pure recipe
小野寺燃料からおいしくて簡単なお料理レシピをお届けします
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手間なし！サプライズレシピ

おいしい・
かんたん・
シンプルレシピ

ミルクジャム
レシピとも言えない、かんたんレシピです。
もしあなたが、デパートでビンに入ったミルクジャムを買っているのなら、
そして、もったいないからと少しずつ食べているのなら、

今日からあなたの台所で

今すぐこれを試してみてください。

作っていただける
お料理ばかりです。
家族の笑顔を見るのが大好きな
あなたに贈ります。

材料
缶入りコンデンスミルク

1. コンデンスミルク缶をそのまま、
かぶるほどの水を入れた鍋に入れ、火にかける。
2. ２時間ぐらい弱火でことことと煮る。
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新定番！！ご飯もの

シンガポール風チキンライス

中華おこわ

チキンライスと言えば、鶏肉の細切れが入っていて、ケチャップ色のご飯の中にグ

圧力鍋で中華おこわを炊きましょう。水加減さえ間違えなければびちゃびちゃに

リーンピースの緑色が見え隠れするアレを思い浮かべる方が多いと思います。でも

なりません。たくさん炊いて、おにぎりにして冷凍しておけば、いつでも食べた

これは、一風変わったチキンライス。鶏肉をいったん茹でてからそのスープで炊い

いときにすぐに食べられて、とっても便利です。

たご飯に肉をトッピングして、辛いソースをかけていただきます。ちょっと大人味
のチキンライスです。
今回はお鍋で炊いてみました。おこげもおいしい！
材料（４人前）
鶏もも肉……２枚
米……3 合
塩……小さじ 2
しょうが……ひとかけ
にんにく……ひとかけ
鶏のスープ＋水……３カップ
青菜……１把
〈タレ〉※全部混ぜる
しょう油……大さじ 3
粉唐辛子……小さじ 1
レモン汁またはお酢……大さじ 2
すりおろしたしょうが……少々
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1.鶏もも肉にかぶるくらいの水を入れ、塩としょ
うが、にんにくとともに火にかける。
2.沸騰したら、火が通るまで弱火で煮て、鍋にふ
たをして１時間ほどおいておく。
3.米を洗って、鶏肉のスープと水をあわせて 3 カッ
プにし、浸水させる。
4.中火にかけ沸騰させる。沸騰したら１分ほど強
火にする。そのあと 10 分ほど弱火にかける。最
後に一瞬強火にし、火からおろして蒸らす。
4.炊きあがったご飯にスライスした鶏肉をのせ、
茹でた青菜を添え、お好みでソースをかける。

材料（４人前）
もち米……４合
干し椎茸……3 枚
干しえび……大さじ 3
にんじん……５cm くらい
豚バラ肉……100g
水煮竹の子……100g
しょうが……ひとかけ
＊しょう油……大さじ 1
＊オイスターソース……大さじ 1
＊酒……大さじ 2
＊ごま油……大さじ 1
＊中華スープの素……大さじ 1
水……＊の調味料と干しえび、干
し椎茸の戻し汁とあわせて
720cc

1. もち米は洗ってざるにあげておく。
1.干し椎茸、干しえびは水に浸けて戻す。
2. 豚肉、にんじん、竹の子は小さく切る。
3.圧力鍋にごま油を熱し、みじん切りにしたしょ
うがを炒め、小さく切った１と、
２を入れて炒める。
4.いったん火を止め、もち米と調味料、水を加え
蓋をして火にかける。
5. 圧力がかかったら弱火にして５分ほど加熱。
6. 火を止めてそのまま圧力が抜けるまで置いておく。
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たくさん食べよう、豆料理

レンズ豆と塩豚の煮物

かみかみ大豆

レンズ豆ってご存知ですか？ 眼鏡のレンズはこの豆に形が似ているから名前がつ

レンズ豆がインドの健康食品だとすれば、大豆は日本の健康食品でソウルフード

いたそうです。とっても古くから食べられていて、今また健康食品として見直さ

です。日々大豆にはお世話になっていますが、「これは大豆だ」と意識して食べる

れています。

料理は減っていると思いませんか？

戻さなくてもすぐに煮えるし、おいしい豆なので、もっとたくさん食べてもらい

かみかみ大豆は給食でも人気の歯ごたえのあるメニューです。

たい食品です。お肉のおいしい風味をたっぷり吸い込んだレンズ豆は、ずっと飽

でも体にいいからなんて考える前に、

きずに食べられるお母さんの味です。

おいしいから止まらなくなってしまいますよ。

材料（４人前）
レンズ豆（皮付き）……200g
豚バラ肉……300g
塩……小さじ 2
にんにく……ひとかけ
オリーブ油……大さじ 1

1.豚バラ肉は塩小さじ 1 をまぶして、一昼夜冷蔵
庫で寝かせる。
2.厚手の鍋にオリーブ油をひき、薄切りにしたに
んにくを炒める。
3.香りが出たら豚肉の塩を洗い流し、３cm 角ぐ
らいに切って炒める。
4.ざっと洗ったレンズ豆を入れ、水をかぶるくら

材料
乾燥大豆……100g
片栗粉……大さじ 2
砂糖……大さじ 2
しょう油……大さじ 2
お酒……大さじ 1
揚げ油……適宜

いまで加える。
5.ふたをして豆と肉が柔らかくなるまで、ときど
き水を足しながら煮る。
6. 味を見て塩を加える。

1. 乾燥大豆はたっぷりの水に浸け一晩置く。
2.戻した大豆を鍋に入れ、水を加え、ひと煮立ちさせ茹でこぼす。
3.水を切った大豆に片栗粉をまぶし、180℃ぐらいの油で表面がカリッとする
まで揚げる。
4. 鍋に調味料を入れひと煮立ちさせる。
5.煮立った調味料の中に揚げた豆を入れてからめる。

＊歯ごたえは柔らかくなりますが、水煮の大豆でも作れます。
また、もっと堅いのがいい方は水で戻しただけの大豆でも。
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いつでも食べたい！くりかえしおかず

煮込みハンバーグ

きくらげと卵炒め

子供たちに人気ナンバーワンのハンバーグ。簡単なようで、焼くと生焼けになったり、
ハンバーグが焼き上がる頃には付け合わせが冷めていたり……。
煮込みハンバーグにすれば、焼き加減を気にすることなく、表面に焼き色がついたら、
どんどん鍋に放り込むだけ。野菜たっぷりの煮込みを作れば野菜もたくさん食べら
れて、作る人も食べる人も大満足です。
材料（４人前）
合挽肉……600g
パン粉……1 カップ
卵……1 個
塩・胡椒……少々
にんにく……ひとかけ
玉ねぎ……大 1 個
人参……1 本
なす……2 個
えのき茸……1 パック
トマト水煮缶……１缶
コンソメ……1 個
サラダ油……少々

1.合挽肉にパン粉と卵、塩・こしょうを入れ、ねばりが出る
までよく混ぜる。
2.鍋に油を少量入れ、スライスしたにんにくを香りが出るま
で炒める。
3.ひとくち大に切った、玉ねぎ、人参、なす、えのき茸を炒
め、トマト水煮缶、コンソメを入れて煮る。
4.フライパンに油をしき、丸めたハンバーグ種を強火で焦げ
目がつくように両面焼く。

素材はわりとなじみのあるものばかり。
でも、この組み合わせはあまり見かけたことがないかもしれません。
初めて食べてもなぜか懐かしい味。
材料（4 人前）
豚細切れ……200g
乾燥きくらげ……5g
青菜……適宜
ねぎ……1 本
卵……6 個
しょうが……1 かけ
砂糖……大さじ 1 と 1/2
酒……大さじ 2
しょう油……大さじ 1 と 2/1
こしょう……少々
サラダ油……少々

1. 乾燥きくらげは水に浸けて十分に戻しておく。
2. 青菜はさっと茹でて食べやすく切っておく。
3.フライパンに油を熱し、斜め切りにしたねぎとみじん
切りにしたしょうがを炒める。
4.ひとくち大に切った豚肉を炒め、さらに戻したきくら
げも炒める。
5.フライパンの具材をまわりによけ、油を足し、割りほ
ぐした卵を入れて大きく炒める。
6.調味料を入れ、茹でた青菜を入れ、全体を炒め合わせる。

5.焼けたハンバーグを野菜の鍋に移して、火が通るまで煮る。

トマトと卵炒め
トマトと卵は
世界中で愛されている出会いの味。
ごはんにのせてもおいしい！

材料（４人前）
トマト……3 個
卵……4 個
砂糖……大さじ 1
塩……小さじ 1
にんにく……1 かけ
サラダ油……少々

1. トマトは沸騰した湯につけて皮をむく。
2. 皮をむいたトマトをざく切りにする。
3.フライパンに油を熱し、スライスしたにんにくを入れ、トマトを
入れて炒める。
4.トマトをフライパンのふちによけ、油を足して割りほぐした卵を
入れ大きく炒める。
5. 調味料を入れて全体を混ぜる。
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グリルでちょっとおしゃれ料理

砂肝オリーブオイル煮

ポテトグラタン

スペイン料理にマッシュルームのオリーブオイル煮というのがありますが、

ホワイトソースを用意しなくても、大丈夫。手軽にポテトグラタンができます。

それの砂肝版です。マッシュルーム煮と同じように中身を食べ終わったあとのオリー

子供向けにはこのレシピで。アンチョビをちぎってまぶすと、ぐっと大人向けの

ブオイルがとってもおいしい！ 必ずパンを用意し、オイルに浸けて食べてください。

メニューになります。

材料（４人前）
砂肝……300g
にんにく……ひとかけ
オリーブオイル……適宜
塩・こしょう……少々

材料（2 人前）
じゃがいも……大 3 個
牛乳……1 カップ
ピザ用チーズ……50g
塩・こしょう……少々
バター……大さじ 1

1.砂肝をひとくち大に切り分ける。

1. じゃがいもは薄くスライスして水にさらす。
2.じゃがいもを鍋に入れ、牛乳を注ぎ、塩・こしょ
うをして、吹きこぼれないように煮る。
3. じゃがいもが柔らかくなったらバターを加える。
4.グラタン皿に移し、チーズをふりかけ、あたた
めたグリルで焦げ目がつくまで焼く。

2.グラタン皿に砂肝とスライスしたにんに
くを並べ、塩・こしょうをふり、上から
オリーブオイルをひたひたになるくらい
かける。
3. 熱したグリルで焼く。
4. 途中こげるようなら、アルミホイルを上にのせる。

かりかりじゃこ豆腐
グリル料理じゃないけど、おつまみが足りない時に
材料（2 人前）
豆腐……1 丁
じゃこ……50g
サラダ油……適宜
ポン酢……大さじ 1 〜 2
1.豆腐を切って皿に並べておく。
2.フライパンに油を多めに入れ、じゃこを水分が抜
けてかりかりになるまで、揚げるように炒める。
3. 熱々のじゃこを油ごと豆腐にかける。
4. ポン酢をかける。
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フライパンでおやつ

カフェ風ホットケーキ

雨の日のチヂミ

いつもはミックス粉を使って作るホットケーキですが、一度このレシピを試してく

韓国ではチヂミは買い物に行けない雨の日のメニューだそうです。

ださい。イーストを使うので、慣れない人はちょっと面倒に思うかもしれませんが、

要するにありあわせのもので作っちゃうということ。

パンを作るより簡単です。

このレシピの材料にこだわらず家にあるものをいろいろ試して、

このホットケーキを出したなら、
「あなたの作るホットケーキが世界一美味しい」と

おいしいオリジナルチヂミを作ってみては？

言われることを請け合います。
材料（10 枚分くらい）
薄力粉……300g
ドライイースト……小さじ 1 と 1/2
砂糖……小さじ 2
塩……少々
牛乳……2 カップ
（35℃くらいに温める）

卵黄……2 個分
バター……30g
卵白……2 個分

1.小麦粉とイースト、砂糖、塩をボールに入れ、
卵黄と温めた牛乳を加え、なめらかになるまで
混ぜる。
2.溶かしバターを入れて底から持ち上げるように
混ぜる。
3.ラップなどをして、暖かい場所で 2 倍程度に発
酵するまで置いておく。（1 時間程度、室温にも
よります）※右下写真参考
4.卵白を角が立つまで泡立て、発酵した生地に切
るようにして混ぜ込む。
5. フライパンで焼く。

材料（3 枚分）
にら……1 わ
いか……100g
小麦粉……150g
卵……1 個
水……3/4 カップ
しょう油……大さじ 1
塩……少々
ごま油……少々
〈タレ〉
ポン酢……適宜
一味唐辛子……適宜

1. にらは５cm の長さに、いかはひとくち大に切る。
2.小麦粉に卵と水、塩、しょう油を加え、だまにならない
ように混ぜる。
3. 生地に１を入れて、さっくりと混ぜる。
4.フライパンを熱し、ごま油をひいて３の 1/3 量を流し入
れ、焦げ目がつくまで両面焼く。
5.お好みで一味唐辛子を入れたポン酢につけて召し上がれ。

6.メープルシロップやバターと一緒に。焼いたウ
インナーソーセージや、ベーコンともよく合い
ます。

※上：発酵前
下：発酵後
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土鍋でシンプル料理

松の実のおかゆ

たらこ茶碗蒸し

このおかゆはコクがあってお粥のイメージが変わるかも？

茶碗蒸し、おいしいですよね。でも、いざ作るとなると材料を揃えるのがめんど

松の実たっぷりのレシピもありますが、ちょっと高級品なのでここでは少なめに。

うだったり、火加減が難しくてすぐに “ す ” が入ったり……。

それでも十分美味しいですよ。

この茶碗蒸しなら具はたらこだけ。土鍋で蒸すので火加減にあまり気を使わなく
ても失敗なしです。

材料（2 人前）
米……1 合
松の実……30g
水……5 カップ
塩……少々

材料（2 〜 3 人前）
たまご……3 個
たらこ……50g
水……2 カップ
中華スープの素……小さじ 1
塩……少々
しょう油……少々

1.米を洗う
2.米 と 松 の 実 と 分 量 内 の 水 少 量 と を ミ キ
サーにかけて細かくする。ミキサーがない
場合は松の実だけ、すり鉢ですりつぶす。

1. たらこは薄皮をとってほぐしておく。
2. 卵を割りざるなどでこす。
3.卵に水とスープの素、調味料を入れ、たらこも
入れて軽く混ぜる。器に注ぐ。
4.土鍋に水を半分ぐらい入れ、茶碗蒸しの器を入
れ火にかける。
5.沸騰したら、弱火にして 10 分ほど蒸す。火から
下ろして、また 10 分ほど蒸らす。

3. 土鍋に２と水を入れ中火にかける。

6.竹ぐしを差し入れ、澄んだだしが出てきたら蒸

4. 沸騰したら 10 分ほど弱火にかける。

し上がり。

5. 食べるときに塩を少々ふる。

塩豚キャベツシチュー
キャベツの水分だけで
じっくり蒸された柔らかい豚肉と
旨味がしみ込んだ
キャベツがおいしい！

材料（4 人前）
豚ロースかたまり……500g
塩……小さじ 1
キャベツ……1 個
こしょう……少々
コンソメ……1 個
1.豚肉は塩をまぶし、できれば一晩くらい冷
蔵庫で寝かせる。
2.塩を軽く洗い流した豚肉を、油をひいたフ
ライパンで焦げ目がつくまで焼く。
3.土鍋にざく切りにしたキャベツと肉を入れ
て弱火にかける。
4.水分が出てきたらコンソメを加え、キャベ
ツがしんなりして、肉に火が通るまで煮る。
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お客様に次から次へと
喜んでいただき
お客様の輪を広げ続ける
リフォームに関する、業者選びのポイントや費用の目安、信頼できる業者の紹介等、
「安心できるリフォーム」のためにサポートさせて頂きます。
ガスばかりでなく、
「オール電化リフォーム」もご相談ください。

＊家が寒いのだけれど、効果的な対策は？
＊業者のリフォーム見積金額は適正なの？
＊外壁リフォームの施工方法は信用できるの？

＊我が家の耐震強度は大丈夫？
＊結露がひどいけれど対策は？

＊住宅の建替えとリフォーム、どちらがお得？
＊業者選びのポイントは？
＊オール電化リフォームの見積りは？

ご相談ください

エネルギーも リフォームも 住まいの設備も

011-612-8080 小野寺燃料まで

〒 063-0850札幌市西区八軒 10 条西 3 丁目 4-30
URL ●http://www.6128080.com

Tel011-612-8080

E-Mail ●info@6128080.com

Fax011-612-2233
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