
いわきの旬の食材を使ったメニューが勢ぞろい！
食べたいメニューをクリック！

おいしく減塩しようよ！

さつまいもと鮭の
ガリバタオーブン焼き

さんまのつみれ汁

ミルクミルフィーユきゃべつ

栄養満点Winnerポトフ 鮭と秋野菜のシチュー

シャキシャキ白菜とさけの
和風炒飯丸鶏白湯ラーメン

ダブルトマトのハンバーグ
＜塩分控えめ＞

さんまと根菜の炊き込みご飯
<＜塩分控えめ＞



香ばしいガーリックバターの香りが食欲をそそります

さつまいもと鮭の
ガリバタオーブン焼き 材料

エネルギー たんぱく質 塩分 野菜摂取量

419kcal 21.2g 1.6g 53g

２人分

使うのは
コレ！

作り方

2かけ

「味の素KKコンソメ」顆粒タイプ 小さじ2

粗びき黒こしょう 適量

バター 20g

銀ざけ 2切れ

さつまいも 1本

しめじ 1パック

ブロッコリー 6房

にんにく

（１）さけ、さつまいもはひと口大に切る。しめじは小房に分ける。

          にんにくは薄切りにする。

（２）耐熱皿に（１）のさつまいも、ブロッコリーを並べ入れ、全体に

        「コンソメ」小さじ１をふる。ラップをかけて、電子レンジ

　 　（６００Ｗ）で５分ほど野菜がやわらかくなるまで加熱する。

（３）（１）のさけ・しめじ・にんにくをすき間なく詰めて並べ入れ、

　　　ちぎったバターを散らす。残りの「コンソメ」小さじ１、こしょうを

　　　ふり、オーブントースターで７分ほどさけに火が通るまで焼く。

※１人あたり



グツグツ煮込んだトマトの甘みがジュワッ‼

ダブルトマトのハンバーグ
＜塩分控えめ＞

生ざけ 2切れ(200g)
Ａ 「瀬戸のほんじお🄬」 少々
Ａ こしょう 少々

里いも 4個(200g)
にんじん 1/2本(75g)
ブロッコリー（ゆでたもの） 6房(90g)
にんにくのみじん切り 2かけ分(16g)

Ｂ 水 200ml

Ｂ
「味の素KKコンソメ」

<塩分ひかえめ>
1個

牛乳 100ml
「AJINOMOTO オリーブオイル」 小さじ1

合いびき肉 300g

A 玉ねぎのみじん切り
1/2個分
(100g)

A 溶き卵 1個分

A 「やさしお」 小さじ1/2

A 粗びき黒こしょう 少々

トマト 4個(560g)

グリーンアスパラガス 6本

B カットトマト缶 1/2缶

B 水 1/2カップ

B 「味の素KKコンソメ」<塩分ひかえめ> 2個

B ウスターソース 大さじ1

B 砂糖 小さじ1
「AJINOMOTO オリーブオイル」 大さじ1

（１）トマトはヘタをくり抜き、ヨコ半分に切る。
アスパラは長さを半分に切る。

（２）ビニール袋にひき肉、Ａを入れて袋の外側
から粘りが出るまでもみ込む。８等分にして丸め、
タネを作り、軽く押して２ｃｍくらいの厚みにす
る。

（３）フライパンにオリーブオイルを入れ、（２）のタネ
を並べ、タネの上に（１）のトマトを切り口を押しつける
ようにかぶせて強火にかけ、１分ほど焼いてＢを加える。

（４）沸騰したら、（１）のアスパラを加えてフタをして
中火で５分煮る。

（５）器にトマトの部分を下にして盛り、ソースをかけ、
アスパラを添える。

材料

エネルギー たんぱく質 塩分 野菜摂取量

283kcal 18.2g 1.5g 235g

４人分

使うのは
コレ！

作り方

※１人あたり



秋の味覚さんまの炊き込みご飯！

さんまと根菜の炊き込みご飯
＜塩分控えめ＞

材料

エネルギー たんぱく質 塩分 野菜摂取量

358kcal 10.5g 0.9g 25g

4人分

作り方

使うのは
コレ！

※１人あたり

青じそのせん切り 少々

Ａ 「お塩控えめの･ほんだし」 小さじ山盛り1

Ａ 砂糖 小さじ1

Ａ 酒 大さじ1

Ａ しょうゆ 大さじ1

しょうがのせん切り 5g

Ａ 水 2カップ

ごぼう 1/3本(50g)

しいたけ 2個(30g)

米 2合

さんま 1尾

「やさしお」 少々

にんじん 1/3本(50g)

（４）炊き上がったら混ぜ合わせ、器に盛り、しそを飾る。

（１）米は洗い、ザルに上げて水気をきり、３０分おく（時間外）。

（２）さんまは三枚におろし、「やさしお」をふる。両面を焼いて、

          半分に切る。にんじんは短冊切りにし、ごぼうはささがきにする。

　　　しいたけは石づきを取って薄切りにする。

（３）炊飯器に（１）の米、（２）のにんじん・ごぼう・しいたけ、しょ

　　　うがを入れ、Ａを加えて混ぜ合わせ、（２）のさんまをのせて炊く

　　 （時間外）。



栄養満点のポトフであったか！

栄養満点Winnerポトフ
材料

エネルギー たんぱく質 塩分 野菜摂取量

141kcal 9.3g 1.7g 72g

４人分

作り方

使うのは
コレ！

※１人あたり

ミックスビーンズ缶 25g

白菜 125g

生ざけ 1切れ

「瀬戸のほんじお」 少々

こしょう 少々

ウインナーソーセージ 4本

Ａ 「味の素KKコンソメ」固形タイプ 2個

「AJINOMOTO オリーブオイル」 小さじ1

じゃがいも 1個

にんじん 1/2本(75g)

玉ねぎ 1/2個(100g)

Ａ 水 4カップ

（１）さけは４等分に切り、塩・こしょうをふる。

　　　フライパンにオリーブオイルを熱し、さけを両面焼き、取り出す。

（２）白菜はひと口大に切り、じゃがいもは４等分に切る。

　　　にんじんはタテ４等分に切り、玉ねぎは４等分のくし形切りにする。

（３）鍋にＡ、ソーセージ、（２）の白菜・じゃがいも・にんじん・玉ねぎを

　　　加え、煮立ったらフタをして弱火で１５分煮る。

（４）（１）のさけを戻し入れ、ミックスビーンズを加え、３分ほど煮る。



さんまで作りましたふわっふわつみれが絶品！

さんまのつみれ汁
材料 ４人分

さんま・すり身 150g
A ねぎのみじん切り 大さじ2
A 片栗粉 大さじ1
A みそ 小さじ1
A しょうが汁 小さじ1

大根 120g
にんじん 60g
長ねぎ 1/2本
木綿豆腐 1/2丁

B 水 3・1/2カップ
B 「ほんだし」 小さじ1/2

みそ 大さじ2

（１）ボウルにさんまのすり身、Ａを入れてよく混ぜ合わせる。

（２）大根、にんじんはいちょう切りにし、ねぎは斜め切りにする。豆腐は１ｃｍ角に切る。

（３）鍋にＢ、（２）の大根・にんじんを入れて火にかけ、１０分ほど煮る。

（４）（１）を２ｃｍくらいのだんご状にし、スプーンですくい入れる。煮立ったら、弱火に
し、アクを取る。
（５）（２）のねぎ・豆腐を加え、みそを溶き入れて１～２分煮る。

＊お好みで七味唐がらしをかけてお召し上がりください。

エネルギー たんぱく質 塩分 野菜摂取量

177kcal 11.3g 1.6g 58g

使うのは
コレ！作り方

※１人あたり



キャベツの甘みが牛乳に溶け出して絶品♪

ミルクミルフィーユきゃべつ
材料

エネルギー たんぱく質 塩分 野菜摂取量

228kcal 15.8g 1.4g 124g

４人分

使うのは
コレ！

作り方

※１人あたり

Ｂ 「味の素KKコンソメ」顆粒タイプ 小さじ3

牛乳 2カップ

薄力粉 大さじ1

Ｂ 水 2カップ

こしょう 少々

味の素冷凍食品KK「ミックスベジタブル」 200g

キャベツ 1/3個(350g)

鶏ひき肉 200g

Ａ 溶き卵 1/2個分

Ａ 「瀬戸のほんじお」 小さじ1/4

Ａ

（４）Ｂを合わせて加え、火にかける。煮立ったら、フタをし、弱火で

１５分煮て、牛乳を加えてさらに２～３分煮る。

（１）キャベツは大きめのザク切りにする。「ミックスベジタブル」は

熱湯にくぐらせ、水気をきる。

（２）ボウルに鶏ひき肉、Ａを入れてよく練り混ぜ、（１）の「ミック

スベジタブル」を加えてさらに混ぜ合わせる。

（３）鍋に（１）のキャベツ、薄力粉、（２）、薄力粉を交互に重ね入

れ、キャベツで終わるように重ね合わせ、上から軽く押しつける。



白菜とさけが相性絶妙！

シャキシャキ白菜とさけの和風炒飯

材料

エネルギー たんぱく質 塩分 野菜摂取量

638kcal 30.7g 1.2g 115g

２人分

作り方

※１人あたり

使うのは
コレ！

溶き卵 2個分

ねぎのみじん切り 1/2本分(40g)

ご飯 400g

生ざけ 160g

白菜 2枚(200g)

しいたけ 2枚(20g)

「AJINOMOTO サラダ油」 大さじ2

酒 小さじ2

「ほんだし」 小さじ1

「瀬戸のほんじお」 少々

こしょう 少々
（１）さけは１ｃｍ角に切る。白菜は１ｃｍ幅の短冊切りにし、芯と葉に

          分けておく。しいたけはみじん切りにする。

（２）フライパンに油大さじ１を熱し、溶き卵を流し入れて大きくかき混

          ぜ、半熟状になったら一度取り出す。

（３）フライパンに油大さじ１を熱し、（１）のさけを炒める。酒をふり

          入れ、（１）の白菜の芯・しいたけを加えて炒める。ご飯を加えて

          さらに炒め、（２）の卵を戻し入れて炒め合わせる。

（４）「ほんだし」を加えて炒め、（１）の白菜の葉、ねぎを加えて混ぜ

          合わせ、塩・こしょうで味を調える。

        ＊塩さけを使用する場合は、塩分量に気をつけてください。



秋鮭のシチュー 隠し味にはマヨネーズ！

鮭と秋野菜のシチュー
材料

エネルギー たんぱく質 塩分 野菜摂取量

482kcal 33.1g 1.9g 83g

1人分

作り方

里いも 1個

れんこん 1/4節(50g)

生ざけ・ひと切れ 100g

Ａ 「瀬戸のほんじお」 少々

Ａ こしょう 少々

Ａ 薄力粉 適量

「ピュアセレクト サラリア」 大さじ1

Ｂ 「味の素KKコンソメ」固形タイプ 1/2個

にんじん 1/4本

しめじ・1/5パック 40g

「瀬戸のほんじお」 少々

こしょう 少々

Ｂ 水 1カップ

調整豆乳 1カップ

（１）さけはひと口大に切り、Ａをまぶす。

（２）里いも、れんこん、にんじんは皮をむいて乱切りにする。

          しめじは     根元を切り落として小房に分ける。

（３）鍋に（２）の野菜、「サラリア」を入れて混ぜ、中火にかけて

          サッと炒め合わせ、Ｂを加えてフタをし、野菜がやわらかくな

          るまで煮る。

（４）（１）のさけを加えて火を通し、豆乳を加えて１～２分ほど煮、

          塩・こしょうで味を調える。

使うのは
コレ！

※１人あたり



豆乳のコクを活かしたまろやかなスープでどうぞ‼

丸鶏白湯ラーメン

材料

エネルギー たんぱく質 塩分 野菜摂取量

583kcal 26.4g 1.7g 113g

２人分

作り方

使うのは
コレ！

「AJINOMOTO ごま油好きの純正ごま油」 大さじ1/2

Ｂ こしょう 少々

いり白ごま 小さじ2

Ｂ 豆乳（無調整） 1/2カップ

Ｂ 「AJINOMOTO ごま油好きの純正ごま油」 大さじ1

Ａ 「丸鶏がらスープ」<塩分ひかえめ> 小さじ2

Ａ 「やさしお」 小さじ1/4

Ａ にんにくのすりおろし 小さじ1/2

Ａ 水 1・1/2カップ

半熟卵 1個

「やさしお」 少々

中華ゆでめん 2玉

豚ひき肉 80g

もやし 1袋(200g)

にら 1/4束(25g)

（４）めんは表示時間通りにゆで、器に盛り、（２）をのせる。

        （３）を注ぎ入れて、ごまをふり、（１）の半熟卵をのせる。

（１）にらはザク切りにする。半熟卵はタテ半分に切る。

（２）フライパンにごま油を熱し、ひき肉を炒める。肉に火が通ったら、

         もやし、（１）のにらを加えて炒め、「やさしお」をふる。

（３）小鍋にＡを入れて火にかけ、沸騰したら弱火にし、Ｂを加え、

          温まったら火を止める。

※１人分あたり



いわきのみなさん！

みんなでおいしく減塩しませんか？



「スマ塩」を詳しく
知りたい方は
こちらをクリック

https://park.ajinomoto.co.jp/special/smartsalt/

