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From WMF

圧力鍋使用のポイント

白米・雑穀米

玄米

お赤飯

緑豆の甘煮

黒豆

艶やか手前味噌

カルトッフェルザラート
〜じゃがいものマリネ 〜

ごろごろ野菜のスチーム　ハーブ風味
レモンクリーム＆タルタル添え

鶏と山芋の中国粥

シンプルトマトソース

いわしのオレンジ煮

豚の角煮

蒸し肉じゃがバター風味

ベリーベリーコンフィチュール

芽キャベツとブルーチーズのパスタ

フルーツトマトの濃厚ピラフ

鶏とエビのココナッツカレー モザンビーク風

鯛の包み蒸し 生姜風味

かぶの鶏そぼろ煮

里芋と押し麦の煮物

根菜たっぷりのすじこん

ロートコール・ミット・エプフェルン
〜紫キャベツとりんごの蒸し煮〜

里芋とベーコンの詰まったまるごとキャベツ

セルドエストファード
〜鶏と野菜のポトフ スペイン風〜

鶏手羽の豆鼓蒸し

五目豆

豚肉とごぼうの味噌煮

イカ飯

干し貝柱と冬瓜のスープ

よだれ鶏

なすとひき肉の中華風重ね蒸し

塩豚と豆の煮込み

タコとオリーブのトマト煮

牛肉の上新粉蒸し

ポークスペアリブのマーマレード煮

白身魚の香草蒸し

ザウワーリンゼン
〜酸味の効いたレンズ豆の煮物〜

シュークルート
〜ザワークラウトのソーセージ煮込み〜

自家製コンビーフ

子持ち鰈のスパイス煮 タジン風

サンバル
〜バリ風スパイシートマトソース〜

チリコンカルネ
〜豆と牛ひき肉のスパイシー煮込み〜

赤ワインとバルサミコ風味の角煮

豚のブナ
〜バングラデシュ風カレー〜

ルーラーデ
〜野菜の牛肉ロール巻き煮込み〜

豚バラ肉と高菜の重ね蒸し

エビとホタテのシーフード・ガンボ

豚肉のグラーシュ

鴨ロースのやわらか蒸し 梅ソース添え

アイスバイン

素材別早見表

各部の名称

ふたの開閉方法

取っ手の着脱方法

圧力表示ピンの見方

圧力鍋の使い方

初めてお使いになる前に

調理前のチェック

調理をはじめます

ふたを閉めます

火にかけ加圧します

減圧します

調理後

注意事項

よくあるご質問

本書レシピではパーフェクトプラス 4.5ℓサイズの鍋を使用しています。

圧力鍋の取扱い方法 etc
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白米は洗った後、水気をきって
おく。
圧力鍋に、米と分量の水を
入れてふたをし、中火から強
火にかけ、圧力表示ピンが第 2
リングまで上がったら、弱火にして
4 分加圧する。
火を止め、圧力表示ピンが自然に下がり
きったらふたを開け、上下を返すようにほぐす。

白米と雑穀ミックスをさっと洗い、水気
をきっておく。
圧力鍋に白米と雑穀ミックス、分量
の水を加えて軽く混ぜる。ふたを
して中火から強火にかけ、圧力表
示ピンが第 2 リングまで上がった
ら、弱火で 4 分加圧する。
火を止め、圧力表示ピンが自然に
下がりきったらふたを開け、上下
を返すようにほぐす。

玄米は洗った後、水気をきっておく。
圧力鍋に玄米と分量の水を入れ、ふたをし
て中火から強火にかけ、圧力表示ピンが第
2 リングまで上がったら、弱火にして 20 分
加圧する。
火を止め、圧力表示ピンが自然に下がりきっ
たらふたを開け、上下を返すようにほぐす。
やわらかめがお好みの場合、圧力表示ピン
が下がった後 1～ 2 分そのまま蒸らしてか
らふたを開け、上下を返すようにほぐす。

白米…2 合
水…360㎖

白米…1 合
雑穀ミックス…1 合
水…360㎖

玄米…2 合
水…460㎖
※仕上がりのお好みにより、水分量・加圧時間
を調節してください。

1

2

3

1

2

3

1
2

3

白米

雑穀米

玄米

■ 材料

■ 材料

■ 材料

◎ 作り方

◎ 作り方

◎ 作り方

4分

4分

20分

※仕上がりのお好みにより、水分量・加圧
時間を調節してください。

※仕上がりのお好み
により、水分 量・加
圧時間を調節してく
ださい。
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圧力鍋にささげと水２カップを入れ、ふた
をして強火にかける。第２リングまで上がっ
たら弱火にして約５分加圧する。火を止め、
圧力表示ピンが自然に下がりきったら、ふ
たを開けて、煮汁とささげを分ける。この
ときに煮汁をお玉で２～３回すくうように
する（写真）と、空気に触れてもち米を炊
いたときの色がよくなる。

圧力鍋に洗ったもち米を入れ、1 の煮汁
と水を合わせて 500㎖にしたものを注ぎ、
ささげと塩を加える（写真）。ふたをして強
火にかけ、第２リングまで上がったら、弱
火にして約３分加圧する。火を止め、圧力
表示ピンが自然に下がりきったらふたを開
け、お赤飯の上下を返すようにほぐす。

ささげ…70g
水…２カップ
もち米…3 合
塩…小さじ1/2

1

2

お赤飯

本格的なふっくらお赤飯を炊き上げるのに必要な時間は……
たったの 3分！

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

3分5分

ささげ 赤飯

+
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戻して水気を切った緑豆と水 300㎖と
残りの材料をすべて圧力鍋に入れ、ス
チーマーを逆さにしてかぶせたらふたを
する。強火にかけて第 2 リングまで上
がったら、火を止める。圧力表示ピンが
自然に下がりきったらふたを開ける。食
べる前に飾りに陳皮を散らす。

黒豆は洗った後、熱湯につけ 20 分おく。
圧力鍋に水 600㎖と Aを入れ中火にかける。
砂糖がとけたら火を止め、黒豆を加える。
※1・2 の過程のかわりに、水に Aを溶かした液に
一晩つけておき、そのまま圧力鍋に入れてもよい。
ふたをしないで中火にかけ、沸騰してきたら
灰
ア ク

汁をすくい、火を止める。

緑豆（ムング）…100g（戻しておく＊ P15 参照）
水…300㎖
三温糖…大さじ３
塩…ひとつまみ
陳皮…少々

※豆を加圧する時はスチー
マーを裏返して落としぶたの
要領でのせてください。圧力

（蒸気）放出口などに豆のカ
スが詰まるのを防ぎます。

1

1
2

3

4

5

6

緑豆の甘煮 黒豆

水の代謝に優れ、むくみに効く緑豆は夏バテ防止にも効果抜群。
常備菜として、作りおきにおすすめ。

おせちの定番も、手づくりで仕上げれば味も格別というもの。
おもてなしにもおすすめ。

■ 材料（４人分）

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

◎ 作り方

5分

黒豆…1カップ（約 150 ｇ）
水…600㎖

砂糖…1カップ（約 120 ｇ）
しょう油…大さじ ⅔
塩…小さじ1/2

※かための仕上がりなので、お好みにより加圧時
間を調節してください。

A

3 にスチーマーを逆さにしてかぶせ（＊
P114 参照）、ふたをして中火～強火にか
け、第 2 リングまで上がったら弱火にして
5 分加圧する。
火を止め、圧力表示ピンが自然に下がり
きったら、ふたを開ける。
お好みで、さらに弱火でコトコト煮詰める。

0分
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戻して水気を切った大豆を圧力鍋に入れ、
水6カップを加え、スチーマーを逆さにして
かぶせる（＊P114 参照）。ふたをして強火
にかけ、第 2 リングまで上がったら、弱火
にして、約 15 分加圧する。火を止め、圧
力表示ピンが自然に下がりきったらふたを
開ける。

湯を切った大豆をボウル
に入れて、熱いうちに大豆
を手かめん棒などでつぶす

（写真）。このゆで汁はとっ
ておく（種水を加える場合
は、180㎖ぐらいまで）。

別のボウルに乾燥麹をほぐ
して、塩とまぶし、塩切り
麹を作っておく（写真）。

2 に少しずつ塩麹を加え、よく混ぜ合わせ
る。かたいときは、耳たぶぐらいのかたさ
になるまで、種水を加える（やわらかけれ
ば加える必要はない）。

空気を抜くように丸めて、
野球ボールぐらいの大きさ
に味噌玉をつくり（写真）、
保存容器の端から詰め込
む。すべて詰め込んだら、
手で表面をしっかりと押さ
える。表面に軽く塩をして、
和紙またはラップで表面を
覆う（写真）。特に端の部
分はかびやすいので塩を
ふるが、ふり過ぎは塩分量
が変わるので注意する。

中ぶたをして、味噌の約 20％のおもしを
する。ふたをして、冷暗所におき、約１年
おく。表面にカビが生えたら、その部分
を削ぎ取り、上がったたまりを混ぜ合わ
せる。ホーローなどの容器に入れ、冷蔵
庫で保存する。

※これ以上の分量を作るときは２回に分
けて大豆をゆでること。表記の分量以上
を一緒にゆでないでください。

大豆…500g（戻しておく）
水…６カップ
乾燥米麹…500g
塩…200g

1

2

3

4

5

6

艶やか手前味噌
大豆を柔らかく煮るなら、圧力鍋が最適。発酵するとかさが増すので、
保存容器は大きめを準備。

■ 材料（作りやすい分量）

◎ 作り方

15分

〈豆の基本の戻し方〉
◦豆を洗いたっぷりの水（豆の約 4 倍量）に一晩浸

けて戻す。
または
◦豆を洗い鍋に入れ、熱湯（豆の約 3 倍量）を加え、

ふたをして 1 時間おいて戻す。
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じゃがいもはよく洗う。圧力鍋に１カップ
の水とスチーマーを入れ、じゃがいもを
皮付きのままのせる。ふたをして強火で蒸
し、第２リングまで上がったら、弱火にし
て約５分加圧する。火を止め、急速減圧し、
圧力表示ピンが完全に下がりきったらふた
を開け、熱いうちに皮をむき、５mm 幅に
切る（まだ芯がかたい状態）。

ベーコンはせん切り、玉ねぎは粗みじんに
切る。しめじは石づきを落とし、２～３本
にほぐす。ディルは刻んでおく。

B の材料をボウルに入れて、よく混ぜ合わ
せる。

オリーブ油とベーコンを入れて、カリカリ
になるまで炒める。ベーコンはペーパーに
取り、油を切る。

圧力鍋の湯を捨て、A を入れ、中火にか
ける。沸騰してきたら、じゃがいも、玉ね
ぎ、しめじを加える。くずれないように混
ぜ合わせながら、汁気がなくなるまで煮る。
汁気がなくなってきたら、B とベーコンを
加えて火を止める。味をみて足りなければ、
塩でととのえ、冷蔵庫で約 30 分おく。食
べる寸前にディルをあえる。

じゃがいも（メークイン）…３個
水…１カップ
ベーコン…２枚
玉ねぎ…１個
しめじ…1/2パック
フレッシュディルまたはパセリ…適量
オリーブ油…適量

固形ブイヨン…1/2個
水…100㎖

白ワインビネガー…大さじ 3
オリーブ油…大さじ２
ディジョンマスタード…小さじ１
砂糖…大さじ１1/3
塩…小さじ1/2

1

2

3

4

5

カルトッフェルザラート
〜じゃがいものマリネ 〜

ドイツの「ポテトサラダ」はワインビネガーが効いて、
日本のポテサラとはひと味違う！

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

A

B

5分

スチーム
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野菜は食べやすい大きさに切る。

圧力鍋に１カップの水とスチーマーを入れ、
野菜を重ならないようにのせる。その上に
ハーブをのせ、ふたをしたら強火にかける。
第２リングまで上がったら、弱火にして約
１～２分加圧する。火を止め、急速減圧し、
圧力表示ピンが完全に下がりきったらふた
を開け、取り出す。

ボウルに生クリームを入れ、泡立て器で七
分立てにする。サワークリームを加えて混
ぜ合わせ、塩、レモンの皮、レモン汁を
加え、さっくりと混ぜる。

ボウルに殻をむいたゆで卵を入れ、フォー
クでつぶし、全ての材料と混ぜ合わせる。

カリフラワー…8 房
ラディッシュ…4 株
黄パプリカ…1/2個　などお好みの野菜　
フレッシュハーブ（ミント、レモングラス、タイム、

マジョラムなどお好みのハーブ）…適量
水…１カップ

◇レモンクリームソース
　生クリーム…100㎖
　サワークリーム…大さじ 2
　塩…小さじ1/4
　レモンの皮…1/2個（すりおろす）
　レモン汁…小さじ1/2

◇タルタルソース
　ゆで卵…2 個（P105 表参照）
　マヨネーズ…大さじ 3
　ピクルス…粗みじん1～ 2 本
　玉ねぎ…みじん大さじ1（水にさらす）
　マヨネーズ…小さじ 2
　塩…少々
　白コショウ…少々

　パセリを添えて

1

2

3

4

ごろごろ野菜のスチーム　ハーブ風味
レモンクリーム＆タルタル添え　
フレッシュハーブがほのかに香る蒸し野菜の甘さをひきたてるのは、
２種類のスペシャルソース。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

1〜2分

スチーム
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米は洗ってざるにとり、水気を切る。鶏肉
は塩をふって約 10 分おく。山芋は皮ごと
2cm 角に切る。
圧力鍋に米、水 1100㎖、水気をふいた鶏肉、
山芋、しょうが、にんにくを入れ、ごま油少々
をまわしかける。ふたをして強火にかけ、第
２リングまで上がったら、弱火にして約 17
分加圧する。火を止め、圧力表示ピンが自
然に下がりきったらふたを開け、取り出す。
※1回分ずつ小分けして冷凍保存もしておく
と便利。

米…100g
水…1100㎖
鶏手羽先…8 本
塩…小さじ1
山芋…150g
しょうがスライス…2 枚
にんにく…2 片（半分に切り、芽を取る）
ごま油…少々

ニラのしょう油漬け、しじみのフライを添えて

1

2

鶏と山芋の中国粥

鶏から出るスープで煮るお粥は、
疲労回復・消化促進に効く山芋も加わり、
胃腸のすぐれないときにも重宝する一品。

■ 材料（４人分） ◎ 作り方

17分

フルーツトマトはヘタを取り、トマトホールは漉す。にん
にくはみじん切りにする。
圧力鍋にオリーブ油とにんにくを加え、弱火にかける。
にんにくの香りがしてきたら、トマトホール、バジル、フ
ルーツトマトを加え、ふたをして強火にかける。
第 2 リングまで上がったら、弱火にして約 7 分加圧する。
火を止め、圧力表示ピンが自然に下がりきったらふたを
開け、塩で味をととのえる。
※いろいろとアレンジできるように、塩味は少なくしておく
のがポイント。今回は「さといもとベーコンの詰まったまる
ごとキャベツ（Ｐ46 ～ 47）」でソースとして使用。１回分
ずつ小分けして、冷凍保存しておくと便利。

フルーツトマト…8 個
トマトホール缶…2 缶（1 缶 400g）
にんにく…2 片
オリーブ油…100㎖
フレッシュバジル…１枝
塩…少々

1

2

シンプルトマトソース
白身魚のソテーに、パスタに、ラタトゥイユのベースに……
カレーの隠し味にもなる基本のソース。

■ 材料（作りやすい分量） ◎ 作り方

7分
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いわしは頭を落とし、３～４等分に切り、菜箸で内
臓を抜いて洗う。しっかりと水気を切ったら、塩少々
をふり、約５分おく。
圧力鍋に A としょうがを入れて沸かし、火を止め、
いわしを重ならないように並べる。このとき、いわ
しがひたひたに浸からないようであれば、水を足す。
強火にかけ、第 2 リングまで上がったら、弱火にし
て約 20 分加圧する。火を止め、圧力表示ピンが
自然に下がりきったらふたを開け、取り出す。
※いわしの大きさにより、小骨がかたい仕上がりに
なる場合があります。

豚肉は 6 ～ 8 等分にカットする。
圧力鍋を中火にかけ、直接肉の脂身を下に
して入れ焼き色をつけ、同様に全面に焼き
色をつける。
焼き色がついたら分量の水を入れ、ふたを
して強火にかけ圧力表示ピンが第 2 リング
まで上がったら、弱火にして 20 分加圧する。
火を止め、圧力表示ピンが自然に下がりきった
らふたを開け、そのまま冷まし、表面に白く固まっ
た脂をスプーンなどを使ってきれいに取り除く。
A を加えふたをし強火にかけ、圧力表示ピ
ンが第 2 リングまで上がったら、弱火で 5
分加圧する。

いわし…４尾
水…250㎖
酒…50㎖
しょう油…大さじ１
みりん…大さじ２
オレンジジュース100％…100㎖

塩…少々
しょうがスライス…２枚

トレビスを添えて

豚バラかたまり肉…1kg
水…800㎖

しょう油…大さじ 3
酒…100㎖
砂糖…大さじ 3

しょうが汁…大さじ1（お好みで）
白髪ねぎ…適宜

1

2

1
2

3

4

5

6

7

いわしのオレンジ煮 豚の角煮

骨までやわらかく、しかも身はふっくら。
煮時間をさらに３分プラスすれば、子供でも食べやすいやわらかさ。

プルプルでしっかりとした味。丼にしてもよろこばれます。

■ 材料（４人分）

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

◎ 作り方

A

A

20分 5分20分
+

火を止め、圧力表示ピンが自然に下がりきっ
たらふたを開けて、煮汁にとろみがつくよう
弱火で煮詰め、最後にお好みでしょうが汁
を加える。
器に盛り、白髪ねぎを飾る。
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アスパラはかたい軸の皮部分のみをピー
ラーでむき、５cm 幅に切る。圧力鍋に
１カップの水を入れて、アスパラをスチー
マーにのせ、ふたをする。強火にかけて第
１リングまで上がったら、火を止めて急速
減圧し、圧力表示ピンが完全に下がりきっ
たらふたを開ける。

じゃがいもはよく洗う。圧力鍋に１カップ
の水（分量外）とスチーマーを入れ、じゃ
がいもをのせ、ふたをする。強火にかけ
て第２リングまで上がったら、弱火にして
約 6 分加圧する（まだ芯がかたい状態）。
火を止め急速減圧し、圧力表示ピンが完
全に下がりきったらふたを開けて取り出
し、熱いうちに皮をむき、半分に切る。

圧力鍋に A を沸かし、じゃがいもを入れ
てふたをし、強火にかける。第１リングま
で上がったら弱火にして約１分加圧する。
火を止め、急速減圧し、圧力表示ピンが
完全に下がりきったらふたを開ける。

再び中火にかけて、じゃがいもに竹串を刺
し、かたかったら芯に火が通るまで煮る。
牛肉を食べやすい大きさにちぎり、広げな
がら加えていく。アスパラもこのときに入
れる。牛肉に火が通ってきたら、バターを
加え、火を止める。

アスパラ…4 本
水…1カップ
じゃがいも…4 個
牛肉の薄切り（バラ肉）…250g

和だし汁…400㎖
砂糖…大さじ２1/2
しょう油…大さじ 3
酒…大さじ１

バター…10g

1

2

3

4

蒸し肉じゃがバター風味

アツアツほくほく、でも煮くずれすぎない絶品じゃがいも。
蒸してから煮るのがポイント。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

A

1分6分

スチーム

+
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ボウルに水をはって、ベリーを入れたら、
手でやさしく洗い、ざるにとる。水気をしっ
かり切る。

圧力鍋に1とグラニュー糖を入れて１時間
ぐらいおく。水気が出てきたら、レモン
スライスとレモン汁を加えてふたをする。
第１リングまで上がったら、弱火にして約
１分加圧する。火を止め、急速減圧し、
圧力表示ピンが完全に下がりきったらふた
を開けて、少し煮詰める。

ベリー（いちご、ブルーベリー、ラズベリー、
　レッドカラントなどお好みのもの）…300g
グラニュー糖…90g
レモンスライス…2 枚
　（ノンケミカルのもの。皮はよく洗う。）
レモン汁…小さじ１

パンを添えて

1

2

ベリーベリーコンフィチュール

さらりとした仕上がりなので、パンにつけるだけでなく、
ヨーグルトドリンクや紅茶に入れても美味。

■ 材料（作りやすい分量）

◎ 作り方

1分



28 29
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芽キャベツは縦半分に切る。にんにくはみ
じん切りにする。

圧力鍋に手で半分に割ったスパゲッティと
A、芽キャベツを入れてふたをする。強火
にかけ、第２リングまで上がったら、弱火
にして約１分加圧する。火を止め、水冷減
圧し、圧力表示ピンが完全に下がりきった
らふたを開ける。湯を切り、オリーブ油を
からめる。

オリーブ油とにんにくを入れて、弱火にか
ける。にんにくの香りが出てきたら、中火
にして、ブルーチーズと生クリームを加え、
混ぜながら溶かす。２のスパゲッティと芽
キャベツを加えてからめ、塩、コショウで
味をととのえる。

芽キャベツ…150 ｇ
にんにく…１片
スパゲッティ…200 ｇ（ゆで時間 7 分のもの）

水…５カップ
塩…小さじ２

オリーブ油…適量
ブルーチーズ…150 ｇ
生クリーム…大さじ２〜３
塩…少々
黒コショウ…少々

1

2

3

芽キャベツとブルーチーズのパスタ

パスタと一緒に芽キャベツをゆでる時短料理……のはずが、
ブルーチーズと生クリームでレストランの味に。

■ 材料（２人分）

◎ 作り方

A

1分
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フルーツトマトは半分に切り、へたを落と
す。にんにくと玉ねぎはみじん切りにする。
黄パプリカはヘタと種を落とし、１cm 角
に切る。ベーコンはせん切りにする。

圧力鍋にオリーブ油、にんにく、ベーコン
を入れ、弱火にかける。にんにくの香りが
出てきたら、中火にして玉ねぎを炒める。
玉ねぎが透明になってきたら、パプリカと
米を洗わずに加えて炒める。

２に水 280㎖、白ワイン、コンソメ、塩、
フルーツトマトを加え、ふたをして強火に
かける。第２リングまで上がったら、弱火
にして約５分加圧する。火を止め、圧力表
示ピンが自然に下がりきったらふたを開け
て、全体をほぐすように混ぜる。

フルーツトマト…５個
にんにく…2 片
玉ねぎ…1/4個
黄パプリカ…1/2個
ベーコン…2 枚
オリーブ油…大さじ 2
米…300g
水…280㎖
白ワイン…50㎖
コンソメキューブ…1/2個
塩…小さじ1/2
スライストマト、バジル…適宜

1

2

3

フルーツトマトの濃厚ピラフ

フルーツトマトの凝縮された甘さとフレッシュ感がくせになる、
爽やかだけどしっかりと舌に残る味わいを是非。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

32

5分
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鶏もも肉は塩をまぶす。エビは背わたを取
り、殻をむく。玉ねぎとにんにくはみじん
切りにする。トマトの水煮缶は漉す。

圧力鍋にオリーブ油とにんにくを入れ、弱
火にかける。にんにくの香りが出てきたら、
中火にして玉ねぎを炒める。玉ねぎが軽く
色づいてきたら、鶏肉を加える。

２にカレー粉、トマトの水煮、エビ、ローリ
エを加えて強火にかける。沸騰したらアク
をすくい、ふたをして第２リングまで上がっ
たら、弱火にして約 6 分加圧する。火を
止め、自然に圧力表示ピンが下がりきった
らふたを開けて、ココナッツミルクを加え、
弱火で約５分煮る。塩（分量外）で味をとと
のえる。食べる直前にレモン汁をかける。

鶏もも（骨付きぶつ切り）肉…600g
塩…小さじ1/2
エビ…250g
玉ねぎ…１個
にんにく…２片
トマトの水煮缶…１缶（400g）
オリーブ油…大さじ１
カレー粉…小さじ２

ローリエ…１枚
ココナッツミルク…１缶（400g）
レモン汁…１個分

ごはん　 
フライドバナナ　
ピーナッツを添えて

1

2

3

鶏とエビのココナッツカレー 
モザンビーク風
骨付き鶏とエビをトマトの水煮とココナッツミルクで煮たカレーは、
シンプル＆手間いらず。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

34

6分
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鯛はひと口大のそぎ切りにする。軽く塩を
して５分おく。

長ねぎ、にんじん、しょうがは全てせん切
りにする。

ボウルに鯛以外のすべての材料を入れ、
混ぜ合わせる。

オーブンペーパーを縦 15cm × 20cm ぐ
らいに切ったものを 8 枚作る。

４のオーブンペーパーを広
げ、鯛ひと切れと野菜をの
せてキャンディーのように
包む（写真）。

圧力鍋に２カップの水とスチーマーを入
れる。５をスチーマーにのせて、ふたをす
る。強火にかけ、第２リングまで上がった
ら、弱火にして約２分加圧する。火を止め、
急速減圧し圧力表示ピンが完全に下がり
きったらふたを開けて、取り出す。

鯛の刺身…１柵
塩…少々
長ねぎ…１本
にんじん…1/3本
しょうが…1/2片
ごま油…小さじ１
酒…大さじ１
オーブンペーパー
水…２カップ　

1

2

3

4

5

6

鯛の包み蒸し 生姜風味

香味野菜で鯛の旨みをギュッと閉じ込めた、
冷めても美味しいパーティーメニュー。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

36

2分

スチーム



39

かぶは 3cm 葉を残して落とし、付け根の
部分は竹串でよく土を洗い落とす。皮をむ
いておく。茎は 10cm 幅に切り、さっとゆ
でておく。

圧力鍋に A を沸かし、かぶを入れる。ふ
たをして強火にかけ、第２リングまで上がっ
たら、火を止める。圧力表示ピンが自然
に下がりきったらふたを開ける。

かぶを取り出して、再び火にかけ、鶏肉を
ほぐしながら加える。沸騰したらアクをす
くい、しょうが汁を加え、水溶き片栗粉で
とろみを出す。

食べる前にかぶの茎、柚子のせん切り、
わかめを添え、３をかける。

かぶ…４個
鶏ひき肉…80g

和だし汁…１1/2カップ
酒・みりん…各大さじ１1/2
薄口しょう油…大さじ2/3
塩…小さじ1/2

しょうが汁…小さじ1/2

片栗粉…小さじ 2（同量の水で溶く）
わかめ…適宜（さっとゆでておく）
柚子（皮のせん切り）…適宜

1

2

3

4

かぶの鶏そぼろ煮

鶏の出汁が上品にきいた甘いかぶと柚子のハーモニーは格別。

■ 材料（4 人分）

◎ 作り方

A

38

0分
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里芋は洗って皮をむき、水に取る。水気
を切ってスチーマーにのせ、圧力鍋に水
３カップを入れたら、三脚とスチーマー
をセットして、ふたをする。強火で第１リ
ングまで上がったら、弱火にして約１分加
圧する。火を止め、急速減圧し圧力表示
ピンが完全に下がりきったらふたを開け、
里芋を取り出して洗う。

圧力鍋に A、1の里芋、押し麦を入れてふ
たをする。強火にかけ、第１リングまで上
がったら、弱火にして約２分加圧する。火
を止め、急速減圧し、圧力表示ピンが完
全に下がりきったらふたを開け、桜えびを
加えて弱火で数分煮る。

里芋…８個
水…３カップ
押し麦…45g（水に 30 分浸けておく）

和だし汁…900㎖
みりん…大さじ２
酒…大さじ１
薄口しょう油…大さじ１
塩…小さじ1/2

干し桜えび…大さじ２

1

2

里芋と押し麦の煮物

里芋と押し麦の食感が絶妙な取り合わせ。
桜エビの香りに包みこまれた煮物は、身体が喜ぶやさしい味。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

A

2分1分

スチーム

+
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圧力鍋に牛すじ肉を入れて水 2ℓを注ぎ、
ふたをして強火にかける。第２リングまで
上がったら、弱火にして約３分加圧する。

火を止め、圧力表示ピンが自然に下がり
きったらふたを開け、1の湯を捨て、牛す
じ肉を取り出し、３cm ぐらいの大きさに
切る。

牛すじ肉を圧力鍋に戻し、1.2ℓの水（分
量外）と昆布、A を加えて中火にかける。
沸騰したら、昆布を取り出し、アクをすくう。
ふたをして再び強火にかけ、第２リングま
で上がったら、弱火にして約 15 分加圧す
る。

牛すじ肉を加圧している間に下ごしらえを
する。ちくわは５mm 幅の小口切り、にん
じんはひと口大の乱切りにする。こんにゃ
くは塩でもんでさっとゆで、スプーンでひ
と口大にちぎる。れんこんは１cm の幅に
切り、十字に４等分に切る。ごぼうは１
cm 幅に切る。さつまいもはくずれやすい
ので２cm 幅に切る。

３の火を止めて圧力表示ピンが自然に下
がりきったらふたを開け、４を加えて中火
にかける。沸騰したら、B を加え、アクを
すくってふたをする。第２リングまで上がっ
たら、弱火にして約５分加圧する（一度冷
ました方が味がしみこみやすい）。火を止
め、圧力表示ピンが自然に下がりきったら
ふたを開ける。

牛すじ肉…400g
水…2ℓ　
昆布…5cm

長ねぎ（青い部分）…１本分
しょうがスライス…２枚

ちくわ…１本
にんじん…1/2本
こんにゃく…1 枚
塩…少々

れんこん…4cm
ごぼう…1/2本
さつまいも…小１本

酒、薄口しょう油、しょう油、みりん
…各大さじ２

あさつき
糸唐辛子を添えて

1

2

3

4

5

根菜たっぷりのすじこん

牛すじも圧力鍋ならあっという間にやわらかに。
繊維質野菜と牛すじのコラーゲンが
嬉しい美肌料理。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

A B

15分 5分3分

牛すじ肉

+ +
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キャベツは外側のかたい葉を取り、4 つ切
りにする。芯を落として、3mm 幅のせん
切りにする。ボウルにキャベツを入れ、塩、
砂糖、ワインビネガーをまぶす。

りんごは 6 等分にして皮をむき、種を取り、
3mm 幅に切る。玉ねぎはみじん切りにする。

圧力鍋を中火に熱し、サラダ油を加えて
玉ねぎを炒める。玉ねぎが透明になってき
たら、りんごを加え、薄く色づくまで、約
5 分かき混ぜながら炒める。

３に 1と A を加えてふたをし、強火にか
ける。第２リングまで上がったら、弱火に
して約１分加圧する。火を止めて急速減圧
し、圧力表示ピンが完全に下がりきったら
ふたを開け、赤ワインを注ぐ。中火にかけ
て、汁気がなくなるまで煮る。

紫キャベツ…１個（約 370 ｇ）
塩…小さじ１1/2（キャベツの約２％）
砂糖…小さじ１1/2
赤ワインビネガー…70㎖
りんご（紅玉）…１個
玉ねぎ…1/3個
サラダ油…大さじ 2

クローブ（ホール）…２粒
キャラウェイ…小さじ１
ローリエ…１枚）

赤ワイン…大さじ 2

グリルしたカジキを添えて

1

2

3

4

ロートコール・ミット・エプフェルン
〜紫キャベツとりんごの蒸し煮〜

肉の煮込み料理の添えものとして、サンドイッチ、パスタにからめてなど、
彩り豊かでアレンジもきくパーティーメニュー。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

A

44

1分
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にんにくと玉ねぎはみじん切りにする。
ベーコンはせん切りにする。里芋は皮をよ
く洗う。

包丁を立てながら、キャベツの芯をくりぬ
く。真ん中から直径８cm 程度に包丁で切
り込みを入れて、下の方までくりぬく（底
はくりぬかない）。くりぬいたキャベツは、
かたい芯を除いてみじん切りにする。

圧力鍋に１カップの水とスチーマーを入
れ、里芋をのせる。ふたをして強火にかけ、
第２リングまで上がったら、約４分加圧し
て、火を止める。圧力表示ピンが自然に
下がりきったらふたを開ける。里芋を取り
出して、皮をむき、ざく切りにする。

別途鍋を用意し、オリーブ油、にんにく、
ベーコンを加えて弱火で熱し、にんにくの
香りが出てきたら、玉ねぎを加えて炒める。
玉ねぎが透明になってきたら、刻んだキャ
ベツを加える。里芋を加え、木べらでつぶ
しながら炒め合わせる。生クリーム、塩、
コショウで味をととのえる。

キャベツのくりぬいた部分
に４をしっかりと詰め込む

（写真）。

圧力鍋に１カップの水（分量外）とスチー
マーを入れ、５を詰めた部分を上にしての
せ、ふたをする。強火にかけ、第２リング
まで上がったら、弱火にして約５分加圧す
る。火を止め、急速減圧し、圧力表示ピ
ンが完全に下がりきったらふたを開ける。
キャベツがやわらかくなっていたら OK。

にんにく…1片
玉ねぎ…1/8個
ベーコン…2 枚
里芋…2 個
キャベツ…1 個（今回はサボイキャベツを使用）
水……１カップ

1

2

3

4

5

6

里芋とベーコンの詰まった
まるごとキャベツ
スタッフィングした里芋のペーストをほろほろとくずしながら、
キャベツをまるごと味わって。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

5分4分

スチーム スチーム

+

オリーブ油…大さじ１
生クリーム…大さじ２
塩…小さじ1/2
コショウ…少々
水…１カップ
シンプルトマトソース（P21）
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ソーセージは楊枝で数カ所に穴をあける。
チョリソは 2cm 角に切る。玉ねぎはくし
切りにする。キャベツは半分に切る。にん
じんは縦半分長さ半分に切る。鶏肉は塩、
コショウを強めにして 10 分おく。にんに
くは皮付きのままにしておく。

圧力鍋に戻して水気を切った豆を入れ、
キャベツをのせる。野菜を加えて、肉、ソー
セージ、チョリソを上にのせる。ローリエ、
白ワイン、水 1ℓを加え、オリーブ油をま
わしかける。

ふたをして強火にかける。第 2 リングまで
上がったら、弱火にして約７分加圧する。
火を止め、ふたに流水をかけ、水冷減圧し、
圧力表示ピンが完全に下がりきったらふた
を開ける。

ソーセージ…100g
チョリソ…50g
玉ねぎ…１個
キャベツ…1/2個
にんじん…1 本
骨付き鶏もも肉（ぶつ切り）…450g
塩、コショウ…各少々

ガルバンゾ豆…70g（戻しておく＊ P15 参照）
にんにく…2 片（皮付き）
ローリエ…１枚
白ワイン…100㎖
水…１ℓ
オリーブ油…大さじ１弱
粒マスタード…適宜

1

2

3

セルドエストファード
〜鶏と野菜のポトフ スペイン風〜

パンにもごはんにもパスタにも合う、チョリソや骨付き鶏もも肉、
ガルバンゾがきいた野菜の煮込み。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

7分
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長ねぎは１cm 幅の小口切りにする。

耐熱ボウルにすべての材料を入れて（ごま
油は最後に）、手でよく混ぜ合わせる。

圧力鍋に１カップの水を注ぎ、スチーマー
を入れ、２のボウルをのせて、ふたをする。
強火にかけ、第２リングまで上がったら、
弱火にして約６分加圧する。火を止め、急
速減圧し、圧力表示ピンが完全に下がり
きったらふたを開け、取り出す。

長ねぎ…１本
鶏手羽元…８本
塩…少々
しょうが…小さじ１（すりおろす）
にんにく…１片（すりおろす）
梅干し…１個（種を取りちぎる）
しょう油…ひとたらし
老酒（日本酒でも）…煮切り大さじ１
豆鼓…小さじ１（なければコショウ少々）
ごま油…大さじ１
水…１カップ

1

2

3

鶏手羽の豆鼓蒸し

豆鼓と梅の旨みが凝縮した本格中華蒸し。主な作業は混ぜるだけ、
あとは圧力鍋におまかせ！

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

50

6分

スチーム
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豚肉はひと口大に切る。ごぼうは２cm 幅
に切り、さっと水にさらす。

圧力鍋に豚肉、水気を切ったごぼう、しょ
うがを入れ、和だし汁を注ぎ、A を加える。

ふたをして強火にかける。沸騰して第 2 リ
ングまで上がったら、弱火にして約５分加
圧する。火を止め、圧力表示ピンが自然
に下がりきったらふたを開ける。

豚肩肉かたまり…300g
ごぼう…150g
しょうが…15g（せん切り）
和だし汁…300㎖

味噌…大さじ２
みりん…大さじ２
しょう油…大さじ１
酒…大さじ１
砂糖…大さじ２

1

2

3

豚肉とごぼうの味噌煮

ごぼうの素朴な香りを堪能できるのも圧力鍋ならでは。
滋味深い味わいがほっとする和食の定番。

■ 材料（４人分） ◎ 作り方

戻して水気を切った大豆を圧力鍋に入れ、
水 500㎖（分量外）を加え、スチーマー
を逆さにしてかぶせる。（＊ P114 参照）
ふたをして強火にかけ、第 2 リングまで上
がったら、弱火にして約 4 分加圧する。火
を止め、圧力表示ピンが自然に下がりきっ
たらふたを開ける。

こんにゃくは塩もみし、さっとゆがいて
1.5cm 角に切る。にんじんは 1.5cm 角、
れんこんは皮付きのまま1.5cm 角に切る。
ごぼうは 1.5cm 幅に切る。

圧力鍋に水気を切った大豆と 2、長ねぎ、
A を入れ、ふたをして強火にかける。第 2

リングまで上がったら、弱火にして約
2 分加圧する。火を止め、

圧力表示ピンが自然
に下がりきったら

ふたを開ける。

大豆…200g（戻しておく＊ P15 参照）
こんにゃく…1/2枚
塩…適量
にんじん…1/2本
れんこん…100g
ごぼう…70g
長ねぎ（青い部分）…１本分

和だし汁…200㎖
しょう油…大さじ 3
砂糖…大さじ３

1

2

3

五目豆

栄養バランスはお墨付き。常備菜として
たっぷり作りおきしたい
ザ・家庭料理。

■ 材料（４人分） ◎ 作り方

2分

5分

4分
+

大豆 五目豆

A

A
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もち米と押し麦は洗って、水に 30 分浸け
ておく。イカは胴から足を抜き、ワタと軟
骨を取り、胴の内側を水洗いして水気を
切っておく。

ゲソは細かく刻んで、混ぜ合わせた A に
つけて 10 分おく。

ボウルに２と水気を切ったもち米、押し麦
しょうがを入れて混ぜ合わせる。

イカに３を半量ずつ詰めて（半分ぐらいが
目安）イカの身の端を楊枝で閉じ、両手
でギュッギュッとイカをおさえ、しっかりと
詰める。

圧力鍋にイカを並べ、B を加え、ふたをし
て強火にかける。第 2 リングまで上がった
ら、弱火にして約 12 分加圧する。火を止
め、圧力表示ピンが自然に下がりきったら
ふたを開ける。

イカを取り出して、汁を煮詰める。とろみ
が出てきたら、火を止めてイカにからめる。
食べやすい大きさに切り、煮詰めたタレを
かける。

もち米…50g
押し麦…45g
スルメイカ…2 杯

イカワタ…大さじ１
しょう油…大さじ１1/2
七味…少々

しょうが…８g（せん切り）

煮切り酒…300㎖
水…300㎖
しょう油…大さじ４
みりん…大さじ４
砂糖…小さじ 2

木の芽を添えて

1

2

3

4

5

6

イカ飯

定番のイカ飯は、イカワタを一緒に詰め込んで濃厚な味わいに。
煮汁で里芋を煮るのもおすすめ。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

12分

A

B
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冬瓜は薄く緑色が残る程度に皮をむき、ワ
タを落として、ひと口大に切る。揚げ油を
120 〜130 度に熱し、さっと油通しする。

圧力鍋に水１カップとスチーマーを入れ、
耐熱ボウルに戻した干し貝柱と Aを入れて
ふたをする。強火にかけて第 2 リングまで
上がったら、弱火にして約 10 分加圧する。
火を止め、圧力表示ピンが自然に下がり
きったらふたを開け、貝柱を取り出してほ
ぐす。

洗った圧力鍋に鶏がらスープ、干し貝柱の
戻し汁、２の貝柱、冬瓜を入れ、ふたをし
て強火にかける。第 2 リングまで上がって
きたら、弱火にして約 3 分加圧する。火
を止め、圧力表示ピンが自然に下がりきっ
たらふたを開ける。そのまま中火にかけて、
塩、コショウで味をととのえ、水溶き片栗
粉でとろみをつけて火を止める。

冬瓜…1/2個
揚げ油…適量
水…１カップ
干し貝柱…４個（白くかたい部分を取り除き、水適

量に浸けて一晩冷蔵庫におく）
水…100㎖
酒…大さじ１
長ねぎ（青い部分）…１本分
しょうがスライス…２枚

鶏がらスープ…500㎖
干し貝柱の戻し汁…120㎖
塩、コショウ…各少々
水溶き片栗粉…大さじ１（同量の水で溶く）

1

2

3

干し貝柱と冬瓜のスープ

むくみ、暑気あたり、二日酔いに効く
冬瓜の薬膳風スープは、干し貝柱の旨みが決め手。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

3分10分

スチーム

+

A
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鶏肉は厚みのある部分を開き、筋に切り
込みを入れて、塩少々をふり10 分おく。

耐熱ボウルに鶏肉の皮面を下にしてのせ、
老酒を煮切り、アルコールを飛ばし、熱い
うちに注ぐ。しょうが、長ねぎをのせる。

圧力鍋に水 2 カップを入れてスチーマー
をのせ、２を入れてふたをする。強火に
かけ、第２リングまで上がったら、弱火に
して約 3 分加圧する。火を止め、圧力表
示ピンが自然に下がりきったらふたを開け
る。

鶏肉は取り出してスライスする。蒸し汁を
煮詰めてとろみが出てきたら、鶏肉にかけ、
黄パプリカ、あさつき、花椒を散らす。

鶏もも肉…１枚
塩…少々
しょうがスライス…２枚
長ねぎ（青い部分）…１本分
水…２カップ
老酒…200㎖
あさつき…適量
黄パプリカ…適宜
花椒（中国山椒…３〜４粒　なければ粒コショウ、

又はなくても可）

1

2

3

4

よだれ鶏

老酒と調味料に漬けた鶏の蒸し煮。
食欲をそそる香りが鶏にしっかりと染み込んだ酒の肴。

■ 材料（4 人分）

◎ 作り方

58

3分

スチーム
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なすはへたを落とし、縦４等分の薄切りに
して水にさらす。長ねぎは斜めに切る。に
んにくは芽を取り、縦にうす切りにする。

ボウルに豚ひき肉、A を入れて軽く混ぜ
合わせる。

なすの水気をふきとり、断面に片栗粉をは
けで薄くぬる。なすの断面に２のひき肉を
のせて交互に重ねる。スチーマーにオーブ
ンペーパーを敷き、なすを並べる。

圧力鍋に水１カップを入れ、３をのせてふ
たをする。強火にかけ、第２リングまで上
がったら、弱火にして５分加圧する。火を
止め、急速減圧し、圧力表示ピンが完全
に下がりきったらふたを開け、取り出す。

別途鍋を用意し、サラダ油、にんにく、ネ
ギを入れて弱火にかける。にんにくとねぎ
が色づいてきたら、取り出す。しょう油を
加え、香ばしい香りがしたら火を止める。

５のにんにく、ねぎ、あさつきは食べる前
にかける。

なす…4 本
長ねぎ…10cm
にんにく…１片
豚ひき肉…200g

長ねぎ…５cm（みじん切り）
しょうが…小さじ 2（みじん切り）
しょう油…小さじ 2
ごま油…大さじ１
コショウ…少々
塩…小さじ1/4

片栗粉…適量
水…1カップ
サラダ油…大さじ 2
しょう油…小さじ 2
あさつき…適量

1

2

3

4

5

6

なすとひき肉の中華風重ね蒸し

簡単中華蒸しなのに、手が込んで見える優秀な一品。
冷めても美味しいので、作りおきもOK。

■ 材料（4 人分）

◎ 作り方

5分

スチーム

A
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豚肩ロースは塩をしっかりまぶして、冷蔵
庫で１〜３日おく。洗って水気をふき、タ
コ糸でしばる。

圧力鍋に 1と水 1.4ℓ、フレッシュタイム、
戻した豆、にんにく、ローリエを入れ、強
火にかける。アクをすくってからふたをす
る。第２リングまで上がったら、弱火にし
て約 10 分加圧する。火を止め、圧力表
示ピンが自然に下がりきったらふたを開け
る。

豚肩ロース…550 〜 600g
白花豆、赤インゲン豆…合わせて 180g（戻しておく＊ P15 参照）
塩…17ｇ（豚肩ロースの３％）
水…1.4ℓ
フレッシュタイム…１枝
にんにく…２片
ローリエ…１枚

パンを添えて

1

2

塩豚と豆の煮込み

煮込みそのものを味わうのはもちろん、
豆と残り汁を煮詰めてパスタとからめてもまた旨し。

■ 材料（4 人分）

◎ 作り方

62

10分
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トマト缶は漉す。にんにくと玉ねぎはみじ
ん切りにする。いんげんはへたを落とし、
３cm 幅に切る。

圧力鍋にオリーブ油、にんにくを入れて弱
火にかける。にんにくの香りが出てきたら
中火にして、鷹の爪と玉ねぎを加えて炒め
る。玉ねぎが透明になってきたら、トマト
缶を加える。沸騰してきたら、タコ、白ワ
イン、ローリエ、オリーブの実を加え、再
び沸騰してきたらアクをすくい、ふたをする。

２を強火にかけ、第２リングまで上がった
ら、弱火にして約３分加圧する。

火を止め、圧力表示ピンが自然に下がり
きったらふたを開けてタコを取り出し、ひ
と口大に切る。弱火にして、いんげんを加
え、約５分煮る。火を止める直前にタコを
戻し、塩で味をととのえる。

トマト缶…１缶（400g）
にんにく…１片
玉ねぎ…1/2個
いんげん…８〜１２本
オリーブ油…50㎖
鷹の爪…１本（種を取る）
ゆでタコ…400g
白ワイン…50㎖

ローリエ…１枚
オリーブの実…1/2カップ
塩…少々

パンを添えて

1

2

3

4

タコとオリーブのトマト煮

タコは切ってから煮るのではなく、まるごと煮てから切ると縮まず、
絶妙な歯ごたえに。

■ 材料（4 人分）

◎ 作り方

3分
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牛肉は１cm幅、れんこんは１cm幅に切り、
さらに半分に切って酢水にさらす。

ボウルに牛肉を入れ、コショウを強めにし
てよく混ぜる。A を加えてさらに手でよく
混ぜる。

２に B を加えてよく混ぜ、サラダ油を加え
て混ぜる。

耐熱ボウル（直径 16.5cm ×高さ８cm）
に３の肉をほぐしながら入れ、水気を切っ
たれんこんに塩少々をしてのせる。

圧力鍋に１カップの水とスチーマーを入
れ、４のボウルをのせる。ふたをして強
火に、第２リングまで上がったら、弱火に
して約 5 分加圧する。火を止め、圧力表
示ピンが自然に下がりきったらふたを開け
る。食べる前に鷹の爪を散らす。

牛バラ薄切り肉（豚バラ肉でも可）…300g
れんこん…４cm
酢…少々
コショウ…少々

しょう油…大さじ１
煮切り酒…大さじ２
砂糖…大さじ１
豆板醤…小さじ１弱

※辛いのが苦手な方は豆板醤のかわりにしょう油
少々を足してください

上新粉…大さじ１
しょうが…大さじ１（みじん切り）

サラダ油…適量
塩…少々
水…1カップ

輪切り鷹の爪
エンダイブを添えて

1

2

3

4

5

牛肉の上新粉蒸し

豆板醤を使えば旨辛に、しょう油を使えば、
ひと味違った美味しさも。

■ 材料（4 人分）

◎ 作り方

66

5分

スチーム

A

B
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にんにくは半分に切って、芽を取る。玉ね
ぎは１cm 幅のくし切りにする。じゃがい
もはよく洗う。

圧力鍋にじゃがいもを皮付きのまま、まる
ごと入れる。玉ねぎの1/3量をのせ、スペア
リブの半量をまんべんなくのせる。にんに
く半量と残りの玉ねぎの半量を散らし、残
りのスペアリブを上に重ね、残りのにんに
くと玉ねぎを散らす。

A をまわしかけ、マーマレードを入れてふ
たをする。強火にかけ、第２リングまで上
がったら、弱火にして約 10 分加圧する。

火を止め、圧力表示ピンが自然に下がり
きったらふたを開けて中火で約10 分煮る。

にんにく…５片
玉ねぎ…２個
小じゃがいも…400g
豚スペアリブ…700g
マーマレードジャム…大さじ４（70g）

しょう油…大さじ３
酒…50㎖
水…400㎖

チャービルを添えて

1

2

3

4

ポークスペアリブのマーマレード煮

マーマレードの酸味とほのかな苦みが肉とじゃがいもに染み込んで
食べあきない美味しさ。豚バラ肉でも。 

■ 材料（4 人分）

◎ 作り方

68

10分

A
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野菜は１cm 角に切る。

魚はうろこと内臓を取り、洗って水気をふ
きとる。塩、コショウをまんべんなくして、
ハーブを中に詰める。

スチーマーの上にオーブンシートを敷き、
1とケイパーを敷く。魚を入れ、その上に
にんにくとハーブをのせ、白ワインとオリー
ブ油をまわしかける（写真）。

圧力鍋に水１カップを入れ、３をのせる。
ふたをして強火にかけ、第２リングまで上
がったら、弱火にして約４分加圧する。火
を止め、急速減圧し、圧力表示ピンが完
全に下がりきったらふたを開け、取り出す。

※魚の大きさにより、蒸し時間が変わる場
合があります。

野菜（ズッキーニ、黄パプリカ、トマト、セロリ、
にんじんなど）…適量

白身の魚（鯛、ほうぼうなど）…１尾約 250g
塩、コショウ…各少々
好みのフレッシュハーブ（ローズマリー、タイム、

ミント、ディルなど）
ケイパー…大さじ１
白ワイン、ペルノーなどの酒…少々
オリーブ油…小さじ２
にんにくスライス…1/2片
水…１カップ

1

2

3

4

白身魚の香草蒸し

見た目に豪華、食べて美味、手間いらず。
丸ごと１尾を香草で蒸した贅沢なメニューは旬の鮮魚で楽しんで。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

70

4分
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野菜はみじん切りにする。

圧力鍋を中火に熱し、オリーブ油を引いて
1の野菜を炒める。野菜に火が通ったらレ
ンズ豆、チキンスープ、A を加えてふたを
する。強火にかけ、第２リングまで上がっ
たら、弱火にして約６分加圧する。

火を止め、圧力表示ピンが自然に下がり
きったらふたを開けて B を合わせ、塩、
コショウで味をととのえる。

にんじん…1/2本
セロリ…１本
玉ねぎ…1/4個
にんにく…１片
オリーブ油…大さじ２
レンズ豆…150g（洗っておく）
チキンスープ…400㎖

ローリエ…１枚
クローブ…２粒
タイム…少々
あればジュニパーベリー…２〜３粒

※煮だし用ティーバックに入れる

粒マスタード…大さじ１
白ワインビネガー…大さじ２

塩、コショウ…各少々

オレガノ
オーブンで焼いた山羊チーズ
パンを添えて

1

2

3

ザウワーリンゼン
〜酸味の効いたレンズ豆の煮物〜

伝統的なドイツ家庭料理は、山羊のチーズグリルや
ソテーしたサーモンに添えても好相性。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

72

6分

A

B
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ザワークラウトはさっと水で洗い、水気を
切っておく。ソーセージは楊枝で数カ所穴
をあけておく。玉ねぎはスライスする。

圧力鍋にオリーブ油を入れて熱し、玉ねぎ
を炒める。玉ねぎが透明になってきたら、
ザワークラウト、ベーコン、タイム、ロー
リエ、白ワイン、白ワインビネガーを加え
る。沸騰してアルコールが飛んだら、ソー
セージを加えてふたをする。

強火にかけて第２リングまで上がったら、
弱火にして約３分加圧する。火を止め、圧
力表示ピンが自然に下がりきったら、ふた
を開けて味をみる。酸味がまろやかになっ
ていたら、塩、コショウで味をととのえる。
まろやかになっていなければ、そのままも
う少し煮てから、味をととのえる。

食べる前にグリエールチーズ、炒めたベー
コンをたっぷりかけ、パセリを散らす。

ザワークラウト（市販）…400g
ソーセージ…8 本
玉ねぎ…１個
オリーブ油…大さじ２
ベーコンかたまり…４cm
フレッシュタイム…１枝
ローリエ…１枚
白ワイン…200㎖
白ワインビネガー…50㎖

塩、コショウ…各少々
チーズ　グリエールチーズ…適量（すりおろす）
ベーコン…適量
パセリ…適宜

1

2

3

4

シュークルート
〜ザワークラウトのソーセージ煮込み〜

ドイツの家庭料理も市販のザワークラフトを使えば、
驚くほど手軽に。アルザスの白ワインを傾けながら。

■ 材料（4 人分）

◎ 作り方

3分
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野菜はみじん切りにする。肉は２cm 角に
切り、塩小さじ１をまぶす。

圧力鍋に戻して水気を切った白いんげん豆
を入れ、水２カップと塩小さじ１／２（分量外）
を加え、スチーマーを逆さにしてかぶせ
る。（＊ P114 参照）ふたをして強火にかけ、
第２リングまで上がったら、弱火にして約
２分加圧する。火を止め、圧力表示ピン
が自然に下がりきったらふたを開け、取り
出して水気を切る。

洗った圧力鍋を中火で熱し、オリーブ油を
入れて牛肉を炒める。肉に火が通ったら、
野菜を加えて炒め、野菜がしんなりしたら、
２の白いんげん豆と A を加える。水を注
いで沸騰したら、アクをすくいふたをする。

強火にかけて第２リングまで上がったら、
弱火にして約 20 分加圧する。火を止め、
圧力表示ピンが自然に下がりきったらふた
を開けてかき混ぜる。ふたをして再び強火
にかけ、第２リングまで上がったら、弱火
にして約 20 分加圧する。

圧力表示ピンが自然に下がりきったらふた
を開け、中火で水分を飛ばしながら、よく
かき混ぜる。すべてがくずれてとろりとす
るまで煮て、塩、コショウで味をととのえる。

にんじん…１／２本
玉ねぎ…１個
セロリ…１本
牛もも肉かたまり…500g
塩…小さじ１　
白いんげん豆…70 ｇ（戻しておく＊ P15 参照）
水…２カップ
オリーブ油…大さじ２

クローブ…２本
ローリエ…２枚
黒こしょう…４粒

塩、コショウ…各少々

ディジョンマスタード
パンを添えて

1

2

3

4

5

自家製コンビーフ

本来なら８時間の煮込みも圧力鍋なら大幅に短縮。
じんわり美味しさの広がるコンビーフをご家庭で。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

A

20分 20分2分

白いんげん豆

+ +
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サフランは水 100㎖に浸けておく。じゃ
がいもは皮をむいて、１cm 幅に切り、水
にさらす。トマトはヘタを取り、１cm 幅
に切る。玉ねぎは１cm の輪切りにする。
にんじんは縦４等分に切る。にんにくは
薄くスライスし、香菜は根ごとみじん切り
にする。

子持ち鰈はレモン塩をすりつける。

圧力鍋にオリーブ油を引き、水気を切った
じゃがいもを並べる。その上に、玉ねぎを
並べる。

３の上に子持ち鰈を並べ、にんにく、トマ
ト、カリフラワー、にんじんをのせる。A
を全体に散らし、サフラン水をまわしかけ
る。上に香菜をのせ、ふたをして、強火
にかける。第２リングまで上がったら、弱
火にして約７分加圧する。火を止め、急
速減圧し、圧力表示ピンが完全に下がり
きったらふたを開け、取り出す。

サフラン…ひとつまみ（パプリカでも可）
水…１00㎖
じゃがいも…２個
トマト…１個
玉ねぎ…１／２個
にんじん…１／２本
にんにく…１片
子持ち鰈…２～４切れ
オリーブ油…大さじ２
カリフラワー…４房
レモンの塩漬け…適量（レモンを皮ごとハーブと香

辛料、塩で漬け込んだもの。なければレモンス
ライスと塩を混ぜ合わせて使用）

香菜…１束
クミンシード…小さじ１
ジンジャーパウダー…小さじ１／２
鷹の爪１本（種を取り、ちぎる）

クスクス
ハリサ（チュニジア圏の唐辛子ペースト）を添えて

1

2

3

4

子持ち鰈
カレイ

のスパイス煮 タジン風

爽やかなオリエンタルの香りのレモン塩が
さらに風味を増してくれる一品。タラやカジキ、鶏肉でも。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

A

7分
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トマトはへたを落とす。バワンメラ、にん
にく、唐辛子はみじん切りにする。トラシー
は竹串に刺してガス火に当て、表面を焼く。

圧力鍋にトマト半量と水 50㎖を入れ、ふ
たをして強火にかける。第１リングまで上
がったら、弱火にして約３分加圧し、火を
止める。

別途鍋を用意し、油を加えずに、にんにく
と玉ねぎ（バワンメラ）を入れて、中強火
でよくかき混ぜながら、玉ねぎ（バワンメラ）
が少ししんなりして色がつくまで炒める。

２の圧力表示ピンが自然に下がりきったら
ふたを開け、３と残りのトマト、唐辛子を
加え、ふたをして中火にかける。第１リン
グまで上がったら、弱火にして約３分加圧
する。

火を止め、圧力表示ピンが自然に下がり
きったら４を取り出して、トラシーと合わ
せてすり鉢でする。鍋に戻して、弱火にか
けてふつふつしてきたら、オリーブ油を少
しずつ加えながら混ぜ合わせる。塩、砂糖、
こぶみかんの葉を加える。

小さめのトマト…20 個
バワンメラ（ミニレッドオニオン）…15 個（玉ねぎ

なら１個）
にんにく…５片
フレッシュ赤唐辛子（大）…10 本
フレッシュ赤唐辛子（小）…１カップ
トラシー（オキアミやエビを発酵させて作るインド

ネシアの調味料）…大さじ１（生唐辛子、カピ、
ナンプラーでも可）

水…50㎖

オリーブ油…100㎖　
塩…小さじ１
砂糖…大さじ１１／３
こぶみかんの葉…10 枚

豚肉のソテー
ズッキーニ
スライスレモンを添えて
※辛さは好みで調節してください。

1

2

3

4

5

サンバル
〜バリ風スパイシートマトソース〜

魚のソース、パスタ、ステーキ、サラダなど、
アレンジ次第でバリエーションは自由自在。

■ 材料（できあがり約 500 ｇ分）

◎ 作り方

3分3分
+
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戻して水気を切ったレッドキドニービーンズ
（豆）を圧力鍋に入れ、水２カップと塩小
さじ１／２を加え、スチーマーを逆さにしてか
ぶせる。（＊ P114 参照）ふたをして強火
にかけ、第２リングまで上がったら、弱火
にして約２分加圧する。火を止め、圧力表
示ピンが自然に下がりきったらふたを開け、
取り出して水気を切る。

チョリソー・ソーセージは１cm 角のサイコ
ロに切る。玉ねぎとにんにくはみじん切り、
パプリカはヘタと種を取り、１cm 角に切
る。トマトはへたを落とし、中の種をのぞ
く。香菜は葉と根を分けてみじん切りにす
る。トマト缶は漉す。

圧力鍋にオリーブ油を入れて中火に熱し、
牛ひき肉をしっかりと炒める。にんにく、
香菜の根の部分を入れて炒め、にんにくの
香りが出てきたら、玉ねぎを加える。玉ね
ぎが半透明になってきたら、A、B、チョ
リソー・ソーセージ、パプリカ、1 の豆、
トマト缶、ビーフブロス、香菜、トマトを
くずしながら加える。沸騰したらアクをす
くい、ふたをする。

強火にかけて第２リングまで上がったら、
弱火にして約 6 分加圧する。圧力表示ピン
が自然に下がりきったら、ふたを開け、汁
気が減って豆が見えるまで弱火で約５分煮
る。塩（分量外）で味をととのえ、食べる
前にパルミジャーノチーズをかける。

レッドキドニービーンズ（乾燥）
　…200g（戻しておく＊ P15 参照）
水…２カップ
塩…小さじ１／２
チョリソー・ソーセージ…200g
玉ねぎ…大１個
にんにく…２片
赤パプリカ…１個
トマト…１個
香菜…３株
トマト缶（800 ｇ）…２缶
牛ひき肉…200g
オリーブ油…大さじ２

チリパウダー…50㎖
クミン…小さじ２
乾燥バジル…小さじ１
カイエンヌペッパー…小さじ１
ローリエ…１枚
スティックシナモン…１本
ハラペーニョ…２本　※タコ糸で結ぶ

ビーフブロス…２缶（ビーフコンソメ 800㎖でも可）
パルミジャーノチーズ…適量（すりおろす）

トルティーヤチップスを添えて

1

2

3

4

チリコンカルネ
〜豆と牛ひき肉のスパイシー煮込み〜

小分けにして冷凍しておくと、突然の来客への一品にもなる便利メニュー。

■ 材料（4 人分）

◎ 作り方

A

B

6分2分
+
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豚バラ肉は塩少々を全体にふり、圧力鍋を
強火で熱し、表面を焼いて余分な脂を落とす。

圧力鍋を洗って、豚 バラ肉を戻し、水
600㎖と A を加えてふたをする。強火に
かけて第２リングまで上がったら、弱火に
して約 12 分加圧する。火を止め、圧力表
示ピンが下がるまで自然に冷ます（煮汁は
取っておく）。

食べる寸前に、圧力鍋に水１カップ（分量
外）とスチーマーを入れて、豚バラ肉をの
せてふたをする。強火にかけ、第２リング
まで上がったら、弱火にして約５分加圧す
る。火を止め、圧力表示ピンが自然に下
がりきったらふたを開ける。

圧力鍋を洗い、煮汁を戻して半量まで煮詰
め、豚肉を入れてからめる。豚肉を取り出
して、１cm 幅に切る。煮汁はさらにとろ
みが出るまで煮詰め、ソースとしてかける。

豚バラかたまり肉…約 550 ～ 600g
塩…少々
水……600㎖

赤ワイン…１カップ
バルサミコ酢…大さじ３
にんにく…１片
ローリエ…１枚
しょう油…大さじ３

セルバチコを添えて

1

2

3

4

赤ワインとバルサミコ風味の角煮

赤ワインが進む洋風角煮。
ほどよい食感とバルサミコならではのさっぱり味を堪能して。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

A

5分12分

スチーム

+
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豚肉は１cm 幅、長さ 3cm に切る。

ボウルに 1の豚肉と A と B の香辛料を入
れ、手でよく混ぜ合わせ、常温で約 30 分
おく。

30 分経ったら、２に C を加えて混ぜ合
わせる。

圧力鍋にサラダ油を入れて中強火で熱し、
３を加えて炒める。木べらでかきまぜなが
ら、ふつふつと沸騰してきたらふたをする。
第２リングまで上がったら、弱火にして約
８分加圧する。火を止め、圧力表示ピン
が自然に下がりきったらふたを開けて味を
みる。塩が足りなければととのえる。

豚肩ロースかたまり肉…500g
玉ねぎ…１／２カップ（すりおろす）
にんにく…大さじ２（すりおろす）
しょうが…大さじ２（すりおろす）
塩…小さじ１
ターメッリックパウダー…小さじ１
チリパウダー…大さじ１
ガラムマサラ…大さじ２
カルダモン…２～３個（割る）
クローブ（ホール）…３個
シナモンスティック…１本（今回はワイルドシナ

モンスティックを使用）
シナモンの葉…２枚（３等分ぐらいにちぎる）

（ローリエでも）

トマトホール缶…大さじ３
ヨーグルト…大さじ２～３
ココナッツミルク…１カップ強

サラダ油…100㎖

ごはん
カシューナッツ
ゴーヤのペーストを添えて

1

2

3

4

豚のブナ
〜バングラデシュ風カレー〜

ブナとは汁気のないカレーのこと。
鶏や魚で作っても大人だけが楽しめる禁断の味に。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

A
C

B

8分
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玉ねぎはみじん切りにし、ベーコンは半
分に切る。ピクルスとにんじんは１cm 角、
長さ10㎝の棒切りにする。セロリは 10㎝
分を１cm 角の棒切り、残りはみじん切り
にする。リーキはみじん切りにする。バター
と小麦粉は練り合わせておく。

にんじんはあらかじめ圧力鍋で加圧してお
く（第１リングまで上がったら、火を止め、
急速減圧する）。

牛肉を２枚並べ、真ん中は少し重ねる。

３の牛肉の表面にディジョ
ンマスタードを塗り、玉ねぎ
を散らす。牛肉の端が狭い
方にベーコン２切れ、ピク
ルス、にんじん、セロリを
のせて、具を芯にして端か
ら肉をくるくると巻く（写真）。

圧力鍋にラードを熱し、４の肉の閉じ面を
下にして、強火で表面に焼き色をつける。

５の肉は一度取り出して圧力鍋を洗い、再
びラードを熱し、セロリ、リーキを加えて
炒める。水２カップ、赤ワインとパセリの
茎を加えて沸騰したら、5 の肉とトマトペー
ストを加える。再び沸騰したら、アクをす
くい、ふたをして第２リングまで上がった
ら、弱火にして約３分加圧する。

火を止め、圧力表示ピンが自然に下がり
きったらふたを開けて、中火にして練り合
わせたバターと小麦粉を加える。

とろみが出てきたら、塩、ピクルスの漬け
汁で味をととのえる。

玉ねぎ…１／２個
ベーコン…４枚
きゅうりのピクルス…３本
にんじん…10cm
セロリ…１本
リーキ（長ねぎでも）…１／３本
バター…20g
小麦粉…大さじ２１／２
牛肉の薄切り…８枚
ディジョンマスタード…大さじ２

ラード…適量
水…２カップ
赤ワイン…400㎖
パセリの茎…３本
トマトペースト…大さじ１
塩…少々
ピクルスの漬け汁…大さじ１

カルトッフェルクヌーデル（ドイツ風じゃがいも団子）
を添えて

1

2

3

4

5

6

7

8

ルーラーデ
〜野菜の牛肉ロール巻き煮込み〜

切り口の配色が美しい洋風牛肉巻き。
牛肉と野菜にピクルスの酸味の絶妙なコンビネーション。

■ 材料（4 人分）

◎ 作り方

3分
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鍋に豚バラ肉と水 1.2ℓと A を入れて強
火にかける。沸騰してアクが出てきたら、
しっかり取り除き、ふたをする。第２リン
グまで上がったきたら、弱火にして約 10
分加圧する。

高菜漬けは１cm 幅に切る。

火を止め、圧力表示ピンが自然に下がり
きったらふたを開け、豚肉を取り出す。豚
肉が熱いうちにしょう油（分量外）適量を
まぶす。ゆで汁は、浮いた脂を取り除き、スー
プに使うのでとっておく。

揚げ油を入れ180 度に熱して、３の豚肉
の表面に色づくまで揚げる。バットに取り
出して、1cm 幅に切る。

サラダ油を弱火に熱し、B を加えて炒め、
香りが出てきたら中火にして、高菜を加え
て炒める。

耐熱ボウル（直径 16.5cm
×高さ８cm）に豚肉を重
ならないようにしてしき詰
める。５の高菜をのせ、C
を合わせて注ぎ、しょうが
と長ねぎをのせる（写真）。

圧力鍋に水１カップとスチーマーを入れ
て 6 をのせ、ふたをして強火にかける。
第２リングまで上がったら、弱火にして約
20 分加圧する。火を止め、圧力表示ピ
ンが自然に下がりきったらふたを開ける。
蒸し上がったら取り出して、小皿をのせて
少しずらし、皿を押さえながらボウルを
傾けて、蒸し汁を取り分ける。

小鍋に 7 の蒸し汁を注いで沸かし、水溶
き片栗粉でとろみをつけてかける。

豚バラかたまり肉…450g
水…1.2ℓ

長ねぎ（青い部分）…1 本分
しょうがスライス…２枚

高菜漬け…150g
にんにく…１片（みじん切り）
しょうが…小さじ１（みじん切り）
鷹の爪…１／２本（種を取りちぎる）

※豚のスープ…100㎖
しょう油…小さじ２
煮切り酒（老酒）…大さじ２
オイスターソース…大さじ１／２

しょうがスライス…２枚
長ねぎ（青い部分）…10cm
水…1カップ
サラダ油、揚げ油…各適量
片栗粉…小さじ２（同量の水で溶く）
しょう油…少々

1

2

3

4

5

6

7

8

豚バラ肉と高菜の重ね蒸し

重ねた豚バラからしみ出る肉汁と高菜の旨みに
うっとり！の中華蒸し。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

A

B

C

20分10分

スチーム

+
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オクラは縦半分、トマトは１cm 角に切る。
セロリ、玉ねぎ、にんにく、青唐辛子はみ
じん切りにする。エビは殻をむかず、背わ
ただけ取る。

別途鍋を用意し、A を茶色く色づくまで、
木べらで休まずにかき混ぜながら中火で
炒める。

圧力鍋にバターを熱し、にんにくを加える。
にんにくの香りが出てきたら、玉ねぎとセ
ロリを加え、きつね色になるまで炒めて、
ケイジャンスパイスと青唐辛子を加える。
香りが出てきたら、トマトとオクラを加え、
ふたをして強火にかける。第１リングまで
上がったら、弱火にして１分加圧する。

火を止め、圧力表示ピンが自然に下がり
きったらふたを開けて、水600㎖を加える。
強火にかけ、沸騰したら、中火にして２を
少しずつ好みのとろみが出るまで加える。
エビとホタテも加え、約 10 分煮る。塩で
味をととのえる。

オクラ…３パック
トマト…２個
セロリ…２本
玉ねぎ…1 個
にんにく…２片
青唐辛子…３本（ピーマン４個でも可）
バター…60g
エビ（無頭）…200g
ホタテ…４～８個（今回はボイルしたものを使用）

サラダ油…大さじ５
薄力粉…大さじ５

ケイジャン・スパイス（ガーリックパウダー…大さじ１、
オニオンパウダー…大さじ１、白コショウ・黒コショ
ウ…各小さじ２、カイエンヌペッパー…小さじ１１／２、
タイム…小さじ２、オレガノ…小さじ１／２）

塩…少々
水…600㎖

ごはん
オクラ
レモンを添えて

1

2

3

4

エビとホタテのシーフード・ガンボ

シーフードのかわりに骨付き鶏、ソーセージ、
豚肉などで作ってもまた別の美味しさが楽しめるケイジャン料理。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

A

1分
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豚肉は２cm 幅に切り、しっかり塩、コショ
ウをする。玉ねぎは１cm 角、にんにくは
みじん切りする。ザワークラウトは水で
さっと洗っておく。

圧力鍋にバターを入れて中火に熱し、バ
ターが溶けてきたら、玉ねぎを炒める。玉
ねぎが透明になってきたら、豚肉を加え、
表面の色が変わるまで炒める。パプリカ、
キャラウェイ、マジョラムを加えて、全体
を混ぜ合わせる。小麦粉を加え、全体を
からめる。

２に水 600㎖を注ぎ、強火にして沸騰し
たら、アクをすくい、ふたをする。第２リ
ングまで上がったら、弱火にして約５分
加圧する。

火を止め、圧力表示ピンが自然に下がり
きったらふたを開けて中火にかける。ザ
ワークラウト、メープルシロップ、にんに
くを加え、アクを取りながら、約 10 分弱
火で煮込み、塩で味をととのえる。

※酸味が欲しいときは、ヨーグルト、生ク
リームを同量加える。

豚肩ロース肉…500g
塩、コショウ…各少々
玉ねぎ…１個
にんにく…２片
ザワークラウト（市販）…１カップ
バター…20g
乾燥パプリカ（粉末）…大さじ２

キャラウェイ…小さじ２
フレッシュマジョラム…１枝
小麦粉…大さじ２
水…600㎖
メープルシロップ…大さじ２
※ヨーグルト、生クリーム…各100㎖
フレッシュタイムを添えて

1

2

3

4

豚肉のグラーシュ

伝統的な家庭のシチューは、キャラウェイの香りで食欲アップ。
お好みで牛肉やソーセージを加えても。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

5分



9998

合鴨に塩をすり込む。梅肉ソースは混ぜ合
わせる。

圧力鍋を強火で熱し、鴨の皮面をきつね
色になるまで焼く。途中脂が出てくるので、
ペーパーで吸いながら、返し身の方はさっ
と焼く。鴨は取り出して、圧力鍋を洗う。

耐熱容器に大根おろしと鴨の皮を下にして
のせ、全体を大根おろしで包む。

１カップの水にスチーマーをのせて、3 を
のせる。ふたをして強火にかけて第２リン
グまで上がったら、弱火にして約５分加圧
する。火を止め、圧力表示ピンが自然に
下がりきったらふたを開け、鴨を取り出し、
大根を取り除く。皮面を上にして、アルミ
箔で包み自然に冷ます（ゆっくりと冷ます
ことで中まで火を通す）。

鴨をスライスして梅肉ソースを添える。

合鴨…約 260g
塩…3.9g（合鴨の 1.5％）
大根おろし…１カップ（ザルにあけ、ガーゼに包み

流水でさっと洗い軽く絞る）
水…1カップ
梅肉ソース（梅干し…１個〔種をとり包丁の背でたた

く〕、煮切りみりん…小さじ１、砂糖…小さじ１、
うす口しょう油…小さじ２）

木の芽
ラディッキオ
プチトマトを添えて

1

2

3

4

5

鴨ロースのやわらか蒸し 梅ソース添え

難しい鴨の火入れも圧力鍋なら簡単。
肉をやわらかく仕上げ、余分な脂を吸収してくれる大根おろしにご注目。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

5分

スチーム
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肉は１～２時間たっぷりの水に浸けて血抜
きをする。

保存用の袋に水気を切った
1 の肉とソミュール液を入
れて冷蔵庫で４～５日おく

（写真）。

肉をさっと洗い、圧力鍋に入れる。A と
水 1.2ℓを加え、ふたをして強火にかける。
第２リングまで上がったら、弱火にして約
20 分加圧する。火を止め、圧力表示ピン
が自然に下がりきったらふたを開ける。

骨付き豚すね肉…約 750g
ソミュール液（水…１ℓ、塩…50g、砂糖…大さじ１、

粒コショウ…３粒、ローリエ…１枚、ナツメグ…小
さじ１、クローブ…６粒、ジュニパーベリー…６粒）

セロリ…１本
にんじん…１本
玉ねぎ…１個
にんにく…１片
白ワイン…１／２カップ
ローリエ…１枚

水……1.2ℓ

ザワークラウト
ワイルドライスを添えて

1

2

3

アイスバイン

下ごしらえさえしておけば、作り方はいたってシンプル＆
できあがりはゴージャスな骨付き豚肉の豪快料理。

■ 材料（４人分）

◎ 作り方

20分

A
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素材別早見表

たけのこ２本（800ｇ）

大根16cm（450ｇ）

キャベツ8枚（800ｇ）

玉ねぎ4個（800ｇ）

ごぼう2本（400g）

かぶ小 8個（160g）

さつまいも1本（200g）

とうもろこし1本

栗500g

豚ロースかたまり肉1kg

鶏もも骨つき肉4本

豚スペアリブ600ｇ

牛テール800g

牛すじ肉400g

さんま３尾

いわし4尾

黒豆1カップ（150ｇ）

レンズ豆１カップ（160g）　

金時豆１カップ（160g）

白花豆１カップ（140g）

ひよこ豆１カップ（150g）

あずき豆１カップ（160g）

ゆで卵4個

白米2合

玄米2合

白米（お粥）1/2 合

雑穀米2合

パスタ100g
（通常7分ゆでるもの）

食品名・分量 食品名・分量

1000㎖

600㎖

100㎖（蒸す）

600㎖

660㎖

300㎖（蒸す） 

100㎖（蒸す）

250㎖

栗にかぶる程度

300㎖（蒸す）

250㎖（蒸す）

250㎖（蒸す）

1000㎖

1000㎖

360㎖

360㎖

600㎖

200㎖

600㎖

600㎖

600㎖

600㎖

200㎖

360㎖

460㎖

900㎖

360㎖

1000㎖

水分量
（調味料の分量も含む）

水分量
（調味料の分量も含む）

１0 分

5 分

0 分

3 分

3 分

3 分

2 分

0 分

15 分

40 分

10 分

10 分

30 分

25 〜 30 分

15 分

20 分

5 〜10 分

3 分

2 分

3 分

3 分

13 分

2 分

4 分

20 〜 25 分

10 分

4 分

1 分

加圧時間 加圧時間

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

自然減圧

水冷減圧

圧力を
下げる方法

圧力を
下げる方法

米のとぎ汁を使う

長さを 4 等分する

圧力がかかり始めたら
すぐに火を止める

大きめに切る

1cm 幅に切る

第２リングが見えたら、
火を止める

3 等分する

小さめのひと口大に切る

1 尾を 4 等分する

1 尾を 2 〜 3 等分する

調味料をまぜた水に
一晩つけておく

水に一晩つける、
または P15 参照

水に一晩つける、
または P15 参照

水に一晩つける、
または P15 参照

卵は常温に戻しておく

米 1 合と雑穀ミックス
1 合を合わせる

水の分量に対して１％の
塩を加える

備考 備考

■ 加圧時間は熱源や材料の種類・性質・水分量により、多少異なることがございます。あくまでも目安としてご活用ください。
■ 材料の分量が違っても、大きさが表の条件と同じなら、調理時間はほぼ同じです。
■ 圧力鍋に入れられる材料の分量は鍋の深さの2/3まで、ただし、加熱でかさが増える豆類・乾物などは1/3までです。
■ 加圧時間はタイマーをセットして正確にはかってください。

※基本的に加圧レベルは第２リング（高圧）に設定したときの数値です。
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■ 本書の内容および WMFの圧力鍋についてのお問い合わせ

株式会社グループセブ ジャパン
お客様相談センター　

［月〜金］9:00 〜18:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

料理アシスタント
佐竹寛　木部真希

スタイリング
久保田朋子

編集
中森裕美

撮影
香出剛志　福島伸好（スタジオジャバラ）

デザイン
村上祥子　市尾なぎさ（環境デザイン研究所）

制作
渡辺真人（株式会社誠文堂新光社）

タカハシユキ
フードコーディネーター。
和洋中のジャンルにしばられない、新しい発想で生み出す
レシピは、男女問わず人気が高い。
著書に『キレイを作る、フルーツ酒＆フルーツ酢』（学研）、

『エブリディ サンドイッチ』（河出書房新社）、
『免疫力をアップする、塩麹のおかず』（レタスクラブ MOOK）
他多数。

「このレシピブックをきっかけに楽しい圧力鍋生活をはじめ
ましょう！」

かんたん・はやい・おいしい世
せ か い

界の料
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