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① クッキングシートにパルメザンチーズ大さじ 3（1枚分）を均一に、
約 5mm厚さで直径約 10cmの円形になるように広げる
② ①をクッキングシートごと、電子レンジ 600W で 1 分 30 秒～ 2
分加熱する。チーズがとけて沸騰し、薄く色付くのが目安
③ クッキングシートからチーズをはがし、急いで小さめの茶碗のよ
うな器に入れて軽く押さえ、半球状の丸い器の形にする。同様に 4
個分作る
④ きゅうり、玉ねぎ、セロリ、ゆで卵の白身、サーモン、パプリカ
は各 5mm の角切りにする。プロセスチーズ、ハムは各 1cm の角切
りにする
⑤ ④とケイパーを合わせ、塩、オリーブオイルをふってまぜる
⑥ ③のチーズカップに⑤のサラダを盛る

チーズカップは円形に広げる際、厚みに気を付けて。
加熱後、チーズが熱いうちに形を整えましょう

材料（4個分）
パルメザンチーズ（すりおろし）…大さじ 12
きゅうり…1/2 本
柴玉ねぎ…1/8 個
セロリ…5cm
プロセスチーズ（1cm幅に切ったもの）…2枚
ゆで卵の白身（5mm幅に切ったもの）…1個分
スモークサーモン…1枚
ハム（ブロック）（1cm幅に切ったもの）…1枚
パプリカ…1/8 個
ケイパー…少々
塩、オリーブオイル…各少々

1 個あたり糖質量 2.2g

チーズカップオードブル

③ ミキサーに①②、だし汁または水を入れ、なめらかになるまでか
くはんする
④ ③を鍋に戻し、アーモンドミルクを加えて火にかけて温める。塩
で味をととのえる
⑤ 器に盛り、あれば好みでココナッツフレークを散らす

βカロテン豊富なほうれん草。乳酸を含む牛乳ではなく
糖質の低いアーモンドミルクか豆乳を使う

材料（３人分）
ほうれん草…1束
玉ねぎ…（小）1/2 個
昆布としいたけのだし汁、または水…300ml
アーモンドミルク（無糖）、または豆乳（無調整）、
またはココナッツミルク…100ml
塩…適量
ココナッツフレーク（あれば）…少々

① 玉ねぎは薄切りにする。鍋に入れて塩少々をふり、ひたひたにな
るくらいの水を加え、弱火で時々まぜながら、透明になって水分が
ほとんどなくなるまで煮る
② ほうれん草は熱湯でゆで、ざるにあげて冷水にとる。水けをしぼり、
ざく切りにする

1 人分糖質量 2.7g

ほうれん草のポタージュ



小麦粉ではなく大豆粉で作ることで、
グルテンフリーに仕上がり、糖質を抑えます

材料（6個分）
ピザチーズ…50ｇ
クリームチーズ…100ｇ
大豆粉…100ｇ
卵…1個
ベーキングパウダー…小さじ 1
ガーリックパウダー…少々
塩…少々

① ピザチーズ、クリームチーズをボウルに入れ、電子レンジで柔ら
かくなるまで加熱する
② 大豆粉と卵、ベーキングパウダー、ガーリックパウダー、塩、①を
ヘラで混ぜ合わせる
③ ②を 4～ 6個に丸め、200 度で予熱したオーブンで 10 分焼く

１個分糖質量 3g

ローカーボガーリックチーズパン
小麦粉ではなく大豆粉で作ることで、
グルテンフリーに仕上がり、糖質を抑えます

材料（6個分）
ピザチーズ…50ｇ
クリームチーズ…100ｇ
大豆粉…100ｇ
卵…1個
ベーキングパウダー…小さじ 1
ガーリックパウダー…少々
塩…少々

① ピザチーズ、クリームチーズをボウルに入れ、電子レンジで柔ら
かくなるまで加熱する
② 大豆粉と卵、ベーキングパウダー、ガーリックパウダー、塩、①を
ヘラで混ぜ合わせる
③ ②を 4～ 6個に丸め、200 度で予熱したオーブンで 10 分焼く

１個分糖質量 3g

ローカーボガーリックチーズパン

牛肉は100ｇあたり糖質量 0.2 ～ 0.6ｇと
意外と少なめ。ソースにも使ってムダなく！

材料（2人分）
牛もも肉（ブロック）…200ｇ
塩、こしょう…各適量
しょうゆ…小さじ 1
オリーブオイル…適量
サワークリーム…大さじ 2
クレソン…2本

① 牛もも肉は、調理前に冷蔵庫から出して室温に戻す。全体にフォー
クを刺して穴をあけ、塩、こしょうを多めにふってすり込み、オリー
ブオイルを全体に塗る
② フライパンにオリーブオイルを熱し、強めの中火で①の肉を一面
ずつしっかりと焼く
③ 全面に焼き目がついたら肉を取り出し、アルミホイルで包んで余
熱で火を通す。肉汁はアルミホイルからフライパンに戻し、しょう
ゆを加えて加熱し、ソースを作る
④ 肉を薄切りにして器に盛り、ソースをかけ、サワークリーム、ク
レソンを添える

1 人分糖質量 1.5g

フライパンで作るローストビーフ

糖質の低いカリフラワーを使うサラダ。
なめらかに仕上げるのがポイント。

材料（3人分）
カリフラワー…（小さめ）1個
バター 大３（45g）
クリームチーズ…40ｇ
パルメザンチーズ（粉末）…大さじ 3
トッピング
ベーコン…1～ 2枚
パセリ（みじん切り）…少々
チェダーチーズ（すりおろし、あれば）…少々

① カリフラワーは小房に分け、たっぷりの熱湯でゆでる。5 分ほど
ゆで、やわらかくなったらざるにあげて、湯をきる
② ①のあら熱がとれたら、フードプロセッサーに入れ、バター、クリー
ムチーズ、パルメザンチーズを加え、なめらかな状態になるまでか
くはんする
③ ベーコンはフライパンで脂をふきながらカリカリに炒め、細かく
刻む
④ ②を器に盛り、③のベーコン、パセリ、あればチェダーチーズをふる

1 人分糖質量 3.4g

カリフラワーのマッシュポテト風
冷やして食べれば味がなじんでおいしさアップ！
冷蔵で 3～ 4日保存可能です

材料（2人分）
なす…120ｇ
ズッキーニ…60ｇ
トマト…1個
玉ねぎ…80ｇ
にんにく（粗みじん切り）…2/3 かけ
タイム…少々
ローリエ…2/3 枚
塩…少々
オリーブオイル…大さじ⅔

① なす、ズッキーニ、トマトは 1cm角に切る。玉ねぎは粗みじん切
りにする
② フライパンにオリーブオイル、にんにくを入れ、弱火で炒める。
香りが立ったら玉ねぎを加え、しんなりするまで炒める
③ ②になす、ズッキーニ、トマト、タイム、ローリエを加え混ぜ、
ふたをして弱火で 30 分ほど、焦げないよう途中で混ぜながら蒸し煮
する。塩を加えて味を調える。あら熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。

1 人分糖質量 7.6g

なすのラタトゥイユ



糖質を抑えたアーモンドパウダーを使用。
カップは硬めなものがオススメ

材料（5個分）
クリームチーズ…100ｇ
アーモンドパウダー…80ｇ
卵…1個
アーモンドミルク…70ｇ
レモン汁…小さじ 1/2
バニラエッセンス…小さじ 1/2
シュガーカットナチュレ…40ｇ
ベーキングパウダー…5ｇ

クリーム
生クリーム…200ml
シュガーカットナチュレ…20ｇ
いちご…５～ 6個

① 生地の材料をすべてボウルに入れ、ミキサーで均一に混ぜる
② 型に①の生地をカップの半分ほど入れる。180 度に予熱したオー
ブンで、10 ～ 12 分で焼く
③ クリームの材料をボウルに入れ、氷水に当てて冷やしながら角が
立つまで泡立てる
④ 冷めた②の上に③、いちごをのせる

1 個分あたり糖質量 4.4g

ローカーボの甘いマフィン

血行を促すスパイスがいっぱい。
スパイスの量は好みで調整しましょう

スパイシーシロップ（作りやすい分量）
しょうが（すりおろし）…20g
カルダモン（粉末）…小さじ 1/4
クローブ（粉末）…小さじ 1/4
シナモン（粉末）…小さじ 1/2
ラカントシロップ（液状）…大さじ 2
炭酸水…200ml
レモン（輪切り）…1切れ
レモンエキス…小さじ 1/2
ラカントシロップ（好みで）…小さじ 2～

① しょうが、カルダモン 、クローブ、シナモン、ラカントシロップ
を混ぜ合わせ、スパイシーシロップを作る。
② グラスに炭酸水、レモンエキス、①を小さじ 1 入れ、レモンの輪切
りを飾る。甘さがさらに欲しい時はラカントを足す

１杯あたり糖質量 0.5g

スパイシージンジャースパークリング

最新情報はこちらから
https:// jnutr it ionfoods.com/

2013年に当時76才、医師で糖尿病の父に糖質オフの料理を一年間作り続け、当時のHbA1cの数値を
7.1から5.4まで下げることに成功。以後、糖質制限食の研究を続け、料理本を出版、糖質オフ料理のコ
ンサルティングも手掛ける。

代表理事を務める日本ニュートリション
フーズ協会では、糖尿病のみならずアンチ
エイジング、ダイエット、そして免疫力の
維持に役立つローカーボフーズの講座、会
員制の料理コミュニティ、料理動画配信を
行う予定。

マリー秋沢　管理栄養士/調理師/インナービューティースペシャリスト

一般社団法人日本ニュートリションフーズ協会 代表理事


