
　　　　　　　  　　　　　　　  はは
野菜野菜ががもっと好きもっと好きになるになる
野菜摂取量向上プロジェクト！野菜摂取量向上プロジェクト！

「ラブベジ®」サイトでは、野菜が
おいしく食べられるメニューを紹介
しています！

※野菜摂取量は、いも類、きのこ類、海藻類を除きます。
※「ラブベジ®」は味の素株式会社の登録商標です。

「ラブベジ®」
メニューは
こちらから。
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野菜摂取目標
1日350g以上

いつもの食事に＋
プラス70g※

野菜を食べよう
※野菜摂取目標350gに対する日本人の平均不足量

「野菜をもっととろうよ！」をスローガンに、
国（厚生労働省健康日本21）が推奨する「野菜の摂取目標1日350g以上」の実践を応援
する味の素株式会社のプロジェクトです。
旬の野菜をふんだんに使い、“調理”で野菜の魅力や栄養素を引き出した野菜がおいしい
レシピ・献立で、野菜に興味を持ち、好きになることで、たくさん野菜を摂取できること
を目指しています。時短調理や使い切りにも工夫をしています。

「ラブベジ「ラブベジ®®」とは？」とは？

わたしたち日本人の野菜摂取目標の目安は1日350g以上※1

ですが、実は、北海道民の野菜摂取量は  277.7g  ※2。目標の
350gに達していません。
いつもの3食の食事に副菜を1品プラスして、野菜をおいしく、
しっかりいただきましょう。
※1 厚生労働省の「健康日本21（栄養・食生活）」で、「野菜類を1日350g以上食べること」を目標と

定めています。
※2 令和元年国民健康・栄養調査より

「 Love（愛）」 の造語です。「 Vegetable（野菜）」＋
プラス

 材料 （4人分）

豚ひき肉……………………… 100g
なす………………………………3個
トマト… …………………………1個
玉ねぎ…………………………1/2個
グリーンアスパラガス……………2本

「Cook Do」
　麻婆茄子用3～4人前… ……1箱

「AJINOMOTO
　さらさらキャノーラ油」…… 大さじ3

 作り方 （調理時間20分）

❶なす、トマトは乱切りにし、玉ねぎは１ｃｍ幅のくし形切り
にする。アスパラは５ｃｍ長さの斜め切りにする。
❷フライパンに油を熱し、①のなすを炒める。なすに火が
通ったら、①の玉ねぎ・アスパラを加えてさらに炒め、皿
にとる。
❸同じフライパンにひき肉を入れて炒め、肉の色が変わっ
たら、いったん火を止める。②の野菜を戻し入れ、①の
トマト、「Cook…Do」を加えてサッと炒め合わせる。

なすやトマトを使った人気の主菜レシピです。   

「Ｃｏｏｋ Ｄｏ®」 麻婆茄子用
甜麺醤、辣醤、オイスターソースを
ブレンドした、コク深い味わいの
麻婆茄子（なすとひき肉の辛味み
そ炒め）の素です。

彩り野菜の麻婆炒め彩り野菜の麻婆炒め
北海道

「ラブベジ®」
記念メニュー

1人あたりの
野菜摂取量

122g
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 材料 （4人分）

なす…………………………… 3個
ツナ油漬缶…………………… 1缶

　    「AJINOMOTO
A　　　　濃口ごま油」……小さじ2
　 ………「丸鶏がらスープ」……小さじ2
　………いり白ごま………………小さじ1

 作り方 （調理時間7分）

❶なすはタテ細切りにする。ツナは油をき
る。
❷耐熱容器に①のなす・ツナを入れ、
ラップをかけて電子レ
ンジ（600W）で5分加
熱し、Aを加えて混ぜ
合わせる。

❸器に盛り、ごまをふる。

「丸鶏がらスープ」 
鶏肉とがらをじっくり煮出した、本格鶏がらスープ
の素です。あっさりとしているのにコクがある深い
味わいなので、スープはもちろん、鶏だしの鍋や炒
めものなどあらゆる料理をおいしくします。少し味
がもの足りないな、という時にもおすすめです！

やみつき！ 無限なすやみつき！ 無限なす

とまらない！とまらない！
　　　無限きゅうり　　　無限きゅうり

やみつき！ 無限ピーマンやみつき！ 無限ピーマン

 材料 （2人分）

きゅうり… ………………………………1・1/2本
　   「AJINOMOTO 濃口ごま油」…… 小さじ1
A ……いり白ごま………………………… 小さじ1
　………「丸鶏がらスープ」……………… 小さじ2/3

 材料 （2人分）

ピーマン… ………………… 5個
ツナ水煮缶………………… 1缶
　   「AJINOMOTO
A　　　濃口ごま油」……小さじ1
　 ……「丸鶏がらスープ」……小さじ1
ブラックペッパー… ………… 少々

 作り方 （調理時間1分）

❶きゅうりは小さめの乱切りにし、Aであえる。

 作り方 （調理時間5分）

❶ピーマンは細切りにする。ツナは汁気を
きる。
❷耐熱容器に①のピーマン・ツナを入
れ、ラップをかけて電子
レンジ（６００Ｗ）で２分
加熱する。

❸Aを加えて混ぜ合わせ、
ブラックペッパーをふる。

1人あたりの
野菜摂取量

70g

1人あたりの
野菜摂取量

74g

1人あたりの
野菜摂取量

74g

あと1品！70gを足してみよう！あと1品！70gを足してみよう！

いつもの3食の食事にいつもの3食の食事に

➡➡ ＋＋
70g朝 朝

昼 昼

不足分の野菜70gは、トマト半分、小鉢だと1品分の量です。いつもの食事にプラス1品、副菜を加えるだけで不足分を補えます。

コンソメで！ 無限キャベツコンソメで！ 無限キャベツ
 材料 （4人分）

キャベツ・正味…………………………… 250g
玉ねぎ・薄切り……………………………… 50g
　………酢……………………………………大さじ2
　………「AJINOMOTO オリーブオイル」……大さじ1
A ……砂糖…………………………………小さじ2
　………「味の素KKコンソメ」顆粒タイプ… …小さじ2
　………「瀬戸のほんじお」… ……………小さじ1/2
　………粗びき黒こしょう・好みで… ……………適量

 作り方 （調理時間5分）

❶キャベツは食べやすい大きさにちぎり、玉ねぎ、
Aを加えてあえ、好みで粗びき黒こしょうをふる。

「ほんだし「ほんだし®®」 で！」 で！
  無限ブロッコリー  無限ブロッコリー

コンソメで！ 無限にんじんコンソメで！ 無限にんじん

 材料 （2人分）

ブロッコリー… ……………… 12房
しらす干し…………………… 20g
　………いり白ごま…………… 小さじ1
　…… 「ほんだし」… …小さじ山盛り1A ……「AJINOMOTO
　　　　濃口ごま油」…… 小さじ1

 材料 （4人分）

にんじん… ………………… 2本…
ツナ油漬缶………………… 1缶
　………オレンジジュース… …大さじ3
　 「AJINOMOTO
A   　オリーブオイル」……大さじ1
　……「味の素KKコンソメ」
　　顆粒タイプ… … 小さじ1・1/2

 作り方 （調理時間5分）

❶耐熱容器にブロッコリー、し
らすを入れ、ラップをかけ
て電子レンジ（６００Ｗ）で
2分加熱し、Aを加えて混
ぜ合わせる。

 作り方 （調理時間5分）

❶にんじんはせん切り用スライサー
で細切りにする。ツナは油をきる。
❷耐熱容器に①のにんじんを入れ、
ラップをかけて電子レンジ（６００
Ｗ）で２分加熱し、①のツナ、Aを
加えてあえる。

「ほんだし®」
香り、コク・味わい、それぞれに優れた3種のかつ
お節を使用した、“香り高く一番おいしい”和風だ
しの素です。さっと入れるだけで、様々な和食メ
ニューの味付けを、簡単手軽に美味しく仕上げる
ことができます。（湿気にくい顆粒タイプ）

「瀬戸のほんじお®」
瀬戸内・備前岡山の海水のみを使用して作られた国
産原料１００％のあら塩です。塩味がほどよく、まろ
やかな味わいですので、漬け物や焼き魚、おにぎりな
ど、お料理や素材の味をよりいっそう引き立てます。

「味の素ＫＫコンソメ」
じっくり煮込んだお肉と香味野
菜のコクがギュッと詰まった洋風
スープの素です。お好みの肉や野
菜と一緒に煮るだけで、いつもの
スープや煮込み料理などが、一層
おいしくなります。

1人あたりの
野菜摂取量

90g

1人あたりの
野菜摂取量

75g

1人あたりの
野菜摂取量

73g

夕 夕

副菜をプラス1品！

簡単☆手間いらずで 「あと一品ほしい！」 時におすすめ♪お箸が止まらないおいしさです！簡単☆手間いらずで 「あと一品ほしい！」 時におすすめ♪お箸が止まらないおいしさです！
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野菜を調理することで、かさが減って食べやすくなるだけでなく、調理法や食材の
組み合わせにより栄養素が効率的に摂取できるメリットがあります。

生野菜として食べるよりも、多くの量を摂取することが
可能!長時間茹でるなどの調理によっては、水溶性ビタ
ミンなどが流出してしまうことがありますが、調理の工
夫次第で栄養素はしっかり残ります。電子レンジを活
用する、短時間で炒める、スープとしてとるなど様々な
工夫ができます。

野菜と他の食材を組み合
わせて調理することで、栄
養素の吸収がアップ、栄養
素の機能が効率よく発揮
されます。

β-カロテン、ビタミンE、K
などは脂溶性なので油と
一緒にとることで吸収が
アップします。

調理調理で野菜をおいしく、しっかり食べよう！で野菜をおいしく、しっかり食べよう！

調理のメリット
❶❶ 野菜は加熱するとかさが減ってたくさん食べやすい！野菜は加熱するとかさが減ってたくさん食べやすい！

❷❷ 食材の組合わせで栄養素の吸収、機能がアップ！食材の組合わせで栄養素の吸収、機能がアップ！

❸❸ 油と一緒にとることで、吸収がアップする栄養素も！油と一緒にとることで、吸収がアップする栄養素も！

同じ量の野菜も加熱調理でかさが減り、同じ量の野菜も加熱調理でかさが減り、
やわらかくなるため食べやすい！やわらかくなるため食べやすい！

例  鉄はビタミンCと 鉄はビタミンCと
一緒に摂ることで吸収アップ一緒に摂ることで吸収アップ

例  トマトに含まれるβ-カロテン、 トマトに含まれるβ-カロテン、
リコピンは油で炒めることで吸収アップリコピンは油で炒めることで吸収アップ

 材料 （4人分）
トマト……………………… 2個
溶き卵…………………… 2個分
　   水…………………… 600mlA    「丸鶏がらスープ」…… 大さじ1
小ねぎの小口切り…………… 適量

 作り方 （調理時間5分）

❶トマトはくし形切りにする。
❷鍋にAを入れて火にかけ、沸騰したら、①の
トマトを加える。ひと煮立ちしたら、溶き卵を回
し入れて、ゆっくりとかき混ぜる。
❸器に盛り、小ねぎを散らす。

トマトと溶き卵で！ふわふわ卵の食感がクセになる☆
「丸鶏がらスープ」で作る簡単スープ♪

丸鶏ふわ玉丸鶏ふわ玉
　　  トマトスープ　　  トマトスープ

×

×

ビタミンC

β-カロテン リコピン

鉄

油分

ピーマン
牛肉

トマト 食用油

1人あたりの
野菜摂取量

97g

栄養満点のスープ☆

花かつおの風味が食欲をそそります！

半熟卵がたまらない☆
にんにくが効いてるスタミナ＆食欲ＵＰのスープです！

鶏じゃがスープ鶏じゃがスープ

かつおふんわり絶品豚汁かつおふんわり絶品豚汁

金のスタミナスープ金のスタミナスープ

 材料 （6杯分）

鶏手羽先…………… 12本
じゃがいも……………3個
玉ねぎ…………………2個
にんじん… ……………2本

 材料 （2人分）

豚ロース薄切り肉……………………100g
キャベツ… …………………………150g
にんじん… ……………………… 1/4本
長ねぎ…………………………… 10cm
ブロッコリー（ゆでたもの）…………… 4房
すり白ごま……………………… 大さじ1/2
　   水…………………………… 2カップ
A    「ほんだし」… ……………… 小さじ1
みそ……………………………… 大さじ1

「AJINOMOTO 濃口ごま油」…… 小さじ2
「ヤマキ…徳一番花かつお」… ……… 適量

 材料 （4人分）

豚ロース薄切り肉…… 300g
キャベツ… …………1/3個
にんじん… …………1/2本
にら…………………1/2束

　   水…………………… 6カップ
　    「味の素KKコンソメ」
A    固形タイプ・または顆粒タイプ
……………… ………… 大さじ3または4個
こしょう・好みで…………………少々
パセリのみじん切り・好みで……少々

卵………………………………………4個
にんにくの薄切り………………… 1かけ分

「Cook Do 香味ペースト」… ………30cm
水………………………………… 3カップ

「AJINOMOTO 濃口ごま油」…… 小さじ2

 作り方 （調理時間25分）

❶手羽先は関節で２つに切る。じゃがいもは半分に切り、
玉ねぎは２ｃｍ幅のくし形に切る。にんじんは乱切りにする。

❷鍋にA、①の手羽先・じゃがいも・玉ねぎ・にんじんを入れ、
アクを取りながら具材に火が通るまで１５分ほど煮る。
❸器に盛り、好みでこしょう、パセリをふる。

 作り方 （調理時間20分）

❶豚肉、キャベツはひと口大に切る。にらは3cm幅に切
り、にんじんは細切りにする。…
❷鍋にごま油、にんにくを入れて熱し、香りがたったら、①
の豚肉を加えて炒める。肉の色が変わったら、①の
キャベツ・にんじんを加えて炒める。…
❸分量の水を加えて煮立たせ、①のにらを加えて、ひと
煮立ちしたら、「香味ペースト」を加えて味を調える。弱
火にし、卵を１個ずつ割り入れ、半熟状になるまで煮る。

 作り方 （調理時間15分）

❶豚肉、キャベツはひと口大に切る。
にんじんは短冊切りにし、ねぎは斜め
薄切りにする。

❷鍋にごま油を熱し、①のキャベツを入
れ、焼き色がつき、かさが減るまで
しっかり炒める。①のにんじんを加え、
火が通るまでさらに炒める。

❸①の豚肉を加え、肉の色が変わった
ら、A、①のねぎ、ブロッコリー、ごまを加
えて、５分ほど煮、みそを溶き入れる。
❹器に盛り、「花かつお」をのせる。

「Ｃｏｏｋ Ｄｏ®香味ペースト®」 
鶏のだしをベースに、こがしニンニク油な
どの香味油と調味料を配合したペースト
状の調味料です。炒飯、スープ、肉野菜炒
めなどの中華料理が、これだけで家では
作れないおいしさに仕上がります。やわら
かいペースト状なので、チューブから簡単
に片手で絞り出して使えます。

1人あたりの
野菜摂取量

122g

1人あたりの
野菜摂取量

117g

1人あたりの
野菜摂取量

111g
「味の素ＫＫコンソメ」 
じっくり煮込んだお肉と香味野菜のコクがギュッと
詰まった洋風スープの素です。お好みの肉や野菜と
一緒に煮るだけで、いつものスープや煮込み料理な
どが、一層おいしくなります。



　　　　　　　  　　　　　　　  はは
野菜野菜ががもっと好きもっと好きになるになる
野菜摂取量向上プロジェクト！野菜摂取量向上プロジェクト！

「ラブベジ®」サイトでは、野菜が
おいしく食べられるメニューを紹介
しています！

※野菜摂取量は、いも類、きのこ類、海藻類を除きます。
※「ラブベジ®」は味の素株式会社の登録商標です。

「ラブベジ®」
メニューは
こちらから。


