
2016/10/25 ゆでキャベツのシーチキン和え by ジャスミン・ティー [クックパッド] 簡単おいしいみんなのレシピが250万品

http://cookpad.com/recipe/print/4133588?page_type=2 1/1

材料：
キャベツ 小1/4個

シーチキン 小2個

マヨネーズ 大さじ2.5

すりごま 小さじ1

レモン汁 小さじ2

このレシピの生い立ち
子供がシーチキンは好きだけど、生
野菜をあまり食べないので、キャベ
ツを茹でたらどうだろうと思って、
作ってみました。

ゆでキャベツのシーチキン和え
by ジャスミン・ティー

シーチキンだけではなく、野菜も一緒に取れるの
で、シーチキンサラダとして、おかずにもお酒のツ
マミにも合います。

コツ、ポイント
キャベツをあまり茹ですぎず、歯ごたえがあるくらいに茹でるのがポ
イントです。

1. 材料です。

2. キャベツを2cm幅に切ります。

3. 鍋に水を入れ、キャベツをゆでます。歯ざ
わりがあるくらいで、あまりクタクタにし
ないようにします。

4. ゆであがったら湯をこぼし、お水でざっと冷やし、ザルに上
げ水気を絞ります。

5. シーチキンの汁を軽く捨てて、シーチキン
とキャベツを合わせ、調味料を合わせま
す。

6. シーチキンの汁を入れると、脂っこくなるので、汁を捨てる
ことと、絞りすぎるとパサパサするので、気をつけてくださ
い。

7. できあがりです。

http://cookpad.com/recipe/4133588
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2016/10/16 味付けしっかり！鶏もも肉のかりかり唐揚げ by nishi✯ [クックパッド] 簡単おいしいみんなのレシピが250万品

http://cookpad.com/recipe/print/3055471?page_type=2 1/3

材料： (2～3人分)
鳥モモ肉

2枚（500gくらい）

●生姜チューブ 7cm前後

●にんにくチューブ 4cm前後

●醤油 大さじ2

●鶏ガラスープの素 小さじ2

●酒 大さじ2

片栗粉 適量

薄力粉（バイオレットおすすめ）

適量

このレシピの生い立ち
唐揚げ好きのこだわりです

味付けしっかり！鶏もも肉のかりかり唐揚げ
by nishi✯

16/5/12、つくれぽ500突破！感謝！カリカリを追
求して行き着いたレシピです。是非かりかり体感し
てください！

コツ、ポイント
二度揚げしないとやはりかりかりにはなり辛いです。

1. 余分な皮や処理損じの軟骨や骨を取り除
きフォークで鶏肉全体をぷすぷすとさす
か、包丁で肉全体に切り身を入れても良
いです

2. 肉の繊維とは逆に切り、味がよく染み込んで揚げ上がりが
柔らかくなります。2～3ミリ間隔くらいで深さはバラバラ
でオッケーです

3. 適当なサイズに切り分け、ボールや、袋
に鶏肉と●をいれ念入りによく揉み込
む。30分～漬け込んでおい下さい。

4. ※こだわりポイント！※衣をつける前に室温に戻す事で油
で揚げる際に熱伝導が良くなりムラなくジューシーカリカ
リ仕上がります。

5. 衣をつけます。まずは全体的に片栗粉を
まぶします。全体的に白くなり、表面が
肉の水分を吸ってベタつく位でオッケー
です

6. 次に、薄力粉を個別にまとわせます。

薄力粉はバイオレットをおすすめしま
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7. す。よりカリッとし油切れも良い感じで
す。

8. これくらいしっかりつけてあげて下さ
い。

9. ギュッギュッと、表面がサラサラになる
までつけてください

10. 粉類の分量が適量なのは、鶏肉によって水分量が違うため
です。

11. 170～180度くらいで2分揚げます。時々
ひっくり返して下さい。大きいサイズの
物は少し長めで。理想は180度で1分半で
す

12. 4分程バットに移し余熱で火を通します。冷めても二度揚
げするので大丈夫です。ここまで仕込んでおけば熱々を出
すのが楽です。

13. 180度の高温で2～4分ひっくり返しなが
らあげます。みるみるかりかりとしてき
ますので色が付いてきたら揚げて完成で
す。

14. たくさんのつくれぽに日々感激しています。もしよろしけ
れば、つくれぽを頂けたらとても嬉しいのでよろしくお願
いします！

15. つくれぽ100人突破ありがとうございます！

16. あこ♪あきさん。 つくれぽの返事を子供がタイミング悪く
操作し失礼な文章で掲載しています。申し訳ありません。

17. 手羽元バージョンもアップしました。手間はかかりますが
これを超える旨さです！ レシピID 3582905



2016/10/16 味付けしっかり！鶏もも肉のかりかり唐揚げ by nishi✯ [クックパッド] 簡単おいしいみんなのレシピが250万品

http://cookpad.com/recipe/print/3055471?page_type=2 3/3

http://cookpad.com/recipe/3055471
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2016/10/16 なめこと豆腐のみそ汁のレシピ・作り方 | なめこ 【AJINOMOTO PARK】

http://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/702395 1/1

材料（2人分）

なめこ 50g

絹ごし豆腐 1/2丁(150g)

Ａ 水 2カップ

Ａ 「ほんだし」 小さじ2/3

みそ 大さじ1・1/2

みつば 適量

なめこと豆腐のみそ汁の作り方

（１）なめこはザルにあけ、流水でぬめりをとるようにサッと

洗い、水気をきる。豆腐は約１．５ｃｍ角に切る。みつばは

根元を切り落とし、１ｃｍ幅に切る。

（２）鍋にＡを入れて煮立て、（１）のなめこを加えて中火にか

ける。再び煮立ったら、（１）の豆腐を加えて温める。

（３）玉じゃくしにみそを入れ、煮汁で溶きのばして加え、椀

に盛り、（１）のみつばを散らす。

味の素株式会社©

なめこと豆腐のみそ汁 レシピ

エネルギー 74kcal
塩分 2.1g 野菜摂取量 0g
調理時間 10分

※エネルギー・塩分・野菜摂取量は1人分の値です

http://park.ajinomoto.co.jp/recipe/search?search_word=%E3%81%AA%E3%82%81%E3%81%93&areaid=recipe_card_010
http://park.ajinomoto.co.jp/recipe/search?search_word=%E7%B5%B9%E3%81%94%E3%81%97%E8%B1%86%E8%85%90&areaid=recipe_card_010
http://park.ajinomoto.co.jp/recipe/search?search_word=%E6%B0%B4&areaid=recipe_card_010
http://www.ajinomoto.co.jp/products/detail/hondashi.html
http://park.ajinomoto.co.jp/recipe/search?search_word=%E3%81%BF%E3%81%9D&areaid=recipe_card_010
http://park.ajinomoto.co.jp/recipe/search?search_word=%E3%81%BF%E3%81%A4%E3%81%B0&areaid=recipe_card_010


2016/10/12 絶品♡ポテトサラダ♪  お弁当にも☆ by きよみんーむぅ [クックパッド] 簡単おいしいみんなのレシピが249万品

http://cookpad.com/recipe/print/3966298?page_type=2 1/2

材料： (3～4人分)
じゃがいも 500g

玉ねぎ 1/2個

にんじん 1/2本

きゅうり 1本

☆砂糖 3g

☆塩 二つまみ

☆米酢 小さじ1

☆粗びき黒胡椒 お好きなだけ

タルタルソース 大さじ7

マヨネーズ 大さじ3

このレシピの生い立ち
簡単！美味しいポテトサラダがたく
さん食べたかったので♪ 購入するの
はお手軽ですが、作った方がとって
もお安くたくさん出来上がります☆

絶品♡ポテトサラダ♪　お弁当にも☆
by きよみんーむぅ

タルタルソースを使って味付けをしているので絶品
です♡

コツ、ポイント
じゃがいもを潰す時に、ゴロゴロに形を残せばデパ地下のデリ風にな
ります。 なめらか～なのがお好きな方は、よく潰して下さい♪

1. 人参は薄い銀杏切りか半月切りにする。
(太さに応じて変えて下さい) 玉ねぎも薄
切りにする。 きゅうりは薄切りにする。

2. にんじんと玉ねぎはラップに包んで600W
の1分くらいチンする。

3. きゅうりはビニール袋に入れ、塩を小さじ1/2(分量外)を
入れてもみこみ、水分をとる。

4. じゃがいもは皮を剥いて5mmくらいの銀杏切りにする。

5. じゃがいもをボウルに入れてふんわりラ
ップをし、600Wの8～9分くらいチンを
する。(竹串がスッと入ればOKです)

6. 温かい内にじゃがいもを潰し、☆を入れ
て混ぜる。

7. 水気を切ったきゅうりとにんじん、玉ね
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ぎを入れ、タルタルソースとマヨネーズ
を入れて混ぜる。

8. 簡単バージョンはこちら♪ レシピID : 3765240

9. ケンタッキーより美味しいコールスロー I
D:3747868

10. シャインマスカットドレッシング♡ レシ
ピID : 4091131

11. ブログ、始めました☆ livedoor『きよみんーむぅのゆる～
いまいにち』

http://cookpad.com/recipe/3966298

Copyright© Cookpad Inc. All Rights Reserved.



2016/9/10 簡単！焼肉のたれでカリッとアスパラ肉巻き by りばちゃんさん [クックパッド] 簡単おいしいみんなのレシピが247万品

http://cookpad.com/recipe/print/4029568?page_type=2 1/1

材料： (8本分)
薄切り肉(ロースやバラ肉)

8枚

アスパラ 4本

※塩コショウの場合 小さじ1

塩麹 大さじ1杯

片栗粉 作り方を参照

ごま油

フライパン全体に行き渡る量

料理酒 大さじ1杯

焼肉のたれ

多めに全体に絡む程度

このレシピの生い立ち
母から教えてもらったものを、 時短
にして焼肉のたれでつくりました。

簡単！焼肉のたれでカリッとアスパラ肉巻き
by りばちゃんさん

片栗粉でカリッと簡単おいしい肉巻きです！

コツ、ポイント
アスパラ以外の具材でも美味しくできます！ ねぎやにんじん、いん
げんなどもおいしいです！

1. アスパラは下の固いところを ピーラーでむいて処理する。

2. アスパラをタッパーに少量の水と入れる。600Wのレンジで
2分加熱する。

3. ジップロックに豚肉と塩麹か 塩コショウを入れ全体に行き渡
るようにする。

4. ラップをしき、多めの片栗粉をラップ全体にまぶし、ジップ
ロックから豚肉を出し重ならないようにまっすぐおく。

5. まっすぐの豚肉に対してアスパラをななめにおいて、アスパ
ラが隠れるように、豚肉を巻き付ける。

6. フライパンを熱し、ごま油をひいたら巻き終わりを下にして
肉巻きをフライパンの上におく。

7. 片面が焼けたら、ひっくり返し、料理酒を軽くふりフタをす
る。

8. 全体に火が通ったら、焼肉のタレを肉巻きに絡める。盛り付
けて完成！

http://cookpad.com/recipe/4029568

Copyright© Cookpad Inc. All Rights Reserved.



2016/9/10 侠飯レシピ｜ドラマ24「侠飯～おとこめし～」：テレビ東京

http://www.tvtokyo.co.jp/otokomeshi/smp/special/recipe/recipe08_1.html 1/2

ハムカツ

（４個分）

厚切りハム…１６枚
ベーコン…４枚
たまご…１個
お好み焼き粉…大さじ３強
生パン粉…約６０g
揚げ油…適量
ソース…お好みで

ハムは４枚ずつに分ける。ベーコンはハムの幅に合わせ、長さ２～３等分に切る。

ハム２枚の上にベーコン１枚分をずらしながらのせ、更にハム２枚を重ねる。同じように繰り返して４つ作る。

ボウルに卵を割り入れてよく溶き、お好み焼き粉を加えよく混ぜる。

に をくぐらせ、生パン粉をたっぷりとまぶしつける。

フライパンに油を温め（170度）、ハムカツを両面色よく揚げる。

・ 粉と水分を合わせたものをバッター液といいます。「粉→卵→パン粉」とされる揚げ物の手順が、「バッタ
ー液→パン粉」となり、手軽な上、衣が万遍なくつき、タネの水分もしっかりと閉じ込められてさくっと仕上が
ります。
・ 薄切りハムの場合は、ハムカツ１個につきハムを６枚使用します。
・ パン粉をつけたら手でぎゅっと押すようにし、２～３分置くとパン粉が落ち着きます。
・ 揚げ油にパン粉のついた衣を少しおとしてみて、すぐに浮いてちりちりといい音がすれば適温です。
・ お好み焼き粉に塩分があるのでそのままで美味しいですが、お好みでソースをつけていただきます。（小麦
粉で作ってもOK）
・ ベーコンと一緒にスライスチーズ（溶けないタイプ）やマスタードなどを挟んでも美味しいです。

第8話 ミルフィーユ風  侠の極旨ハムカツ



2016/7/20 ボリュームUP！うなぎのふわ玉丼！ by みほきのこ [クックパッド] 簡単おいしいみんなのレシピが243万品
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ボリュームUP！うなぎのふわ玉丼！
by みほきのこ

高価なうなぎも、ふわふわ卵を添えて、ボリューム
UP！少しのうなぎでも食べごたえあり(^O^)

コツ、ポイント
卵にマヨネーズを少し入れるとよりふわふわに！煎ったごまとしその
風味が食欲をそそりますので、必ず入れて下さい(^O^)

材料： (2人分)
うなぎの蒲焼 半尾

卵 3個

牛乳 大さじ2

油(炒め用) 適量

ご飯 2膳

しそ 2～3枚

ごま 少々

このレシピの生い立ち
うなぎが高い・・・。少ないうなぎ
をふわふわ卵でボリュームアップ！
食べごたえのある丼になりました
(^O^)

1. ごまはフライパンで乾煎りし、お皿に取り粗熱を取る。しそ
は洗って水気をふき、千切りにする。

2. 煎ったごまを指でひねりながらご飯に混ぜる（そのままより
もごまの栄養素が摂れます！）。しそもご飯に混ぜ、丼に盛
る。

3. 卵を溶き牛乳も加え混ぜる。フライパンを熱し、油をひき、
スクランブルエッグを作る。※あまりぼろぼろにしない！

4. ご飯の上に卵、温めたうなぎの蒲焼をのせる。できあがり！
http://cookpad.com/recipe/3396857

Copyright© Cookpad Inc. All Rights Reserved.



2016/6/6 大根とツナの塩レモンサラダ by ぴよぴよにすと3 [クックパッド] 簡単おいしいみんなのレシピが239万品

http://cookpad.com/recipe/print/3882241?page_type=2 1/1

大根とツナの塩レモンサラダ
by ぴよぴよにすと3

塩レモンの良い香りとツナの旨味で大根がたっぷり
食べられる夏のさっぱりサラダ。

コツ、ポイント
2でよく水気を絞ってください。

材料： (割合)
大根 500g

ツナ缶(オイル漬け)チャンク

75g缶1つ

塩レモン 大さじ1

酢 小さじ2

胡椒 少々

このレシピの生い立ち
大根の美味しい時期に作り置きする
常備菜です。レモン汁を加えて作っ
ていたのですが塩レモンがあるとそ
のまま加えられて味付けも出来てと
ても便利です。

1. 大根は5mm厚さの輪切りにしてから1mm厚さの千切りにし
ます。

2. 1に塩小さじ1(分量外)を加え混ぜ合わせて15分おき、しんな
りしたら手できつく絞って水気をきる。

3. 2にツナ缶をオイルごと加え、ポッカ塩レモンと酢、胡椒を
加えて混ぜ合わせて出来上がり。

4. 冷蔵庫で冷やしてどうぞ。

http://cookpad.com/recipe/3882241

Copyright© Cookpad Inc. All Rights Reserved.



2015/10/13 牛丼～吉野家風～☆ by taka_jam [クックパッド] 簡単おいしいみんなのレシピが218万品

http://cookpad.com/recipe/print/195791?page_type=2 1/1

材料： (３～４人分)
湯 ４００ｃｃ

牛バラ肉 ３００ｇ

玉ねぎ 1個

生姜 大きめ１かけ

濃口醤油 大さじ２

薄口醤油 大さじ２

酒 大さじ３

砂糖 大さじ３

塩 少々

本だし 小さじ2

このレシピの生い立ち
結構前から、作っていたのでよく覚
えてないですが、子供がまだ赤ちゃ
んだったので吉野家に食べに行けな
くて、それなら作ってしまえ
と・・・。

牛丼～吉野家風～☆
by taka̲jam

おかげさまでピックアップレシピに掲載された
り、つくれぽも600件以上もいただきました。全て
皆さんのおかげです、ありがとうございます。海外
に在住のシカゴ、ニューヨーク、テキサス、ドイ
ツ、フランス、中国、ミラノ、カナダの方からも好
評頂きました。

コツ、ポイント
肉は、脂身があってなるべく薄切りにしたものがよいです。味は、甘
さと辛さのバランスが重要です、醤油も種類・地域によって塩分がち
がうので、最後の調整を慎重に。因みに、ここで使用した醤油は、ヒ
ゲタ醤油とヒガシマルの薄口です。 新玉ねぎは、溶けてしまうので
普通の玉ねぎを使ってください。

1. ４００ｃｃのお湯に本だしと切った玉ねぎ
を入れ玉ねぎが少し柔らかくなるまで煮
る。

2. 酒、砂糖、塩、両方の醤油をいれ牛ばら肉
を入れかき混ぜてから蓋をします。

3. 中火で10分くらいたったら、摩り下ろした
生姜を入れます。

4. 更に1分くらいたってから、味を見て砂糖と
醤油で味を調えれば出来上がり。後は、熱
々のご飯に乗せるだけ。

5. 生姜の皮むき。普通に家庭に有る、アル物
のを使えば簡単にこんなに綺麗にむけま
す⇒http://cookpad.com/taka̲jam/recip
e/288981/

6. おかげさまで、牛丼～吉野家風～が「１０
０万人が選んだ大絶賛おかず」に掲載され
ました。ありがとうございまし
た。　　　　　ｍ（̲　̲）ｍ

http://cookpad.com/recipe/195791

Copyright© Cookpad Inc. All Rights Reserved.
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材料： (2～3人分)
高野豆腐 3個

干し椎茸 4枚

だし昆布 (15cm)1本

水 400cc

★しょうゆ 大さじ1

★砂糖 大さじ2

★酒・みりん 各小さじ1

★塩 少々

■ 椎茸の仕上げ  

高野豆腐の煮汁・砂糖

各大さじ1

しょうゆ 大さじ1/2

このレシピの生い立ち
★30年作っている定番レシピ。椎茸
のうま煮は別に作らず、一連の流れ
の中で作り、あの味を再現しました
♪ 余談…子どもたちは幼い頃から和
食が好きで、特に高野豆腐は大好
き。上手く食べられなくてポタポタ
汁をこぼしながら食べていた事を思
い出しますw

和味☆高野豆腐の含め煮・椎茸のうま煮添え
by 草原うさぎ

上品なお出汁と甘辛い椎茸の味のコントラストが後
を引く煮物☆ひとつのお鍋で、出汁、含め煮、椎茸
のうま煮まで作ります♪

コツ、ポイント
★手順1の戻し汁は、椎茸の細かなゴミが沈んでいる場合は漉してか
ら使います。 ★昆布を入れて煮ると煮汁が多少緑っぽくなるので、
煮る時は外しても構いません。 ★長期保存できる乾物料理は便利で
栄養たっぷりのお袋の味。是非ご賞味ください(^‒^)♪

1. 鍋に分量の水を入れ、椎茸と昆布を柔らか
く戻しておく。 (30分～1時間ほど) ※戻し
汁(300ml)は煮るときに使う。

2. 高野豆腐は50℃の湯で1～2分ほど戻す。
水の中で2～3度押し洗いをして濁りを取
り、手のひらで挟んで軽く水気を絞る。

3. 高野豆腐は1個を4等分に切り、椎茸は石づ
きを切り落とす。 昆布は割いて結び昆布に
し、爪楊枝に2～3個まとめて刺しておく。

4. 1の戻し汁(300ml)に★の調味料を加えて一
煮立ちさせる。 (お出汁の良い香りが漂いま
す♡)

5. 高野豆腐、椎茸、昆布を入れて、沸騰した
らアクを取り、火を弱める。

6. 落とし蓋をして中火弱～弱火で7～8分ほど
煮含める。 (煮汁が落し蓋の下で対流するく
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らいの火加減が目安)

7. 6を取り出した空いた鍋に、軽く汁気をきっ
た椎茸と仕上げ調味料を加え煮からめる。
(長時間煮たうま煮のように)

8. 器に盛り付け煮汁を張る。 少し甘めのお出
汁が効いた高野豆腐の完成です♪

http://cookpad.com/recipe/3248535
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