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品揃えおすすめ商品②

1月の
月の品揃えおすすめ商品①
品揃えおすすめ商品①

バレンタ イン チョコレートレシピ

マクロビオ ティック 恵 方 巻レシピ
巻レ
2月3日は節分です。縁起物の恵方巻。
2月

■材料（作りやすい量）
・2068 オーサワのオーガニックキャロブパウダー …………………………… 15g
・2138 オーサワのデーツ（細かく刻み熱湯をかけ水気を切る） …………… 25g
・カシューナッツ（フードプロセッサーでペースト状にする）………………… 50g
・カカオバター（湯煎にかける）………………………………………………… 15g
・豆乳 …………………………………………………………………… 大さじ1と1/2
・塩 ………………………………………………………………………… ひとつまみ
・2068 オーサワのオーガニックキャロブパウダー（まぶす用）……………… 適量

キャロブの
生チョコ

マクロビオティック食材でも
マ
美味しく作ることができます。
美
是非作ってみてください
是
さい！

■作り方
❶デーツとナッツを合わせてフードプ
ロセッサーにかけ、キャロブパウダー
を少しずつ混ぜる。

こちらを
使いました♪

❷①にカカオバターと豆乳を少しずつ
交互に加えて滑らかにする。塩ひとつ
まみを加え、ラップに包み四角く形を
整え、冷蔵庫に入れ固める。

2068
オーサワの
オーガニック
キャロブパウダー

❸固まったら一口大に切り、キャロブパ
ウダーを全体にまぶす。

150g

2018年の
恵方は

南南東
です！
■ 作り方
❶ 巻き簾にのりを敷いて、下記の材料Ⓐを上に広げ、
Ⓑ〜Ⓕと人参、みつ葉をのせ、のりで巻く。

259円（税込）

■ 材料（1本分）

A

■材料（6×6×18cm型 1本分）

D

玄米ごはん
・玄米ごはん（炊いたもの）……………………………………… 260g
（長崎産）
・1879 オーサワの有機切干大根（長崎産）………………………
15g
・梅酢 ……………………………………………………………… 適量

・1655 オーサワの国内産米粉 …………………………………………… 50g
・アーモンドプードル ……………………………………………………… 25g
Ⓐ ・2068 オーサワのオーガニックキャロブパウダー………………………… 22g
・ベーキングパウダー ……………………………………………… 小さじ1/4

●洗って戻し、みじん切りにした切干大根を梅酢に漬け、玄米ごはん
に混ぜる。

・なたねサラダ油………………25g
・豆乳 ……………………………30g
・オレンジジュース ………………………………………………………… 20g
Ⓑ
・9033 オーサワの有機メープルシロップ ………………………………… 35g
・バニラエッセンス（なくても可） ………………………………… 小さじ1/2

B

※残ったビーツはサラダやリゾットなどに使ってもおいしいです。

・1879 オーサワの有機切干大根（長崎産）……………………… 20g
・油 ………………… 小さじ1/2 ・醤油 ………………… 大さじ1
・水 …………………… 150㏄〜

❶6㎝四方パウンド型にオーブンシート
を敷いて底にグラノーラを敷く。

●鍋を温めて油を入れて洗って戻した切干大根を炒める。水を加え
柔らかくなったら醤油で味付けし、汁気がなくなるまで煮る。

❷ⒶとⒷを別のボウルに計る。Ⓐをよく混
ぜてからⒷと合わせ、最後にグラノーラ
を加えて、混ぜ込み、型に流す。
❸お好みで上部にナッツやかぼちゃの種
などをのせて、170℃のオーブンで20分
程焼く。

こちらを
使いました♪
9033
オーサワの
有機メープル
シロップ

キャロブ
ブラウニー

C

●木綿豆腐をフライパンで炒り、かぼちゃペーストを加えて豆乳マヨ
と塩で調味する。

■材料（2~3人分）

チョコレート玄米
プディング

・玄米ごはん（炊いたもの）……… 45g
・豆乳………………………… 200㏄
・2362 オーサワのグラノーラ
（玄米甘酒×酒粕）……………………… 30g
Ⓐ ・ごまペースト ………………………………………………………… 小さじ1
・塩…………………………………………………………………… ひとつまみ
〈チョコレートソース 〉
・ココア ………………………………………………………………… 小さじ2
・9033 オーサワの有機メープルシロップ ………………………… 小さじ2
Ⓑ ・豆乳 ……………………………………………………………………… 少々
（ココアとメープルを合わせ、好みの濃度になる量の豆乳を加え、よく混ぜておく）
・レーズン ………………………大さじ2
・バニラエッセンス …………小さじ1/2

■作り方
❶玄米ごはんを鍋に入れ豆乳100㏄と
ともに弱火にかけ、柔らかく煮る。
水分がなくなったら残りの豆乳を加
えて煮詰める。

P9〜10 レシピ提供：
リマ・クッキングスクール お菓子講座講師 奈良 優子

❷①にⒶを加えてよく混ぜる。火をとめ
てバニラエッセンスを加え、レーズン
を加えたら器に盛り、Ⓑをかける。

しいたけ煮
・干ししいたけ（戻しておく） ……………………………………… 1枚
・醤油 ……………………………………………………………… 適量
●戻し汁の約1割の醤油を加えたもので煮て、薄切りにする。

長芋ののり巻き
・長芋 …………………………………………… 恵方巻一本分の長さ
・のり ………………………………………………………………… 1枚
●長芋は1cmの角柱に切り、8分程蒸して、のりを巻く。

・のり……………………………1枚 ・みつ葉（さっと茹でておく）……3〜4本
・人参（蒸して1㎝角の棒状に切る）……………………… 恵方巻1本分の長さ

恵 方 巻 レシピ にこちらを 使 いまし た ♪
長崎産有機大根使用

天日乾燥

国内産大豆100％使用 消泡剤・膨軟剤不使用
大豆の風味がいきている

1879 オーサワの有機切干大根（長崎産）
100g

1610 オーサワの高野豆腐

410円（税込）

6枚（50g） 432円（税込）

オーサワの有機切干大根は長崎産の
オーサワの高野豆腐は国内産大豆100％使用。

有機大根を天日乾燥した切干大根です。

こちらを
使いました♪
2362
オーサワの
グラノーラ
（玄米甘酒×酒粕）

甘みが強く、しっかりとした歯応えが特長です。

消泡剤・膨軟剤（重曹）不使用というのもとても貴重。

雲仙岳の平成新山から吹き降ろす

大豆を生のまま搾った「生搾り製法」により

自然の寒風により天日乾燥されます。

チラシ同封
しています

丁寧に育て製造している貴重な商品です。
煮物やサラダなどにピッタリな切干大根です。

▲切り取ると店内POPにご使用いただけます。 ▲掲載レシピはオーサワジャパンのホームページでもご覧いただけます。
◆掛率：68％

大豆の風味がとても高いことも特長。
しっかりとした歯応えなので煮物や揚げ物をはじめ、

自然の力を借りながら、

60g 453円（税込）

■No.2068 オーサワのオーガニックキャロブパウダー ◆入数：30 ◆掛率：68％ ■No.2138 オーサワのデーツ ◆入数：100 ◆掛率：68％ ■No.2362 オーサワのグラノーラ
（玄米甘酒×酒粕）◆入数：40
■No.1655 オーサワの国内産米粉 ◆入数：32 ◆掛率：68％ ■No.9033 オーサワの有機メープルシロップ ◆入数：12 ◆掛率：68％
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E

F

豆腐（卵そぼろ風）
・木綿豆腐（水切りする）……150g ・塩 ………………………… 少々
・かぼちゃペースト ……… 50g
サワの豆乳マヨ ………………………………………大さじ1
・6772 オ
オーサワの豆乳マヨ

250ml（330g） 1,242円（税込）

●高野豆腐を昆布だしと塩で味付けし、みりんとビーツを加えて醤油
で甘めに調味し、汁気がなくなるまで煮たら、ビーツを取り出す。

切干大根煮

・2362 オーサワのグラノーラ
（玄米甘酒×酒粕）
（型に敷く用） ……………… 適量
（混ぜ込み用） ……………… 30g

■作り方

高野豆腐のそぼろ
高野豆腐のそ
・1610 オーサワの高野豆腐
オ
オーサワ
サワ
ワの高野豆腐（戻してみじん切り）
（
……………… 2枚
・昆布だし ……………… 1カップ ・みりん …………………大さじ1
・塩 ………………………小さじ2 ・ビーツ（薄切り）色付け用……2~3枚
・醤油 ……………………小さじ1

No.8408
チラシ
オーサワの
有機切干大根

どんな料理にも使いやすいです。
熱湯に十分浸すか湯で煮込んで戻して使ってください。

