冷凍ピザ（直径14㎝）は、角皿
にのせて下段に入れ、〈オーブン（予
熱あり）250℃・約10分〉で焼いて
ください。

角皿
下段

難易度

A

A

難易度

パ
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材料
砂糖 ……………………………… 150g
レモン汁 ……………………… 小さじ2
サラダ油 …………………………… 2滴

〈いちごジャム〉
いちご（へたを取る） ………… 正味300g
〈りんごジャム〉
りんご（紅玉、すりおろす） …… 正味300g
〈キウイジャム〉
キウイフルーツ（皮をむき、5㎜厚のいちょう切り）
 ………………………………… 正味300g
〈ブルーベリージャム〉
ブルーベリー ………………… 正味300g

●  いちごはへたを取ってから洗うと、
水っぽくなり調理時間が多少長くか
かります。

A

付属品は使用しません

フルーツはきれいに洗ってから、水気
をよく取り、下準備をする。

深めの大きな耐熱容器に1のフルー
ツとAを入れ、軽く混ぜ合わせて庫内
中央に置く。

1

2

作りかた

いちごジャム
りんごジャム
キウイジャム
ブルーベリージャム

〈レンジ600W・17～19分〉で加熱
する。途中で2～3回アクを取り、混
ぜ合わせる。

3

材料
食パン（6枚切） ………………………… 4枚

トースト

※角皿を入れて予熱します。
※予熱時間の目安は約16分です。

角皿だけを下段に入れ、
〈オーブン（予熱あり）・
250℃〉で予熱する。

予熱終了後、市販のミトン
をはめて角皿を取り出し、
食パンをのせて下段に入
れる。〈5～10分〉に合わ
せ、スタートを押して加熱
する。

1

2

作りかた

お願い
角皿が熱くなっているので気を付けてく
ださい。

角皿
下段

角皿
下段

●  加熱時間は、お好みの焼き色に合わ
せて、調節してください。

● グリルでも調理できます！  
角皿に焼網をのせ、食パン2枚をのせ
る。上段に入れ、〈グリル・3～4分〉で
焼く。ブザーが鳴ったら裏返し、さら
に、〈グリル・1～2分〉で焼く。

ス
イ
ー
ツ
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りんごは皮をむき、5㎜の
厚さのいちょう切りにし、
容器に入れ、レモン汁を加
え、砂糖をまぶし、ふたをし
て庫内中央に置き、〈レンジ

600W・約12分〉で加熱する。途中、
均一に仕上げるために2～3度混ぜ合
わせる。加熱後、1～2時間おいてか
ら煮汁を切り、ラム酒をかけ、お好み
でシナモンを加える。

パイの皮を作る。ボウルにAをふる
って入れ、1㎝の角切りにしたバター
を加え、ナイフまたはパイブレンダー
であずき粒くらいになるまで切り混
ぜる。

1

2

2に冷水を3～4回に分けて加え、練
らないように混ぜ、しっとりとしたら
ひとまとめにし、ラップで包み、冷蔵
室で約30分休ませる。

3を長方形にのばし、三つ折りにし
て、ラップで包み、冷蔵室で約20分休
ませる。この工程を5回繰り返す。

生地を2等分にし、一方を約3㎜の厚
さで、パイ皿よりふたまわり大きくの
ばし、パイ皿に敷き込み、はみ出した
部分を約5㎜余裕をみて切り落とす。
底にフォークで穴をあけ、1のりんご
を入れる。

3

4

5

作りかた

アップルパイ
材料／金属製直径21㎝パイ皿 1枚分
〈パイ皮〉

薄力粉 …………………………… 145g
強力粉 ………………………………35g

バター………………………………… 145g
冷水…………………………………… 75ml
〈フィリング〉
りんご（紅玉） …………… 4個（800g）
砂糖 ………………………100～120g
レモン汁 ……………………… ½  個分
ラム酒 ………………………… 大さじ1
シナモン …………………………… 適宜

〈ドリール〉
卵黄 ………………………………… 1個
水 ……………………………… 大さじ1

アイスクリーム………………………… 適宜

A

●  バターをたくさん使う生地なので、温度にとても敏感です。寒さを感じるくらいの場所で、何回も冷蔵室を利用しながら、器具
も材料も冷たくして手早く作業します。

● 休ませるときは、必ずラップに包み、平らな板の上にのせ、冷蔵室に入れてください。休ませることで扱いやすくなります。
● 生地は平均した厚さにのばさないと、焼いたとき、でこぼこにふくらんでしまいます。 
三つ折りを重ねるときも、縁をきれいに重ねましょう。めん棒に力を平均に加え、軽く押さえ、全体を均一の厚さにのばします。

● 市販の冷凍パイシート（400g）を使うと便利です。

残りの生地を25×21㎝にのばし、
1.5㎝幅に10本、2㎝幅に3本切る。

5の上に6の1.5㎝幅の生地を編目状
にのせ、2㎝幅の生地を縁にのせて、
はみ出した部分を切り落とし、重ね目
にドリールをぬって、冷蔵室で約30
分休ませる。

〈オーブン（予熱あり）・210℃〉で予
熱する。

予熱終了後、7の表面にド
リールをぬり、角皿にのせ
て下段に入れる。〈30～38
分〉に合わせ、スタートを押
して加熱する。

6

7

8

9
角皿
下段

7654

付属品
なし

ス
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型抜きクッキー
ボウルに柔らかくしたバターと砂糖
を入れ、泡立て器で白っぽくなるまで
よくすり混ぜる。

1に割りほぐした卵を少しずつ加え
てさらに混ぜ、バニラエッセンスを加
える。

2に薄力粉をふるって一度に加え、木
べらで混ぜ合わせて粉っぽくなくな
ったら、ひとまとめにする。

適当な分量に分けてビニール袋に入
れ、めん棒で5㎜くらいの厚さにのば
し、冷蔵室で約30分休ませる。

4の生地を打ち粉をした台に取り出
し、抜き型（直径約3㎝）で抜き、角皿
に48個並べる。

1

2

3

4

5

5を下段に入れ、【19 クッ
キー】を選んでスタートを
押す。 加熱開始
（加熱時間の目安 約28分）

手動で調理するときは（予熱あり）
1段：〈オーブン・170℃・15～20分〉
2段： 〈オーブン・170℃・18～23分〉

上・下段で加熱

焼き上がったらあみの上で冷ます。

6

7

作りかた材料／約48個分（1段分）
薄力粉………………………………… 230g
バター………………………………… 100g
砂糖………………………………………80g
卵………………………………………… 1個
バニラエッセンス……………………… 少々

●  バターはやわらかくなる
まで、レンジ200Ｗで加
熱するか、お好み温度15
～20℃で加熱すると、ら
くにクリーム状にするこ
とができます。

● 仕上がりは生地の厚み・形・大きさ
で変わることがあります。温度を下
げ、時間をのばすと、全体的に仕上が
りがよくなります。

角皿
下段

付属品
なし

3-23-12

4

1

クッキーアレンジ

紅茶ココア

● ココア（10g）を薄力粉に混ぜる。
● 作りかた3で、紅茶の葉（10g）を
一緒に加える。
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ボウルにやわらかくしたバターと砂
糖を入れ、泡立て器で白っぽくなるま
でよく混ぜる。

1に割りほぐした卵を少しずつ加え
てさらに混ぜ、バニラエッセンスを加
える。

2にAを合わせてふるって加え、木べ
らでさっくり混ぜ合わせ、ココナッツ
を加えてさらに混ぜる。

角皿に48個、3をスプーンで少しず
つ大きさをそろえながら落とす。

1

2

3

4

4を下段に入れ、【19 クッ
キー】〔弱め1〕を選んでスタ
ートを押す。 加熱開始
（加熱時間の目安 約26分）

手動で調理するときは（予熱あり）
1段：〈オーブン・170℃・13～18分〉
2段： 〈オーブン・170℃・15～20分〉

上・下段で加熱

焼き上がったらあみの上で冷ます。

5

6

作りかた

ボウルに薄力粉・ベーキングパウダ
ー・砂糖・塩を合わせてふるい入れ、
製菓用カードでバターを細かく刻む
ように混ぜる。サラサラの状態にな
ったら、そのまま冷蔵室で約30分冷
やし、牛乳を少しずつ加えながら、手
で練り混ぜる。

1の生地をひとまとめにして打ち粉
をした台の上で4～5回こね、長方形
にのばし、三つ折りにしてラップで包
み、冷蔵室で約20分休ませる。

1

2

2をめん棒で約2～2.5㎝の厚さに均
一にのばす。

〈オーブン（予熱あり）・210℃〉で予
熱する。

角皿に直径5～6㎝の丸型（なければ
コップでもよい）を生地に押しあてて
軽くまわし、9個抜いて並べ、ハケで
牛乳を少量（分量外）ぬる。

予熱終了後、5を下段に入
れる。〈15～20分〉に合わ
せ、スタートを押して焼く。

3

4

5

6

作りかた

材料／約48個分（1段分）
薄力粉 …………………………… 150g
ベーキングパウダー ………… 小さじ1

バター……………………………………70g
卵……………………………………… ½  個
砂糖………………………………………70g
ココナッツ………………………………20g
バニラエッセンス……………………… 少々

材料／9個分
薄力粉………………………………… 200g
ベーキングパウダー……………… 大さじ1
砂糖……………………………… 大さじ½  
塩………………………………………… 少々
バター………………………………… 100g 
（1㎝角に切り、冷蔵室で冷やしておく）
牛乳……………… ½  カップ強（100ml強）

●  製菓用カードがなければ、材料を
バットなどに入れて包丁で刻み込ん
でください。

● バターの刻みかたが粗いと、形が悪
くなります。

● サクッと焼き上げるためには、1で
サラサラの状態になるまで刻み込
み、冷やしてください。

ロッククッキー

スコーン

A

角皿
下段

●  バターはやわらかくなる
まで、レンジ200Ｗで加熱
するか、お好み温度15～
20℃で加熱すると、らく
にクリーム状にすること
ができます。

付属品
なし

角皿
下段
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109-29-1

754

スポンジ
ケーキ
材料／金属製直径18㎝ケーキ型 1個分
薄力粉………………………………… 90g
卵………………………………………… 3個
砂糖…………………………………… 90g
牛乳………………………………… 大さじ1
バター………………………大さじ1（15g）
バニラエッセンス………………………少々
〈ホイップクリーム〉
生クリーム …… 1½  カップ（300ml）
砂糖 ………………… ½  カップ（55g）
ブランデー …………………… 大さじ1

いちご……………………………………適宜

給水カセットの準備をする。

ケーキ型の底と周りにバター（分量
外）を薄くぬり、オーブンシートを敷
く。

ボウルに卵白を入れ、泡立て器で白身
を切るように軽く泡立て、½  量の砂
糖を2～3回に分けて加えながら泡立
てる。泡立て器を持ち上げて、角が立
つまでしっかり泡立てる。

別のボウルに卵黄・残りの砂糖・バ
ニラエッセンスを入れ、卵黄が白っぽ
くもったりするまで泡立る。

1

2

3

4

3に4を加えて、泡立て器で持ち上げ
た生地で字が書けるようになるまで
しっかり泡立てる。

耐熱容器にバターと牛乳を
入れ、ラップなしで庫内中
央に置き、〈レンジ600W・
20～30秒〉で加熱し、バタ
ーを溶かす。

5に薄力粉をふるって広げるように
一度に加える。

木べらで大きく切るようにしながら、
こねないように手早く混ぜ合わせる。

粉が少し残っている状態で8に6を加
え、切るようにしながら粉が残らない
ように手早く混ぜ合わせる。

5

6

7

8

9

作りかた
ケーキ型に生地を入れ、5～10㎝の
高さから2～3回落とし大きな泡を消
す。

10を角皿にのせて下段に
入れ、【21 スポンジケー
キ】を選んでスタートを押
す。 加熱開始
（加熱時間の目安 約38分）

手動で調理するときは（予熱あり）
〈オーブン・180℃・25～35分〉

焼き上がったら、焼き落ちを防ぐた
め、すぐに型ごと20～30㎝の高さか
ら1回落として空気を抜き、底を上に
してあみの上に出す。オーブンシー
トを静かにはがして完全に冷ます。

12をホイップクリームやいちごなど
で、デコレーションする。

10

11

12

13

8

角皿
下段

付属品
なし

3
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薄力粉とココアパウダーを合わせて
ふるっておく。

スポンジケーキ作りかた1～12を参
照して焼く。

1

2

作りかた

チョコレートスポンジケーキ
材料／金属製直径18㎝ケーキ型 1個分
薄力粉……………………………………80g
ココアパウダー…………………………10g
卵………………………………………… 3個
砂糖………………………………………90g
牛乳………………………………… 大さじ1
バター……………………… 大さじ1（15g）

焼き上がりの確認

卵
砂　糖
薄力粉
牛　乳
バター
加熱方法

加熱時間の目安

15㎝

2コ

60g

60g

大さじ1弱

大さじ1弱

21㎝

4コ

120g

120g

大さじ1強

大さじ1強

30～35分

オーブン（予熱あり）180℃

　 35～40分

■ケーキ型サイズ別分量と加熱時間の目安

焼き上がりの良好な状態
きめが細かく均一。
弾力性があり、形が整っている。

〈断面〉

●卵の泡立て不足。
●粉を入れてから混ぜすぎた。
● 生地を作って、すぐ焼かなかった。

ふくらみが悪く、
きめが詰まっている。

きめが粗く、
粉がダマになって
残っている。

●粉をふるっていない。
●粉の混ぜ合わせ不足。

パサつく。
中央が沈む。

●卵を泡立てすぎた。
● 生地を型に入れたとき、空気を抜
かなかった。

● 焼き上がった後、空気を抜かなか
った。表面に

めだつしわがある。

焼き上がりの状態〈断面〉 原因

ホイップクリーム

ボウルに生クリーム・砂糖・ブラン
デーを入れ、ボウルの底を氷水に当て
クリーム状に泡立てます。
泡立てすぎたり、温度が高いと分離し
て泡が消えるので、ボウルの底を氷水
に当てるなどして、10℃以下に冷や
してから、手早く泡立てるようにしま
す。ボウルは、冷えやすい金属製のも
のの方がらくに泡立てられます。
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10-1

シフォンケーキ
材料／アルミ製直径20㎝シフォンケーキ型 1個分
薄力粉………………………………… 150g
卵黄…………………………………… 5個分
卵白…………………………………… 7個分
砂糖…………………………………… 130g
水………………………………………100ml
サラダ油……………………………… 80ml
バニラエッセンス……………………… 少々

薄力粉をふるっておく。

ボウルに卵黄・⅓  量の砂糖を入れ、
泡立て器で全体が白っぽくなるまで
泡立てる。

2にサラダ油を少しずつ加えながら
よく混ぜ、水を少しずつ加えながらよ
く混ぜ、バニラエッセンスを加えて混
ぜる。

3に1を加え、泡立て器でよく混ぜ合
わせる。

別のボウルに卵白を入れ、ハンドミキ
サーで軽く泡立てて、残りの砂糖を2
～3回に分けて加える。
角が立ち、ボウルをひっくり返しても
落ちないくらい、しっかりと泡立てる。

1

2

3

4

5

4に5の⅓  量を加えて泡立て器でよ
く混ぜ、残りの½  量を加え、さらによ
く混ぜる。残りの5を加え、へらで泡
をつぶさないように混ぜ合わせる。

きれいなシフォン型に高い位置から
6の生地を入れ、型をもってトントン
と2～3回軽く落とし生地の中の気泡
を抜く。

7を角皿にのせて下段に入
れ、【22 シフォンケーキ】を
選んでスタートを押す。
加熱開始

（加熱時間の目安 約58分）

手動で調理するときは（予熱あり）
〈オーブン・170℃・50～60分〉

6

7

8

作りかた
焼き上がったら、生地が沈まないよう
に、すぐに型を逆さにし、適当な高さ
のあるコップなどの上に筒をのせて
冷ます。

十分に冷めたら、パレットナイフなど
を型と生地の間に差し込む。
型の内側をこするようにしてまわし
て、生地を型からはずす。
同様にして、型の底にもナイフを入れ
てはずす。

9

10

976

5-143

5-2

2

10-2

角皿
下段

●  使うボウルや型に油や水分が付いていると、せっかく泡立てたメ
レンゲの泡がこわれてしまいます。ボウルや型は必ずよく洗い、
よくふいて水気や油分がない状態にしてお使いください。

● フッ素加工の型やシリコン製の型では生地がすべり、上手に焼
けない場合があります。アルミ製のものをお使いください。
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シフォンアレンジ

抹茶チョコレート
材料／アルミ製直径20㎝シフォンケーキ型1個分 材料／アルミ製直径20㎝シフォンケーキ型1個分
シフォンケーキ材料（バニラエッセンスは除く）
　…………………………………… 1回分
ココアパウダー………………………15g

シフォンケーキ材料（バニラエッセンスは除く）
　…………………………………… 1回分
抹茶……………………………… 小さじ1

紅茶

コーヒー
材料／アルミ製直径20㎝シフォンケーキ型1個分

材料／アルミ製直径20㎝シフォンケーキ型1個分

薄力粉……………………………… 150g
卵黄………………………………… 5個分
卵白………………………………… 7個分
砂糖………………………………… 130g
インスタントコーヒー………………10g
サラダ油…………………………… 80ml

シフォンケーキ材料（バニラエッセンスは除く）
　…………………………………… 1回分
紅茶の葉………………………………10g

スパイス

薄力粉……………………………… 150g
卵黄………………………………… 5個分
卵白………………………………… 7個分
砂糖………………………………… 120g
水………………………………… 100ml
サラダ油…………………………… 80ml
ジンジャー……………………… 小さじ1
シナモン………………………… 大さじ1
ナツメグ……………………… 小さじ½  
クローブ……………………… 小さじ½  

材料／アルミ製直径20㎝シフォンケーキ型1個分

● 薄力粉に紅茶の葉を混ぜる。 ● 薄力粉とココアパウダーを合わせ
てふるう。

● 薄力粉と抹茶を合わせてふるう。

● 薄力粉とスパイス類を合わせ、ふ
るう。

● インスタントコーヒーをお湯（大
さじ２）で溶かし、水を加えて
100ml用意する。  
＊ シフォンケーキの作りかた3で
水の代わりに使う。

焼き上がりの状態 原因

できあがりの
ふくらみが悪い。

● 卵白の泡立てが不十分。
→ 冷やしておいた卵を使い、ボ
ウルをひっくり返しても落ち
てこないくらいまでしっかり
泡立てる。

ケーキの中に大き
な穴があいてい
た。

ケーキの底に大き
な穴があいてい
た。

● 型に流し入れるときに空気が
入った。
→ 生地は高い所から一気に流し
入れる。

● 型に生地を入れた後、強く底を
打ち付けて空気抜きをした。
→ トントンと軽く打ちつけるよ
うに空気を抜く。

● 卵白と卵黄生地を混ぜ合わせ
るときに空気が入った。

焼き上がったケー
キ（型に入ってい
る状態）の上の部
分の目が詰まっ
た。

● 焼き詰まりと呼ばれる現象。
大きくふくらんだ気泡が温度
の低下と共に小さくなるため
に起こる自然現象。

焼き上がりの確認
この料理集では添加物（ベーキングパウダーなど）を使用せず、卵白を泡立て
たメレンゲによってふくらませています。卵白をしっかりと泡立て、下の表
を参考にお作りください。

■ ケーキ型サイズ別分量と
加熱時間の目安

アルミ製17㎝

薄力粉 90g

卵黄 3個分

卵白 4個分

砂糖 80g

水 50ml

サラダ油 40ml

バニラエッセンス 少々

加熱方法 オーブン（予熱あり）
170℃

加熱時間の目安 35～45分

ス
イ
ー
ツ



142

シュークリーム
（窯出し）

材料／12個分
薄力粉……………………………………80g
バター……………………………………60g
水……………………………………… 50ml
牛乳…………………………………… 50ml
卵………………………………………2½  個

給水カセットの準備をする。

薄力粉はふるっておく。大
きめの耐熱容器に、水・牛
乳・バター・薄力粉（小さ
じ1）を入れ、ラップなしで
庫内中央に置き、〈レンジ
600Ｗ・4分30秒 ～5分
30秒〉で沸騰するまで加熱
する。

2に残りの薄力粉を一度にすばやく
入れる。

1

2

3

3をよく混ぜ合わせ、ラッ
プなしで庫内中央に置き、
〈レンジ600Ｗ・1分20秒
～1分40秒〉で加熱する。
途中均一に仕上げるために
2～3度混ぜ合わせ、加熱後
も手早く混ぜる。

4をよく練りながら、割りほぐした卵
を少しずつ加え、よく混ぜる。

【20 シュークリーム】を選
んでスタートを押す。
予熱開始

手動で調理するときは（予熱あり）
〈オーブン・180℃・25～35分〉
＊ 予熱終了後、シュー生地に霧を吹
いて焼きます。（給水カセットの準
備は必要ありません）

4

5

6

作りかた
5を絞り出し袋に入れる。

角皿に直径約5㎝の大きさで12個、
間隔をあけて絞り出し、フォークを水
でぬらして上を軽く押さえる。

予熱終了後、8を下段に入
れ、スタートを押して加熱
する。
（加熱時間の目安 約31分）

7

8

9

窯出しタイプとは…

スチームを使用しないシュークリー
ムに比べ、こんがりと焼き色が付くシ
ュークリームです。

7432

角皿
下段

付属品
なし

付属品
なし

付属品
なし
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焼き上がりの確認

焼き上がりの良好な状態
きれいに形よくふくらみ、
中は空洞になっている。

〈断面〉

●材料を正しくはからなかった。
● レンジの加熱時間が正しくなかった。
● バターがグツグツ沸騰するまで、加熱しなかった。
● バターが沸騰しているうちに、粉を加えなかった。
●粉の混ぜ合わせ不足。
● 粉を混ぜ合わせた生地が冷めていた。

横に広がり、
ふくらまない。

小さく、
ふくらみが悪い。

焼き上がりの状態 原因

シュー生地を小さく絞れば一口
サイズのベビーシューに。
ツリー風のデコレーションで楽
しさを演出して。

細長くシュー生地を絞れば、お子
さまに人気のエクレアに。
ホワイトチョコやコーヒーなど、
お好みのコーティングを。

カスタードクリーム

材料
薄力粉……………………………… 大さじ2
コーンスターチ…………………… 大さじ2
砂糖…………………………………… 100g
牛乳……………………………………400ml
卵黄……………………………………… 2個
バニラエッセンス……………………… 少々

深めの耐熱容器に薄力粉・コーンス
ターチ・砂糖を入れて泡立て器で混
ぜ、牛乳を入れ、ダマにならないよう
に混ぜ合わせ、卵黄を加えて混ぜ合わ
せる。

1 1をラップなしで、庫内中央に置き、
〈レンジ600Ｗ・約5分30秒〉で加熱
する。途中均一に仕上げるために、2
～3度かき混ぜ、仕上げにバニラエッ
センスを加える。

2
作りかた

●  絞り出し袋がない場合は、スプーン
ですくって並べてください。

● バターはグツグツと沸騰するまで十
分加熱してください。（作りかた2）

● 薄力粉や卵を混ぜ合わせるときは、
すばやく行ってください。

シュークリームアレンジ

付属品は使用しません

チョコクリーム
材料
薄力粉……………………………大さじ1½  
コーンスターチ…………………大さじ1½  
砂糖………………………………………80g
牛乳……………………………………350ml
卵黄……………………………………1½  個
バニラエッセンス……………………… 少々
板チョコレート…………………………80g

作りかた

アレンジ

板チョコレートは細かく刻む。

カスタードクリーム作りかた1・2と同様に作る。
（細かく刻んだ板チョコレートは作りかた1で加える。）

1

2
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3をよく練りながら、割りほぐした卵
を少しずつ加える。木べらですくっ
て、ゆっくりと落ちるくらいまで、様
子を見ながら加える。

〈オーブン（予熱あり）・200℃〉で予
熱する。
・ 2段で焼くときは（予熱あり）
〈オーブン・200℃・30～40分〉
上・下段で加熱

4を絞り出し袋に入れる。

直径約5㎝の大きさで角皿に12個、
間隔をあけて絞り出し、フォークを水
でぬらして上を軽く押さえる。

4

5

6

7

薄力粉とココアパウダーを合わせて
ふるっておく。

シュークリーム作りかた1～9を参照
して焼く。

1

2

作りかた

チョコレートシュークリーム
材料／12個分
薄力粉……………………………………60g
ココアパウダー………………………… 2g
バター……………………………………60g
水……………………………………… 95ml
卵…………………………………… 2～3個

材料／12個分（1段分）
薄力粉……………………………………60g
バター……………………………………60g
水……………………………………… 95ml
卵…………………………………… 2～3個
〈ホイップクリーム〉

生クリーム ………… 1カップ（200ml）
砂糖 …………………………………20g
バニラエッセンス ………………… 少々

いちご、キウイフルーツ ……………… 適宜

A

薄力粉はふるっておく。大
きめの耐熱容器に、水・バ
ター・薄力粉（小さじ1）を
入れ、ラップなしで庫内中
央に置き、〈レンジ600Ｗ・
2分30秒 ～3分30秒 〉で
沸騰するまで加熱する。

・ 2段で作るときは
〈レンジ600W・4分30秒～5分30秒〉

1に残りの薄力粉を一度にすばやく
入れる。

2をよく混ぜ合わせ、ラップなしで庫
内中央に置き、〈レンジ600Ｗ・50
秒～1分10秒〉で加熱する。途中均
一に仕上げるために2～3度混ぜ合わ
せ、加熱後も手早く混ぜる。
・ 2段で作るときは
〈レンジ600W・1分20秒～1分40秒〉

1

2

3

予熱終了後、7に霧を吹い
て下段に入れる。〈20～28
分〉に合わせ、スタートを押
して加熱する。

焼き上がったシュー皮に、包丁で切れ
目を入れ、Aでホイップクリームを作
り（139ページ参照）、シュー皮に詰
め、いちご・キウイフルーツを飾る。

8

9

作りかた

シュークリーム

角皿
下段

64

付属品
なし
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なめらか
プリン

給水カセットの準備をする。
プリン型にバターを薄くぬる。

カラメルソースを作る。小さめの鍋
に、砂糖と水を入れ火にかける。お好
みのカラメル色になったら火からお
ろす。湯を加えて手早く混ぜ、プリン
型に等分に入れる。（湯を加えるとき、
はねることがあるのでミトンなどを
使用してください）

大きめのボウルに卵を溶きほぐし、砂
糖を入れ、泡立てないように注意しな
がらよく混ぜる。

耐熱容器に牛乳を入れて、
庫内中央に置き、〈レンジ
600W・3～4分〉で加熱す
る。

1

2

3

4

3に4を少しずつ混ぜながら加え、ふ
きんまたはこし器でこす。大きな泡
があればすくい取り、バニラエッセン
スを加え、2の容器に等分に入れ、ア
ルミホイルでふたをする。

角皿に5を並べて下段に入
れ、【24 なめらかプリン】
を選んでスタートを押す。
加熱開始

（加熱時間の目安 約34分）

手動で調理するときは（予熱なし） 
〈オーブン・140℃・15～22分〉

5

6

作りかた

材料／金属製7.5㎝プリン型8個分
卵………………………………………… 3個 
砂糖………………………………………80g
牛乳……………………………………400ml
バニラエッセンス……………………… 少々
〈カラメルソース〉
砂糖 …………………………………40g
水 ……………………………… 大さじ1 
湯 ……………………………… 大さじ1

仕上がり調節
弱め

やわらかめ

強め

固め

標準

● 卵液の初期温度は約30～40℃を基
準としています。高すぎたり、低す
ぎたりした場合は、加熱時間を加減
してください。

● 必ずふたをして加熱します。
● やわらかい仕上がりの場合、型から抜
くと形がくずれることがあります。

●途中給水カセットの水が足りなくな
ることがあります。給水の表示が出
たら、水を追加してください。

角皿
下段

付属品
なし

プリンアレンジ

紅茶

ココア

● 作りかた4の加熱後、紅茶のティーパック4個を
入れて、紅茶を出す。

● 無糖のココア（10g）に作りかた4であたためた
牛乳を少しずつ加えて溶かす。

抹茶

コーヒー

● 抹茶（小さじ2）に作りかた4であたためた
牛乳を少しずつ加えて溶かす。

● 作りかた4の加熱後、インスタントコーヒー
（10g）を入れて溶かす。

● プリン生地にはバニラエッセンスは入れません。
● カラメルソースはお好みで
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パウンドケーキ型に、オーブンシート
を敷く。

薄力粉とベーキングパウダーを、一緒
にふるう。

Aを粗みじん切りにし、ブランデーに
漬け込む。

ボウルにやわらかくしたバターと砂
糖を入れ、泡立て器で白っぽくなるま
で混ぜ、卵を割りほぐして少しずつ加
え、さらに混ぜる。

4に3を加え、木べらでさっくり混ぜ
合わせる。

5に2を加え、切るように混ぜ合わせ
る。

1

2

3

4

5

6

〈オーブン（予熱あり）・180℃〉で予
熱する。

ケーキ型に6の生地を入れ、中央部に
縦にくぼみを作る。

予熱終了後、8を角皿にの
せ、下段に入れる。〈45～
50分〉に合わせ、スタート
を押して加熱する。

焼き上がったら、あみの上に出し、オ
ーブンシートをはがして、完全に冷ま
す。

7

8

9

10

作りかた

パウンドケーキ

●  バターはやわらかくなるま
で、レンジ200Ｗで加熱す
ると、らくにクリーム状に
することができます。

材料／金属製8×17×6㎝
パウンドケーキ型 1本分

薄力粉………………………………… 100g
ベーキングパウダー……………… 小さじ1
バター……………………………………90g
砂糖………………………………………70g
卵………………………………………… 2個
レーズン ……………………………50g
ドレンチェリー ……………………20g
オレンジピール ……………………15g

ブランデー………………………… 大さじ2

A

角皿
下段

付属品
なし

りんごは洗って、底に穴があかないよ
うに芯をくり抜き、皮全体に竹串で穴
をあける。

耐熱性の浅い器に1を並べ、くり抜い
た芯の部分に混ぜ合わせたAを詰め、
Bをかける。

1

2

2を角皿にのせて下段に入
れ、〈オーブン（予熱なし）・
180℃・50～55分〉で加
熱する。途中2～3回、器に
たまった焼汁をかける。

3
作りかた

焼きりんご

●  ホイップクリームをのせてもおいし
く召し上がれます。

材料／4人分
りんご（紅玉）………………… 4個（800g）
バター ………………………………60g
砂糖 …………………………………60g
シナモン ……………………… 大さじ1
砂糖 …………………………… 大さじ2
水 ……………………………… 大さじ2
ブランデー ……………………… 50ml

A

B

角皿
下段
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ブッシュ・ド・ノエル

ココア生地を使っ
て

ロールケーキアレ
ンジ

抹茶
紅茶 ココア

ロールケーキ

角皿の底と周りに合わせて、オーブン
シートを敷く。（生地がふくらむので、
周りは角皿から約1㎝出るようにす
る。）

ボウルに卵を割りほぐし、砂糖を加え、
クリーム状になり、字が書けるように
なるまで泡立て器で十分泡立てる。

耐熱容器にバターと牛乳を
入れ、庫内中央に置き、〈レ
ンジ600Ｗ・20～30秒〉
で加熱し、バターを溶かす。

1

2

3

〈オーブン（予熱あり）・180℃〉で予
熱する。

2に薄力粉をふるって広げるように
加え、さっくり混ぜ合わせ、3を加え、
切るように混ぜ合わせる。

1に生地を流し入れ、表面
を平らにし、予熱終了後、下
段に入れる。〈8～13分〉に
合わせ、スタートを押して
加熱する。

4

5

6

作りかた

材料／1本分
薄力粉……………………………………75g
卵………………………………………… 4個
砂糖………………………………………75g
牛乳………………………………… 大さじ1
バター……………………………… 大さじ1
〈ホイップクリーム〉

生クリーム ……… ½  カップ（100ml）
砂糖 …………………………………10g
バニラエッセンス ………………… 少々

黄桃（缶詰）（縦に7等分する） ………… 3切
キウイフルーツ（縦に8等分する） …… 2個

A

付属品
なし

材料／1個分
ロールケーキ（ココア生地）………… 1回分
〈チョコレートクリーム〉
生クリーム ……… 1½  カップ（300ml）
チョコレート（刻む） ……………… 150g
ラム酒 …………………………… 大さじ1

ココア生地を用意する。

チョコレートクリームを作る。
ボウルに生クリームを入れ、７分立てに泡立てる。

別のボウルでチョコレートを湯煎で溶かす。溶けたら
2の⅓  量を加えて混ぜ、混ざったら残りの生クリームと
ラム酒を加えて混ぜる。

３のクリームを⅓  量使ってロールケーキを作り、冷蔵庫で約30冷や
す。

4の端をななめに切り落とし、切り株にする。切り株のななめの切り
口に薄くクリームをぬり、本体にのせる。

ロールケーキ全体にクリームをぬり、フォークなどで筋をつける。

お好みで、市販の飾りなどで飾り付ける。

1
2

3

4

5

6
7

作りかた

焼き上がったらオーブンシートをは
がし、固く絞ったぬれぶきんをかけ、
完全に冷ます。

Aでホイップクリームを作る。
（139ページ参照）

7の生地を巻きやすいように手前に3
本包丁目を入れる。ホイップクリー
ムを全面にぬり、手前の方に黄桃とキ
ウイフルーツをのせて巻き、巻き終わ
りを下にしてラップで包み、しばらく
おいて形を落ちつかせる。

7

8

9

角皿
下段

● 薄力粉に、紅茶の葉（5g）を入れる。 ● 薄力粉に、ココアパウダー（10g）
を入れる。

● 薄力粉に、抹茶（小さじ1）を入れる。
● 生クリーム（100g）、砂糖（10g）、
でホイップクリームを作り、ゆで
小豆（50g）を散らして巻く。
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ケーキ型の底と周りにバター（分量外）
を薄くぬり、オーブンシートを敷く。

耐熱容器に刻んだチョコレ
ート・生クリームを入れ、
庫内中央に置き、〈レンジ
600W・約1分30秒〉で加
熱し、バターを加えて混ぜ
る。途中で2～3回混ぜる。

別のボウルにAを入れ、泡立て器で卵
黄が白っぽくなるまで泡立てる。

3に2を加えて混ぜ合わせ、ココアパ
ウダー・薄力粉を合わせてふるい入
れ、木べらでさっくりと混ぜ合わせ
る。

別のボウルに卵白・砂糖の⅓  量を入
れて泡立て器で泡立て、さらに残りを
2回に分けて加え、角が立ち、ボウル
をひっくり返しても落ちないくらい、
しっかりと泡立てメレンゲを作る。

1

2

3

4

5

4に5を2回に分けて加え、泡をつぶ
さないように混ぜる。

〈オーブン（予熱あり）・170℃〉で予
熱する。

ケーキ型に6の生地を流し
入れ、予熱終了後、角皿にの
せて下段に入れる。〈45～
55分〉に合わせ、スタート
を押して加熱する。

焼き上がったら型から出し、オーブン
シートをはがして冷ます。仕上げに
粉砂糖をふる。お好みで泡立てた生ク
リームを添える。

6

7

8

9

作りかた

ガトーショコラ
材料／金属製直径18㎝ケーキ型 1個分
スイートチョコレート……………… 100g
卵黄 ……………………………… 3個分
砂糖 …………………………………50g

生クリーム…………………………… 50ml
無塩バター………………………………60g
薄力粉……………………………………20g
ココアパウダー…………………………30g
〈メレンゲ〉
卵白 ……………………………… 3個分
砂糖 …………………………………60g

粉砂糖…………………………………… 少々
生クリーム（お好みで）………………… 適宜

●  メレンゲの砂糖は必ず3回に分けて
加えましょう！泡立てていくうちに
固くなり、つやが出てきたら次の砂
糖を加えるようにして泡立てます。

A

角皿
下段

付属品
なし

チョコレートを細かく割り、耐熱容器に
チョコレートと生クリームを入れる。

1を庫内中央に置き、〈お好み
温度・50℃〉で加熱する。
加熱終了後、泡立て器で混ぜ
て溶かしておく。

1

2

2をオーブンシートを敷いた平らな容器
に流し入れ、冷蔵庫で冷やす。固まった
ら一口大に切り分け、ココアをまぶす。

3
作りかた

生チョコ

●  作りかた2で、加熱後にかたまりが
あっても、混ぜているうちに溶けて
きます。溶けきらないチョコがある
ときは、レンジ600Wで様子を見な
がら加熱してください。

材料
板チョコまたはミルクチョコレート
　　　…………………… 3枚分（約170g）
生クリーム……………………………100ml
ココア（無糖）…………………………… 適宜

付属品
なし

付属品は使用しません
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チョコレートは細かく刻み、Bはそれ
ぞれ7～8㎜角に刻む。バターは室温
に戻しておく。

耐熱容器に刻んだチョコレ
ートを入れて庫内中央に置
き、ラップなしで〈レンジ
600W・約2分〉で加熱す
る。途中で2～3回混ぜる。

ボウルに柔らかくしたバターと砂糖
を入れ、泡立て器で白っぽくなるまで
よくすり混ぜる。

3に溶き卵を少しずつ加えてよく混
ぜ合わせ、さらに2を加えてよく混ぜ
合わせる。

1

2

3

4

4にAを合わせてふるい入れて木べら
で混ぜ合わせ、刻んだBを加えてさっ
くりと混ぜる。

〈オーブン（予熱あり）・170℃〉で予
熱する。

角皿にオーブンシートを敷いて型を
のせ、5を流し入れて平らにする。

予熱終了後、7を下段に入
れる。〈23～28分〉に合わ
せ、スタートを押して加熱
する。

5

6

7

8

作りかた

ブラウニー

プリン型にバター（分量外）を薄くぬ
り、薄力粉（分量外）をふって余分な粉
は落としておく。

耐熱容器に刻んだチョコレ
ートとバターを入れて庫内
中央に置き、ラップなしで
〈レンジ600W・約1分40
秒〉で加熱する。途中で2

～3度かき混ぜる。加熱後、チョコレ
ートとバターが溶けて完全に混ざり
合うまでしっかりと混ぜ合わせる。

2に溶き卵を加えてよく混ぜ合わせ、
薄力粉をふるい入れてさっくりと混
ぜる。

1

2

3

〈オーブン（予熱あり）・220℃〉で予
熱する。

型に3を8分目まで流し入れ、軽く落
として空気を抜く。

予熱終了後、角皿に5を並
べて下段に入れる。〈5～
10分〉に合わせ、スタート
を押して加熱する。

焼き上がったら、すぐに型から抜いて
お皿に盛り付ける。

4

5

6

7

作りかた

フォンダン
ショコラ

材料／18㎝角型（底なし）1枚分
スイートチョコレート…………………80g
砂糖………………………………………60g
無塩バター…………………………… 100g
卵………………………………………… 2個
薄力粉 ………………………………80g
アーモンドプードル ………………20g
スイートチョコレート ……………40g
くるみ ………………………………40g
アーモンド …………………………40g

B

A

材料／金属製直径6.5㎝プリン型 8個分
スイートチョコレート……………… 180g
ミルクチョコレート……………………40g
無塩バター…………………………… 160g
卵………………………………………… 4個
薄力粉……………………………………90g

●  焼き上がったらすぐにお
召し上がりください。時
間が経つと中のチョコレ
ートが固くなります。 
冷めてしまった場合は 
〈レンジ600W・10～20秒〉で加熱
すると中身のチョコレートが柔らか
くなります。

角皿
下段

角皿
下段

付属品
なし

付属品
なし

付属品
なし

●  18㎝角型がない場合は、アルミホイ
ルで高さ4㎝ぐらいの枠を作り、型の
かわりにしても。

● バターは柔らかくなるま
で、レンジ200Wで加熱
するか、お好み温度15～
20℃で加熱すると、らくに
クリーム状にすることがで
きます。

付属品
なし

ス
イ
ー
ツ



150

ケーキ型の底と周りにバター（分量外）
を薄くぬり、オーブンシートを敷く。

ボウルにやわらかくしたクリームチ
ーズを入れてなめらかになるまでよ
く混ぜる。

2に砂糖・卵・薄力粉・生クリーム・
レモン汁の順番に加え、その都度混ぜ
る。

〈オーブン（予熱あり）・170℃〉で予
熱する。

1に3を流し入れて、表面を平らにな
らす。

1

2

3

4

5

予熱終了後、5を角皿にの
せて下段に入れる。〈45～
60分〉に合わせ、スタート
を押して加熱する。

焼き上がったら、ケーキ型に入れたま
ま冷ます。

耐熱容器にAを入れて混
ぜ、ラップをする。庫内中
央に置き、〈レンジ600W・
約30秒〉で加熱する。

8をチーズケーキの表面にぬる。

6

7

8

9

作りかた

ベイクド
チーズケーキ

角皿
下段

ケーキ型の底と周りにバター（分量外）
を薄くぬり、オーブンシートを敷く。

Ａで台を作る。ビスケットを袋に入
れ細かく砕く。バターを加えてよく
馴染ませ、1の型の底にすき間なく敷
きつめる。（上から押してしっかりか
ためる）

耐熱容器にBを入れて、ゼラチンをふ
やかしておく。

1

2

3

ボウルにやわらかくしたクリームチ
ーズを入れてなめらかになるまでよ
く混ぜる。

3を〈レンジ600W・15～20秒〉で
加熱する。

4に砂糖・ヨーグルト・レモン汁・5・
生クリームの順番に加えて混ぜる。

2に6を流し入れて、表面を平らにな
らし、冷蔵庫で冷やしかためる。

4

5

6

7

作りかた

レアチーズケーキ

材料／金属製直径18㎝ケーキ型 1個分
クリームチーズ……………………… 200g
砂糖………………………………………50g
生クリーム（7分立て） ……………… 150g
プレーンヨーグルト……………………50g
レモン汁…………………………… 小さじ2
ビスケット ……………………… 100g
溶かしバター ………………………70g
ゼラチン …………………………… 5g
水 ……………………………… 大さじ２

A

B

●  型は底が抜けるものを使ってくださ
い。底が抜けないと、型から取り出
しにくくなります。

● 焼き上がったら、必ず冷めてから型
から取り出してください。冷める前
に型から取り出すと、形が崩れます。

材料／金属製直径18㎝ケーキ型 1個分
クリームチーズ……………………… 200g
卵………………………………………… 2個
砂糖………………………………………80g
薄力粉……………………………… 大さじ3
レモン汁…………………………… 小さじ2
生クリーム…………………………… 150g
〈トッピング〉

アプリコットジャム ………… 大さじ1
水 …………………………… 大さじ½  A

付属品
なし

●  型は底が抜けるものを使ってくださ
い。底が抜けないと、型から取り出
しにくくなります。

付属品は使用しません
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予熱終了後、6を下段に入
れる。〈約15分〉に合わせ、
スタートを押して加熱す
る。

加熱終了後、粗熱が取れたら、よく切
れる包丁で約1㎝の厚さに切り、切り
口を上にして角皿に並べる。

〈オーブン（予熱なし）・
150℃・40～45分〉で加
熱する。約20分後（残り時
間表示20～25分）裏返し、
再びスタートを押して加熱
する。

7

8

9

ビスコッティ

●  おからの水分が多いときは、レンジ
にかけ、水分を飛ばしておく。

● 生地を切るときにくずれかけても、
押さえて成形すれば焼いている間に
くっつきます。

材料／約30枚分
おから………………………………… 170g
米粉………………………………………30g
ベーキングパウダー…………… 小さじ½  
卵………………………………………… 1個
砂糖………………………………………80g
ココアパウダー…………………… 小さじ1
ナッツ……………………………………30g
ドライフルーツ…………………………60g

※ナッツはくるみやアーモンドスライスなどの
固くないものを、ドライフルーツはレーズン・
オレンジピール・カレンツなどをご使用くだ
さい。

角皿
下段

角皿
下段

ナッツ類・ドライフルーツ類は刻ん
でおく。

ボウルに卵と砂糖を入れ、泡立て器で
もったりするまで泡立て、1を加えて
よく混ぜ合わせる。

1

2

2に米粉・ベーキングパウダー・コ
コアパウダーを加えて混ぜる。

3におからを加え、おからの白っぽい
ところがなくなるまでよく混ぜ合わ
せる。（このとき、手で混ぜ合わせると
混ざりやすい）

〈オーブン（予熱あり）・160℃〉で予
熱する。

角皿にオーブンシートを敷き、4を厚
み1.5㎝、15×6㎝くらいの長方形に
二つ形作る。

3

4

5

6
作りかた

ボウルに卵白とグラニュー糖を入れ、
泡立て器で白っぽくなるまで泡立て
ないように混ぜ合わせる。

1に米粉を入れてよく混ぜ合わせる。

2にアーモンドスライス・バニラエッ
センス・溶かしバターを加えてよく混
ぜ、冷蔵庫で1時間くらい寝かせる。

〈オーブン（予熱あり）・180℃〉で予
熱する。

11

22
3

44

角皿にオーブンシートを敷き、3を直
径5㎝くらいに薄く広げて12枚作る。
（広がるので間隔をあける）

予熱終了後、5を下段に入
れる。〈約10分〉に合わせ、
スタートを押して焼く。

加熱後、さらに〈オーブン
（予熱なし）・150℃・3～
8分〉で加熱する。

5

6

7

作りかた

チュイル

●  カーブをつけるときにオーブンシー
トをめん棒などに巻きつけるとくっ
つきにくくなります。  
冷めると固くなるので熱いうちに手
早く作業してください。

材料／12枚分
卵白…………………………………… 1個分
グラニュー糖……………………………40g
米粉………………………………………20g
アーモンドスライス……………………30g
バニラエッセンス……………………… 少々
溶かし無塩バター………………………25g

角皿
下段

角皿
下段

・ 2段で焼くときは
〈オーブン（予熱あり）・180℃・約12分〉
　　　　　　↓
〈オーブン（予熱なし）・150℃・5～10分〉
上・下段で加熱
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レモンケーキ

マドレーヌ型にマドレーヌ専用の紙
を敷いておく。

ボウルに卵を入れて溶きほぐし、砂糖
を加えてよく混ぜる。

2にレモンの皮とレモン汁を加えて
よく混ぜ、Ａを加えてよく混ぜ合わせ
る。さらにサラダ油を加えてよく混
ぜ合わせる。

〈オーブン（予熱あり）・180℃〉で予
熱する。

1

2

3

4

マドレーヌ型の⅔  程度に3の生地を
入れ、プルーンをのせる。

予熱終了後、5を角皿にの
せて下段に入れる。〈18～
23分〉に合わせ、スタート
を押して加熱する。

焼き上がったら型から出し、熱いうち
にアプリコットジャムとラム酒を合
わせたものをぬって冷ます。

粉糖にレモン汁を加えてよく混ぜて
アイシングを作り、7の表面にかけ
る。

5

6

7

8

作りかた

材料／金属製直径9㎝マドレーヌ型 9個分
卵………………………………………… 3個
砂糖…………………………………… 150g
レモンの皮（すりおろす）…………… 1個分
レモン汁…………………………… 大さじ4
米粉 ……………………………… 100g
アーモンドプードル ………………45g
ベーキングパウダー ………小さじ1½  

サラダ油…………………………………80g
プルーン………………………………… 9個
〈トッピング〉
アプリコットジャム ………… 大さじ1
ラム酒 ……………………… 大さじ½  

〈アイシング〉
粉糖 …………………………………30g
レモン汁 ……………………小さじ1½  

A

角皿
下段

〈オーブン（予熱あり）・180℃〉で予
熱する。

予熱終了後、3の角皿を下
段に入れる。〈18～23分〉
に合わせ、スタートを押し
て加熱する。

4

5

マフィン
材料／直径6㎝マフィン型8個分
薄力粉（ふるう）……………………… 180g
ベーキングパウダー……………… 小さじ1
バター………………………………… 100g
砂糖………………………………………80g
卵………………………………………… 2個
牛乳………………………………………50g

ボウルにバターと砂糖を入れ、白っぽ
くなるまですり混ぜる。

1にほぐした卵と牛乳を少しずつ加
える。

2に薄力粉とベーキングパウダーを
加えて混ぜる。型に8等分して入れ、
角皿にのせる。

1

2

3

作りかた

角皿
下段

マフィンアレン
ジ

※ 作りかた 2で加えてください。

チョコチップ…………… 30g
プロセスチーズ（7～8㎜の角切り）
　 ………………………… 80g

ナッツ（7～8㎜ぐらいに砕く）
　 ……………………… 50g
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焼きいも
材料／4人分
さつまいも……………… 4本（1本250g）
（太さ3～5㎝のもの）

さつまいもは洗って、水気をふき取
り、フォークで数カ所穴をあけて角皿
に並べる。

1
作りかた

ふかしいも

材料／4本分
さつまいも……………… 4本（1本250g）
（太さ3～5㎝のもの）

給水カセットの準備をする。

さつまいもは洗って、水気をふき取
り、フォークで数カ所穴をあける。

1

2

作りかた

●  さつまいもの太さによって、でき上
がりが変わります。

付属品は使用しません

さつまいもは皮をむいて1㎝の輪切
りにする。耐熱容器に重ならない
ように並べてラップをし、〈レンジ
600W・4～5分〉で加熱する。熱い
うちにつぶす。

1 1にバター・砂糖・卵黄・バニラエ
ッセンスの順に加えて、その都度混ぜ
る。

2に生クリームを様子を見ながら加
える。（べとつかず、かたくない状態ま
で加える）

2

3

作りかた

材料／8個分
さつまいも……………………… 正味230g
バター……………………………………25g
砂糖………………………………………25g
卵黄…………………………………… 1個分
生クリーム……………………… 20～40g 
バニラエッセンス……………………… 少々
〈ドリール〉
卵黄 ……………………………… 1個分
水 ……………………………… 小さじ1

スイートポテト

2を庫内中央に置き、〈スチームレン
ジ・15～20分〉で加熱する。

3

3を8等分して、だ円に形を整え、角皿
に並べてドリールをぬる。

〈オーブン（予熱あり）・200℃〉で予
熱をする。

予熱終了後、4の角皿を下段
に入れる。〈13～18分〉に
合わせ、スタートを押して
焼く。

4

5

6
角皿
下段

1を下段に入れ、【23 焼き
いも】を選んでスタートを
押す。 加熱開始
（加熱時間の目安 約45分）

手動で調理するときは（予熱なし）
〈オーブン・200℃・40～50分〉

2
角皿
下段

ス
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型にバター（分量外）をぬっておく。

ボウルに卵黄を入れ、黒糖を加えてよ
く混ぜ、さらにサラダ油を加えてよく
混ぜ合わせる。

1

2

2につぶあんを加えてよく混ぜ、合わ
せた上新粉とベーキングパウダーを
混ぜ合わせる。

〈オーブン(予熱あり)･180℃〉で予熱
する。

別のボウルに卵白と砂糖を入れ、泡立
て器で角が立つようになるまでよく
泡立てる。

3に5を加え、泡をつぶさないように
混ぜ合わせ、型に8分目まで入れる。

予熱終了後、角皿に6をのせ
て下段に入れる。〈約20分〉
に合わせ、スタートを押して
焼く。約10分後(残り表示
10分）一度取り出してくる
みをのせ、再び下段に入れて
スタートを押して焼く。

3

4

5

6

7

作りかた

材料／金属製5.5㎝プリン型 9個分
卵黄…………………………………… 2個分
黒糖………………………………………60g
サラダ油…………………………………45g
つぶあん……………………………… 100g
上新粉 ………………………………60g
ベーキングパウダー ………… 小さじ1
卵白 ……………………………… 2個分
砂糖 …………………………………25g

くるみ…………………………………… 適宜

黒糖あずきの和風ケーキ

角皿
下段

耐熱容器に白玉粉を入れ、水を少しず
つ加えて木べらでよく混ぜる。さら
に砂糖を加えてダマにならないよう
によく混ぜる。

3を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約3分〉で加熱する。

加熱後、木べらでよく混ぜる。

3

4

5

再び5を庫内中央に置き、〈スチーム
レンジ・約2分50秒〉で加熱する。

加熱終了後、さらによく混ぜて生地に
コシが出てきたら、片栗粉を敷いたバ
ットなどに移して8等分する。

2を7の生地で包む。包み終わりを下
にして、丸く形を整える。

6

7

8

栗の甘露煮はお好みの大きさに切る。

耐熱容器にAを入れて木べらでなめ
らかになるまでよく混ぜる。

3に甘露煮のシロップ・水を少しず
つ加えてよく混ぜ、2の栗を加えて混
ぜる。

4を庫内中央に置き、〈レンジ600W・
約3分30秒〉で加熱する。

加熱後、木べらでよく混ぜる。

再び6を庫内中央に置き、〈スチーム
レンジ・約5分〉で加熱する。

2
3

4

5

6

7

いちご大福

栗蒸しようかん

材料／8個分
白玉粉……………………………………70g
水………………………………………140ml
砂糖………………………………………40g
いちご……………………………… 小粒8個
こしあん……………………………… 120g
片栗粉…………………………………… 適宜

材料／1本分
こしあん ………………………… 250g
薄力粉（ふるう） ……………………20g
片栗粉 ……………………………… 5g
砂糖 …………………………………20g
塩 …………………………………… 少々

水…………………………………… 大さじ3
栗の甘露煮……………………120～130g
栗の甘露煮シロップ……………… 大さじ2

付属品は使用しません

付属品は使用しません

加熱終了後、木べらでよく混ぜたら、
ラップを敷いた巻きすの上に出し、巻
きすで巻きながら四角く形を整える。

8

加熱後、さらに〈オーブン
（予熱なし）・160℃・8～
13分〉で加熱する。

8
角皿
下段

給水カセットの準備をする。

いちごは洗って水気を取り、へたを取
る。こしあんを8等分（1個約15g）し
ていちごを包む。いちごのとがった
部分が少しのぞくようにあんで包む。

1

2

作りかた

A

給水カセットの準備をする。1
作りかた
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ミートボールのトマト煮込み 鱈ときのこのトマトしょうが蒸し秋鮭ときのこのたっぷりパエリア風ごはん

お惣菜

パン

石窯ドームオリジナルレシピ

レシピ開発：ABC Cooking Studio

スイーツ

牛肉とトマトのメキシカンスパイシーグリル えびとアボカドのオーブン焼きにんじんとセロリの和え物

グリッシーニ～カリカリベーコン＆スイートオレンジ～ カラフルポンデケージョプルコギドック

カレンズとチーズのフィンガーブレッド2色のチョコリング

マーブルチョコレートケーキ さつま芋と栗のタルトグレープフルーツのタルト

かぼちゃのカステラ いちごのブッセ新しょうがのクランブルクッキー

春のタルト風ブレッド

156 156 157

157 158 158

159 159 160

161 162 163

164 164 165

165 166 166

ABC Cooking       RECIPE
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秋鮭ときのこのたっぷりパエリア風ごはん
材料（4人分）
調理時間：50分（浸水時間を除く）
カロリー（1人分）：433kcal
無洗米…240ml（220g）、鮭（切り身）…200g（2切）、
塩・粗びき黒こしょう…各少々、白ワイン…小さじ¼  
［a： しめじ（小房）…½  パック、マッシュルーム（薄切り）…4個、

えのき茸…50g、まいたけ…1パック、
にんにく（みじん切り）…1片、玉ねぎ（みじん切り）…½  個、
ベーコン（みじん切り）…2枚、オレガノ（乾燥）…小さじ¼  ］

赤パプリカ（乱切り）…¼  個、黄パプリカ（乱切り）…¼  個
［b： 熱湯…300ml、コンソメ…小さじ2、サフラン…小さじ¼  、

カットトマト缶…60g、白ワイン…大さじ1、
塩…小さじ⅛  、粗びき黒こしょう…適量］

オリーブ油…大さじ2、イタリアンパセリ…適量、
レモン（くし形切り）…½  個

運動会など大人数でもたっぷり食べられる、
ボリュームメニューです。

耐熱ボウルに無洗米・［a］・［b］を入れ混ぜ、ラップをかけ
て【レンジ】で加熱する（500W 約10分）。

【オーブン】の予熱を入れておく（200℃）。

オリーブ油の半量を敷いた角皿に1・鮭・赤パプリカ・黄
パプリカをのせ、残りのオリーブ油をまわしかける。

1

2
3

作りかた
上段に入れ、焼く（200℃ 約15分）。一度取り出してかき
混ぜ、再度上段に入れて焼く（200℃ 約10分）。

器に盛り付けてイタリアンパセリ・レモンを飾る。

4

5
取り出してかき混ぜる際はやけどの恐れがあるため、
ミトン等を使用してください。

Point

ミートボールのトマト煮込み
材料（4人分）
調理時間：40分
カロリー（1人分）：238kcal
合びき肉…200g、塩…小さじ¼  、粗びき黒こしょう…少々、
ナツメグ…少々、コンソメ…小さじ½  
玉ねぎ（みじん切り）…¼  個、溶き卵…1個
［a：パン粉…⅓  カップ、牛乳…大さじ2］
市販のトマトソース缶…1缶（295g）、
オレガノ（乾燥）…小さじ¼  、バジル（乾燥）…小さじ¼  、
塩…小さじ¼  、粉チーズ…大さじ2、
パセリ（みじん切り）…適量

しっとりジューシーな仕上がりの
運動会にもぴったりなミートボールです。

ボウルに合びき肉・塩・粗びき黒こしょう・ナツメグ・コ
ンソメを入れ、ねばりが出るまでよく練る。

玉ねぎ・溶き卵・［a］を加え、練る。

耐熱容器にトマトソース缶・オレガノ・バジル・塩を入れ
て混ぜ、12個に丸めた2を加える。

粉チーズをふりかけ、角皿にのせて下段に入れ、焼く
（200℃ 約25分）。

1

2
3

4

作りかた
器に盛り付け、パセリをちらす。5

下準備
・ 無洗米は浸水し（60分～）、ザルに上げて水気を切っておく。
・ 鮭は皮・骨を除いてひと口大に切り、塩・粗びき黒こしょう・
白ワインで下味をつけておく。
・ えのき茸は根元を除き、半分に切ってほぐしておく。
・ まいたけはほぐしておく。
・ ボウルに［b］を合わせ、人肌程度に冷ましておく。

下準備
・ ［a］を合わせておく。
・ 【オーブン】の予熱を入れる （200℃）。

2段
同時調理

「秋鮭ときのこのたっぷりパエリア風ごはん」と
2段調理ができます。
2段調理する場合は、【オーブン】200℃で予
熱を入れ、上段に「秋鮭ときのこのたっぷりパ
エリア風ごはん」、下段に「ミートボールのトマ
ト煮込み」を入れて焼きます（200℃ 約30分）。
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鱈ときのこのトマトしょうが蒸し
材料（4人分）
調理時間：20分　カロリー（1人分）：86kcal
鱈（切り身）…4切（1切 120g）、塩・こしょう…各少々
椎茸（4等分）…4枚、しめじ（小房）…½  パック、えのき茸…50g、
トマト（1㎝角）…1個、しょうが（みじん切り）…10g、
塩・こしょう…各少々、酒…小さじ4
水菜（長さ4㎝）…適量、ぽん酢じょうゆ…適量

見た目にも豪華に見える、
さっぱりとした一品です。

耐熱容器に鱈を並べ、椎茸・しめじ・えのき茸をのせ、トマ
ト・しょうがを散らす。

塩・こしょうをふり、酒をまわしかけ、【スチームレンジ】で
加熱する（400W 約13分）。

1

2

作りかた
器に盛り付け、水菜・ぽん酢じょうゆを添える。3

低カロリーでヘルシー、ダイエットメニューにもおすすめ
です。

Point

下準備
・ 鱈は塩・こしょうをふり、下味をつけておく。
・ えのき茸は根元を除き、半分に切ってほぐしておく。
・ 給水カセットに水を入れ、本体にセットしておく。

にんじんとセロリの和え物
材料（4人分）
調理時間：15分（なじませる時間を除く）
カロリー（1人分）：112kcal
にんじん…100g、セロリ…60g、ロースハム…2枚（30g）
［a： しょうゆ…小さじ2、鶏がらスープの素…小さじ¼  、

砂糖…大さじ2、酢…小さじ4、白すりごま…大さじ2、
ごま油…小さじ1］

野菜のしゃきしゃき食感が美味しい、
ごま風味の和え物です。

耐熱容器ににんじん・セロリ・ロースハムを入れ、【スチー
ムレンジ】（400W）で加熱し（約3分）、キッチンペーパーで
水気を除く。

［a］に1を加えて和え、ラップを密着させてかけ、なじませ
る（約10分）。

1

2

作りかた
器に盛り付ける。3

和えてから時間を置きすぎると水が出てしまいます。Point

下準備
・ にんじんは長さ6㎝、幅3㎜のせん切りにしておく。
・ セロリは筋を除き、長さ6㎝、幅3㎜のせん切りにしておく。
・ ロースハムは長さを半分に切り、幅3㎜のせん切りにしてお
く。
・ ボウルに［a］を混ぜ合わせておく。
・ 給水カセットに水を入れ、本体にセットしておく。
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牛肉とトマトのメキシカンスパイシーグリル
材料（4人分）
調理時間：20分（牛肉をなじませる時間を除く）
カロリー（1人分）：452kcal
牛バラ薄切り肉（幅5㎝）…280g
［a： 塩…少々、粗びき黒こしょう…少々、

にんにく（すりおろし）…小さじ¼  、
チリパウダー…小さじ1、コリアンダーパウダー…小さじ1、
しょうゆ…小さじ4、白ワイン…小さじ2、
オリーブ油…小さじ2、ライムの絞り汁…小さじ4］

トマト…2個、玉ねぎ…½  個、しし唐辛子…8本、
塩・粗びき黒こしょう…各適量、オリーブ油…大さじ1
香菜…適量

ライムの酸味とスパイスの香りが効いた、
メキシカングリルです。

ビニール袋に牛肉・［a］を入れてもみ込み、冷蔵庫でなじま
せる（30分～）。

 【オーブン】に予熱を入れる（230℃）。

トマト・玉ねぎ・しし唐辛子は塩・粗びき黒こしょうで下
味をつけ、オリーブ油をからめる。

1

2
3

作りかた
角皿に1を広げてのせ、その上に3をのせて、上段に入れて
焼く（230℃ 約10分）。

器に盛り付け、香菜を飾る。

4

5

えびとアボカドのオーブン焼き
材料（4人分）
調理時間：20分　カロリー（1人分）：227kcal
アボカド…2個
むきえび…16尾（120g）、白ワイン…小さじ1、
マヨネーズ…大さじ2、プレーンヨーグルト…大さじ2、
塩・粗びき黒こしょう…各少々
ピザ用チーズ…40g
パセリ（みじん切り）…適量

濃厚なアボカドとぷりっとした
むきえびが美味しい、手軽な前菜です。

むきえびは耐熱容器に入れて白ワインをふり、ラップをか
けて【レンジ】で加熱する（500W 1分30秒～2分30秒）。

 【オーブン】に予熱を入れる（230℃）。

ボウルにアボカド・水気をふいた1を入れ、マヨネーズ・プ
レーンヨーグルト・塩・粗びき黒こしょうを加えて和える。

アボカドの皮に3を入れ、ピザ用チーズをのせる。角皿に
安定するようにのせて上段に入れ、焼く（230℃約10分）。

1

22
3

4

作りかた
器に盛り付け、パセリをちらす。5

下準備
・ トマトはヘタを除き、8等分のくし形に切っておく。
・ 玉ねぎは繊維に逆らって、幅5㎜に切っておく。
・ しし唐辛子は、軸を1㎝くらい残して切り、一ヶ所切れ目を入
れておく。

下準備
・ アボカドは縦半分に切って種を除き、皮を破かないように
くり抜いて1㎝角に切っておく。

2段
同時調理

牛肉とトマトのメキシカンスパイシーグリルと
2段調理ができます。
2段調理をする場合は、230℃で予熱を入れ、上
段にえびとアボカドのオーブン焼き・下段に牛
肉とトマトのメキシカンスパイシーグリルを入
れて焼きます（230℃ 約15分）。
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プルコギドック
材料（4個分）
調理時間：120分　カロリー（1個分）： 415kcal
パン生地
［a： 強力粉…160g、砂糖…大さじ1、塩…小さじ¼  

インスタントドライイースト…小さじ1］
ぬるま湯…100～110ml、ごま油…小さじ2、韓国海苔…5g
プルコギ
牛バラ薄切り肉（幅4㎝）…200g、塩・黒こしょう…各少々
［b： 玉ねぎ（薄切り）…100g、赤ピーマン（薄切り）…1個、

にら（幅4㎝）…20g、おろしにんにく…小さじ½  、
おろししょうが…小さじ1、しょうゆ…大さじ1、
酒…大さじ½  、コチュジャン…大さじ1、はちみつ…大さじ1］

ごま油（パン生地用）…適量、サンチュ…4枚、白炒りごま…少々

ボウルに［a］を入れ、ぬるま湯・ごま油を加える。

木べらでよく混ぜ、まとまったら台の上でなめらかになる
までこねる。

生地を広げ、細かくちぎった韓国海苔を全体に広げて包み、
均一になるまで混ぜ込む。

丸めてとじ目を下にして耐熱ボウルに入れ、ラップをかけ、
角皿にのせて下段で1次発酵させる（40℃ 約30分）。

ガス抜きをし、4等分にして丸め、ぬれ布巾をかけて休ませ
る（約10分）。

とじ目を上にして台に取り出し、10㎝ぐらいの円に広げ
る。手前から巻き、とじ目をとじる。

生地を転がして15㎝くらいにのばす。とじ目を下にして角皿
にのせ、ラップをかけ、下段で2次発酵させる（40℃ 約20分）。

1
2

3

4

5

6

7

作りかた

プルコギは、ボウル状の容器より、平皿で加熱調理したほう
が程よく水分が飛び、うま味が凝縮します。Point

耐熱皿に牛肉を入れ、塩・黒こしょうをもみこみ、［b］を加
え混ぜ、ラップをかけてなじませる（5分～）。

7の表面にごま油をぬり、予熱終了後、下段に入れて焼く
（190℃ 約16分）。

オーブンが室温程度まで冷めたら、8にラップをし、【レン
ジ】で加熱し（600W 約5分）、取り出して混ぜ、ラップをか
けずにさらに【レンジ】で加熱する（600W 2～3分）。

パンに切り込みを入れ、サンチュ・粗熱を取った10をはさ
み、白炒りごまをふる。

8

9

10

11

下準備
・ 作りかた7の発酵終了後、【オーブン】の予熱を入れる
（190℃）。

韓国海苔を加えて焼いたパンに、
レンジで作ったプルコギをはさみます。

グリッシーニ～カリカリベーコン＆スイートオレンジ～
材料（16本分）
調理時間：120分
カロリー（1本分）：ベーコン/74kcal、オレンジ/72kcal
［a： 強力粉…140g、薄力粉…60g、砂糖…小さじ2、塩…小さじ½  、

インスタントドライイースト…小さじ1］
ぬるま湯…120～130ml、オリーブ油…小さじ1
［b： ベーコン…20g、アーモンドホウル…10g、岩塩…適量、

黒こしょう…適量］
［c： オレンジピール…20g、グラニュー糖…大さじ1］

ひとつの生地から食前や食事中に合う
２種のグリッシーニを作ります。

ボウルに［a］を入れ、ぬるま湯・オリーブ油を加える。

木べらでよく混ぜ、まとまったら、台の上でなめらかになる
までこねる。

丸めてとじ目を下にして耐熱ボウルに入れ、ラップをかけ、
角皿にのせて下段で1次発酵させる（40℃ 約30分）。

ガス抜きをして2等分にして丸め、ぬれ布巾をかけて休ま
せる（約10分）。

とじ目を上にして台に取り出し、めん棒で24㎝×15㎝縦
長の四角にのばし、生地の下半分に［b］をのせる。

1
2

3

4

5

作りかた

作りかた6でねじる際に落ちた具材は、周りにまぶしましょう。Point

生地を半分に折り、周囲の生地をおさえる。8等分に切り、
18㎝にのばしながらねじり、オーブンシートを敷いた角皿
にのせる。

［c］の具材で同様に成形し、オーブンシートを敷いた角皿
にのせる。

予熱終了後、上段と下段に入れて焼く（250℃ 約13分）。

6

7

8

下準備
・［b］のベーコン、アーモンドホウルは、粗みじん切りにする。
・［c］のオレンジピールは、粗みじん切りにする。
・ 作りかた3の1次発酵終了後、【オーブン】の予熱を入れる 
（250℃）。
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カラフルポンデケージョ
材料（各10個分）
調理時間：90分
カロリー（各1個分）：紫芋・トマトチーズ/47kcal、抹茶/38kcal
紫芋
［a： 白玉粉…50g、砂糖…30g、塩…少々］
絹ごし豆腐…50～70g、紫芋パウダー…10g、
サラダ油…小さじ1、さつま芋…20g
抹茶
［b： 白玉粉…50g、砂糖…30g、塩…少々］
絹ごし豆腐…50～70g、抹茶…5g、サラダ油…小さじ1
トマトチーズ
［c： 白玉粉…50g、塩…小さじ¼  ］
トマトジュース…20ml、絹ごし豆腐…40～70g、
粉チーズ…30g、サラダ油…小さじ1、ベーコン…20g

【紫芋】
ボウルに［a］を入れ混ぜ、絹ごし豆腐50gを少しずつ加えながら、白玉粉の粒がなくなるまでよく混ぜる。

紫芋パウダーを加え混ぜ、サラダ油を加え混ぜる。

均一に混ざり、耳たぶくらいの硬さになったら、さつま芋を加え混ぜる（硬い場合は絹ごし豆腐を加えて調節する）。

10等分にし丸く整え、角皿にのせて上から軽く押さえる。

予熱終了後、下段に入れて焼く（170℃ 約18分）。

1
2
3
4
5

作りかた

小さな幸せおすそわけ。
ほっこりポンデケージョ。

【抹茶】
ボウルに［b］を入れ混ぜ、絹ごし豆腐50gを少しずつ加えながら、白玉粉の粒がなくなるまでよく混ぜる。

抹茶を加え混ぜ、サラダ油を加え混ぜる。

均一に混ぜ、耳たぶくらいの硬さにする（硬い場合は絹ごし豆腐を加えて調節する）。

10等分にし丸く整え、角皿にのせて上から軽く押さえる。

予熱終了後、下段に入れて焼く（170℃ 約18分）。

1
2
3
4
5

【トマトチーズ】
ボウルに［c］を入れ混ぜ、トマトジュース・絹ごし豆腐40gを少しずつ加えながら、白玉粉の粒がなくなるまでよく混ぜる。

粉チーズを加え混ぜ、サラダ油を加え混ぜる。

均一に混ざり、耳たぶくらいの硬さになったら、ベーコンを加え混ぜる（硬い場合は絹ごし豆腐を加えて調節する）。

10等分にし丸く整え、角皿にのせて上から軽く押さえる。

予熱終了後、下段に入れて焼く（170℃ 約18分）。

1
2
3
4
5

下準備
・ さつま芋は5㎜角くらいに切り、耐熱容器に入れ、ラップをかけて、【レンジ】にかける（600W 約30秒）。
・ベーコンはみじん切りにする。
・【オーブン】の予熱を入れる（170℃）。
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2色のチョコリング
材料（18㎝リング型1台分）
調理時間：120分　カロリー（1台分）：1601kcal
［a： 強力粉…180g、砂糖…大さじ2、塩…小さじ⅓  、

バター（食塩不使用）…30g、
インスタントドライイースト…小さじ1］

牛乳…115～125ml、ココアパウダー…5g、
バター（食塩不使用）（型用）…適量、
チョコレート（細かく刻む）…50g、
カスタードクリームパウダー…30g、牛乳…100ml
粉糖…大さじ3、いちごのリキュール…小さじ1～
いちご（5㎜角）…4個

ココアとホワイトの2色の生地に
チョコカスタードを包み込んだラブリーなブレッド。

ボウルに［a］を入れ、牛乳をイーストめがけて加える。

木べらでよく混ぜ、まとまったら、台の上でなめらかになるまでこねる。

生地を２つに分け、１つは丸める。もう一方はココアパウダーを混ぜ込み、均一になったら、丸める。

3をとじ目を下にして、間にオーブンシートで仕切りをして耐熱ボウルに入れラップをかけ、角皿にのせて下段で発酵する 
（40℃ 約30分）。（1次発酵）

ガス抜きをしてそれぞれ3等分にして丸め、ぬれ布巾をかけて休ませる(約10分)。

耐熱容器にチョコレートを入れ、【レンジ】にかける(600Ｗ 約1分)。途中で2～3回取り出して混ぜ、冷ます。
※ ココット型などの熱に強い耐熱容器（陶器製）を使用してください（ガラス製の耐熱容器は割れる場合があります）。 
また、レンジ加熱後は、容器が熱くなっているため、やけどにご注意ください。

ボウルにカスタードクリームパウダー・牛乳を入れ混ぜ、6を加え混ぜる。

5をとじ目を上にして台に取り出し、12㎝の円に広げる。7を⅙  ずつのせ包み、リング型に白生地、ココア生地を交互に入れる。

8を角皿にのせて、ラップをかけ、下段で、2次発酵する(40℃ 約20分)。

予熱終了後、角皿にのせて下段に入れ【オーブン】で焼き(170℃ 約20分)、粗熱を取る。

粉糖にいちごのリキュールを加え混ぜ、アイシングを作る。

10にかけ、いちごをのせる。

1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12

作りかた

2色の生地を、とじ目を下にして交互にリング型に入れましょう。Point

下準備
・牛乳は40℃に温める。
・リング型にバターをぬる。
・ 作りかた9の2次発酵終了後に、【オーブン】の予熱を入れる（170℃）。
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カレンズとチーズのフィンガーブレッド
材料（1台分）
調理時間：120分　カロリー（1台分）：1716kcal
［a： 強力粉…200g、砂糖…大さじ1、塩…小さじ½  、

インスタントドライイースト…小さじ1・⅓  、
バター（食塩不使用）…30g］

100％ぶどうジュース…135～145ml
［b： カレンズ…50g、くるみ…30g］
クリームチーズ…70g、グラニュー糖…大さじ1

カレンズとクリームチーズを包んだ小さなパンを
ぶどう形に焼いたちぎりながら食べるパンです。

ボウルに［a］を入れ、ぶどうジュースを加える。

木べらでよく混ぜ、まとまったら、台の上でなめらかになるまでこねる。

生地を広げ、［b］を全体に広げて包み、均一になるまで混ぜ込む。

丸めてとじ目を下にして耐熱ボウルに入れ、ラップをかけ、角皿にのせて下段で1次発酵させる（40℃ 約30分）。

ガス抜きをし、10gと30gの生地を取り丸め、残りの生地を13等分にして丸め、ぬれ布巾をかけて休ませる（約5分）。

13個の生地はとじ目を上にして台に取り出し、まんべんなくガスを抜いて広げ、クリームチーズを¹⁄₁₃量ずつ包み、
上面にグラニュー糖をまぶす。

6を角皿にぶどうの形に並べ、10gと30gの生地を棒状にのばしてへたの形にのせる。
ラップをかけ、下段で2次発酵させる(40℃ 約20分)。

予熱終了後、下段に入れて焼く（190℃ 約16分）。

1
2
3
4
5
6

7

8

作りかた

作りかた7でぶどうの形に生地を並べる際は、生地同士が軽く触れ合うくらいの間隔で並べましょう。Point

下準備
・ぶどうジュースは約40℃に温める。
・ くるみは角皿にのせて下段に入れ、予熱を入れずにローストする（170℃ 10分）。粗熱を取り、5㎜角に砕く。
・ カレンズは、さっと湯通ししてキッチンペーパーで水気を除く。
・ 作りかた7の2次発酵終了後、【オーブン】の予熱を入れる（190℃）。
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春のタルト風ブレッド
材料（直径約8㎝アルミカップ5個分）
調理時間：120分　カロリー（1個分）：409kcal
［a： 強力粉…150g、砂糖…大さじ2、塩…小さじ⅓  、

バター（食塩不使用）…50g、スキムミルク…大さじ1、 
卵黄…1個、インスタントドライイースト…小さじ1］

ぬるま湯…65～75ml
アーモンドクリーム
バター（食塩不使用）…25g、砂糖…20g、溶き卵…½  個、
アーモンドパウダー…30g
溶き卵…適量
オレンジコンフィチュール
［b： オレンジ…1個、砂糖…30g、レモンの絞り汁…小さじ½  、

サラダ油…2滴］
［c： 生クリーム…50g、砂糖…5g］
いちご（縦6等分）…3個、メロン（厚さ5㎜）…⅛  個、
セルフィーユ…適量

ブリオッシュ生地にたっぷりのせた旬のフルーツが、
まるでビジューのよう。

ボウルに［a］を入れ、ぬるま湯をイーストめがけて加える。

木べらでよく混ぜ、まとまったら、台の上でなめらかになるまでこねる。

2を丸めてとじ目を下にして耐熱ボウルに入れラップをかけ、角皿にのせて下段で発酵する(40℃ 約30分)。（1次発酵）

ボウルにバター・砂糖を入れ、泡立て器で混ぜる。卵を少しずつ加え混ぜ、アーモンドパウダーをふるい入れ、切り混ぜる。

3をガス抜きして7等分にし、そのうちの2つはそれぞれ5等分にして丸め、ぬれ布巾をかけて休ませる(約10分)。

深めの耐熱容器に［b］を入れ、【レンジ】で加熱し(600W 5分)、ひと混ぜして加熱する(200W 5分)（オレンジコンフィチュー
ル）。

5の小さな生地を30㎝の棒状にのばし（計10本）、2本ずつ編む。

大きな生地を10㎝の円にのばし、フォークで穴をあけアルミカップに敷き込み7を周りにのせ、中央のくぼみに4を5等分にして
それぞれのせる。

角皿にのせて、ラップをかけ、下段で2次発酵する(40℃ 約20分)。

予熱終了後、表面に溶き卵をぬり、下段に入れ【オーブン】で焼き(190℃ 約15分)、粗熱を取る。

［c］をボウルに入れ、ハンドミキサーで泡立てる。

10に11・オレンジコンフィチュール・いちご・メロン・セルフィーユを飾る。

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

作りかた

作りかた6のオレンジコンフィチュールの加熱時間は、様子をみて加減してください。
コンフィチュールはレンジ加熱で簡単に出来ます。サラダ油を2滴加えることで吹きこぼれ防止になります。

Point

下準備
・バターはそれぞれ室温に戻す。
・ 作りかた9の2次発酵終了後、【オーブン】の予熱を入れる(190℃ )。
・ オレンジは、上下の皮を切り落とし、周囲の皮を薄皮ごと包丁でむく。薄皮に沿って包丁を入れて果肉を取り出し、残った薄皮から果汁を
絞る。
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グレープフルーツのタルト
材料（直径約6㎝タルト型4個分）
調理時間：60分　カロリー（1個分）：382kcal
グレープフルーツ…½  個（約200g）、
グレープフルーツ（ルビー）…½  個（約200g）
タルト生地
バター（食塩不使用）…30g、粉糖…30g、塩…少々、
溶き卵…15g、薄力粉…60g
アーモンドクリーム
バター（食塩不使用）…30g、粉糖…30g、溶き卵…30g、
レモンエッセンス…適量、アーモンドパウダー…40g
強力粉（打ち粉用）…適量
［a： 生クリーム…50g、砂糖…5g］
ミントの葉…適量

焼いたグレープフルーツと生のグレープフルーツの
おいしさを一度に楽しめるタルトです。

タルト生地を作る。ボウルに室温に戻したバターを入れ、
クリーム状になるまで泡立て器で混ぜる。粉糖・塩を加え
混ぜる。

溶き卵を加え混ぜ、薄力粉をふるい入れ、ゴムべらで切り混
ぜる。まとまったら、ラップに包み、冷蔵庫で休ませる（30
分～)。

アーモンドクリームを作る。ボウルに室温に戻したバター
を入れ、クリーム状になるまで泡立て器で混ぜる。粉糖を
加え、混ぜる。

溶き卵・レモンエッセンスを加え混ぜ、アーモンドパウダー
をふるい入れ、ゴムべらで切り混ぜる。

1

2

3

4

作りかた
打ち粉をした台の上で2を厚さ約5㎜に伸ばし、打ち粉をは
らい、直径約9㎝の丸型で抜く。

タルト型に敷き込み、4を分け入れ、飾り用以外のグレー
プフルーツ(約40g)をのせ、角皿にのせて下段に入れて、
【オーブン】で焼く(180℃ 約40分)。

ボウルに［a］を入れ、ハンドミキサーで泡立てる。冷まし
た6に［a］・飾り用のグレープフルーツ・ミントの葉をの
せる。

5

6

7

下準備
・ グレープフルーツはそれぞれ皮・薄皮を除いて房から外し、
半分に切り、キッチンペーパーで水気を除く。飾り用にそ
れぞれ8個ずつとっておく。

・作りかた4の後、【オーブン】の予熱を入れる(180℃ )。

マーブルチョコレートケーキ
材料（8×18×高さ6㎝パウンド型1台分）
調理時間：60分　カロリー（1台分）：2125kcal
チョコレート…70g、バター（食塩不使用）…100g、砂糖…80g、
溶き卵…2個
［a： 薄力粉…80g、アーモンドパウダー…30g、

ベーキングパウダー…小さじ½  ］
［b： 牛乳…大さじ2、ラム酒…小さじ1］

レンジで溶かしたチョコレートを使って、
マーブル模様に仕上げた焼きっぱなしのケーキです。

耐熱容器に刻んだチョコレートを入れ、【レンジ】にかける
(600W 約1分30秒)。途中で2～3回取り出して混ぜ、冷ま
す。
※ ココット型などの熱に強い耐熱容器（陶器製）を使用し
てください（ガラス製の耐熱容器は割れる場合がありま
す）。また、レンジ加熱後は、容器が熱くなっているため、
やけどにご注意ください。

ボウルに室温に戻したバター・砂糖を入れ、ハンドミキサ
ーで白っぽくなるまで混ぜる。

1

2

作りかた
卵を3回に分けて加え、混ぜる。

ふるった［a］を再度、ふるい入れ、ゴムべらで切り混ぜる。

粉っぽさが残るところで、［b］を加え、つやが出るまで切り
混ぜる。

5の⅓  を1に加え混ぜ、5へ戻す。

1～2回切り混ぜてマーブル状にし、型に流し入れ、角皿に
のせ下段に入れて【オーブン】で焼く（180℃ 約45分）。

3
4
5

6
7

下準備
・ ［a］をあわせ、2回ふるっておく。
・ 型にオーブンシートを敷く。
・ 作りかた1の後、【オーブン】の予熱を入れる（180℃）。
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新しょうがのクランブルクッキー
材料（15㎝×20㎝分）
調理時間：60分　カロリー（1切分）：203kcal
クッキー生地
バター（食塩不使用）…60g、グラニュー糖…40g、塩…少々、
溶き卵…½  個、薄力粉…120g
［a： 生クリーム…40g、はちみつ…40g、きび砂糖…20g］
クランブル
バター（食塩不使用）…50g、薄力粉…50g
［b： きび砂糖…30g、新しょうが（みじん切り）…40g、

くるみ（5㎜角）…40g、コーンフレーク…20g］

新しょうがを混ぜたクランブル生地をクッキー
生地にのせて焼いたさわやかなクッキーです。

クッキー生地をつくる。ボウルに室温に戻したバター･グ
ラニュー糖・塩を入れ、泡立て器で混ぜる。卵を2回に分
けて加え混ぜる。

薄力粉をふるい入れ、ゴムべらでまとまるまで切り混ぜる。
ビニール袋に入れ、15㎝×20㎝にめん棒でのばし、冷蔵庫
で冷やす（約30分）。

耐熱容器に［a］を入れ、ラップをかけ【レンジ】にかける
（600W 2分）。【オーブン】の予熱を入れる（180℃）。

2をビニール袋から出し、型に入れ、フォークで全体に穴を
あける。予熱終了後、角皿にのせて下段で焼く（180℃ 約
12分）。

1

2

3

4

作りかた
クランブルをつくる。ボウルにバター・ふるった薄力粉を
入れ、バターを米粒くらいまで、薄力粉をまぶしながら製菓
用カードで切り、［b］を加えコーンフレークを砕きながら
切り混ぜる。

4に3をまんべんなくぬり、5を広げる。

角皿にのせて下段で焼く（予熱なし180℃ 約30分）。粗熱
が取れたら、温かいうちに12等分に切り、冷ます。

5

6
7

さつま芋と栗のタルト
材料（直径15㎝タルト型1台分）
調理時間：70分　カロリー（1台分）：1598kcal
冷凍パイシート…1枚（80g）、さつま芋…50g、
栗の甘露煮（縦4等分）…3個
アーモンドクリーム
バター（食塩不使用）…50g、砂糖…50g、溶き卵…1個
［a： アーモンドパウダー…50g、バニラエッセンス…少々

ラム酒…小さじ1］
あんずジャム…大さじ2

市販のパイシートにアーモンドクリームをつめ、
さつま芋・栗をのせて焼き上げました。

パイシートをめん棒でのばす。型に敷き込み、余分な生地
を切り落とし、フォークで穴をあける

切り込みを入れたオーブンシート・重石をのせて、縁がほ
んのり色づくまで下段で焼く(200℃ 約20分)。

ボウルにバターを入れ、泡立て器でやわらかくほぐし、砂
糖を加えクリーム状にする。卵を少しずつ加え良く混ぜ、
［a］を加えゴムべらで混ぜる（アーモンドクリーム）。

1

2

3

作りかた
粗熱を取った2にアーモンドクリームを入れ、平らになら
し、さつま芋・栗をちらす。

下段で焼き(180℃ 約25分)、冷ます。深めの耐熱容器にあ
んずジャムを入れ、【レンジ】で加熱して(500W 約1分30
秒)とろみをつけ、ハケで全体にぬる。

4

5

下準備
・ 25㎝×30㎝に切ったオーブンシートの四隅に切り込みを
入れ、4辺を約5㎝折り返し、ホッチキスなどで留めて15㎝
×20㎝の型を作る(ホッチキスの針の処理に注意)。

下準備
・ 冷凍パイシートは冷蔵庫でめん棒でのばせるくらいの固さ
に解凍し、アーモンドクリームの材料は全て室温に戻す。
・ さつま芋は皮付きのまま1.5㎝角に切り、水にさらして水気
を切る。
・ 角皿を下段に入れて、【オーブン】(200℃ )で予熱してお
く。作りかた3の作業の後、再度角皿を入れて、【オーブン】
(180℃ )で予熱しておく。
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かぼちゃのカステラ
材料（8×18×高さ6㎝のパウンド型1台分）
調理時間：60分　カロリー（1台分）：1023kcal
卵…2個、砂糖…110g
［a：牛乳…30ml、はちみつ…10g、サラダ油…12g］
［b：強力粉…70g、かぼちゃのパウダー…8g］

かぼちゃパウダーを使った見た目も秋らしい
和スイーツです。

ボウルに卵を割り入れ、砂糖を加えて、湯せんにかけなが
らハンドミキサー(高速)で泡立てる。人肌くらいの温度に
なったら、湯せんからはずす。

白くもったりとするまで泡立てる。さらにハンドミキサー
(低速)で2分くらい混ぜ、キメを整え、［a］を加え混ぜる。

［b］の½  量をふるい入れ、ハンドミキサー(低速)で混ぜ、残
りの［b］をふるい入れ、ゴムべらで切り混ぜる。

1

2

3

作りかた
型に流し入れ、軽く台に打ちつけて空気抜きし、竹串を生地
に2㎝程度刺し入れ、手早く前後左右に動かして大きな気
泡を取る。

角皿にのせて、下段に入れて、【オーブン】で焼く(160℃ 約
55分)。

焼き上がったらすぐに型から出し、オーブンシートをはが
す。ラップに包んで逆さまにし、半日くらい休ませる。側
面の焼き目を切り落とす。

4

5

6

下準備
・ パウンド型から5㎝くらい高くなるように、オーブンシート
を敷く。

・ 【オーブン】の予熱を入れる(160℃ )。
・ ［b］は合わせてふるっておく。
・ 湯せん用に60℃くらいのお湯を入れた大きめのボウルを
用意する。

いちごのブッセ
材料（8個分）
調理時間：60分　カロリー（1個分）：231kcal
卵黄…1個、グラニュー糖…30g、薄力粉…大さじ1・½  、
牛乳…120ml、生クリーム…120g
卵白…4個、グラニュー糖…80g、卵黄…4個、薄力粉…80g、
粉糖…小さじ2
いちご…8個

ふんわりとしたブッセに、2種類の口どけの
良いクリームといちごをはさみ仕上げます。

耐熱ボウルに卵黄・グラニュー糖を入れ泡立て器で混ぜ、
薄力粉をふるい入れ混ぜる。

牛乳を加え混ぜ、【レンジ】にかけ(600W 約3分)、途中2～
3回取り出して、その都度混ぜる。クリームにラップを密
着させてかけ、冷ます。

生クリームを角が立つまで泡立てる。冷ました2をゴムべ
らでほぐし、生クリームを加え混ぜる。

ボウルに卵白・グラニュー糖を入れ、ハンドミキサーで角
が立つまで泡立てる。卵黄を加え混ぜる。

1

2

3

4

作りかた
薄力粉をふるい入れ、つやが出るまでゴムべらで切り混ぜ、
絞り袋に入れる。

オーブンシートを敷いた角皿2枚に8個ずつ絞り、茶こしで
粉糖をふり、上段と下段に入れ【オーブン】で焼く(180℃ 
約15分）。

冷ました6に3といちごをはさむ。

5

6

7

下準備
・ いちごはヘタを除き縦半分に切る。
・ 作りかた3の後、【オーブン】の予熱を入れる（180℃）。
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保証とアフターサービス（必ずお読みください）

● 58～65ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、
お買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは

■保証期間中は
● 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は
● 修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理さ
せていただきます。

■ご連絡いただきたい内容

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料等で構成されてい
ます。

技術料

部品代

出張料

故障した商品を正常に修復するための料金
です。

商品のある場所へ、技術員を派遣する料金
です。

修理に使用した部品代金です。 ■ご転居のときは
● この東芝過熱水蒸気オーブンレンジは、電源周波数
50/60Hz共用です。周波数の異なる地域に、ご転居さ
れてもそのままお使いいただけます。

お買い上げ店名を記入されておくと便利です。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

品　　名
形　　名

過熱水蒸気オーブンレンジ
ER-LD330

　　　年　　　　月　　　　日
できるだけ具体的に
付近の目印なども合わせてお知らせください

電話番号

お買い上げ日
故障の状況
ご  住  所
お  名  前
電話番号

便利メモ

訪問希望日

お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

0120-1048-76

FAX　 022-224-6801（通信料：有料）
携帯電話・PHSなど　022-774-5402（通話料：有料）
受付時間：365日  9:00～20:00

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ
　の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会
　社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり
　ます。

出張修理

● この東芝過熱水蒸気オーブンレンジには、保証書
を別途添付しております。

● 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」等の記入
をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただ
き内容をよくお読みの後、大切に保管してくださ
い。

● この東芝過熱水蒸気オーブンレンジの保証期間
は、お買い上げいただいた日から1年です。ただし
発振管（マグネトロン）は2年です。その他、詳しく
は保証書をご覧ください。

● 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料
修理となります。無償商品交換ではありません。

● 過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は、製造
打ち切り後8年です。

● 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部
品です。

● 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は
当社で引き取らせていただきます。

● 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用すること
があります。

補修用性能部品の保有期間

部品について

保証書（別添）
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