
作り方 料理写真

鶏ささみ 500ｇ ① ﾊﾞﾀｰ、ﾊﾟｾﾘ、ﾆﾝﾆｸ、ｱｰﾓﾝﾄﾞ、
パン粉 適量 のりクロをﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰにかける。
小麦粉 適量
卵 適量
【のりクロﾊﾞﾀｰ】 ② ①を円柱型に整形し冷やし固める。
のりクロ 40g
ﾊﾞﾀｰ 50g
ﾊﾟｾﾘ 25g ③ 鶏ささみを開き、叩いて伸ばす。
ﾆﾝﾆｸ 5g （塩、胡椒はしなくて良い）
ｱｰﾓﾝﾄﾞ 5g

ｻﾆｰﾚﾀｽ 適量 ④ ②を③で巻いて、小麦粉、卵、パン粉を
ﾜｻﾋﾞ菜 適量 つけて、180℃の油で5分程揚げる。

⑤ 半分に切り、ｻﾆｰﾚﾀｽとわさび菜と
一緒に盛る。

材料　5人前

鶏ささみのキエフ風のりクロ

ホテル　セントラーザ博多　　　廣松　裕豊



作り方 料理写真

ｻｰﾓﾝﾌｨﾚ 350ｇ ① のりクロの中にきざんだシそ昆布、ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙを
ＥＸＶｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 120ｃｃ いれて混ぜ合わせる。
ﾆﾝﾆｸ 1片
ﾃﾞｨﾙ、ｾﾙﾌｨユ ② ｻｰﾓﾝは皮をひき一切れ70ｇくらいに切り分ける。
ｲﾀﾘｱﾝﾊﾟｾﾘ 各10ｇ

③ ﾊﾞｼﾞﾙ、ﾏﾂの実、EXﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙを
【ｼﾞｪﾉﾍﾞｰｾﾞｿｰｽ】 まぜあわせてｼﾞｪﾉﾍﾞｰｾﾞｿｰｽをつくる。
ﾊﾞｼﾞﾙの葉 80ｇ
松の実ﾛｰｽﾄ 50ｇ
ＥＸＶｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 120ｃｃ ④ ＥＸＶｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙにきざんだ香草、ﾆﾝﾆｸみじん切り
ﾆﾝﾆｸ 1片 こしょうを加えて、そこにｻｰﾓﾝを漬け込む。
塩、こしょう 適量 冷蔵庫で4時間マリネする。
粉ﾁｰｽﾞ 30ｇ

⑤ ｻｰﾓﾝをｵｲﾙから取り出して、室温に戻しておく。
のりクロ 200ｇ
しそ昆布 50ｇ
ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 少々 ⑥ 天板にｸｯｷﾝｸﾞｼｰﾄを厚めに敷いて、その上に
海藻 50ｇ ｻｰﾓﾝをのせて低温に温めたｵｰﾌﾞﾝ火を入れる。
玉葱 20ｇ
赤黄ﾊﾟﾌﾟﾘｶ 10ｇ ⑦ ｻｰﾓﾝにマリネ液を入れながら火を入れ、

半生の状態に仕上げる。

⑧ ｻｰﾓﾝをｵｰﾌﾞﾝから出して、のりクロｿｰｽをぬり
皿の真ん中にｻｰﾓﾝをおいて、周りに海藻、
その周りに③のｼﾞｪﾉﾍﾞｰｾﾞを流す。

⑨ 上からﾊﾟﾌﾟﾘｶと玉ねぎを薄切りにした物を
散らす。

材料　5人前

サーモンのロースト　のりクロソース

ホテル　セントラーザ博多　　　武藤　徹



作り方 料理写真

大根 400g ① 大根は300gを繊維に沿って、2～3cm
長ネギ 1本 に千切り、残りの100gを大根卸しに、
干しｴﾋﾞ 16g 長ネギは、小口切りと白髪ねぎにする。
白玉粉 200g
片栗粉 60g ② 鍋に湯を入れて、大根を入れ、透き通るまで煮る。
のりクロ 80g さらに、長ネギ、干しエビを加えてひと煮立ち

させる。
ｻﾗﾀﾞ油 15g
ごま油 15g ③ ｻﾞﾙにあげる。（煮汁は捨てずに）
片栗粉 適量
小葱 少々 ④ ボウルに白玉粉、片栗粉、のりクロを入れ
糸唐辛子 少々 かき混ぜる。
（ｿｰｽ）
ﾎﾟﾝ酢 適量
のりクロ 適量 ⑤ ①の大根おろしを水気を切って加え、良く混ぜる。

⑥ ③の煮汁を少しずつ加え、ひとまとまりになり、
どろっとするまで混ぜる。

⑦ バットにラップを敷いて、⑥を平らに広げ、
上からさらにラップをして、5～6分蒸す。

⑧ 充分に冷まして、適当な大きさに切り分け、
片栗粉をまぶす。
ﾌﾗｲﾊﾟﾝにごま油とｻﾗﾀﾞ油をひいて焼く。

⑨ ﾎﾟﾝ酢にのりクロをお好みで加えてｿｰｽを
つくる。

⑩ 白髪ねぎ、糸唐辛子、小葱を添える。

材料　5人前

のりクロ入り大根餅

ホテル　セントラーザ博多　　　野田　努



作り方 料理写真

ﾑｷｱｻﾘ 20個 ① ｱﾎﾞｶﾞﾄﾞは皮を剥き、種を取って
　 賽の目に切る。
ﾔﾘｲｶﾘﾝｸﾞ 15個

ﾑｷ海老 20個 ② ﾑｷｱｻﾘ、ﾔﾘｲｶﾘﾝｸﾞ、ﾑｷ海老に
塩、胡椒をし、鍋で炒める。

ｱﾎﾞｶﾄﾞ 1個 この時に白ﾜｲﾝをふってｱﾙｺｰﾙを飛ばす。

ﾎﾜｲﾄｿｰｽ 500ｃｃ

のりクロ 40ｇ ③ ②の鍋に①のｱﾎﾞｶﾄﾞを加え、更に
ﾎﾜｲﾄｿｰｽを300ｃｃとのりクロを30ｇ加えて

卵 2個 塩、胡椒で味を整え、ｺｺｯﾄ皿に入れる。

白ﾜｲﾝ 適量
④ 卵を卵白と卵黄に分け、ﾎﾞｳﾙに

ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞ　　適量 ﾎﾜｲﾄｿｰｽを200ｃｃと卵黄、のりクロを
10ｇ加え混ぜる。

塩 適量

胡椒 適量 ⑤ 卵白をﾎﾞｳﾙでﾒﾚﾝｹﾞのように泡立て、
④のﾎﾞｳﾙに加え、さっくりと泡を潰さない
ように混ぜる。

⑥ ③のｺｺｯﾄ皿に⑤をかけてﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞを
ふる。

⑦ 180℃のｵｰﾌﾞﾝで焼き上げる。

材料　5人前

のりクロのシーフードスフレ

ホテル　セントラーザ博多　　　大屋　篤



作り方 料理写真

わたり蟹 25個 ① わたり蟹、海老、ほたて、たこを
海老 25個 のりクロで合わせ1日漬け込む。
ほたて 25個
たこ 25個
にんにく 5片 ② にんにく、鷹の爪をｵﾘｰﾌﾞ油で炒め、
鷹の爪 少々 ①を加え火を入れる。
のりクロ 60g
ｱｽﾊﾟﾗ 5本
ﾌﾟﾁﾄﾏﾄ 15個 【盛り付け】
ｵﾘｰﾌﾞ油 150cc×5 ③ 皿に盛り付け、湯通ししたｱｽﾊﾟﾗ、

揚げたﾄﾏﾄを飾る。

材料　5人前

のりクロのアヒージョ

ホテル　セントラーザ博多　　　井手　一貴



作り方 料理写真

（ｻﾌﾞﾚ生地） ① ｻﾌﾞﾚ生地を　3ミリ程度にのばして　ﾀﾙﾄ型に
しく。

ﾊﾞﾀｰ 90ｇ
砂糖 65ｇ
卵 42ｇ ② ｻﾌﾞﾚをしいたﾀﾙﾄ型の底に　のりくろを
薄力粉 150ｇ 薄くのばして　ｱｰﾓﾝﾄﾞｸﾘｰﾑを絞りこむ。
ﾊﾞﾆﾗｵｲﾙ 少々

③ 絞り込んだｱｰﾓﾝﾄﾞｸﾘｰﾑの上に　桜のｼﾛｯﾌﾟ
（ｱｰﾓﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ） 漬けを乗せて　ｵｰﾌﾞﾝ175度で15分程焼く。

ﾊﾞﾀｰ 50ｇ
ｱｰﾓﾝﾄﾞ ④ 焼きあがって　少し冷まし　
　　ﾌﾟｰﾄﾞﾙ 25ｇ 型から抜いたﾀﾙﾄの表面に
粉糖 25ｇ 柔らかくしたｱﾌﾟﾘｺｯﾄｼﾞｬﾑを塗って仕上げる。
卵 25ｇ
ﾗﾑ酒 50ｇ
薄力粉 50ｇ

ミント 適量
桜ｼﾛｯﾌﾟ漬 適量
桜ﾃｰｽﾄ 適量
飾り粉糖 適量
飾用ｸｯｷｰ 適量

　

材料　5人前

のりクロ　プチタルト

ホテル　セントラーザ博多　　　山田　周司



作り方 料理写真

卵 150g
サラダ油 30g ① ﾎﾞｰﾙに卵、サラダ油、牛乳、生クリーム
牛乳 37g を入れて混ぜる。
生クリーム 37g
薄力粉 150g ② 小麦粉、ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰをふるって、
塩 3.5g ①へ入れ混ぜる。

3.5g
（a） ③ 生地を1/3量を別のﾎﾞｰﾙに入れ、
ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ 少々 のりクロ、木炭を混ぜる。
大葉 1/2枚
ｺﾞｰﾀﾞﾁｰｽﾞ 8g ④ 残り2/3のﾎﾞｰﾙへ(a)を入れ、型へ流す。
ﾄﾞﾗｲﾄﾏﾄ 15g
ﾊﾟﾌﾟﾘｶ赤 10g ⑤ ③を絞り袋に入れ、④の上に流す。・
（ｂ）
のりクロ 38g ⑥ スプーンで、生地と生地を軽く混ぜる。
木炭 少々

⑦ ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞを上からふりかけ、
ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞ 2g 185℃のオーブンで、40分焼く。

材料　23cm型1台分

ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ

ケーク・サレ -のりクロ-

ホテル　セントラーザ博多　 木下　博徳



ホテル　セントラーザ博多　小野 安結

作り方 料理写真

A【パイ生地】 ① パイシートを２００℃で10分～１５分焼く。 ○C.D
・冷凍パイシート　１枚

② 冷めたら３ｃｍ×７ｃｍにカットを３枚ずつする。
B【カスタードクリーム】
・市販のカスタードクリーム

60ｇ ① クリームチーズにはちみつと醤油を入れ
混ぜる。

C【チーズクリーム】
・クリームチーズ　80ｇ ② ①を２つに分ける。
・はちみつ　20ｇ
・醤油　少々

① Cで２つに分けたチーズクリームの一つに ○E-②
D【のりクロチーズクリーム】 のりクロを入れる。
・Cのチーズクリーム

半量
・のりクロ　10ｇ ① パイ生地にBのカスタードを絞りサンドする。

E【仕上げ】 ② その上にCとDのクリームを交互に絞る。
・生クリーム　60ｇ
・グラニュー糖　6ｇ ③ また一枚パイ生地を重ねる。
・フランボワーズ　６粒

④ 生クリームにグラニュー糖を入れ立てる。

⑤ ③の上に絞る。
○完成

⑥ フランボワーズを置く。

のりクロチーズクリームのミルフィーユ

D【のりクロチーズクリーム】

　　　　　E【仕上げ】

材料　6人前
　　　　　A【パイ生地】

C【チーズクリーム】



ホテル　セントラーザ博多　小野 安結

作り方 料理写真

A【生チョコレート】 ① Aのチョコレートを湯煎にかけ、
ﾁｮｺﾚｰﾄ 210g 半溶かしにする。
生ｸﾘｰﾑ 162g
バター 37g ② 生クリームと水あめを鍋に入れ沸かす。
水あめ 16g

③ ①に②を入れ少しずつ混ぜる。
B【のりクロ】
のりクロ　 15g ④ バターを入れ溶かす。

C【仕上げ】
ﾊﾞﾀｰｸﾞﾗｯｾ 適量
粉糖 適量
ココア 適量 ① もうひとつの生チョコレートにのりクロを

混ぜる。

② クッキングシートをしいたバッドに
流しいれ冷凍する。

③ 触れるくらいに固まったら丸める。

④ Dの粉糖かココアパウダーをかける。

材料　5人前
　　　A【生チョコレート】　　　

　　　　　　B【のりクロ】　

のりクロの生チョコレート



作り方 料理写真

【のりクロ入りレアチーズ】 【のりクロ入りレアチーズ】
① アングレーズを作り、ゼラチンとのりクロを加える。

キリチーズ 100ｇ
卵黄 40ｇ ② レモン汁と生クリームを加え型に流す。
ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 20ｇ
牛乳 35ｇ 【ジェノワーズ】
ゼラチン 2.5ｇ ① 全卵、ｸﾞﾗﾆｭｰ糖、水あめを温めながら
レモン汁 8ｇ もったりするまで混ぜる。
生ｸﾘｰﾑ 56ｇ ② 薄力粉を加え混ぜる。
のりクロ 10g

③ 温めた牛乳、ｻﾗﾀﾞ油を加える。
【ジェノワーズ】

④ 6とり鉄板の1/2に流し、１８０度で約10分焼く。
全卵 60ｇ
ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 42ｇ 【みたらしｿｰｽ】
水あめ 42ｇ ① ｸﾞﾗﾆｭｰ糖でカラメルを作り水、醤油で整える。
薄力粉 34ｇ
牛乳 14ｇ
ｻﾗﾀﾞ油 7ｇ 【盛り付け】

① レアチーズの真ん中にくぼみを作り
【みたらしｿｰｽ】 のりクロを絞る。

ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 70ｇ ② スポンジを丸型で抜き下に敷く。
醤油 7ｇ

③ 求肥で包み、生ｸﾘｰﾑ・小豆で飾り付けをする。
【飾り】
求肥 10枚
小豆 30粒
のりくろ 10ｇ
【シャンティ】
生ｸﾘｰﾑ 40ｇ
ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 2ｇ

材料　10人前

のりクロチーズ大福

ホテル　セントラーザ博多　 山本　奈聖乃



作り方 料理写真

【ダックワーズ】
① 卵白とグラニュー糖でメレンゲを作る。

卵白 80ｇ
ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 48ｇ
ｱｰﾓﾝﾄﾞﾌﾟｰﾄﾞﾙ　　　48ｇ
粉糖 48ｇ ② 粉糖、ｱｰﾓﾝﾄﾞﾌﾟｰﾄﾞﾙ、薄力粉をふるいに
薄力粉 12ｇ かけ、のりクロと一緒に①に混ぜ合わせる。
のりくろ 15ｇ

③ 鉄板に絞り、上から粉糖をふり、
【チーズクリーム】 200℃のｵｰﾌﾞﾝで約12分焼く。

ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ 100ｇ
生クリーム 10ｇ 【チーズクリーム】
のりくろ 10ｇ ④ ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞと生クリームを合わせ、

のりくろを加える。

【仕上げ】
⑤ ダックワーズの間にチーズクリームを絞る。

材料　15人前

のりクロのダックワーズ

ホテル　セントラーザ博多　 山本　奈聖乃

【ダックワーズ】　30枚　



作り方

　オマール海老 2尾 【　ビスクスープを仕込む　】
　帆立貝 5個

　旬野菜 適量 ① 鍋にオリーヴオイルを熱し、Ⓐを炒めて
香りを十分に引き出す。

　ｵﾘｰｳﾞｵｲﾙ 20ｃｃ ② コニャックと白ワインで香りを付け、Ⓑを
Ⓐ 入れて、よく炒める。
　ｵﾏｰﾙの頭 2尾分

　渡り蟹 100ｇ ③ 全体に水分量が少なくなったら、魚の
　コニャック 20ｃｃ だし汁を注ぎⒸを入れ30～40分、弱火
　白ワイン 70ｃｃ で煮詰める。

Ⓑ ④ シノワで押し潰しながら漉し、一度、火に
　にんにく 0.5片 かけて沸かし余分な脂と灰汁を取り除く。
　エシャロット 10ｇ

　玉葱 20ｇ

　ポロ葱 20ｇ ⑤ 生クリーム、塩、胡椒で味を整える。
　人参 20ｇ

　セロリ 10ｇ

【　のりクロの焼リゾットを作る　】
魚のだし汁 800ｃｃ

⑥ 鍋にバターを入れ熱し、玉葱をゆっくり
Ⓒ と焦がさない様に炒める。
　完熟トマト 0.5個

　トマトピューレ 40ｃｃ ⑦ 生米を入れて軽く炒めた後、ブイヨンを
　米 20ｇ 4～5回に分けて少し芯が残る位に炊く。

のりクロで香りを付けてⒹで整える。
　生クリーム 50ｃｃ ※ガレットで使用分のリゾットは、ここで
　塩・胡椒 適量 　別に外しておく。

⑧ 6ｃｍ幅のセルクルに⑦を詰めて、フライパン
　バター 10ｇ で両面を香ばしく焼く。
　玉葱みじん切り　　　　　50ｇ

　生米 200ｃｃ 【　のりクロのガレットを焼く　】
　ブイヨン 800ｃｃ

　のりクロ 20ｇ ⑨ ⑦の残りを裏漉しにかけ、米粉を入れ
テフロンシートに薄くのばし、100℃の

Ⓓ オーヴンで30分程焼く。
　パルメザン 15ｇ

　ＥＸｵﾘｰｳﾞｵｲﾙ 10ｃｃ ⑩ オマールの尾と帆立貝柱は味を整え
　塩・胡椒 適量 焼き上げ、切り分ける。

【　盛り付け　】
　のりクロリゾット　　　　　30ｇ

　米粉 3ｇ ⑪ 深めの皿に⑧を置き⑩を重ねて⑤を注ぎ
のりクロピューレを全体にかけて旬野菜を
飾り⑨を添えて完成。

　のりクロ 10ｇ

　魚のだし汁　　 25ｃｃ

【　のりクロのリゾット　】

【　のりクロのガレット　】

【　のりクロのピューレ　】

のりクロ香るビスクのスープ仕立て

ホテル　セントラーザ博多　　　信國　和則

材料　5人前

【　ビスク　】



ホテルセントラーザ博多　　石坂　誠邦

材料　5人前 作り方 料理写真

【のりクロ風味ニョッキ】 ① メークインは皮を剥き乱切りにして茹でる。
メークイン 300ｇ ザルにあげ、鍋に戻し中火で水分をとばし、
強力粉 70ｇ 冷やす。
無塩ﾊﾞﾀｰ 少々
卵黄 1個
塩 適量
のりクロ 50ｇ

【カルボラーナｿｰｽ】
生クリーム 400ｃｃ
卵黄 2個 ② ①にふるった強力粉、無塩ﾊﾞﾀｰ、塩、のりクロ
塩・胡椒 適量 を加えよく練り冷蔵庫で2時間休ませる。

Ⓐ
シメジ 30ｇ
生椎茸 30ｇ
白菜 30ｇ ③ ②をしぼり袋に入れて2ｃｍに絞りお湯に落とし
ﾌﾟﾁﾍﾞｰﾙ 20ｇ 茹でる。浮いてきたら水につけて、表面を

しめる。
トルティーヤ　　　    　5枚
青海苔 適量
ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 少々
B・ペッパー　 少々

【ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ】
メークイン 150ｇ ④ 鍋にｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙを入れてⒶの野菜を炒め
無塩ﾊﾞﾀｰ 少々 生クリームを加え火をいれる。粗熱を取り
牛乳 10ｃｃ 卵黄を加え、軽く火を入れ③を加え、
塩・胡椒 適量 味を整える。

⑤ トルティーヤは好みの形にくり抜き130℃の
コンベクションｵｰﾌﾞﾝに15分入れて
乾燥させる。
ふちにｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙをぬり青海苔をつける。

⑥ 【盛り付け】
④のニョッキを盛り付け皿の横にﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄを
絞り、トルティーヤが浮くように盛り付ける。
ブラックペッパーを粗びきにしトッピングする。

のりクロ風味のニョッキ　カルボラーナｿｰｽ



ホテルセントラーザ博多　　外山　将寛

作り方 料理写真

① 【のりくろソーセージの作り方】
①のりくろソーセージ Ⓐ

フードプロセッサーに豚ひき肉と塩胡椒を入れ
豚ひき肉 400ｇ 粘りを出す、のりくろ竹炭を入れ混ぜ合わせる
のりくろ 80ｇ 【注意】脂身が溶け出さない用に、ひき肉を
竹炭 2ｇ 冷蔵庫で冷やして置く
塩 3ｇ 氷雪を入れ繋げる。
胡椒 2ｇ
氷雪 5ｇ 絞り袋に口金をつけて豚腸につなぎ、
豚腸 適量 Ⓐを入れます、袋に体重を乗せながら力を

入れ絞り出します。
好みの大きさで絞り、タコ糸で結びます。

②ﾄﾏﾄのコンポート

ﾌﾙｰﾂﾄﾏﾄ 5個 たっぷりの水を入れた鍋にソーセージを入れ
砂糖 適量 70℃～75℃で35分茹でて、
水 適量 水分を切り軽くｿﾃｰする

② 【レンズ豆の煮込みの作り方】
③レンズ豆の煮込み

レンズ豆は一晩水で戻し、鍋に水と入れ
レンズ豆 50ｇ 沸かし1度茹でこぼします。
玉葱のみじん切り

10ｇ 玉葱、ベーコンをバターで炒めた中にレンズ豆
ベーコンのみじん切り と仔牛のだし汁を入れ柔らかくなるまで

10ｇ 煮込みます。
仔牛のだし汁 少し大目に仔牛のだし汁を入れｿｰｽに

150ｃｃ しても料理に合います。
塩 適量

③ 【ﾄﾏﾄのコンポートの作り方】

ﾌﾙｰﾂﾄﾏﾄの皮を湯剥きします、たっぷりの
水に砂糖を溶かし、皮を剥いたﾌﾙｰﾂﾄﾏﾄを
入れ約10分～15分炊きます。
｢砂糖の量は、好みで大目に入れて甘くしても
ソーセージに合います。」

④ 【盛り付け方】

平らな皿を用意し、皿の中央上段にﾄﾏﾄ
中央下段にレンズ豆その上にソーセージ
を盛り付けて出来上がり。

のりくろソーセージ　トマトのコンポート添え



ホテルセントラーザ博多　　徳本　真乃　

作り方 料理写真

（ａ) ①
帆立貝 １個
海老 ２尾
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 100ｇ
卵 ５個 ②

米 ２．５ｶｯﾌﾟ
玉葱 40ｇ ③
椎茸 25ｇ
ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 25ｇ
無塩ﾊﾞﾀｰ 10ｇ
塩 適量
胡椒 適量

④

（ｂ）
のりクロ 100ｇ
無塩ﾊﾞﾀｰ 60ｇ
小麦粉 120ｇ
牛乳 200ｃｃ ⑤
塩 適量
胡椒 適量

（Ｃ）
ﾐｯｸｽﾁｰｽﾞ 70ｇ ⑥
粉チーズ 25ｇ
パン粉 20ｇ

温泉卵を作る。

【のりクロライス】

のりクロのシーフードドリア　温泉卵入り

材料　5人前

(a)の帆立貝と海老は塩、胡椒をして、
よく焼いたﾌﾗｲﾊﾟﾝで表面に焼き色を
付ける。

卵を70℃のｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝに約17分入れ

【のりクロライスを作る】

残しておいたﾍﾞｼｬﾒﾙｿｰｽを掛ける。

上から掛ける分を取り出して、鍋に米を
入れて炊く。

玉葱、椎茸、ﾏｯｼｭﾙｰﾑをみじん切りにして
無塩ﾊﾞﾀｰで炒めて塩、胡椒して
③の炊き上がった米と合わせて味を
整える。

鍋に（b）の材料を入れ、のりクロ入りの
ﾍﾞｼｬﾒﾙｿｰｽを作る。

耐熱皿に記載外の無塩ﾊﾞﾀｰを塗り
のりクロライスを入れ、真ん中を窪ませて
②の温泉卵を入れる。

①の具を⑤の上に乗せて、上から③で

更に上から（ｃ）を掛けてのりクロ入りの
ﾍﾞｼｬﾒﾙｿｰｽで模様を描いて
220℃に熱したｵｰﾌﾞﾝに約8分入れ
焼き上げる。



作り方

【のりクロクレープ】 【のりクロクレープを作る】

薄力粉 50ｇ ﾎﾞｳﾙに薄力粉をふるい、全卵、牛乳、
全卵 1個 のりクロをダマにならないように混ぜ合わせ、
牛乳 125ｃｃ 溶かしたﾊﾞﾀｰを入れ、30分ほど置いておく。
ﾊﾞﾀｰ 15ｇ
のりクロ 10ｇ ﾌﾗｲﾊﾟﾝに薄く油をひいて、弱火で薄く
塩・胡椒 適量 両面を焼く。

【のりクロのタネ】 【のりクロのタネを作る】

のりクロ 20ｇ 鍋にﾊﾞﾀｰを溶かし、薄く切ったたまねぎを
ﾀﾗﾊﾞガニ 40ｇ 弱火で炒め、しんなりしたら薄く切った
たまねぎ 30ｇ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ、ほぐしたﾀﾗﾊﾞガニを加え
ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 30ｇ さらに炒める。全体に火が通ったら、
薄力粉 20ｇ ふるった薄力粉を加え、粉っぽさが
牛乳 125ｃｃ なくなるまでよく炒める。
ﾊﾞﾀｰ 10ｇ 牛乳を少しずつ注ぎ入れ、弱火で煮詰めて
塩･胡椒 適量 とろとろになったら、器に移し、冷蔵庫で

冷ます。冷めたら俵型にし、クレープで包み
【ｿｰｽ】 蒸し器で15分ほど蒸す。

卵黄 30ｇ 【ｿｰｽを作る】
生ｸﾘｰﾑ 45ｃｃ
済ましﾊﾞﾀ 6ー0ｃｃ ﾎﾞｳﾙに卵黄、生クリーム、練り雲丹を入れ
練り雲丹 15ｇ 塩･胡椒をし、湯煎にかけてホイッパーで
塩･胡椒 適量 泡立てる。もったりしてきたら火から外し

済ましﾊﾞﾀｰを少しずつ加える。
焼き海苔 適量

【盛り付け】

器にのりクロクレープ包みをのせ、
ｿｰｽを流しサラマンダーで焼き色をつける。
トッピングに焼き海苔をのせる。

材料　5人前

ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾗｰｻﾞ博多　今泉　浩二

のりクロのクレープ包み　雲丹風味のサバイヨンｿｰｽ



作り方

鯛 150g ① 鯛と海老に塩、胡椒し軽く焼き色を付ける。
ムキ海老 10尾 ﾊﾟｰﾄﾌﾞﾘｯｸを半分に切り、表面に
ﾊﾟｰﾄﾌﾞﾘｯｸ 3枚 澄ましﾊﾞﾀｰを塗る。
のりｸﾛ １０ｇ ﾎｳﾚﾝｿｳはﾊﾞﾀｰで炒める。
塩 適量
胡椒 適量
澄ましﾊﾞﾀｰ 適量
ﾎｳﾚﾝ草 50g
ﾊﾞﾀｰ 10ｇ ② ﾊﾟｰﾄﾌﾞﾘｯｸの上に鯛を乗せ、のりｸﾛを

表面に軽く塗る。
【ｿｰｽ】 その上に海老を乗せ同様に

ｴｼｬﾛｯﾄ 15ｇ のりｸﾛを軽く塗り、包む。
白ワイン 40ｃｃ 170℃のｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝで焼き色をつける。
白ﾜｲﾝﾋﾞﾈｶﾞｰ3ｃｃ
ﾊﾞﾀｰ 250ｇ
生ｸﾘｰﾑ 40ｃｃ
のりｸﾛ 20ｇ

③ 【ｿｰｽを作る】
ｾﾙﾌｨｰﾕ 適量 ｴｼｬﾛｯﾄを粗みじん切りする。

そこに白ﾜｲﾝ、白ﾜｲﾝﾋﾞﾈｶﾞｰを
入れて、水分がなくなるまで煮詰める。
そして、生ｸﾘｰﾑを入れて濃度がつくまで
さらに煮詰める。
煮詰めたら､漉す｡

④ 【仕上げ】
ｿｰｽをかける直前にのりｸﾛを
入れて味を調整する。
ﾎｳﾚﾝｿｳを皿に乗せその上に②を乗せる。
ｿｰｽを回りにかけ、上にｾﾙﾌｨｰﾕを乗せる
　 完成

鯛と海老のﾊﾟｰﾄﾌﾞﾘｯｸ包み　のりｸﾛ香るﾌﾞｰﾙﾌﾞﾗﾝｿｰｽ

ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾗｰｻﾞ博多 和田 佳樹

材料　5人前
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