
 

１）  Roasted Pumpkin Dumplings (V)  

カマラヤのローストカボチャ餃子は美味しいだけでなく、繊維、ビタミン A、その他の必須抗酸化物質の優れた供

給源でもあります。私たちのレシピは、伝統的なタイのバジルと、カレーや炒め物で使用される人気の地元食材

であるあまり知られていない木のバジルの両方を組み込んだ作りたてのバジルペストを添えて提供されます。こ

れをタイ国外で見つけるのは難しいので、代わりにタイバジルの量を増やすことで代用することを選択できます。 

 

【かぼちゃ団子】 

かぼちゃ（厚切り）200g ニンニク、6g ローズマリー、2g  オリーブオイル、10ml  

ひまわりの種、40g  緑豆粉、20g 塩、1g   コショウ、1g 

 

【バジルペースト】 

タマネギ、40g  ニンニク、10g ココナッツミルク、200g タイバジル、30g   

ツリーバジル、30g  塩、2g  コショウ、2g 

注：ツリーバジルが入手できない場合は、タイバジルの量を 2 倍にします 

 

【ガーニッシュ】 

ロケットの葉、40g  ひまわりの種、6g バルサミコ酢、20ml   

 

【調理方法】 

ステップ 1：カボチャ餃子の準備 カボチャを焼く 

＊スライスしたカボチャを天板に置く。 にんにくとローズマリーを加える。  

＊オリーブオイルを注ぎます。 摂氏 185 度で 20 分間焼く。 

＊ローストしたカボチャと餃子を混ぜる 

＊ローストしたカボチャをブレンダーに加え、混合物が滑らかな質感になるまで混ぜます。 

＊焦げ付き防止の表面を作成するには、トレーまたは蒸し器の皿/ボウルにオリーブオイルを塗ります。 

＊2 つのスプーンで小さなケネル（餃子の形）を作ります。 

＊カボチャのケネルを 15 分間蒸します。蒸し餃子は冷蔵庫で最大 3 日間保存できます。 

 

ステップ 2：バジルペストの準備 

＊タイのバジルとツリーのバジルを沸騰水で 10〜15 秒間ブランチし、すぐに氷水で冷やします。 

＊ブランチングバジル、ニンニク、オリーブオイル、ヒマワリの種をブレンダーに加え、滑らかな食感になるまで混

ぜます。 

ステップ 3：カボチャ餃子を調理する 

＊鍋にココナッツミルクを追加し、ニンニク、タマネギを追加し、柔らかくなるまでかき混ぜます。 

＊かぼちゃ餃子を加え、かぼちゃ餃子がソースを吸収するまで調理します。 

＊バジルペストを加え、塩こしょうで味を調える。 

＊深皿に盛り、新鮮なロケットの葉、バルサミコ酢、オリーブオイル、ヒマワリの種を飾ります 
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２）  Thai Vegetable Curry (V, D)  

 

浄化のプロセスを助けてくれる酵素をたっぷり含んだ野菜をふんだんに使ったこのヘルシー・カレーは、理想的

なデトックス料理です。野菜には最低限しか火を通さないので、彩り、香り、栄養共にいっぱいつまったままで

す。鼻につんとくる香しい匂いが血行をよくし、肺の粘液もきれいにしてくれます。デトックス・プログラムを行って

いない場合で、もっと豊かな味わいをお求めであれば、ココナツ・ミルクとパンプキン・シード・ミルクの量を変える

ことで、よりクリーミーな味となります。 

  

【材料】 

フレッシュ・ココナツ・ミルク 300 ml   パンプキン・シード・ミルク  450 ml  

野菜スープ 100 ml    タイ・ハーブ・ペースト* 25 g  

ニンジン（薄くスライスしたもの） 30 g   サヤエンドウ 20 g  

アスパラガス（3cm の長さに切ったもの） 30 g  ブロッコリー（ひと口大に切ったもの） 35 g  

カリフラワー（ひと口大に切ったもの） 40 g  シイタケ（ホール） 20 g  

カフィル・ライム・リーフ（つぶしたもの） 3 枚  ガランガル（細かく切ったもの） 4 枚  

レモングラス（細かく切ったもの） 1/2 本  コリアンダー・リーフ 付け合わせとして      

ライム・ジュース  5 ml    シー・ソルト ひとつまみ  

コショウ  お好みで 

 * タイ・ハーブ・ペースト – 既製品を使ってもよいし、自分で保存料無添加のペーストを作って使ってもよい。  

作り方はカマラヤのウェブサイト、Recipes section を参照のこと。 

 

【作り方】 

＊始めに沸騰したお湯で 15 秒ほど野菜をゆでる。お湯を切って、すぐに冷水で冷ます（沸騰したお湯の温 

度が下がらないように、野菜を少しずつゆでるのがよい）。 

＊鍋にココナツミルクとパンプキン・シード・ミルク、野菜スープを入れ、温め始める。タイ・ハーブ・ペース 

ト、ガランガル、レモングラス、カフィル・ライム・リーフを加え、沸騰する手前まで煮る。とろみ具合のお好みに

合わせて煮詰める。ライム・ジュースを加え、シー・ソルト、コショウで味付ける。 

* シイタケを加えて 1 分間加熱する。さらに残りの野菜を加えてもう 30 秒加熱する。 

* 皿によそい、コリアンダー・リーフを添える。 
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３）  Tom Kha Pak (V)  

 

【材料】 

ココナッツミルク、300 ml  ニンジン、15 g 

ブロッコリー、15 g   カリフラワー、15 g 

スノーピース、15 g   アスパラガスグリーン、15 g 

ガランガル、5 g   カフィアライムの葉、2 g 

レモングラス、5 g   チェリートマト、15 g 

わらきのこ 50g   フィッシュソース、10 ml 

ライムジュース、10 ml  付け合わせ用コリアンダーの葉、1 g 

チリオイル、1 g 

 

【作り方】 

まず、すべての野菜を沸騰水アルデンテでブランチし、色と質感を保つために氷水で冷やします。 

鍋をココナッツミックスで軽く煮るまで加熱します。 

スパイス、フィッシュソース、パームシュガーを加え、味を調整します。 

次にトマト、わらキノコ、野菜をスープに入れます。 

さらに 1 分間調理します（調理しすぎないでください。野菜を作りすぎます）。 

小さなボウルに盛り付け、コリアンダーの葉と唐辛子オイルを飾ります。 
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４）  Energy Balls (D)  

カマラヤのデトックスエナジーボールは、おいしい甘いおやつであり、徐放エネルギーの優れた供給源です。適

度なサイズで、ミネラル、健康的な脂肪、抗酸化物質を大量に含んでいます。また、必須タンパク質である鉄とオ

メガ 3 を提供します。私たちのエネルギーボールは、消化と排泄を促進するために健康的な繊維が豊富です。

他のフレーバーが苦味を隠すので、この料理はスピルリナを食事に取り入れるための素晴らしい方法です。 

 

【材料】 

カボチャの種、25 g 

ひまわりの種、25 g 

すりおろしたココナッツ、25 g 

白と黒のゴマ、10 g 

亜麻の種子、10 g 

スピルリナ、5 g 

乾燥日（全体）、20 枚 

レモンの皮、1 g 

レモン汁、3ml 

 

【ガーニッシュ】 

ココナツミルク   

白と黒のゴマ   

ゴツコラの葉（またはミントの葉） 

食用花 

ココナッツミート（オプション）（スライス千切り）、5 g 

ナタデココ（オプション）、7 個 

 

【作り方： 

ブレンダーにすべてのエネルギーボールの成分を追加し、細かくブレンドします。必要に応じて、乳棒と乳鉢を使

用することもできます。 

ブレンドした混合物を小さなボールの形に成形し、ローストした細かくすりおろしたココナッツに入れます。 

プレートにエネルギーボールを配置してから、味を飾る 
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５）  Nam Prik Aong (V, D)  

 

ナムプリクオンは、タイ北部に由来する人気のある伝統的なスパイシーなディップです。おいしいベジタリアンデ

トックスバージョンは、ミネラル、抗酸化物質、繊維が豊富です。この料理は、血圧を下げてコレステロール値を

下げるのに役立つだけでなく、消化を助け、体の解毒プロセスをサポートすることもできます。 

 

【材料】 

カレーペースト、30 g 

しいたけ（みじん切り）、20g 

エリンギきのこ（細かく刻んだ）、20 g 

ゼリーマッシュルーム（細かく刻んだ）、30 g 

デトックストマトソース、60 g 

乾燥日（みじん切り/細かくみじん切り）、5 枚 

海塩、ピンチ ベジタブルストック、100 g  乾燥唐辛子、1 g カリフラワーライス、130 g 

 

【ガーニッシュ】 

キュウリスティック（皮をつけたまま）、50 g にんじん（1cm の花の形に細かく切る）、20g 

ゆでオクラ、40g（3 個）  いんげん（丸ごと）、25g（5 本） コリアンダー（生）、1 個 

 

【作り方】 

カレーペーストを穏やかに中火の鍋に入れ、香りが出て少しべたつくようになるまで混ぜます。 

しいたけ、エリンジー、ゼリーマッシュルームを加えてかき混ぜる。 

野菜ストック、唐辛子、デトックストマトソース、日付を追加します。 

混合物がクリーミーなコンシステンシーに達するまで、材料を煮ます。 

海塩で味付けし、小鉢に入れて味を整えます。 

スライスした唐辛子とコリアンダーを飾ります。 

 

ヒントをあげる 

大きな皿にナムプリオンとカリフラワーライスのボウルを盛り付け、次にキュウリの棒、にんじん、ゆでたオクラ、

インゲンを飾る。 
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６）  Raw Kale Salad (V, R, D)  

 

この新鮮で青々としたサラダは、炎症を軽減し、体の自然な解毒プロセスをサポートする、明るく活力のある食

事です。健康的な原材料には、癌細胞との闘いを助けるカロチノイドやフラバノイドなどの抗酸化物質も多く含ま

れています。ビタミン A、K、C、カルシウム、繊維、鉄分が豊富で健康的な肝機能も促進します。 

 

サーブ 1 

 

【材料】 

ケール（ハサミで細かく切る）、100g 

ブロッコリー（小さなロゼットにカット）、50 g 

キュウリ（種を取り除いて細かく切る）、50 g 

パイナップル（小さな棒に切ったもの）、10 g 

海塩、小さじ 1/4 

レモン汁、小さじ 1/2 

レモンの皮、小さじ 1/4 

ひまわりの種、20 g 

オリーブオイル、小さじ 1 

コショウ、小さじ 1/4 

 

【ガーニッシュ】 

赤唐辛子（種を取り除いて千切りにする）、4 個 

食用花、3 個 

 

【作り方】 

すべての材料をボウルに入れ、手でゆっくり混ぜ合わせます。 3〜5 分間休憩し、調味料を確認して、必要に応

じて調整します。 

プレゼンテーションに満足するまで、食材を使用して円盤を慎重にプレートに作成します。 

プレートに唐辛子と食用の花の微妙な繁栄を飾ってからお楽しみください！ 
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７）  Strawberry Mojito (V,R,D)  

 

この食欲をそそるモヒートには、マンガン、カリウム、葉酸、繊維の優れた供給源であるイチゴが詰め込まれてい

ます。 イチゴには必須ビタミン C と K も含まれており、植物栄養素とフラボノイドが豊富で、紛れもない鮮やかな

赤色を提供します。 このシンプルなレシピは、新鮮な青リンゴ、ライム、パイナップルジュースに加えて、ほんの

一握りのミントの葉を加えて、紛れもないモヒート風味を作り出します。 

 

サーブ 1 

 

【材料】 

フレッシュグリーンアップルジュース、160 ml 

フレッシュパイナップルジュース、150ml 

フレッシュライムジュース、40 ml 

イチゴ、5 中型 

ミントの葉の一握り 

 

【作り方】 

イチゴが液化するまで、すべての材料を数個のアイスキューブとブレンドし、次に新鮮なライムのスライスを入れ

た背の高いグラスで提供します。 
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８）  Kamalaya Detox Juice (V,R,D)  

 

約 350ml になります（1 サーブ） 

 

ココナッツ水は体に水分を補給し、冷やしますが、バジルとパイナップルは消化をサポートします。これはどんな

食事にもぴったりです。 

 

ココナッツ水は電解質を含んでいるため、暑い気候や運動後のトレーニングに最適な水分補給飲料です。 ま

た、発熱を減らし、神経系と感情の不均衡を落ち着かせ、肝臓を洗い流すのにも役立ちます。 強力な解毒剤

で、血中の毒素を中和します。 

 

【材料】 

ココナッツウォーター300ml（ココナッツ 1 個） 

50 ml の新鮮なパイナップルジュース 

バジルの葉 5 g（1 束） 

 

【作り方】 

いくつかのアイスキューブを含むブレンダーにすべての材料を入れ、十分に混合されるまで（約 30 秒）中速でブ

レンドします。 
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９）  Banana Flower Salad (V,D)  

サーブ 2 

美味なタイ・ハーブとアジアの野菜に少しスパイスをからめて混ぜ合わせた伝統的なタイのサラダです。カマラヤ、

アムリタのランチ・メニューの中でとても人気のある、デトックス中に適したサラダです。 

 

タイ料理では、バナナの花をピリッとしたディップにつけて生のまま食べたり、またヤキソバやスープに加えたりし

ます。ビタミン C、ビタミン A、カリウム、マグネシウムが豊富で、カルシウムと鉄もかなり含まれています。時に、

気管支炎や便秘、潰瘍の治療に使われます。 

 

【材料】 

バナナの花、150 g 

ビートルート、調理済み、50 g 

マンゴー、グリーン、50 g 

わかめ、50g 

コリアンダーの葉、みじん切り、5 g 

ミントの葉、みじん切り、5 g 

エシャロット、細かくスライス、3 g 

ライムジュース、10ml（1 個） 

ごま、3 g 

チリパウダー、ダッシュ（味わうために）    レモングラス、細かくスライス、5 g 

ネギスライス、5g    海塩、1g    コリアンダー、20g 

 

【作り方】 

＊バナナの花の固い外側の層を取り除き、内側の肉を細かい細片に切ります。 

＊調理したビートルートとグリーンマンゴーを細切りにします。 

＊すべての材料をボウルに入れ、よく混ぜます。味をみて調整してください。 

＊サラダミックスをサービングプレートの中央に置き、新鮮なコリアンダーとミントの葉を飾ります。 

 

シェフのヒント： 

サラダを一口サイズにして、小さなサラダ菜とかロメインレタスで包んでみてください。つまようじで固定するだけ

で、簡単にこのレシピをフィンガーフードに変えることができます。 
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１０) Sweet Potato Mash with Chinese Broccoli (V) (D)  

別のおいしいビーガン料理。抗酸化物質を豊富に含み、ジンジャードレッシングの抗炎症効果があります。特に

ビタミン A が豊富で、目と肌に栄養を与えます。 

 

【材料】 

中国ブロッコリー、トリミング、50 g 

サツマイモ、皮をむいて立方体、200 g 

ナツメグ、ピンチ 

ココナッツウォーター、200 ml 

野菜ストック、100 ml 

*デトックスジンジャードレッシング、50 ml 

海塩、ピンチ 

ペッパーブラック、味わうために 

オリーブオイル、3 ml 

フレッシュタイム、小枝 3 本 

 

【作り方】 

＊ココナッツウォーターと野菜ストックを鍋に入れ、沸騰させます。さつまいもを加え、火が通るまで煮込む。 

＊サツマイモが調理している間、中国のブロッコリーを 20 秒間ゆで、すぐに氷水に入れて冷まします。水を切っ 

ておいておく、 

＊サツマイモをこし、（ゆで汁はとっておく）、トレーに広げて数分間置き、残っている水をとばします。塩、ナツメ 

グ、オリーブオイルで味付けしながら、サツマイモをすりつぶす。クリーミーな状態になるうようにのこったゆで 

汁をすこしたす。タイムの小枝 1 本を手で押しつぶし、すりつぶしたサツマイモに加える。 

＊フライパンにドレッシングを入れ、低温で加熱し、中華ブロッコリーを加えて温まる程度に火を通す。（約 1 分） 

＊サツマイモのマッシュを皿の真ん中にすりつぶしたサツマイモを盛りつけ。周りにブロッコリーの葉を置 

き、ドレッシングをまわしかける。フレッシュタイムを添える。 
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11)  Organic Detox Gotu Kola Salad (V,R,D)  

アーユルヴェーダと伝統的な中国医学では、ゴツコラは、とりわけアンチエイジングハーブと見なされています。

実際、「1 日 2 回の休暇で老後を遠ざける」という格言があります。その抗炎症作用は高く評価されており、関節

炎の治療に有益です。ゴツコラは脳と中枢神経系の治療薬であり、集中力を高め、神経を落ち着かせるのに役

立ちます。研究では、血液循環を高め、血圧のバランスを取り、記憶力を高め、不安を和らげることが示されて

います。ビタミン B1、B2、B3、B6 が豊富で、神経系へのプラスの効果をもたらします。新鮮な葉を使ってお茶を

作ったり、このしっかりとした風味のヒーリングサラダに入れたりします。 

 

【材料】 

ゴツコラの葉、50 g   グリーンマンゴー、50 g 

ココナッツの肉、細切り、50g  ビートルート、細かい細切り、25 g 

にんじん細切り、25 g  カブ、千切り、10 g 

タマリンドジュース、15 ml  ライムジュース、10ml（1 個） 

ミントの葉、5 g   コリアンダーの葉、2 g 

ネギスライス、2 g   レモングラス、非常に細かく刻んだ、小さじ 1/2 

ごま、黒と白、2 g   エシャロット、非常に細かくスライス、10 g 

チリパウダー、1 g   海塩、1 g 

わかめ（オプション）、40g 

 

【作り方】 

*グリーンマンゴーの皮をむき、鋸歯状の野菜の皮むき器を使用して細かいストリップを作成します（またはマンド

リンを使用することもできます）。 

*マンゴーストリップをミキシングボウルに入れ、ココナッツの果肉、カブ、エシャロット、ビートルートを追加しま 

す。 （わかめを使用している場合は、ここで追加してください。） 

*手にゴツコラの葉をこすりつけて、味や栄養を放出し、他の成分に加えます。 

*唐辛子、ごま、タマリンドジュース、ライムジュースを加えます。よく混ぜて、出してください。 
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12)  Organic Green Vegetable Detox Soup (V,D)  

 

健康と活力を回復させるために不可欠な栄養素を含んだ野菜、ハーブ、スパイスをうまく組み合わせて作ったス

ープです。血液をきれいにし、抗酸化性物質のもとにもなるクロロフィルも豊富に含んでいます。デトックスや減

量プログラムのサポートになる栄養たっぷりのお料理です。栄養価を最大限に高めるために、野菜を細かく切っ

て、調理時間を短縮するようにしてください。 

 

【材料】 

アスパラガス、20 g   ニンジン、15 g 

ブロッコリー、20 g   ケール、20 g 

Bok Choy、20 g   ニンニク、細かく刻んだ、5 g または 3 片 

エシャロット、細かく刻んだ、10 g ベイリーフ、1 

ズッキーニ、15 g   ネギ、10 g 

セロリフレンチ、10g   野菜ストック、200 ml 

海塩、ピンチ   挽いた黒コショウ、味わう 

ココナッツオイル、3 ml  ほうれん草ピューレ、20 g 

ハーブガーニッシュ*、大さじ 2 

 

* カマラヤのビデオの中で使用している飾り用ハーブは、フレッシュ・パセリ、タラゴン、カフィル・ライム・リーフ、

ガランガル、ミント、コリアンダー、ショウガ、レモングラスをミックスしたもの。手に入るものを使ってお好みに合わ

せてオリジナルのハーブ・ミックスを作ればよい。刻んだ状態で大さじ 2 杯ほど必要。 

 

【作り方】 

＊鍋に野菜スープ、ニンニク、エシャロットをいれ、ほどよく温める。栄養価を保つため、最短の調理時間で済ま 

せられるよう、すべての野菜を細かく切って準備する。 

＊いったんスープを沸騰させたら、刻んだ野菜とローリエを加え、5-6 分煮込む（野菜が柔らかくなるまで。 

ただし、色が変わらぬ程度に）。熱からおろし、中くらいの速度で 40 秒ほど混ぜて少し冷ます。 

＊もう一度火にかけ、シー・ソルト、コショウで味付ける。スープ・ボウルに入れ、ハーブ・ミックスを大さじ 1 杯散 

らし、ココナツ・オイルを少したらす。 
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13)  Detox Pumpkin Soup (V,D)  

 

2 人前 

風味豊かで食欲をそそるこのスープには、フリーラジカルと闘い、老化や心臓疾患、ある種のガンの予防となる

カロチノイドや、目の健康や免疫の働きをよくするビタミン A、高血圧のリスクを減らすカリウム、骨や免疫系を強

くする亜鉛が含まれています。 

 

*デトックス・プログラムを行っている時は、1 分以上油を加熱しないことが大切です。しかし、料理の最後にオー

ガニックのエキストラ・ヴァージン・ココナツ・オイルを少量たらすことは、このパンプキン・スープもそうですが、実

際のデトックス・プロセスをサポートすることになります。 

 

【材料】 

野菜ストック、250 ml 

かぼちゃ、（薄切りしたもの） 400 g 

ニンジン、（薄切りしたもの）、100 g 

ベイリーフ、2 枚の葉 

ペッパーブラック、お好みで 

ココナッツオイル、4 ml 

エシャロット、刻んだもの、30 g 

にんにく、刻んだもの、25 g 

ネギ、細かくスライス、20 g 

セロリ（薄切りしたもの）、30 g 

シーソルト、ひとつまみ 

カイエンペッパー、ひとつまみ 

 

【作り方】 

＊薄切りにしたカボチャ、ニンジン、エシャロット、ニンニク、リーキ、セロリエ、野菜スープを鍋に入れ、沸騰させ 

る。火を弱め、5 分間煮込む（材料が柔らかくなるまで）。 

＊ローリエを取り出し、少しスープを冷ませてからよくかき混ぜる。 

＊もう 1 度火にかけ、塩、コショウ、カイエンペッパーで味付けします。 

＊器に入れて、ココナツ・オイルを少しかけます。 

 

シェフのヒント： 

風味や栄養価を損なわないために、調理時間を短縮できるよう、野菜は薄くスライスする。 
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14)  Zucchini Spaghetti (V,D)  

カボチャ風味ソースの、栄養がつまったパスタの入っていないスパゲッティです（ズッキーニが‘スパゲッティ’で

す）。健康によいビタミン、ミネラル、抗酸化性物質がたっぷりです。繊維質やビタミン A、C、ビタミン B 群、カロテ

ノイドの他、鉄やマグネシウム、マンガン、銅、亜鉛、リン、カリウムなどのミネラルがたくさん入っています。 これ

らの栄養素には免疫力を高める働きや抗炎症作用があり、結腸ガンや心臓病、高コレステロールや高血圧など

の予防になります。また、血糖値のコントロールや消化作用促進にも役立ちます。 

 

【材料】 

ズッキーニ、70 g  カボチャ、皮をむいた、100 g *若いココナッツウォーターと肉 

セロリ、5 g  カレー粉、1 g   **パネンカレーペースト、1 g 

レーズン、8 g  小カリフラワーロゼット、ブランチング、50 g 

にんにく、みじん切り、クローブ 1 エシャロット、細かく刻んだ、10 g ミント（生）、みじん切り、2 g 

ライムジュース、5 ml 海塩、ピンチ   ペッパーブラック、味わうために 

※ココナッツウォーターがない場合は、野菜スープでもよい。  

 

【作り方】 

＊スライスラーを使って、ズッキーニ「スパゲッティ」のようにカットします（細かすぎないように）。カボチャを薄切り

にします。 

＊カボチャを少量のココナッツウォーターで約 30 秒間炒め、カレーパウダーとパネリングカレーペースト、残りの 

ココナッツウォーターを加え、カボチャが完全に焼き上がるまで（約 5 分）煮ます。 

＊火から下ろし、少し冷まして 40 秒ほど中ぐらいの速さで混ぜ羅わせる。塩、こしょう、ライムジュースで味を調 

える。 

＊ズッキーニにとりかかる。少量のココナツ・ウォーターか野菜スープをフライパンで温め、ニンニクとエシャロット 

を入れて煮詰まるまで炒め、ひも状のズッキーニを加える（必要であれば少しココナツ・ウォーターか野菜スー 

プをたす）。ズッキーニをあまり柔らかくなりすぎないように硬めに炒め、カボチャ・ソースとゆでたブロッコリー

を加えて混ぜ合わせる。最後にレーズンとミントを加えて混ぜ、火からおろす。 

余ったミントを少々添えて盛り付ける。 
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15)  Thai Cabbage Roll with Tahini Dip (V)  

キャベツは抗酸化性物質が豊富で、特にビタミン A と C、E、K を多く含んでいます。また、ビタミン B やカルシウ

ム、カリウム、鉄、ヨウ素、硫黄も豊富です。タヒニとゴマのよい香りがきいていて、不飽和脂肪と血液によい栄養

素、鉄や葉酸もたっぷり入ったお食事です。美味で新鮮な野菜やキノコ、ゴマ、ハーブなどを混ぜ合わせてキャ

ベツの葉でくるんだ、血液のためになる逸品となっています。 

 

【材料】 

キャベツの葉（大）、3 枚  キャベツ、細かく刻んだ、80 g ガラス麺、40 g 

にんじん、細かく刻んだ、80 g しいたけ、細切り、20g 

中華セロリ、細かくスライスした、10 g    ネギ、細かく切って、10 g 

野菜ストック、40 ml  コショウ、黒、味わう  ネギ、8 g または 3 個 

海塩、ピンチ   ごま油、3ml    

セサミシードホワイト/ブラック、1 g ニンニク、クローブ 2 つ 

 

タヒニディップ： 

タヒニ、25 ml  ごま油 15ml ライムジュース、20 ml 

 

【作り方】 

＊タヒニディップを準備することから始めます。ブレンダーを使ってタヒニジュースとライムジュースを混ぜ合わせ、 

混ぜながらゴマ油をゆっくり注ぎます。 

＊キャベツの葉をゆでる。沸騰したお湯に塩を加え、1 度に 2 枚ずつ数秒ずつゆでて、すぐに冷水で冷ます。水 

を切ってペーパータオルで水気をとる。かたい茎の部分は切って捨てる。 

＊鍋に野菜スープを温め、ニンニク、春雨、千切りキャベツとニンジン、シイタケを加える。水分がなくなるまでよ 

くかき混ぜながら加熱する。セロリとねぎを加えてかき混ぜ、火からおろす。ゴマ油とゴマを加えて、シー・ソル 

ト、コショウで味付ける。 

＊キャベツの葉でまく。まな板の上にゆでたキャベツの葉を 2 枚重ね、先ほど作った中身を 4 等分にしたものを 

真ん中におき、ていねいに折りたたむ。形が崩れないようにアサツキで結ぶ。湯通ししたアサツキのつるを小 

さなボウルに十字にクロスさせて置き、その上に折りたたんだキャベツの包みをのせて結ぶとやりやすい。キ 

ャベツの包みを蒸し器に入れ、3-5 分間加熱する。タヒニ・ディップを添えて出す。 
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