
■にんじん
走り・盛り・名残の特徴を活かした食べ方

▼おいしい見分け方
表面は凹凸がなく、なめらか。ひげが少ない。色が濃く、赤みが強い。
切り株が小さくて、黒ずんでいないもの。形が太くて丸みを帯びている。触ったときに、固くて重量感がある。

しょうゆ 小さじ1

にんじん 1本(150g)

ツナ油漬缶 1/2缶(40g)

ホールコーン缶 大さじ3

Ａ 「ピュアセレクト マヨネーズ」 大さじ1

Ａ

4人分

（１）にんじんはピーラーで薄切りにする。

（２）フライパンにツナ缶の油を入れて火にかけ、（１）のにんじんを加えて炒め
る。

（３）にんじんがしんなりしてきたら、ツナ、コーンを加えてさらに炒め、全体に
油がなじんだら、Ａを加えてサッと炒める。

（１）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。

（２）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（６００Ｗ）で
２分加熱し、（１）のツナ、Ａを加えてあえる。

Ａ 「味の素KKコンソメ」顆粒タイプ 小さじ1

にんじん・正味 2本(200g)

ツナ油漬缶 1缶(70g)

Ａ オレンジジュース 大さじ3

Ａ 「AJINOMOTO オリーブオイル」 大さじ1

＊お好みでコーンを入れてもおいしくお作りいただけます。

（１）鶏ひき肉は塩・こしょうをふって混ぜる。キャベツは適当な大きさにちぎ
り、にんじんはピーラーで薄切りにする。

（２）鍋にＡ、（１）のキャベツ・にんじんを入れ、（１）の鶏ひき肉をスプーンで丸
めながら加える。

（３）フタをして火にかけ、具材に火が通るまで煮る。

Ａ 「味の素KKコンソメ」固形タイプ 1個

にんじん 1/2本

Ａ 水 300ml

鶏ひき肉 150g

「瀬戸のほんじお」 適量

こしょう 適量

キャベツ 2枚

走り 盛り 名残

ひらひらにんじんツナマヨ炒め コンソメで！「ラブベジ」無限にんじん 鶏団子とひらひら人参のスープ野菜

4人分 4人分 ２人分

画像を 画像を画像を

https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/802289/
https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/801052/
https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/801322/


走り 盛り 名残

えびとブロッコリーの香味炒め うま塩海老ブロッコリー チーズとろ～り 鶏きゃべスープ野菜

２人分 4人分 ２人分

「Cook Do 香味ペースト」 12cm(8.5g)

「AJINOMOTO オリーブオイル」 大さじ1

むきえび 80g

ブロッコリー 1/2個

チンゲン菜 1株

パプリカ（黄） 1/2個

（１）ブロッコリーは小房に分け、かためにゆでて水気をきる。チンゲン菜はザ
ク切りにし、パプリカは乱切りにする。

（２）フライパンにオリーブオイルを熱し、えびを入れて炒める。焼き色がつい
たら、（１）のパプリカ・チンゲン菜の順に加えて炒める。

（３）しんなりしてきたら、（１）のブロッコリー、「香味ペースト」を加えて炒め合
わせる。

ピザ用チーズ・生食用 適量

「味の素KKコンソメ」固形タイプ 1個

「AJINOMOTO サラダ油」 大さじ1/2

鶏手羽元 4本

キャベツ 3枚(150g)

ブロッコリー 4房

Ａ 水 300ml

Ａ

（１）キャベツはザク切りにする。

（２）鍋に油を熱し、鶏手羽元を入れて焼く。焼き色がついたら、（１）のキャベ
ツ、Ａを加えて煮立たせ、フタをして具材に火が通るまで煮る。

（３）ブロッコリーを加えて１～２分煮る。器に盛り、チーズをかける。

100ml

「AJINOMOTO サラダ油」 大さじ2

むきえび 200g

ブロッコリー 1個

卵 1個

Ａ 「Cook Doきょうの大皿」うま塩海老ブロッコリー用 1箱

Ａ 水

＊冷凍えび、冷凍ブロッコリーを使用する場合は、解凍し、水気をよくきってお
使いください。

＊冷凍ブロッコリーを使用する場合は、蒸し煮の時間を２分くらいにするとお
いしくお作りいただけます。

（３）Ａ、（１）のブロッコリーを加えてよく混ぜる。

（４）再び火をつけ、フタをして４分ほど蒸し煮する。ブロッコリーがやわらかく
なったら、手早く混ぜ合わせる。

（１）えびは背ワタをとり、水気を拭き取る。ブロッコリーは小さめのひと口大の
小房に分ける。卵は溶きほぐしておく。

（２）フライパンに油を熱し（１）のえびを入れてサッと炒める。えびの表面の色
が赤くなったら、（１）の溶き卵を回しかけて大きく炒め合わせ、端に寄せて火
を止める。

■ブロッコリー
走り・盛り・名残の特徴を活かした食べ方

▼おいしい見分け方
緑色が濃く、鮮やかでつぼみが密で揃っているもの。
切り口がみずみずしく、割れていないもの。

画像を 画像を画像を

https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/800861/
https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/802375/
https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/802194/


走り 盛り 名残

彩り温野菜のオイスターソースかけ かぼちゃゴロっとスープ野菜 かぼちゃのだし煮

４人分 ２人分 ２人分

Ａ 「Cook Do」オイスターソース 大さじ1

Ａ 「AJINOMOTO ごま油好きの純正ごま油」 小さじ2

かぼちゃ 100g

ミニトマト 6個

パプリカ（赤） 50g

パプリカ（黄） 50g

ブロッコリー 100g

しめじ 1パック(100g)

（１）パプリカ、かぼちゃは乱切りにし、ブロッコリー、しめじは小房に分ける。ミ
ニトマトはタテ半分に切る。

（２）耐熱皿に（１）のパプリカ・かぼちゃ・ブロッコリー・しめじを入れ、ラップを
かけて電子レンジ（６００Ｗ）で３分３０秒加熱する。

（３）（１）のミニトマトを加え、混ぜ合わせたＡをかける。

水 300ml

Ａ 「味の素KKコンソメ」固形タイプ 1個

かぼちゃ 1/4個

にんじん 1/3本

ブロッコリー 2房

ベーコンブロック 70g

Ａ

（１）かぼちゃは種とワタを取り、ところどころ皮をむく。耐熱皿にかぼちゃを入
れ、ラップをかけて電子レンジ（６００Ｗ）で竹串を刺してスッと通るくらいまで５
分ほど加熱する。

（２）にんじんは輪切りにし、ベーコンは１ｃｍ幅のひと口大に切る。

（３）鍋に（２）のにんじん・ベーコン、ブロッコリー、Ａを入れて火にかけ、煮立っ
たら、弱火で煮る。野菜がやわらかくなったら、（１）のかぼちゃをスプーンで大
きめに割り入れ、ひと煮立ちさせる。

■かぼちゃ
走り・盛り・名残の特徴を活かした食べ方

▼おいしい見分け方
ヘタの切り口が乾燥してコルク状になっているもの。持った感じがずっしりと重いもの。

かぼちゃ 1/4個(200g)

Ａ 水 200ml

Ａ 「ほんだし」 小さじ2

（１）かぼちゃは薄切りにする。

（２）鍋にＡ、（１）のかぼちゃを入れて火にかけ、かぼちゃがやわらかくなるま
で煮る。

画像を 画像を画像を

https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/800389/
https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/800142/
https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/800183/


走り 盛り 名残

チキンとアスパラの香味ソテー アスパラガスのだし煮 レンジで簡単！夏野菜の冷たい煮びたし

２人分 ２人分 ４人分

■アスパラガス
走り・盛り・名残の特徴を活かした食べ方

▼おいしい見分け方
切り口が丸い形でみずみずしいもの。茎がスジっぽくなく、穂先が締まってピンとしているもの。

鶏もも肉 150g

グリーンアスパラガス 2本

Ａ 水 1/4カップ

Ａ 「Cook Do 香味ペースト」 6cm(4g)

（１）鶏肉は食べやすい大きさに切る。アスパラは食べやすい長さに斜め切り
にする。

（２）フッ素樹脂加工のフライパンに、（１）の鶏肉を入れ、両面をこんがりと焼
き、Ａを加えてフタをし、火が通るまで蒸し焼きにする。

（３）（１）のアスパラを加え、強火でサッと炒め合わせる。

グリーンアスパラガス 200g

Ａ 水 200ml

Ａ 「ほんだし」 小さじ2

（１）アスパラは３～４ｃｍ長さの斜め切りにする。

（２）鍋にＡ、（１）のアスパラを入れて火にかけ、アスパラがやわらかくなるまで
煮る。

200ml

Ａ 「パルスイート カロリーゼロ」（液体タイプ） 大さじ1(15g)

Ａ 減塩しょうゆ 大さじ1

Ａ 「お塩控えめの･ほんだし」 小さじ1/2

Ａ 「やさしお」 小さじ1/4

なす 1個

グリーンアスパラガス 2本

オクラ 4本

ミニトマト 6個

Ａ 水

（３）ボウルにＡを入れて混ぜ合わせ、（２）のなす・アスパラ・オクラ、ミニトマト
を加えて冷蔵庫で冷やす（時間外）。

＊「パルスイート カロリーゼロ」（液体タイプ）を「パルスイート」（液体タイプ）に
代えてもお作りいただけます。

（１）なすはタテに４つ割りに切って、長さを３等分に切る。アスパラは４ｃｍ長さ
の斜め切りにする。オクラはガクを取り、斜め半分に切る。ミニトマトは半分に
切る。

（２）耐熱皿に（１）のなす・アスパラ・オクラをのせ、水少々（分量外）をふり、
ラップをかけて電子レンジ（６００Ｗ）で２分３０秒ほど加熱する。

画像を 画像を画像を

https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/708418/
https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/800186/
https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/800371/


走り 盛り 名残

シャキシャキレタスのクリームがけ とうもろこしごはん とうもろこしとおくらのみそ汁

２人分 ２人分 ２人分

■とうもろこし
走り・盛り・名残の特徴を活かした食べ方

▼おいしい見分け方
外皮の緑色が濃いもので、つぶが隙間なく入っているもの、頭部のヒゲが縮れていて、褐色か黒褐色になっているもの。
皮を指で押してみて、少しへこむくらいのもが新鮮。皮をむいてしまうと劣化が早いので、できるだけ、皮付きのものを選ぶ。

こしょう 少々

バター 大さじ1

1・1/2カップ

「瀬戸のほんじお」 少々

とうもろこし 1本

豚バラ薄切り肉 150g

レタス・小 1個

Ａ 「Rumic」ホワイトクリームソース 1/2箱

Ａ 牛乳

（３）器に（１）のレタスを盛り、アツアツの（２）をのせる。

（１）とうもろこしは実を包丁でこそげ取る。豚肉はひと口大に切る。レタスはち
ぎる。

（２）フライパンにバターを熱し、（１）の豚肉・とうもろこしの順に炒め、Ａを加え
る。とろみがつくまで５分煮、塩・こしょうで味を調える。

みそ 大さじ1

とうもろこし 1本

オクラ 4本

Ａ 水 1・1/2カップ

Ａ 「お塩控えめの･ほんだし」 小さじ1/4

（１）とうもろこしは包丁で実をこそげ取り、実と芯に分ける。オクラは下ゆで
し、小口切りにする。

（２）鍋にＡ、（１）のとうもろこしの実・芯を入れて火にかけ、煮立ったら、アクを
取り、芯を取り出す。

（３）みそを溶き入れ、（１）のオクラを加える。

こしょう 少々

バター 大さじ1

1・1/2カップ

「瀬戸のほんじお」 少々

とうもろこし 1本

豚バラ薄切り肉 150g

レタス・小 1個

Ａ 「Rumic」ホワイトクリームソース 1/2箱

Ａ 牛乳

（３）器に（１）のレタスを盛り、アツアツの（２）をのせる。

（１）とうもろこしは実を包丁でこそげ取る。豚肉はひと口大に切る。レタスはち
ぎる。

（２）フライパンにバターを熱し、（１）の豚肉・とうもろこしの順に炒め、Ａを加え
る。とろみがつくまで５分煮、塩・こしょうで味を調える。

画像を 画像を画像を

https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/700870/
https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/800049/
https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/800992/

