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1962 年にモーター用カーボンブラシの製造にて創業。以後工業用カーボ
ングラファイトの精密加工、カーボンファイバーを用いた素材全般の加工
などを手掛け、50 年以上に渡り技術力を磨いてきたモノづくり企業です。

ANAORI CARBON について

私たちは、20 年以上前からカーボン素材を活かした調理器具を研究してき
ました。その技術を形にした試作品は飲食店で好評を得て、後に大手家電
メーカーの高級炊飯器の内釜に採用されます。そして常識を覆す「炭釜で
炊いた本格的なご飯の味」を共同開発し、高級炊飯器の草分けとしてヒッ
ト商品となりました。それから独自の研究を進め 10 年の歳月をかけ、か
つてない美味しさと料理する楽しさを追求。「世界で最も美味しい炊飯がで
き、素材の味を引き出せる調理器具」を目指し開発を進めて参りました。

内側はセラミックでコーティング。テフロン
に比べて丈夫で焦げ付きにくく、食材もスル
リとはがれます。耐熱性もより高くなり、オー
ブン等の調理も可能です。

製造工程　匠の技

成形

寸法確認

磨き上げ

セラミック
コート

カラー
コート

検品・出荷

原料

Manufacturing process

溶かし固めるのではなく、一つひとつ削り出
して成形し、寸法を確認。曲線の形状もなめ
らかに美しく仕上げられる、高い技術も自慢
のひとつです。

削り出した製品は、職人が手作業で細部まで
丁寧に研磨します。

カ ー ボ ン グ ラ フ ァ イ ト： 膨 大 な 圧 力 と
3000℃にものぼる焼成を繰り返し、約 100
日もかけて造りあげた、純度 99.9％を誇る
炭素体です。

0.01mm 単位まで対応できる切削加工技術
を用い、オール加工成形ならではの高い精度
を実現。フタと本体の勘合精度は匠の技が光
ります。

外側はマットなコーティングを施し、使い込
んだ深みのある風合いに仕上げています。一
つひとつ手作業で仕上げているため、若干の
個体差や色ムラがありますが、一品物のしる
しとしてお楽しみください。
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カーボンポットの構造・特徴

様々な熱源に対応

●ガスの直火
●ＩＨクッキングヒーター
●オーブン
●ハロゲンヒーター
＊電子レンジではご使用になれません。

高い密閉性で
旨みを逃がさない
一つ一つ削りだしたフタと本体は 0.01mm
単位の勘合精度で密閉性が高く、無水調理
を可能にしました。食材から出た蒸気が鍋
の中で対流するため旨みを逃がさず調理が
できます。

内面：セラミックコート

基材：カーボングラファイト
　　　厚さ 5 ｍｍ以上

外面：耐熱塗装

高機能のコーティング
内側に耐熱セラミックコートを
施し、一般的なフッ素コートよ
り焦げ付きにくいのが特長。さ
らにセラミックの遠赤外線効果
も得られます。

高い遠赤外線効果で
旨みを凝縮
従来の調理器具素材とは桁違いの遠赤外線
放射量が自慢。食材の美味しさを閉じ込め、
旨みを凝縮させる作用があります。

高い熱伝導性で
素早くムラなく加熱
電気をよく通し、高い熱伝導性を持ち合わせ
ているのが特長。鍋全体に素早く均一に熱を
伝えられるので、加熱ムラが少なく、省エネ
にも効果があります。

カーボンならではの
肉厚構造の蓄熱
比重が軽いカーボンだから実現した肉厚構造
で、大きな体積に素早く熱を蓄え、包み込む
ようにムラなく食材を加熱することができ、
遠赤外線効果もアップさせます。

IH OVEN

ハロゲンＩＨ直火 オーブン 電子レンジ

純度 99.9％のカーボングラファイト（炭）を削り出したアナオリカーボンポット。高い熱伝導性
と遠赤外線効果に加え、その効果をさらに高める密閉性、肉厚構造が料理を美味しくする秘密です。
炊飯、煮炊き物、無水調理、焼き物、オーブンなど様々な料理が本格的な味に仕上がり、そのままテー
ブルに出しても美しいデザインとカラーリングで、使うほどに愛着が増していきます。

フタ裏の溝もポイント
食材から出た水分が蒸気となり
フタ裏の溝に集められ、水滴と
なって食材に落ちることで、旨
味がより凝縮された味わいにな
ります。

美味しさを閉じ込める構造
肉厚設計でも熱伝導率に優れたカーボン製な
ので、素早くムラなく加熱できます。さらに
高い密閉性で食材から出た蒸気を鍋の中で対
流させ、旨味を逃さず調理できます。
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外径：21.5cm  
高さ：14.5cm
容量：2.7 Ｌ（満水時）
重さ：2.7Kg　
素材：カーボングラファイト
内面：セラミックコート
外面：耐熱塗装

フタ取っ手：ステンレス

オーバル

フレンチ ブルー

OV 001FB

イタリアン レッド

スパニッシュ オレンジ

スカンジナビアン クリーム

ブリティッシュ グリーン

OV 001IR

OV 001SO

OV 001SC

OV 001BG

アナオリ カーボン ポット

お米を 2 ～ 3 合炊くのに丁度よい大きさ
の調理鍋です。お米が対流するように底
が盛り上がっているので炊飯、スープ、
リゾット、煮物など「炊く」「煮る」に適
しています。

持ち手
ミトン（鍋つかみ）をはめてもしっかり
持てる深さと角度を考慮した設計。

ステンレス ハンドル
マットで美しい磨き仕上げ。

スーパー楕円の比率を再現
最も美しいとされるスーパー楕円の滑ら
かな曲線を、0.01 ｍｍ単位の精緻な削り
出し技術によって再現しました。

フタ裏の溝もポイント
食材から出た水分が蒸気となりフタ裏の溝に
集められ、水滴となって食材に落ちることで、
旨味がより凝縮された味わいになります。

カラーコーティングは使い込んだような色褪せた質感に仕上げており、全て手作業の為若干の色ムラや個体差があります。

ジャパン ブラック
OV 001JB
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イタリアン レッド

スパニッシュ オレンジ

スカンジナビアン クリーム

ブリティッシュ グリーン

フレンチ ブルー

VO 001IR

VO 001SO

VO 001SC

VO 001BG

VO 001FB

アナオリ カーボン ポット

外径：22.0cm 
高さ：12cm
容量：2.1 Ｌ（満水時）
重さ：2.0Kg　
素材：カーボングラファイト
内面：セラミックコート
外面：耐熱塗装

ボリューム

お米を 2 ～ 3 合炊くのに丁度よい大きさ
の調理鍋です。底面がフラットなので「炊
く」「煮る」に加え「焼く」「炒める」「オー
ブン」に適しています。デザインは、オー
ディオ機器のボリュームノブをイメージ
しています。

オープン / クローズ
本体の目印にフタの凹みを合わせると蒸
気の通り道ができるので、お料理に合わ
せて簡単に調節できます。

フタ裏の溝もポイント
食材から出た水分が蒸気となりフタ裏の溝に
集められ、水滴となって食材に落ちることで、
旨味がより凝縮された味わいになります。

カラーコーティングは使い込んだような色褪せた質感に仕上げており、全て手作業の為若干の色ムラや個体差があります。

ジャパン ブラック
VO 001JB
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、

JET

外径：30cm 
高さ：3.5cm
重さ：1.5Kg　
素材：カーボングラファイト
内面：セラミックコート
外面：耐熱塗装
熱源：ガス直火・IH・他対応

ジェット

カーボンならではの高い遠赤外線効果と、優れ
た熱伝導性により均一に高温をキープ。まるで
ステーキハウスのような本格的グリルが可能に。
グリルしたお肉はふっくらと膨らんで厚みが増
し、驚くほど本格的な焼き上がり。従来の “焼
道具” としては、最高の製品に仕上がりました。

アナオリ カーボン グリル

ジャパン ブラック
JT 001JB

NEW

放射状の溝
肉や魚から出た余分な脂が溝に流れ、外側に向かった
緩やかな傾斜を伝って溝にたまるので、こんがり美味
しく焼き上がります。

厚みが熱を蓄える
大きな体積に熱を蓄え、食材をのせても温度が
下がりにくいからスピーディに火が通ります。

こだわりの一品削り出し
削り出しならではの精巧な掘り込みに加え、細部は
職人による手仕上げでなめらかに美しく。

手作業の工程があるため色ムラや個体差があります。

デザインは、最先端（ハイテク）のイメージを
JET エンジンになぞらえ、より速く、より強く、
より熱く、最高の料理をつくるエネルギーを表現
しています。

人類史上最高のグリルパン
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外径：30cm 
高さ：3.5cm
重さ：1.4Kg　
素材：カーボングラファイト
内面：セラミックコート
外面：耐熱塗装
熱源：ガス直火・IH・他対応

JAZZ

ジャズ

カーボンの特性により肉や野菜をおいし
くグリルできる他、すき焼きに適した設
計になっています。底の厚みは「JET」に
比べ薄く、その分火加減へのレスポンス
が良いので、すき焼きをメインにパエリ
ヤやビビンバなど様々な料理にもお使い
いただけます。

ジャパン ブラック
JZ 001JB

アナオリ カーボン グリル

NEW

絶妙な底厚み
蓄熱性と火力調節の両立を実現。

こだわりの一品削り出し
削り出しならではの精巧な掘り込みに加え、細部は
職人による手仕上げでなめらかに美しく。
手作業の工程があるため色ムラや個体差があります。

フチの美しさ＝使いやすさ
取手がなくても持ちやすく手になじむ形。

心躍るすき焼き & グリル

海外でも有名な坂本九さんの「上を向いて歩こう」の英題が
“SUKIYAKI” であり、この曲は “JAZZ” でも有名なスタンダー
ドナンバー。それにかけたデザインとネーミングです。「JET」
の強力なイメージとは異なり、遊び心とユーモアのある製品
となりました。
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直径：13cm  
高さ：11cm
容量：550cc（満水時）
重さ：700g　
素材：カーボングラファイト
内面：セラミックコート
外面：耐熱塗装
熱源 : ガス直火・IH 他対応

リンゴ

ジャパン ブラック

RG 001JB

イタリアン レッド

スパニッシュ オレンジ

ブリティッシュ グリーン

RG 001IR

RG 001SO

RG 001BG

アナオリ カーボン ココット

かじったリンゴのようなフォルムは、
「禁断の果実」としてのリンゴをイメー
ジ。リンゴは古くから “誘惑” のモチー
フとされてきました。カーボン「ココッ
ト リンゴ」で創られる料理はまさに魅
惑。リンゴの花言葉では「最も美しい
人へ」「永久の幸せ」という意味もあり、
ギフトとしても喜ばれるようなシック
かつキュートなキッチンツールです。

ギフトとしても喜ばれるシックかつキュートなキッチンツール
炊飯にもお菓子作りにも大活躍の万能ココット。

カラーコーティングは手作業の為、若干の色ムラや個体差があります。

RINGO

COCOTTE
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熱源
直火、ＩＨクッキングヒーター、オーブン他、直接加熱の
熱源でご使用いただけます。
空炊きにはご注意ください。
※電子レンジではご使用になれません。

割れ、カケ注意
カーボングラファイトは、強い衝
撃が加わると割れたりカケたりし
やすい素材のため、落としたり硬
いものと接触しないようお取り扱
いにはご注意ください。土鍋や瓦、
陶器などと同様の強度です。
誤って破片を口にするとケガをす
る恐れがありますので、十分にご
注意下さい。（素材自体は人体へ
の有害性は確認されていません）
一般的に釣り竿やゴルフクラブに
使用されているカーボン繊維強化
プラスチックとは大きく異なりま
す。

コーティング
ご使用によって表面のコートがは
がれることがあります。また硬い
ものでこすったり、フタと本体の
間に異物が挟まるとコートがはが
れたり、カーボン自体がけずれて
しまいます。コートやカーボンに
傷がつくと黒い粉が料理に移る事
があります。（カーボンは人体への
有害性は確認されていません）
コーティングを傷つける恐れのあ
る金属製のヘラ、お玉、フォーク、
スプーンなどはご使用にならない
で下さい。

浸透性あり！
カーボンは陶器と同様に小さ
な穴があいている素材です。
わずかですが染み込みが起こ
りますので、ご使用後はキレ
イに洗って水分を取って下さ
い。長時間油や食材がついて
いると臭いの原因となります
ので、ご注意下さい。

高温注意
熱伝導が良く、調理中は蓋や取手
部分、ポット自体がすぐに高温に
なります。素手で触ることは大変
危険ですので必ず鍋つかみをご
使用ください。消火後も蓄熱して
おりしばらくは高温の状態ですの
で、火傷には十分ご注意下さい。

保管
湿気の多い環境では保管しないで
下さい。フタを逆さまに本体と合
わせると擦れてコーティングが剥
がれる原因なります。また、洗浄
後や保管時に磁器や硬いものと重
ねて置かないで下さい。カーボン
グラファイトはとてもカケたりけ
ずれたりしやすい素材です。大切
に末永くご愛用をお願い致します。

洗浄
最初にお使いになる前とご使
用後は、中性洗剤を含ませた
柔らかいスポンジで洗って、
しっかり乾燥させて下さい。
シンナー類、クレンザー、研
磨剤、漂白剤、金属たわしな
どは使用しないで下さい。

高い熱伝導率
カーボンの特性の一つ、非常
に優れた熱伝導性をもち素早
く鍋全体に熱が伝わります。
包み込むように均一に加熱で
きるので、加熱ムラが出来ま
せん。

優れた遠赤外線効果
カーボンは他素材に類を見な
い遠赤外線放射性をもち、加
熱するほど波動が増加しま
す。遠赤外線波動は食材に含
まれる水分子と反応し凝縮さ
れた旨みや栄養素を閉じ込め
るため、冷めても美味しさが
損なわれにくいという効果が
あります。

Mechanism of the taste
ご使用上の注意カーボンという革命、美味しさのメカニズム。

100 5004002000

カーボン

鉄

ステンレス

アルミ
300

熱伝導率（w/mk）

カーボングラファイト（炭素）
99.9％を削りだした調理鍋です。

IH OVEN

ハロゲンＩＨ直火 オーブン 電子レンジ

!

!

高い熱伝導率で素早く、ムラなく加熱できる。

0.01mm の加工精度
一つ一つ削りだしたフタと本体は 0.01mm 単位の勘合精度で密閉性が高く、
無水調理を可能にしました。食材から出た蒸気が鍋の中で対流するため旨みを
逃がさず調理ができます。

100
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0
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放
射
率(
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可視光 近赤外線 遠赤外線

カーボン
グラファイト

鉄

カーボンの遠赤外線放射率は次元が違う。

Cook's notes

1716



カーボンポット / ココットリンゴでできる調理法

カーボンポットひとつで、驚くほど本格的な味に。
耐熱性能があり、オーブン料理やスモークなどバラエティーに富んだ料理が可能。

シンプルな料理ほどカーボンポットの真価を発揮してごちそう感のある仕上がりに。

堀尾　誠一
HORIO COOKING FACTORY 主宰
HORIO COOKING SCHOOL  校長

フランス料理レストランシェフを経て、1993 年
「HORIO COOKING FACTORY」を設立。各地
で料理教室の講師を務めるほか、外食産業のメ
ニュー開発、メディアや広告向けのフードコー
ディネーションなど活躍の場は多岐に渡る。

炊く

焼く

純度 99.9％のカーボングラファイト
( 炭 ) を削り出したカーボンポットなら
ではの、高い遠赤外線効果と肉厚構造
に蓄えた熱で、お米をむらなく芯から
加熱し、粒が立ったふっくらごはんに
炊き上げます。

カーボンポットは、ハンバーグやチキ
ンなどお肉料理にも力を発揮します。
表面はこんがりと焼け、香ばしく、肉
汁を閉じ込めることができ、遠赤外線
効果で中からふっくらとジューシーに
仕上がります。

オーブンを使わず、ふわふわのスフレ
チーズケーキができます。カーボンの
高い熱伝導性で、ココットリンゴ全体
から熱が伝わり、オーブンで焼いたよ
うに側面までこんがりと色付きます。

カーボンポットは密閉度が高いので、
具材の旨みを逃しません。骨付きの鶏
肉も、圧力がかかったようにほろりと
ほぐれ、焦げ付くことも無く全体的に
ほっこりとやわらかく仕上がります。

カーボンポットのレシピ

炊飯・・・・・・・・・・・・・・・P20
ハンバーグ・・・・・・・・・・・・P22
肉じゃが・・・・・・・・・・・・・P24
豚肉とポテトのローズマリー風味・・P26
ローストビーフ・・・・・・・・・・P28
彩り野菜とシーフードの蒸しもの・・P30
玄米・・・・・・・・・・・・・・・P32
まるごとさつまいもの塩バターご飯・P34
カオマンガイ・・・・・・・・・・・P36
無水チキンカレー・・・・・・・・・P38
豚肉とキャベツのブレゼ・・・・・・P40

（シュークルート風）

ウェブサイトでレシピをご紹介しています。
http://www.anaoricarbon.com

無水
調理

0.01mm 単位の加工精度で削りだした
フタと本体は密閉性が高く、食材から
出た蒸気が鍋の中で対流するため、旨
みを逃がさず調理ができます。

レシピを監修していただいたシェフ、堀尾さんに料理の「注目ポイント」を
教えてもらいました。 → 詳しくは各レシピページをご覧ください。

カーボングリルでできる調理法

カーボングリルのレシピ

ビーフステーキ　ハーブバター・・・P42
さばと香味野菜のエスニック風味・・P44
すき焼き・・・・・・・・・・・・・P46
プルコギ＆炭焼きビビンバ・・・・・P48
焼き野菜のカマンベールフォンデュ・P50

焼く

焼く
煮る

熱したカーボングリルは肉を置いても
温度が下がりにくく、表面がこんがり
しっかりと焼けるので、ステーキにぴっ
たり。溝があるので余分な脂も流れて
ヘルシー。※ JET で焼く時は、素材
にあらかじめ油をまぶしておくの
がおすすめ。

ステーキハウスのような本格的グリルが可能に。
カーボンならではの高い遠赤外線効果と優れた熱伝導性を
活かし、均一に高温をキープできるのが特長。スピーディ
かつパワフルな焼き心地で、プロのような仕上がりに。

鍋底を少し薄くして火力調節へのレス
ポンスを高めた絶妙の設計。焼くのも
煮るのも得意なので、すき焼きをメイ
ンにパエリアやビビンバなど様々な料
理が楽しめます。

・・・P52
・P54
・P56

・・・P58
・・・・・・・・・・・P60

・・・・・・・・・P62
・・・・P64

カーボンココット リンゴのレシピ

きのこの炊き込みご飯・炊飯
海老とマッシュルームのアヒージョ
フレッシュトマトのラタトゥイユ
りんごポークのミルフィーユ
焼きりんご
チーズ・スフレ
まるごとジャーマンポテト

焼く

焼く

ココットリンゴの名にぴったりの、ぜ
ひ一度は試していただきたい焼きりん
ご。オーブンを使わず、ココットリン
ゴで加熱することでりんごの甘味が凝
縮。底にたまった煮汁は絶品カラメル
ソースに。

煮る

1918



炊飯　[ 炊く ]

米をボウルに入れ、数回水をかえながら研ぐ。

水きり後すぐに、630ml の水を加える。

最初に強火で沸騰させた後、中火で 5 分、中火弱で 8 分炊く。

火を消した後、10 分蒸らす。

米
水

材料（4 人分）

お米の美味しさを引き出す
には、お米に素早くムラな
く熱を伝える事がポイント。
IH での炊飯は、粒感とコシ
があり、ふっくら米粒が大
きく炊けた。味は新米のよ
うにみずみずしく、中央に
カニの目が少しあり、米が
少し立っている。香りも見
た目も食感も良い。冷めて
も美味しい本格的なごはん
の味を手軽に毎日お楽しみ
いただけると思う。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

1.

2.

3.

4.

お米の旨みと甘みが引き出され、
粒立ちがあってハリのある炊きあがり。

使用アイテム [ POT OVAL ]

3 合
630ml
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ハンバーグ　[ 焼く ]
玉ねぎはみじん切りにする。カーボンポットにバターを中火で熱し、玉ね
ぎを入れて水分が飛んで薄茶色になるまで炒め、ボウルに取り出して粗熱
を取る。

1 のボウルにＡを入れて混ぜ合わせ、牛ひき肉を加えて指先で練り混ぜる。

2 を 2 つに分けて丸め、両手でキャッチボールするように肉の中の空気を
抜く。小判型に形を調え、中央をくぼませる。

カーボンポットにサラダ油を中火で熱し、3 を入れてフタをし 2 分焼いて
こんがりと焼き色がついたら裏返す。

フタをして弱火で 5 分焼き、火を切ってそのまま 3 分余熱で火を通す。竹
串を刺し透明な肉汁が出れば器に盛りソースをかけ、お好みの野菜を添え
る。

（ソース）
カーボンポットに赤ワインと水を入れて煮立て、ビーフシチューの素を煮
溶かし、ケチャップを加えて混ぜ合わせソースを作る。

カーボンポットで焼くと、
ハンバーグの表面がこんが
りと焼け、鍋離れも良いの
できれいにスッと裏返せる。
表面がしっかり焼けて、香
ばしい。肉汁を閉じ込める
こ と が で き、 ふ っ く ら と
ジューシーに仕上がる。お
皿に盛り付けて切った時に
肉汁がジュワっと出てくる。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

牛ひき肉
玉ねぎ
無塩バター

( Ａ )
パン粉
卵
塩
コショウ
ナツメグ
サラダ油

材料（2 人分）

220 ｇ
1/3 個

5 ｇ

1/3 カップ
1 個

小さじ 1/3
少々
少々

大さじ 1/2

1.

2.

3.

4.

5. 

（ソース）
赤ワイン
水
ビーフシチューの素

（市販品） 
ケチャップ 

お好みの添え野菜

70 ｍｌ
70 ｍｌ

10 ｇ
大さじ 1 1/2

使用アイテム [ POT VOL. ]
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肉じゃが　[ 焼く－煮る ]
じゃがいもは大きめの一口大に切り、2 ～ 3 分水にさらしてザルに上げ、水
気をきる。玉ねぎはくし形切り、人参は乱切りにする。

カーボンポットにサラダ油を強火で熱し、牛肉を入れてこんがりと炒める。

2 に玉ねぎ、人参、じゃがいもを順に加え、炒め合わせる。

全体に油が回ったら、水を加えて煮立て、アクを除いて中火にし、A を加える。

フタをして中火弱で 10 分煮、火を止めて 5 分蒸らす。器に盛り、あれば絹
さやをあしらう。

牛肉切り落し
じゃがいも
玉ねぎ
人参
サラダ油
水

（A）
酒
みりん
砂糖
醤油

絹さや（塩ゆで）

材料（4 人分）

カーボンポットは素材と鍋
肌が滑らかに離れて炒めや
すく、炒め心地が良い。しっ
かり焼き目が付けられるの
でアクが出にくく旨みを閉
じ込められる。フタをして
加熱中は密閉度が高く、少
し圧がかかっているような
印象。肉がこんがり焼けて
いる分、香ばしさがあり、
肉のくさみがない。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

160 ｇ
3 個

1/2 個
1/3 本

大さじ 1
350 ｍｌ

大さじ 1
大さじ 1

大さじ 1 1/2
大さじ 2

適宜

1.

2.

3.

4.

5. 

こんがり炒めて、ホクホクに煮る。
この両立が絶妙なのです。

使用アイテム [ POT OVAL ]
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豚肉とポテトのローズマリー風味　[ 焼く－蒸す ]

豚肩ロースは一口大に切り、塩、コショウする。じゃがいもは皮付きのま
まよく洗い、一口大に切る。ニンニクとローズマリーは半分に切る。

1 の豚肉、ニンニク、ローズマリーをポリ袋に入れ、オリーブ油を加えて
全体に馴染むように揉み、30 分程おく。

カーボンポットを中火強で熱し、2 の豚肉を入れて約 5 分こんがりと焼き、
裏返して更に 2 分程焼き、取り出す。

3 のカーボンポットの余分な油を除き、1 のじゃがいもを入れて表面にこ
んがりと焼き色を付けるように炒める。

3 の豚肉と、2 のニンニク、ローズマリーを入れてひと混ぜし、フタをし
て弱火で 5 分蒸し焼きにする。

全体に混ぜ合わせて再びフタをし、5 分蒸し焼きにして火を止め、3 分蒸
らす。

豚肩ロース
塩
コショウ

じゃがいも
ニンニク
ローズマリー
オリーブ油

材料（4 人分）

最初に豚肉を焼く段階で、
カーボンポットはこんがり
と表面を焼き付けることが
できる。肉からドリップが
出ないから、澄んだ油のま
ま後に炒めるじゃがいもも
同様にこんがり崩れずに炒
められる。仕上がりは美し
く、味ともに良い。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

400 ｇ
小さじ１弱

少々

2 個
2 片
2 枝

大さじ 2

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

遠赤外線効果で表面はこんがり、
中はジューシーな焼きあがり。

使用アイテム [ POT OVAL ]
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ローストビーフ　[ 焼く ]

牛モモ肉は室温に 1 時間ほどおき、タコ糸で巻いて結び、塩と粗びき黒コショ
ウをすり込む。

カーボンポットにサラダ油を強火で熱し、牛肉を入れて中火にし、ころがし
ながら 4 ～ 5 分、全面に焼き目をつける。

蓋をして弱火にし、3 分焼いたら裏返し、同様に 3 分焼く。

もう一度裏返して火を止め、蓋をして 15 分程おき、取り出して粗熱を取る。

4 のカーボンポットに赤ワインを入れて煮立て、アルコール分を飛ばしてケ
チャップとウスターソースを加え、ひと煮立ちさせる。

ローストビーフをスライスして器に盛り、クレソンを添え、5 のソースをか
ける。

牛モモ肉ブロック
（直径 7cm、長さ 10cm）

塩
黒コショウ

（粗びき）
サラダ油

赤ワイン
トマトケチャップ
ウスターソース
クレソン

材料（4 人分）

良質なフライパンで焼いて
いるような、焼き心地の良
さがある。肉をはじくよう
な感じ。フタをしながら転
がして焼くが、最後に焼く
面は、そのまま保温時にも
鍋底から火が入る為、加熱
時間を短めにしている。カー
ボン製なので、鍋の輻射熱
でオーブンのような効果も
あるのでは？という感想。
※肉の種類や形、コンロの
火力などによって火の通り
方が違うので、様子をみて
加熱時間は調整してくださ
い。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

450 ｇ

小さじ 2/3
小さじ 1/2

大さじ 1

1/4 カップ
大さじ 2
大さじ 1

8 本

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

使用アイテム [ POT OVAL ]
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彩り野菜とシーフードの蒸し物　[ 無水調理 ]

海老は背ワタを除く。イカは下処理して胴は輪切り、脚は食べやすい大きさ
に切る。

じゃがいもは皮つきのままよく洗い、一口大に切る。ズッキーニは所々皮を
むいて 1cm 幅の輪切り、パプリカは食べやすい大きさに切る。芽キャベツ
は半分に切り、
れんこんは乱切りにする。赤玉ねぎはくし形切りにする。

2 の野菜をサッと洗い、水気をきってカーボンポットに入れる。

1 のシーフードを加え、塩を振り、フタをして強火で加熱する。カーボンポッ
トのフチから蒸気が出てきたら中火弱にし、10 分加熱する。

火を止め、3 分蒸らす。アンチョビマヨネーズをつけながらいただく。

（アンチョビマヨネーズ）
アンチョビを細かく刻んでボウルに入れ、おろしニンニク、マヨネーズを加
えて混ぜ合わせる。

材料（4 人分）

海老
スルメイカ
じゃがいも
ズッキーニ
パプリカ黄
芽キャベツ
れんこん
赤玉ねぎ
塩

（アンチョビマヨネーズ）
アンチョビ
おろしニンニク
マヨネーズ

無水調理にすることで、素
材の旨みや栄養素が流れ出
ないので、野菜の美味しさ
が際立っている。じゃがい
もやれんこんはほっくりと
した食感、ズッキーニや芽
キャベツは柔らかく、シー
フードや他の野菜の旨みを
吸っている感じ。｢ ごちそう
｣ 感のある仕上がり。他の鍋
と比べ、焦げ付くことも無
く全体的にほっこりと仕上
がっているように感じた。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

4 尾
小 1 杯

1 個
1/2 本
1/2 個

4 個
100 ｇ
1/2 個

小さじ 1/2

2 枚
小さじ 1/2

大さじ 6

1.

2.

3.

4.

5. 

高い熱伝導率 × 0.01 ㎜の加工精度の密閉性で、
無水調理がますます美味しくなる。

使用アイテム [ POT OVAL ]
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玄米　[ 炊く ]

玄米は数回洗い、1 晩（6 時間以上）浸水しておく。

浸水していた水をきり、カーボンポットに玄米、水、塩を加え、蓋をする。

強火で沸騰させた後、弱火で 30 分炊く。

火を消した後、15 分蒸らす。

材料（3 人分）

玄米
水
塩

カーボンポットで炊きあげ
た玄米は、カニの目がしっ
かりとできている。程良い
歯ごたえを残してコシがあ
り、噛めば噛むほど味わい
深い。ふつうの鍋と炊き比
べると、カーボンポットで
炊いた玄米のほうが柔らか
く、ふっくら炊けた。
厚い土鍋で炊いたような印
象。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

1.

2.

3.

4.

2 合
500ml

少々

使用アイテム [ POT OVAL ]

カニの目はふっくら炊きあがった証。程良くコシが
あって味わい深く、何度も炊きたくなる。
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まるごとさつまいもの塩バターご飯　[ 炊く ]

さつまいもはピーラーで所々皮をむき、水にさらす。

米をボウルに入れ、数回水をかえながらといで水気をきる。

カーボンポットに 2 の米、水、酒、塩を加えてひと混ぜし、１のさつまいもを
のせて蓋をする。

強火で沸騰させた後、中火で 5 分、中火弱で 10 分炊く。火を消してから 15
分蒸らす。

バターを小さく切ってのせ、さつまいもをしゃもじでほぐしながら全体をさっ
くりと混ぜ合わせる。

材料（3 ～ 4 人分）

さつまいも
米
水
酒
塩
バター

1.

2.

3.

4.

5.

カーボンポットの遠赤外線
効果で、さつまいもがほっ
くり甘く仕上がる。
さつまいもは、所々皮をむ
いておくことで、しゃもじ
でほぐしやすくなる。
※さつまいもは大きすぎる
と火が通りにくい為、長さ
17cm、直径 4 ～ 5cm 程度
のものを使用してください。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

1 本（約 220 ｇ）
2 合

430ml
大さじ 2

小さじ 1/2
20 ｇ

使用アイテム [ POT OVAL ]
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カオマンガイ　[ 炊く ]

米をボウルに入れ、数回水をかえながらといで水気をきる。

鶏肉は余分な脂を除いて半分に切り、塩と酒をもみこみ、10 分程置く。

カーボンポットに 1 の米、水、鶏がらスープの素、ナンプラーを加えて混ぜ
合わせ、2 の鶏肉、生姜の薄切り、長ねぎの青い部分をのせ、蓋をする。

強火で沸騰させた後、中火で 5 分、中火弱で 8 分炊く。火を消してから 10
分蒸らす。

赤玉ねぎは薄切り、トマトとライムはくし形切り、香菜はザク切りにする。

ご飯が炊き上がれば、鶏肉を取り出して長ねぎを除き、サックリと混ぜ合わ
せる。鶏肉を切り分けてご飯と共に盛り、5 の野菜とスイートチリソースを
添える。

材料（3 ～ 4 人分）

米
鶏モモ肉
塩
酒　
水
鶏がらスープの素
ナンプラー　
生姜の薄切り
長ねぎの青い部分

赤玉ねぎ
トマト　
ライム　
香菜（パクチー）

スイートチリソース
（市販品）

1.

2.

3.

4.

5.

6.

カーボンポットで炊き上げ
たカオマンガイは、チキン
の旨味が引き出され、それ
を吸いこんだご飯が味わい
深い。
チキンからも水分が出るの
で、水加減をいつもの炊飯
より少し少なめにしている。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

2 合
2 枚 ( 約 560 ｇ )

小さじ 1/2
大さじ 1

360ml
小さじ 1

　　　小さじ 1
1 片分
1 本分

1/2 個
1 個
1 個
適量

適量

使用アイテム [ POT OVAL ]

チキンの旨みを引き出して、ご飯に吸わ
せるからしっとり柔らかな炊きあがり。
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無水チキンカレー　[ 無水調理 ]

鶏手羽元は骨と身の間に切れ目を入れ、塩をまぶしてしばらく置く。

玉ねぎは薄切り、トマトはザク切り、ニンニクと生姜はみじん切りにする。

1 の鶏肉に小麦粉をまぶし、サラダ油を熱したカーボンポットで全体をこん
がりと焼き、一度取り出す。

3 のカーボンポットにバターを熱して玉ねぎを炒め、しんなりとしたらニン
ニクと生姜を加え、薄いきつね色になるまで炒める。

トマト、コンソメの素、カレー粉、ガラムマサラを入れ、3 の鶏肉とローリ
エをのせ、蓋をして中火で加熱する。カーボンポットのフチから蒸気が出て
きたら弱火にし、約 40 分加熱する。

塩で味を調え、生クリームを加えてひと煮する。
ご飯を盛り、レーズン、フライドオニオン、ピクルスを添える。

材料（4 人分）

鶏手羽元
塩
玉ねぎ
トマト
ニンニク
生姜
小麦粉
サラダ油
バター
コンソメの素
カレー粉
ガラムマサラ
ローリエ
塩
生クリーム

ご飯
レーズン
フライドオニオン
ピクルス

1.

2.

3.

4.

5.

6.

野菜の水分を利用した無水
調理。カーボンポットで鶏
肉と玉ねぎをこんがりと炒
めることで、香ばしさとコ
クが出る。カーボンポット
は密閉度が高いので、具材
の旨みが逃げない。骨付き
の鶏肉も、圧力がかかった
ようにほろりとほぐれる。
一 般 に 手 に 入 り や す い カ
レー粉とガラムマサラは、
複数のスパイスがミックス
されており、本格的なスパ
イスカレーの味わいが手軽
にできる。ルウを使わない
のでヘルシーで、野菜の旨
みとスパイスが効いたさら
りとした味わいのカレーに
仕上がる。お好みのスパイ
スを使ってアレンジしても。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

8本(約480ｇ)
小さじ 1

2 個
3 個 ( 約 600g)

2 片
1 片

大さじ 1
小さじ 2

10g
大さじ 1/2

大さじ 1
小さじ 1

2 枚
少々

大さじ 2

4 人分
適量
適量
適量

使用アイテム [ POT VOL. ]
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材料（4 人分）

キャベツ
塩

豚肩ロース
( ブロック )
塩
コショウ
じゃがいも
オリーブ油
白ワイン
酢
コンソメの素
ベーコン
ローリエ
タイム
粒マスタード

豚肉とキャベツのブレゼ シュークルート風 [ 無水調理 ]

キャベツは 5mm 幅の細切りにし、塩小さじ 1 1/2 をもみ込んで 30 分程置く。
しんなりとしたら水気をしっかりと絞る。

豚肩ロース肉に塩小さじ 1/2 とコショウをまぶす。じゃがいもは皮をむいて
半分に切り、水にさらしてザルに上げる。

カーボンポットにオリーブ油を中火で熱し、豚肉を入れてころがしながら全
面に焼き目をつけ、一度取り出す。

3 のカーボンポットにキャベツを敷き、白ワイン、酢、コンソメの素を入れ、
3 の豚肉を戻し入れ、じゃがいも、ベーコン、ローリエ、タイムを加え、蓋を
して中火で 5 分、弱火で約 30 分蒸し煮にする。

豚肉に火が通れば、具材を切り分けて器に盛り、粒マスタードを添える。

1.

2.

3.

4.

5.

カーボンポットの焼き調理
のしやすさと、密閉性が高
く無水調理もできる特性を
活かしたメニュー。最初に
豚肉をこんがり焼きつけ、
キャベツの上にのせて蒸し
煮にすることで、肉の旨味
がしみ込んで、たまらない
美味しさ。※豚肉は厚みに
よって火の通りが異なるの
で、加熱後竹串を刺してみ
て澄んだ肉汁が出てくれば
火が通った合図。まだの場
合は追加で加熱して様子を
みてください。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

600 ｇ
小さじ 1 1/2

350 ｇ

小さじ 1/2
少々

2個(300ｇ)
小さじ 1

50ml
50ml

小さじ 1 1/2
2 枚
2 枚
2 枝
適量

使用アイテム [ POT VOL. ]

こんがり焼けた豚肉と、旨みを吸ってしっとり蒸された
野菜のたまらないハーモニーを味わう。
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牛肉（ステーキ用）
塩、コショウ
サラダ油

ニンニク
じゃがいも
ペコロス
サラダ油

（ハーブバター）
作りやすい分量
パセリ
バター
レモン汁

クレソン
ステーキソース

（市販品）

ビーフステーキ　ハーブバター　[ 焼く ]

ニンニクはスライスする。じゃがいもは食べやすい大きさに切り、下ゆでする。
ペコロスは半分に切る。それぞれサラダ油少々をまぶしておく。

牛肉に塩、コショウし、サラダ油少々を薄く塗る。

カーボングリルを強火で熱し、2 の牛肉、1 のじゃがいも、ペコロス、ニンニ
クを入れ、火加減を調整しながらお好みの焼き加減になるようこんがりと焼く。

器に盛り、ハーブバター適量、お好みでクレソンとステーキソースを添えてい
ただく。

（ハーブバター）
みじん切りにしたパセリと、室温で柔らかくしたバター、レモン汁を混ぜ合わ
せる。

材料（2 人分）

1.

2.

3.

4.

熱したカーボングリルは肉
を置いても温度が下がりに
くく、表面がこんがりしっ
かりと焼けるので、ステー
キにぴったり。溝があるの
で余分な脂が流れ、肉をは
じくような感じで心地よく
焼ける。焼きあがりはふっ
くら柔らかく、肉汁を閉じ
込めてジューシー。焼くと
きは、素材にあらかじめ油
をまぶしておくのがおすす
め。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

2 枚
各適量

少々

1 片
小 2 個

2 個
少々

10 ｇ
100 ｇ

少々

適宜
適宜

使用アイテム [ GRILL JET ]

溝に沿って余分な脂が落ち、表面はパリッと
中はジューシーに。まるでプロが焼き上げたよう。
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さばと香味野菜のエスニック風味　[ 焼く ]

赤ピーマンは細切り、玉ねぎは薄切り、レモングラスはごく薄い小口切りにする。

赤玉ねぎは薄切り、香菜はザク切りにし、ボウルに入れてさっくりと混ぜ合わ
せておく。

さばに塩とスパイスをふり、サラダ油を薄く塗る。

カーボングリルを中火で熱し、さばを皮目を下にして並べ入れ、火加減を調整
しながらこんがりと焼けたら裏返す。1 の野菜をあいたスペースに入れ、炒める。

さばに火が通れば器に盛り、炒めた野菜と 2 をのせ、ライムを添える。ソース
をかけていただく。
　

（ソース）
ボウルに材料を混ぜ合わせる。

材料（2 人分）

さば（切身）
塩
クミンパウダー
ターメリックパウダー
サラダ油
 　
赤ピーマン
玉ねぎ
レモングラス

赤玉ねぎ
香菜（パクチー）
ライム

( ソース )
ナンプラー　
ライムの絞り汁　
おろしニンニク
砂糖
赤唐辛子の小口切り

1.

2.

3.

4.

5.

カーボングリルなら、焼き
魚もこんがりクリスピーに、
おいしく焼き上げられる。
溝に沿って余分な脂が落ち
るので、皮目がパリッと香
ばしく焼き上がり、身はふっ
くらジューシー。素材を軽
くはじくような焼き心地で、
魚の身もくっつかず、崩れ
ず焼ける。魚はさば以外に
も、お好みの魚で。
焼くときは、素材にあらか
じめ油をまぶしておくのが
おすすめ。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

2 切れ
少々
少々
少々

小さじ 1
 　

1/2 個
1/4 個
1/2 本

1/2 個
1/2 束

適量

大さじ 1
大さじ 1/2

少々
大さじ 1/2

少々

使用アイテム [ GRILL JET ]
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すき焼き　[ 焼く－煮る ]

焼き豆腐は一口大に切る。長ねぎは斜め切り、しいたけは飾り包丁を入れ、春
菊はザク切りにする。

割り下の材料を小鍋に入れ、一度煮立てる。

カーボングリルを中火にかけて牛脂を溶かし、牛肉を数枚入れて火加減を調整
しながらサッと焼き、割り下適量を加えて絡め、溶き卵をつけながらいただく。

カーボングリルに焼き豆腐、長ねぎ、しいたけを並べ入れ、割り下適量を加え
て煮立てる。残りの牛肉と春菊を加えてサッと煮、具材を取り分けていただく。

材料（2 ～ 3 人分）

牛肉（すき焼き用）
焼き豆腐
長ねぎ
しいたけ
春菊

牛脂
卵

（割り下）
酒
みりん
砂糖
しょうゆ
昆布だし

1.

2.

3.

4.

カーボングリルでサッと焼
きつけた牛肉は、香ばしさ
と肉の旨味が堪能できる。
まずは牛肉だけを贅沢にい
ただき、鍋に残った肉の旨
味で野菜もおいしく。※用
意する割り下の量は、お好
みで調整してください。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

約 300 ｇ
1/2 丁

1 本
4 枚
１束

適量
2 ～ 3 個

50ml
50ml

大さじ 2
50ml
50ml

使用アイテム [ GRILL JAZZ ]
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プルコギ＆炭焼きビビンバ　[ 焼く ]

牛肉は食べやすい大きさに切る。玉ねぎは薄切り、人参と赤ピーマンは細切り、
ニラは 4cm 長さに切る。

ボウルにＡを混ぜ合わせ、1 の牛肉とニラ以外の野菜を加えて混ぜ、しばらく
漬け込む。

カーボングリルを中火で熱し、2 を漬けだれごと入れて火加減を調整しながら
炒め、具材に火が通ればニラを加えてサッと炒め合わせ、白ごまをふる。

サンチュで巻きながらいただく。

材料（2 ～ 3 人分）

( プルコギ）
牛肉薄切り
玉ねぎ
人参
赤ピーマン
ニラ

（Ａ）
おろしニンニク     
おろし生姜 
梨またはりんご（すりおろす）

酒
しょう油
コチュジャン  
砂糖
ごま油
白ごま
サンチュ

（炭焼きビビンバ）               
ご飯
ごま油
お好みのナムルやキムチ
卵黄
コチュジャン

250 ｇ
1/4 個
1/4 本

1 個
1/2 束

小さじ 1/2
小さじ 1

1/4 個（正味 80 ｇ）
大さじ 1
小さじ 1
大さじ 2 
小さじ 1
小さじ 1

適量
適量

300 ｇ
小さじ 2

適量
2 ～ 3 個

適量

CHEF'S NOTES

1.

2.

3.

4.

プルコギのたれは、梨がな
ければ、年中手に入りやす
いりんごで代用可。肉を柔
らかくジューシーにし、フ
ルーティーさが加わる。市
販 品 の た れ を 代 用 し て も
OK。
〆は石焼きならぬ、炭焼き
ビビンバ。肉と野菜の旨み
が残った煮汁を活かして、
贅沢に。カーボンで焼き上
げるごはんの「おこげ」は、
格別のごちそう！アツアツ
を取り分けてどうぞ。

シェフが注目するポイント

使用アイテム [ GRILL JET ]

使用アイテム [ GRILL JET ]

カーボングリルにご飯とごま油を入れてひと混ぜし、平らに広げ、中火～強火
にかけてご飯を焼く。

お好みのナムルやキムチを盛り、卵黄とコチュジャンをのせる。

ご飯が焼けたら、全体に混ぜ合わせていただく。

1.

2.

3.

＜プルコギ＞

＜炭焼きビビンバ＞（プルコギの煮汁が少し残った状態でＯＫ）

プルコギの煮汁を活かしたビビンバは、炭焼きのおコゲが
格別な旨さ。一鍋で二度楽しめる絶品メニュー。
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シェフが注目するポイント

焼き野菜のカマンベールフォンデュ　[ 焼く ]

ズッキーニは所々皮をむいて輪切り、パプリカは一口大に切る。じゃがいもは
一口大に切り、下ゆでしておく。フランスパンは食べやすい大きさに切る。

カーボングリルの中心にカマンベールチーズを置き、中火にかける。周りにオ
リーブ油を回し入れ、1 の具材とローズマリーを入れて火加減を調整しながら
焼く。チーズの裏面が少しこんがりとしたら裏返し、十字に切り込みを入れる。

焼き上がった野菜とパンを、とろけたカマンベールチーズにつけながらいただ
く。

材料（2 ～ 3 人分）

カマンベールチーズ

ズッキーニ
パプリカ赤・黄 
じゃがいも
フランスパン
ローズマリー
オリーブ油

1.

2.

3.

カーボングリルで焼いた、
野菜のおいしさを味わえる
メニュー。
と ろ り と と ろ け た カ マ ン
ベールは、焼き進めていく
と崩れてくるので、最後は
具材と絡めながら、カリッ
と焼けたチーズのおこげを
楽しむのもおすすめ。

CHEF'S NOTES

1 個

1/2 本
各 1/2 個

小 2 個
適量
1 枝
適量

使用アイテム [ GRILL JAZZ ]

チーズを溶かしながら野菜に芯から火が通るから、
ごちそうメニューが手軽に楽しめる。

5150



炊飯 ( 白米 )　[ 炊く ]

米をボウルに入れ、数回水をかえながらといで水気をきる。

ココットリンゴに米と水を入れ、20 分浸水し、中火で沸騰させた後、
蓋をして弱火で 13 分炊く。

火を消してから 10 分蒸らす。

米
水

材料（1 人分）

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

1.

2.

3.

1/2 合
120ml

きのこの炊き込みご飯　[ 炊く ]

米をボウルに入れ、数回水をかえながらといで水気をきる。ココット
リンゴに米と分量の水を入れ、20 分浸水させておく。

きのこは適当な大きさに切り、油揚げは短冊切りにする。

1 にめんつゆを加えてひと混ぜし、2 の具材をのせ、蓋をする。

中火で沸騰させた後、弱火で 13 分炊く。火を消してから 10 分蒸らす。

ザク切りにしたみつ葉を散らす。

1.

2.

3.

4.

5.

米
お好みのきのこ 
油揚げ
水  
めんつゆ

（2 倍濃縮） 
みつ葉

材料（1 人分）

100ｇ（2/3合）
50 ｇ

1/2 枚
130ml

大さじ 1

少々

ココットリンゴは、小さい
ながら、カーボンで炊く米
のおいしさを楽しめる。米
の食感もしっかり、ふっく
らとしてコシのあるご飯が
炊ける。沸騰まで蓋を開け
て加熱することで、沸騰度
合がわかりやすく、ふきこ
ぼれ防止にもなる。ココッ
トリンゴは熱伝導性が高く、
保温性もあるので、沸騰後
の火加減は極弱火で炊きあ
げることができる。
炊き込みご飯は程良いご飯
のおこげができ、カーボン
ならではの美味しさが味わ
えるのが魅力的。一人分の
炊き込みご飯に丁度良く、
ココットリンゴの保温性で
炊きたてアツアツの状態を
長く楽しめ、ごちそう感が
ある。

カーボン素材の性能はそのままに、
1 合炊きや毎食食べきりにちょうどいいサイズ感。

使用アイテム [ COCOTE RINGO ]
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海老とマッシュルームのアヒージョ　[ オイル煮 ]

むき海老は解凍し、背ワタを除く。マッシュルームは汚れをキッチン
ペーパーで拭く。ニンニクは薄切りにし、赤唐辛子は種を除く。

ココットリンゴにニンニク、赤唐辛子、オリーブ油を入れて中火にか
ける。香りが出てきたら弱火にし、マッシュルーム、海老の順に入れ
て塩をふり、蓋をして 5 分程煮る。

蓋を開けてひと混ぜし、刻んだイタリアンパセリをふり、バゲットを
添える。

ココットリンゴの保温力で、
グツグツと熱々の状態が長持
ち。海老とマッシュルームの
旨味がじんわり溶け出したオ
イルも、バゲットと一緒にど
うぞ。ガーリックの香ばしさ
が食欲をそそる。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

むき海老
マッシュルーム

ニンニク
赤唐辛子
オリーブ油 
塩
イタリアンパセリ

バゲット

材料（2 人分）

1.　

2.　

3. 

10 尾（約 100 ｇ）
8 個

1 片
1 本

大さじ 4 ～ 5
適量
少々

適量

使用アイテム [ COCOTE RINGO ]
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フレッシュトマトのラタトゥイユ　[ 無水調理 ]

トマトはザク切り、玉ねぎ、なす、黄パプリカは 2 ｃｍ角に切り、ニン
ニクはみじん切りにする。

ココットリンゴにオリーブ油とニンニクを入れて中火にかけ、香りが出
てきたらトマト以外の野菜を加えてサッと混ぜ合わせて全体に油を回す。
トマトをのせて弱火にし、塩をふってタイムをのせ、蓋をして 10 分蒸し
煮にする。

全体を混ぜ合わせていただく。

トマト
玉ねぎ
なす
黄パプリカ 

ニンニク
オリーブ油
塩
タイム

材料（1~2 人分）

無水調理を活かして、野菜
の美味しさをギュッと閉じ
込めた一品。塩だけで、野
菜の旨味を引き出している。
他にもお好みの野菜を使っ
て、オリジナル料理にアレ
ンジできる。冷蔵庫の余り
野菜も、無水調理で旨味を
引き出せば、美味しい一品
に。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

1.

2.

3. 

少し残ったお野菜をパパっと入れ、
お塩だけでおいしくヘルシーな無水調理が簡単に。

( 小 )1 個（150 ｇ）
1/4 個（50 ｇ）
1/2 個（50 ｇ）
1/2 個（90 ｇ）

1/2 片
大さじ 1

小さじ 1/2
2 枝

使用アイテム [ COCOTE RINGO ]
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りんごポークのミルフィーユ　[ 蒸し煮 ]

キャベツは細切りにし、塩小さじ 1/2 をもみこんでしばらく置き、水気を
しっかりと絞る。

豚バラ肉は 3cm 長さに切り、塩、コショウする。りんごは薄いいちょう切
りにする。

ココットリンゴに 1 のキャベツを敷き、豚バラ肉とりんごを重ねながら詰
める。

コンソメの素と白ワインをふり、バターとローズマリーをのせ、蓋をする。

弱火で約 20 分、豚肉に火が通るまで蒸し焼きにする。

豚バラお好み焼き用
りんご
塩、コショウ

キャベツ 
塩

コンソメの素
白ワイン

バター
ローズマリー

材料（2 人分）

ココットリンゴにギュッと
詰めたミルフィーユは、可
愛いおもてなしに最適。
程良い酸味のリンゴと豚肉
が相性抜群の組み合わせ。
旨 味 を 吸 い 込 ん だ 脇 役 の
キャベツも美味しくいただ
ける。
加熱時間は、豚肉に火が通
れば、短めでリンゴの食感
を楽しむもよし、弱火で長
めに加熱し、くたっとした
食感を楽しむもよし。お好
みで調整してください。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

1.

2.

3.

4.

5. 

100 ｇ
1/2 個
各少々

1/8 個（160 ｇ）
小さじ 1/2

小さじ 1/2
大さじ 1

10 ｇ
1 枝

使用アイテム [ COCOTE RINGO ]
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焼きりんご　[ 蒸し焼き ]

りんごは、底まで穴があかないように芯をくり抜き、竹串で所々全体に穴
をあける。

ボウルに A を混ぜ合わせ、りんごの穴に詰め、シナモンスティックを刺す。

ココットリンゴに 2 を入れてラム酒をかけ、蓋をして弱火で 15 分～ 20 分
加熱する。

器にリンゴを盛り、煮汁を回しかける。

りんご
(A)
バター
グラニュー糖 
レーズン

シナモンスティック 
ラム酒

材料（1 人分）

ココットリンゴの名にぴっ
たりの、ぜひ一度は試して
いただきたいメニュー。オー
ブンを使わず、手軽に焼き
りんごが楽しめる。ココット

リンゴで加熱することでりん
ごの甘味が凝縮。りんごの
エキスと砂糖が少しカラメ
ル化した煮汁は、ソースの
ようにとろりとかけ、りん
ごと絡めて一緒にどうぞ。
お好みで、冷たいアイスク
リームやホイップクリーム
を 添 え て も。 シ ナ モ ン ス
ティックがなければ、市販
のシナモンパウダーでも代
用できます。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

1.

2.

3.

4.

1 個

10 ｇ
大さじ 1

10 ｇ

1/2 本
大さじ 1

焼きりんごは底に溜まった煮汁が
まるで上質なソースのような仕上がりに。

使用アイテム [ COCOTE RINGO ]
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チーズ・スフレ　[ 焼き ]

ココットリンゴにバターを塗り、軽く薄力粉をふるっておく。

ボウルにクリームチーズを入れ、泡だて器でなめらかになるまで混ぜ、グ
ラニュー糖の半量を入れてすり混ぜる。

2 に卵黄、レモンの皮、レモン汁を加えて更に混ぜ、薄力粉をふるい入れて、
粉っぽさがなくなるまで泡だて器で混ぜ合わせる。

別のボウルに卵白を入れて泡立て、少し泡立ってきたら残りのグラニュー
糖を加え、ピンと角が立つまでしっかりと泡立ててメレンゲを作る。

3 に 4 のメレンゲの半量を加え、泡だて器でなじむまで混ぜ、残りのメレ
ンゲを加えて泡を消さないようにゴムベらで切るように混ぜ合わせる。

ココットリンゴに 5 の生地を流し入れ、蓋をして弱火で 12 分加熱し、火を
消して 10 分蒸らす。

ココットリンゴから取り出し、粉砂糖をふる。

材料（1 人分）

バター 
薄力粉 

クリームチーズ
グラニュー糖
卵（卵黄と卵白に分ける）
レモンの皮（すりおろす）
レモン汁
薄力粉

粉砂糖

オーブンを使わず、ふわふ
わのスフレチーズケーキが
できる。カーボンの高い熱
伝導性で、ココットリンゴ全
体から熱が伝わり、オーブ
ンで焼いたように側面まで
こんがりと色付く。
できたてのふんわりアツア
ツの状態でも、冷やした状
態でも、おいしくいただけ
ます。
※ご家庭の熱源によって火
力が異なるので、ごく弱火
から挑戦し、加熱時間も調
整してください。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 

オーブンを使わずに全体にキレイな焼き色がつく
“スフレ” は感動の出来栄え。

少々
少々

100g
40g
1 個
少々

小さじ 1
15 ｇ

適量

使用アイテム [ COCOTE RINGO ]
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まるごとジャーマンポテト　[ 蒸し焼き ]

じゃがいもは皮をむき、水にさらして水気をきる。玉ねぎは 5mm 幅の薄
切り、ベーコンは短冊切りにする。

ココットリンゴに玉ねぎを入れ、じゃがいもとベーコンをのせてオリーブ
油を回しかけ、白ワインと塩をふり、ローズマリーをのせて蓋をし、弱火
で 30 分加熱し、火を消して 10 分蒸らす。

バターをのせ、崩しながらいただく。

材料（1 ～ 2 人分）

じゃがいも
玉ねぎ
ベーコン

オリーブ油
塩
白ワイン
ローズマリー
バター

じゃがいもは、フランス語
で ｢pomme de terre」、 り
んごは「pomme」。まるご
とのじゃがいもも、ココット

リンゴの遠赤外線効果でほっ
こり美味しく仕上がります。
弱火でじんわり火が入った
じゃがいもに、甘さ引き立
つ玉ねぎとベーコンの旨味
が絡む、ジャーマンポテト
風の味わいです。
※じゃがいもは直径 6 ｃｍ、
160 ｇ以下のものを使用し
てください。ご家庭の調理
機器熱源の火力が強いと、
弱火でも焦げる場合がある
ので、その場合はじゃがい
もを一口大に切って加え、
加熱時間を短めに調整して
ください。

シェフが注目するポイント

CHEF'S NOTES

1.

2.

3.

熱伝導の良さと密閉性の高さがなせる
カーボンココットならではの技。

1 個（160 ｇ以下）
1/2 個

1 枚

大さじ 1/2
小さじ 1/4

大さじ 2
1 枝

10 ｇ

使用アイテム [ COCOTE RINGO ]
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アナオリカーボンポット×匠（シェフ）

予想を裏切る火の通りが面白い！

あのシェフもお墨付き！

浪速割烹の名店『法善寺　㐂川』で 13 年、しっかりと
磨いた腕で 2009 年に独立。独創的かつ繊細な大阪料理
の旗手として、今や日本中から注目を集める『北新地　
弧柳』の店主・松尾慎太郎さんに、カーボンポットを使っ
てみた感想をうかがった。

大阪●日本料理
『北新地　弧柳』店主　松尾慎太郎さん

「意外な仕上がりに、正直ちょっとびっくりしました」。
丸いフォルムの『OVAL』を使ってみた感想をそう語る
松尾さん。いつもは土鍋で炊くお粥をカーボンポットで
炊いてみた時のこと。「火の通り方というか、味の出方が、
明らかに違っていたんです」。

イメージした完成形より旨み濃厚

タケノコのお粥を炊いてみると「火が入ってとろりとし
ているのに、お米の粒感は残ったまま。しかも甘みが強
いし、タケノコの旨みも思った以上にしっかり出てい
て」。

素材に残る水分量にも違いを感じたそうだ。
「例えば普通の焼き台で鰻の表面がパリッとな
るまで焼くと、水分が抜けて身はパサパサに
なっちゃう。ところが炭火だと、皮がカリッ
とするまで焼いても中はふっくらしています
よね。それと似た水分の残り方をしているん
です」。
まるで「炭火焼きと同じ現象が鍋の中で起こっ
ているような感じ」と松尾さん。

カーボンポットは、純度 99.9％の
カーボングラファイト（炭）から削
り出したもの。だから、炭火焼きと
同じ高い遠赤外線効果が得られるの
は確か。それをお粥の炊き上がりか
ら感じ取るとは、さすがだ。

鯛もキノコも艶々の仕上がりに

コースの〆は、お粥と決めている松尾さん。
「米は大阪・高槻のキヌヒカリ、水は箕面の湧き水です。ご飯よりお粥の方が、水のおい
しさもお米の甘みも感じていただけるかなぁと思って」。
　
この日炊いていただいたのは、明石産の紅葉鯛とキノコのお粥。
熱々に焼いたカーボンポットに太白胡麻油を加えてキノコを炒めながら「油から煙が出る
ほど火力を全開にしても、焦げつかないのもびっくりですね」。

鍋全体に熱を蓄え、受け止めた火を均一に素材に伝えるため、焦げにくいのもカーボンポッ
トの特徴だ。
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透明になるまでお米に火を通したところで、白ワ
イン少々と鯛の骨でひいただしを投入。沸いたら
蓋をして弱火でそのまま 20 分ほど。
表面にほどよく水分が残った状態になったら、厚
めに引いた紅葉鯛の造りを並べて約 10 分ほど蒸ら
して出来上がり。

熱で包み込むようにして炊き上げられたお米やキ
ノコは艶ピカで、余熱で蒸らしたレアな鯛は甘く
てジューシー。キノコと鯛の深い味わいが織りな
す、絶品お粥の完成だ。

艶々に炊き上がった『キノコと紅葉鯛のお粥』。仕
上げに、カラスミと芽ネギを散らして出来上がり。

「お米の旨みも鯛の旨みも、す
ごく出てるでしょう？ここま
で強く素材の持ち味を引き出
してくれる鍋で魚を蒸したら
どうなるか」。

次は無水調理に挑戦してみた
いという。

「ふっくら火が入って、きっと
おいしく仕上がると思うんで
すよね」。
松尾さんからの次なる報せが
待ち遠しい。

（お店データ）
●住所　大阪市北区堂島 1-5-1　エスパス北新地
23-1F　　
●営業時間 18:00 ～ 21:30L.O.　
●休日　日曜・祝日
●予算　おまかせコース 16000 円～
● URL　http://www.koryu.net
●席数　カウンター 12 席（禁煙）
●カード利用　可

（プロフィール）
松尾慎太郎さん
1975 年　大阪府吹田市生まれ。19 歳から 13 年に渡り浪速割烹『法善寺　㐂（七が三
つの喜）川』で修業。24 歳の若さで板長に。2009 年 33 歳で、憧れの地・北新地にて
独立開業を果たす。オープン２年目の 2011 年には、早くも『ミシュランガイド』最高
位の三ツ星を獲得。屋号の『弧柳』は、弧を描いて撓るしだれ柳の根のようにしっかり
とした「基礎」と、柳の枝ようにしなやかで柔軟な「発想」を大切にしたいという想い
からつけたものだそう。

Photos: 下村亮人　Text: 柴田くみ子
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Carozzeria Kawai Corp.

伝統技術と最先端技術を業種を超
えて融合し、工業製品×アートの
世になかった革新的で美しい製品
を産み出す「工業 アート クリエイ
ター」としての活動を、プロダクト・
グラフィック・建築の分野におい
て国内外で展開。
フランクフルト・ボローニャ・パ
リ・東京の国際見本市で数々の作
品を発表。ジャーマンデザイン賞、
iF デザイン賞、レッドドットデザ
イン賞、グッドデザイン賞・The 
Wonder 500 等、国際的なデザイ
ン・アートの賞を受賞。

　カーボングラファイトという新素材での調理の可能
性は、人の暮らしの中心ともいえる『食』の新しく楽
しい未来を創り得るものだと確信し、大きなテーマに
挑戦する決意で、相応しいデザインとは何かを模索し
続けて参りました。

　素材価値が極めて高く、加工方法が「削り出し」に
限定される中で、調理鍋としての機能と使いやすさ、
高い質感と官能的な美しさのバランスをとることは、
私たちの今までの取り組みの中でも最も難易度の高い
対象であり、開発開始から数年間の間に膨大なデザイ
ン案と試作と実験を繰り返し、何度も大きな壁に突き
当たっては乗り越えてきました。

　苦心の末に完成し、ようやくスタート地点に立てた
ことがとても感慨深く、困難を成し遂げた素晴らしい
開発チームである穴織カーボン（株）の皆さんと、協
力者の皆さんを誇りに思います。

　画期的なカーボン製ということもあり、デザインは
キッチンやテーブルと調和する力強いシンプリシティ
を大切にしながら、使うほど愛着の湧くレトロな味わ
いと新素材の未来を感じるフォルム、美しい仕上げに
拘りました。ユーザーの皆様が、例えばバイクや車、
楽器を所有するような高揚感を得られるようなものに
したいと考え、実現できたのではないかと思います。

　是非多くの皆様に、カーボンによる新しい料理体験
を『宝探し』のように楽しんで頂けたら幸いです。

川合 辰弥

工業アートクリエイター

　40 年以上前から会社内では焼きいもやバーベ
キューに使っていたカーボン素材。調理器具として抜
群の機能性を知っていたものの、本格的に製品化する
ノウハウはなく、全くのゼロ地点から手探りでスター
トしました。

　製品化するなら調理器具として最高のものを創りた
い―そこで選りすぐりのチームを結成し、改めてカー
ボンの特性を見つめ直しました。調理器具としての機
能性と使いやすさをどう高めるか？また、50 年来鍛
え上げられた切削成形の技術を活かし、デザイナーの
川合氏が考案した膨大なデザインプランと、同氏の描
くシンプルで美しいフォルムを実現するために数えき
れない試作検証を繰り返し、技術者や職人は毎日のよ
うに深夜までモノづくりに奮闘しました。

　カラーコーティングの技術においては前例が無く、
試作段階では塗料がはじかれて全く付かず、暗闇を
走っている感じでしたが、他分野の専門家の方々や素
晴らしい協力者にも恵まれ幾度も壁を乗り越えてきた
ことで、鮮やかな５色のバリエーションを発売するこ
とができました。

　レシピを監修して頂いたシェフの堀尾先生には、開
発段階から調理実験にご協力頂き、カーボンポットな
らではの料理法をご提案頂きました。プロの視点から
美味しさを知っている私達だからこそ、妥協せずより
高みを目指したモノづくりを追い求められたのだと思
います。炊飯を追求した OVAL（オーバル）とオール
マイティをコンセプトにした VOL.（ボリューム）は
現時点の当社の最高傑作です。　
　このようなたくさんの方々のご協力と想いのつまっ
たこのカーボンポットをお客様にお届けできることに
感謝いたします。
　　　　　　　　        穴織カーボン株式会社　一同

開発ストーリー
OUR STORY

穴織　英一

代表取締役
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手作りの行程があるため、製品寸法は若干の個体差があり、
本文中に記載の数値と異なる場合があります。
予告なく、製品の仕様・価格・パッケージの変更や、製造
中止となる場合があります。
製品実物と写真との色味が多少異なる場合があります。
本書掲載のレシピ、写真等の無断複製、転載を禁じます。

穴織カーボン株式会社
〒 567-0028 大阪府茨木市畑田町 6 - 20
TEL : 072 - 626 - 1120
FAX : 072 - 626 - 1140

http://www.anaoricarbon.com
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