
ゲストをおもてなしするときはシンプルにするのが一番です。プラントボールをおいしいみそバターでグレーズすれば、理想的な
パーティースナックになるでしょう。グレーズというと手の込んだ料理のように聞こえますが、実際はとても簡単です。上品なプラ
ントボールスナックで、パーティーを盛り上げましょう。

甘辛みその照り焼き風
プラントボールカナッペ

下準備
ソースは前もってつくっておき、密閉容器に入れておけば冷蔵庫で2日間保存
できます。冷凍すれば 1か月保存できます。 温め直した際にソースが濃すぎる
ようであれば、大さじ1～2杯の水を加えてください。

ヒント
辛味を効かせたいときは、赤唐辛子を少量刻んで加えてもよいでしょう。

オードブル

材料（ボール15個分）

プラントボール  ..................  15個（約250g）
油  ........................................  大さじ 1

 ［ みそバターのグレーズソース］
みそ  ....................................  大さじ 2
みりん  .................................  大さじ 4
水  ........................................  大さじ 4
すりおろしたショウガ  ......  大さじ 1
バター  ................................  30g

 ［ つけ合わせ ］
ごま  ....................................  大さじ 2
青ねぎ  .................................  1本

所要時間：25分
 （ 準備と調理時間 ）

食事の種類：ベジタリアン

鍋にみそ、みりん、水、ショウガを加えて煮立たせ、ソース状になるまで煮詰
める。火を止めてバターを加え、全体がまとまるまでよく混ぜる。

油をひいたグリルパンにプラントボールを入れて中火にかけて10分ほど加熱
する。プラントボールは適宜ひっくり返す。先ほどのグレーズソースをプラン
トボールにかけて全体がコーティングされるように混ぜる。

別のフライパンにごまを入れ、色づいてよい香りがするまで煎る。青ねぎをみ
じん切りにしておく。

プラントボールをお皿に並べ、ごまと青ねぎを振りかける。カクテルスティック
を刺したら、すぐに食卓へ。
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パプリカ、紫タマネギ、唐辛子（お好みで種を取り除くと辛味が抑えられる）
をみじん切りにする。オリーブオイルと一緒にフライパンに入れ、中火で炒め
る。タマネギが柔らかくなって透きとおってきたら、ニンニクをガーリック
プレスでつぶしたものまたはみじん切りにしたもの、トマトピューレ、赤ワイ
ンビネガー、塩、砂糖、大さじ5の水を加える。全体が柔らかくなるまで煮詰
め、ソース状になったら脇においておく。

油をひいてプラントボールを中火で10分加熱するか、パッケージの調理方法
を参考にして調理します。モッツアレラチーズを厚さ５ｍｍにスライスする。

オーブンを180℃に予熱するか、グリルを使用します。ホットドッグ用のバンズ
を半分に切り、先ほどのペッパーレリッシュをたっぷりと塗って、上にプラント
ボールを4～5個並べる。モッツアレラチーズのスライスをのせたら、オーブン
またはグリルに並べ、チーズがとけるまで焼く。焼けたら取り出して、バジル
をチーズの上に乗せ、バンズを閉じたらすぐに召し上がれ。
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唐辛子を効かせたプラントボールのサンドイッチ

下準備
ペッパーレリッシュは 前もってつく
っておき、密閉容器に入れて冷蔵庫
で2～3日保存することができます。
温め直した際にレリッシュが濃すぎ
るようであれば、大さじ2杯程度の水
を加えます。

ヒント
モッツアレラチーズの代わりにチェ
ダーチーズのスライスを使用しても
よいでしょう。ぺッパーレリッシュ
を大さじ2杯程度のトマトピューレ
と混ぜれば、お手軽なパスタソース
にもなります。

スウェーデンに住んでいると、夏のバーベ
キューでも、冬の雪の中の穏やかなキャン
プファイヤーでも、ホットドッグを食べる
ことが暮らしの一部になります。私はホッ
トドッグも大好きですが、たまにはスパイ
シーなベジタリアンミールで少し気分を変
えるのもいいですよね。このプラントボー
ルのサンドイッチはホットドッグのかわり
にぴったり。レリッシュに唐辛子を効かせ
てスパイシーに仕上げています。

オードブル

材料（ 4人分）

プラントボール（冷凍）   .......  16〜20個
油  ........................................  大さじ 1
モッツアレラチーズ  ...........  125g
ホットドッグ用バンズ  ........  4個
バジルの葉（お好みで）  .......  16 枚 

 ［ ペッパーレリッシュ ］
パプリカ  .............................  1個
紫タマネギ  .........................  1個
赤唐辛子  .............................  1本
オリーブオイル  ..................  大さじ 1
トマトピューレ  ..................  大さじ 1
ニンニク  .............................  1片
赤ワインビネガー  ..............  大さじ 1
塩  ........................................  ひとつまみ
砂糖  ....................................  ひとつまみ
水  ........................................  大さじ 5

所要時間：25分
 （ 準備と調理時間 ）

食事の種類：ベジタリアン
 （ビーガンチーズを使用した場合はビーガン）



メインディッシュ

酢豚風プラントボール、ご飯とチンゲン菜を添えて

付け合せの青ねぎを小口切りにしておく。唐辛子も種を取って小口切りにす
る。唐辛子1本分を、コーンスターチ以外のソースの材料と混ぜ合わせ、中火
で鍋にかけ10分煮詰める。コーンスターチ小さじ1をふりかけ、軽くかき混
ぜる。ひと煮立ちしたら火を止めて脇においておく。

ソースを煮詰めている間に、プラントボールをボウルの中でほぐし、コーンス
ターチと黒コショウを混ぜ合わせたものをまぶす。別のフライパンに油をひ
き、十分に熱した後、プラントボールに焼き色がつくまで揚げ焼きにする。衣
がサクサクになったらペーパータオルか網の上で余分な油を切っておく。

チンゲン菜を半分に切り、大き目のフライパンでごま油を熱する。十分に熱
したら、チンゲン菜の切った面を下にして2〜3分、ふたをして、少し焦げ目
がつくまで焼く。

さくさくのプラントボールをソースと混ぜ合わせる。お皿にご飯を盛り、プ
ラントボールをのせる。お好みの量の青ねぎ、唐辛子の残り、チンゲン菜を
添えて食卓へ。

1　
　
　
　

2　
　
　
　

3　
　
　

4　
　
　

子どもの頃、よく母がつくってくれた酢豚
をイメージした料理です。考えてみると、
パイナップル、豚肉、甘酸っぱいソースの
組み合わせというのは、少し変わっている
かもしれません。母のレシピをもっとシ
ンプルにして、缶詰のパイナップルは使わ
ず、砂糖を控えめにして、私が子どもの頃
に食べていたものよりも少しパンチを効か
せた、辛めのソースにしました。
プラントボールをほぐしてコーンスターチ
でコーティングすると、さくさくとした衣
の中をジューシーに仕上げることができま
す。私はシンプルなチンゲン菜とご飯を添
えて食卓に出すのが好きですが、冷蔵庫に
あるどんな野菜を使ってもかまいません。

ヒント
コーンスターチは片栗粉、または小麦粉でも
代用できます（コーンスターチのほうがさく
さくとしたプラントボールに仕上がります）。 
揚げ焼きしたプラントボールはソースなしでも
おいしいです。食卓に出す直前に、野菜と中華
麺を炒めて添えてもよいでしょう。

下準備
ソースは 前もってつくってお
き、密閉容器で冷蔵庫に入れ
ておけば2日間保存できます。
温め直した際にソースが濃す
ぎるようであれば、大さじ1～2
杯の水を加えてください 。

材料（4人分）

プラントボール（解凍）   ......  250g
コーンスターチ  ..................  大さじ2
黒コショウ  .........................  小さじ 1
ヒマワリ油  .........................  大さじ2

 ［甘酸っぱいソース］
ブラウンシュガー  ..............  50g
みりん  .................................  50g
トマトペースト（またはミキサー

でなめらかにしたトマト缶）  .........  125 g
薄口しょうゆ  ......................  大さじ 1
赤唐辛子  ............................  1本
白ワインビネガー  ..............  大さじ 2
コーンスターチ  ..................  小さじ 1

 ［つけ合わせ ］
青ねぎ .................................  2 本
チンゲン菜  .........................  2玉
ごま油  ................................  大さじ 1
赤唐辛子  ............................  1本

ご飯  ....................................  4人分

所要時間：30分  （準備と調理時間 ）

食事の種類：ビーガン



下準備
ソースが少しあまるかもしれ
ません。ソースは密閉容器に
入れ、冷蔵すれば2日、冷凍
すれば1か月保存できます。

ヒント
ラグーソースは、パスタのソースやラザニアの
具にしてもおいしいです。唐辛子と調理済みの
黒豆、スウィートコーンを加えれば、ビーガン
バージョンの チリコンカーンにもなります。
バジルがなければ、チャイブやパセリなど、
ほかのグリーンハーブでも代用できます。

ズッキーニとナスを5mm程度に薄くスライスする。塩と一緒にボウルに入れ、
しばらくしたら水気を切って、きれいなキッチンクロスの上に置いておく。

おろし金などでプラントボールをすりおろし、炒めたひき肉のような状態にし
ておく。タマネギとニンジン、セロリをみじん切りにする。大きなフライパンに
オリーブオイル大さじ2と一緒にいれ、やや強めの中火で炒める。

タマネギが柔らかくなり透きとおってきたら、ガーリックプレスを使ってニンニ
クを加え、タマネギが色づくまで時々かき混ぜながらさらに炒める。

タマネギが色づいたら、プラントボールを入れて混ぜ合わせ、トマト缶を加え
ます。トマト缶の中にお湯を入れ、缶に残ったトマトと一緒にフライパンへ 。
みそ、塩、砂糖、オレガノ、ビネガーを加える。ふたをせずにかき混ぜながら
10分、ソースが少し煮詰まるまで加熱する。

グリルパンを温めておく。ズッキーニとナスのスライスをボウルに入れ、オ
リーブオイル大さじ2と和える。グリルパンがあたたまったら、スライスを並べ 
 （たくさん並べすぎないように ）、両面を数分、よい焼き色がつくまで加熱する。

熱した別のフライパンで、ごまを黄金色になるまで炒る。冷めるまで置いてお
き、バジルと塩と一緒に乳鉢に入れ、すりこぎで粗くすりつぶす。オリーブ
オイル大さじ3とまぜたら、脇においておく。パルメザンチーズとモッツアレ
ラチーズをすりおろし、混ぜ合わせる。

グリルしたズッキーニとナスのスライスに、小さじ1杯のラグーソースを乗せて
巻く。巻いたものを立てて耐熱皿に並べる。ソースを詰めたズッキーニと
ナスでお皿がぎゅうぎゅうになるまで、この手順を繰り返す。最後に先ほど混
ぜ合わせたチーズをたっぷりのせたらグリルの中に入れ、5分～10分、チーズ
がふつふつととろけて焼き色がつくまで焼く。お好みでハーブオイル（分量
外 ）をかけて召し上がれ。
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材料（ 2人分）

ズッキーニ  .........................  2本（約350g）
ナス  ....................................  2個（約350g）
オリーブオイル  ..................  大さじ2
塩  ........................................  小さじ 1

モッツアレラチーズ ............  100g
パルメザンチーズ ...............  25g
オリーブオイル  ..................  大さじ3
塩  ........................................  小さじ 1/4
バジル  ................................  ひとつかみ（約10枚）
ごま  ....................................  大さじ 2

 ［ラグーソース］
プラントボール（解凍）   ......  250g
タマネギ  .............................  1個
ニンニク  .............................  2片
オレガノ  .............................  2枝
セロリ  ................................  1本
ニンジン  .............................  1本
トマト缶  .............................  1缶（400g）
オリーブオイル  ..................  大さじ2
お湯  ....................................  400ml
赤ワインビネガー  ..............  小さじ 1
みそ  ....................................  大さじ 1
砂糖  ....................................  小さじ 1
塩  ........................................  ひとつまみ

所要時間：40分  （ 調理と準備を並行しています）

食事の種類：ベジタリアン
 （ビーガンチーズを使用した場合はビーガン）

器具：小さめの耐熱皿 2個、または
　　　大きめのオーブン皿1個

地中海の夏を感じられる野菜を詰め込んだ
料理です。グリルしたズッキーニとナスの
スライスに、プラントボールのラグーソー
スをたっぷりとかけます。ふつふつととろ
けたチーズと夏らしいバジルオイルで仕上
げれば、イタリアの夏の味わいそのもの。
イタリア行きの飛行機に乗れないときで
も、la dolce vita（イタリア 語で「すてきな
暮らし」の意味 ）をご家庭で楽しめます。

野菜の地中海風
インボルティーニ

（イタリアの野菜の包み料理）

メインディッシュ


