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コンテストを終えて

日頃よりアメリカ産チーズをご利用頂き、アメリカ乳製品業界を代表してお礼
を申し上げます。

アメリカは世界で最大のチーズ生産国であり、2017年には565万トンのチーズ
を生産しました。一方で日本は世界で最大のチーズ輸入国です。 アメリカ産
チーズの輸入量は2003年ではわずか4,314トンでしたが、この15年の間に
飛躍的に増加して、2017年は31,616MTになりました。現在では、アメリカは
日本へのチーズ輸出国の中でも最大国のうちの一つとなっています。

それにつれ、アメリカ産チーズの用途も広がり、様々な方からアメリカ産チーズ
の使い方に関するご質問を頂くようになりました。この度のコンテストでは、
アメリカ産チーズの特長を生かした素晴らしいレシピがたくさん集まりました。
そしてこのレシピブックを作成する事で、アメリカ産チーズを使った素晴らしい
レシピをより多くの方々に知って頂き、皆様のご要望にお応え出来ればと考えて
おります。このレシピブックに載っている作品は、料理学校の教授陣や著名な
シェフからも評価された作品です。貴店のメニューにもこれらのアイディアを
応用し、是非アメリカ産チーズを使ってみては如何でしょうか？

入賞された15名の皆様、おめでとうございます。皆様の作品をお店で食べら
れる事を楽しみにしております。

アメリカ乳製品輸出協会
駐日代表　ジェフリー N.マクニール



ポ イ ン ト
　主役のチーズでピザを華やかに飾り、さらにコントラストの鮮やかなトマトとブロッコリーで彩りを添えた、花弁の形をイメージしたピザです。
ピザ生地にはトマト果汁１００％と国産小麦を使用し、さらに一晩熟成させることでもちもちとした生地に仕上がります。具材にはトマトピザ
生地によくあう、バジルペースト、ベーコン、なめらかな食感のクリームチーズにピリッと辛く酸味のあるペッパージャックを使用し、老若男女
問わず、目でも口でも楽しんでいただけるように仕上げました。

アメリカ産チーズ アイディアメニューコンテスト 2018

ピザ部門 大賞
使用したチーズ

Pizza Category 
American Cheese Grand Prize

作 り 方

材料（1 枚分）

合計使用量　1020ｇ

＜下準備＞
•	 Aでのトッピングの材料から、プチトマト（赤、黄）はヘタを取り、半
分にカットしておく。ブロッコリーは小さくカットし、沸騰したお湯
でサッと塩ゆでして（塩は分量外）、色鮮やかにしておく。

①	トマトピザ生地を作る。ミキシングを、L3M2	↓（塩、オリーブオイ
ル）	L3M4	↓（ペッパージャック）で行う。ペッパージャックは潰
れすぎない程度に軽く練り込むようにする。発酵時間を40分程度
とり、360ｇの生地を45ｇ×8個に分割して、5℃の冷蔵庫で一晩
生地を熟成させる。

②	45ｇの生地を楕円形にのばし、クリームチーズ20ｇ、バジルペースト20ｇ、ベーコンスライス1/2枚、ペッ
パージャック30ｇをラグビーボール形に包み、生地の中央に１本クープを入れて、成形する。この作業を
８個の生地すべてに行い、鉄板に放射状になるように並べ、ホイロで１時間程度発酵をとる。

③	210℃のオーブンで10分間、②を素焼きする。素焼きをしてピザの土台ができたら、プチトマト１/２（赤、
黄）を交互に一粒ずつ並べる。

④	プチトマトに重ならないように、Aのトッピング用のペッパージャックを全体に散りばめる。さらに放射状
の中央部分にコルビージャックを散りばめて、210℃のオーブンで15分ほど焼成する。

⑤	焼成後、オリーブオイルで全体にツヤを出し、ブロッコリーをトッピングして完成。

＜トマトピザ生地＞
カットトマト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100％
上白糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2％
イースト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.7％
国産小麦粉　強力粉・・・・・・・・・・・・・・・・・90％
国産小麦　全粒粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2％
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3％

１枚分のチーズの量
コルビージャック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ｇ
ペッパージャック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・760ｇ
クリームチーズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160ｇ

トマトピザ生地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・360ｇ
ペッパージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・560ｇ

（トマトピザ生地分320ｇ）
クリームチーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160ｇ
バジルペースト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160ｇ

※バジルペースト100％、マヨネーズ30％、
　ガーリックスプレッド10％配合

ベーコンスライス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4枚
プチトマト（赤、黄）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各4個
ブロッコリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160ｇ
ペッパージャック（シュレッド）・・・・・・・・・・・・・・・200ｇ
コルビージャック（シュレッド）・・・・・・・・・・・・・・・100ｇ
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

Ａ

Picking Flower Petals American Jack Pizza
波多野 大樹 ／ 株式会社志津屋　三条店
Hiroki Hatano / Shizuya Co.,Ltd.

クリームチーズ

コルビージャック

ペッパージャック
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ポ イ ン ト

アメリカ産チーズ アイディアメニューコンテスト 2018

大賞
使用したチーズ

Hamburger & Sandwich Category
American Cheese Grand Prize

作 り 方

＜下準備＞
•	トマトソースにAを入れて少し煮詰める。直径５cmのシリコン型に、50ｇずつ小分けにして
冷凍する。冷凍したトマトソースを生ハムで包み、使う数時間前に冷蔵で戻す。

①	ヒョウ柄ラウンドパンを軽くトーストして、2枚ともの片面にバターを塗る。
②	牛肉を焼いて15ｇをパンにのせる。
③	牛肉の上にベビーリーフ5ｇをのせる。
④	べビーリーフの上に、生ハムで包んだトマトソース（常温に戻したもの）をのせる。
⑤	薄くスライスしたモントレージャックをのせる。
⑥	その上に、先ほどと同じように残りのベビーリーフをのせる。
⑦	さらに残りの牛肉をのせる。
⑧	溶かしたモントレージャックを全体にかける。
⑨	軽く炒ったクミンとレッドペッパーを全体にふりかける。
⑩	その上にもう1枚のヒョウ柄ラウンドパンをのせ、牙に見立てたピックを上から2本刺す。
⑪	それぞれのピックに、ブラックオリーブとピクルスのスライスを差し込む。

ハンバーガー＆
　	サンドイッチ部門

ワイルド・レオパルド・サンドイッチ
Wild Leopard Sandwich
本間 啓義 ／ 株式会社ミリアルリゾートホテルズ
Keigi Honma / Milial Resort Hotels Co.,Ltd.

１皿分のチーズの量

モントレージャック・・・・・・・・・・・・105ｇ ペッパージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少量

＜ヒョウ柄ラウンドパン＞

【茶生地】
国産小麦・・・・・100％
スキムミルク・・・・・4％
上白糖・・・・・・・・・・・・・・３％

精製塩・・・・・・・・・・・・・・2％
天然酵母・・・・・・4.5％
無塩バター・・・・・・５％

牛乳・・・・・・・・・・・・・・・60％
生クリーム（47％）・・0.5％
チリパウダー・・1.5％

インスタントコーヒー・・0.5％
ペッパージャック・・30％

【黒生地】
国産小麦・・・・・100％
スキムミルク・・・・・4％
上白糖・・・・・・・・・・・・・・3％

精製塩・・・・・・・・・・・・・・2％
天然酵母・・・・・・4.5％
無塩バター・・・・・・・5％

十六穀・・・・・・・・・・・20％
（水で戻したもの）
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・56％

竹炭パウダー・・１％

【白生地】
国産小麦・・・・・100％
スキムミルク・・・・４％

上白糖・・・・・・・・・・・・・・8％
精製塩・・・・・・・・・・1.6％

天然酵母・・・・・・4.5％
無塩バター・・・・18％

牛乳・・・・・・・・・・・・・・・35％
生クリーム（47％）・・30％

※十六穀は、前日のうちに十六穀の倍の量のお湯で煮て、パックで真空にしておく。

●ミキシング •白生地　L３ M５ ↓（無塩バター）M３ H１
 •茶生地　L３ M５ ↓（無塩バター）M３ ↓（ペッパージャック）M５ H３
 •黒生地　L３ M５ ↓（無塩バター）M５ H３
●捏ね上げ温度 それぞれ26℃
●発酵時間 24℃・60％、60分パンチ30分
●分割重量 •白生地　50ｇ×8個　俵型
 •茶生地と黒生地　それぞれ20ｇ×8個　俵型
●ベンチタイム 30分
●成形 ①茶生地を棒状に成形する。
 ②黒生地は茶生地を包むように巻く（完全には包み込まない）。
 ③②をさらに白生地で包み込む。同じものを8本作る。
 ④ラウンドパン型（直径10cm×長さ28cm）の長さまで伸ばし、型に入れる。　
●ホイロ 28℃・75％、60分
●焼成 180℃・50分
●焼成後 立てた状態で冷まし、完全に冷めたら2cmの厚さに切る。

材料（１個分）
トヒョウ柄ラウンドパン・・・・・・・・・・２枚

（厚さ2cmにスライスしたもの）
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少量
牛肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50ｇ
ベビーリーフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15ｇ
生ハム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2枚

トマトソース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50ｇ
プレッドペッパー・・・・・・・・・・・・少量
ブラックペッパー・・・・・・・・・・・・・・2ｇ
ピクルス（刻んだもの）・・・・・・・・・・5ｇ

モントレージャック・・・・・・・・・・・・・105ｇ
クミン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少量
ブラックオリーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2粒
ピクルス（スライス）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚

Ａ

　見た目も味もボリュームも、世界中の誰しもが楽しめるサンドイッチができました。作り手のこだわりと遊び心がいくつも
詰まったものになっています。

合計使用量　105ｇ強

モントレージャック

ペッパージャック
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ポ イ ン ト

アメリカ産チーズ アイディアメニューコンテスト 2018

料理部門 大賞

アメリカ産チーズの饗宴　ポタージュ仕立て
メローネとシャンピニオンのリゾット風パスタ
American Cheese Feast – Risotto Style Melone Pasta with Champignon in Potage
丸田 信宏 ／ まる兄きっちん
Nobuhiro Maruta / Marunii- kitchen

使用したチーズ

Cooking Category 
American Cheese Grand Prize

モントレージャック・・54ｇ
コルビージャック・・74ｇ

ペッパージャック・・14ｇ
パルメザン・・・・・・・・・・・・・13ｇ

モッツァレラ・・・・・・・・・・15ｇ

作 り 方

＜モントレージャックのポタージュ＞
①	野菜、ベーコンをスライスしてオリーブオイル
で炒め、ブイヨンと牛乳を加えて煮る。

②	モントレージャック、生クリーム、バターと①
をミキサーにかけ、塩と砂糖で味つけする。

＜コルビージャックのポタージュ＞
①	野菜、ベーコンをスライスしてオリーブオイル
で炒め、ブイヨンと牛乳をえて煮る。

②	コルビージャック、生クリーム、バターと①を
ミキサーにかけ、塩と砂糖で味つけする。

＜ペースト＞
①	すべての材料をミキサーにかける。
②	塩・こしょう（各分量外）を適量入れ、味つけする。
＜メローネ＞
①	シャンピニオンはくし切り、玉ねぎとニンニク
はみじん切りにしてオリーブオイルで炒め、
ボイルしたセミ・ディ・メローネ、ブイヨン、ペー
ストを加えて、塩とこしょうで味つけする。

②	直径4cm・高さ4cmのセルクルに①の半分を
詰め、ペッパージャックをのせ、残り半分を詰
める。

＜ブラウンシャンピニオンのグラタン＞
①	ブラウンシャンピニオンに、塩・こしょうをして
ソテー（油は分量外）した鶏もも肉、ミニトマト、
ペッパージャックを小さく切って詰める。

②	①にモントレージャックとコルビージャック
をのせ、オーブンで焼く。

＜チーズサブレ＞
①	すべての材料を合わせて練り、鉄棒に巻きオー
ブンで焼く。

＜ポタージュの具材＞
①	さつまいもを2～3mmの角切りにし、ボイル
する。

②	チーズはそれぞれ2～3mmの角切りにする。
＜つけ合わせ＞
①	コルビージャックはオーブンで焼く。

＜仕上げ＞
①	器の中心にメローネを盛り、その周りにポタ
ージュの具材の中からさつまいもとモッツァ
レラを盛る。モントレージャックのポタージュ
とコルビージャックのポタージュを流す。

②	その上に、ポタージュの具材のモントレージャ
ックとコルビージャックを散らし、バーナーで
焼く。

③	メローネの上にブラウンシャンピニオンのグラ
タンをのせ、さらにその上につけ合わせの焼いた
コルビージャック、ミニトマト、セルフィーユ、
そしてチーズサブレを飾る。パルメザンとピン
クペッパーを振る。

１皿分のチーズの量

材料（１皿分）

玉ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15ｇ
じゃがいも・・・・・・・・・・・・・・12ｇ
ベーコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4ｇ
モントレージャック・・・30ｇ
ブイヨン・・・・・・・・・・・・・・・・・70cc

牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50cc
生クリーム・・・・・・・・・・・・15cc
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4ｇ
塩、砂糖、オリーブオイル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各適量

＜モントレージャックのポタージュ＞

玉ねぎ・人参・さつまいも・・各15ｇ
じゃがいも・・・・・・・・・・・・12ｇ
コルビージャック・・・50ｇ
ブイヨン・・・・・・・・・・・・・・・・・70cc
ベーコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4ｇ

バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4ｇ
生クリーム・・・・・・・・・・・15cc
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50cc
塩・砂糖・オリーブオイル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各適量

＜コルビージャックのポタージュ＞

ブラウンシャンピニオン
（中）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
ミニトマト・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
鶏もも肉・・・・・・・・・・・・・・・・・15ｇ

モントレージャック・・・8ｇ
コルビージャック・・・8ｇ
ペッパージャック・・・2ｇ
塩、こしょう・・・・・・・・各適量

＜ブラウンシャンピニオンのグラタン＞

セミ・ディ・メローネ・・20cc
シャンピニオン（小）・・1個半
玉ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15ｇ
ニンニク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2ｇ
ブイヨン・・・・・・・・・・・・・・・・・20cc

ペースト・・・・・・・15～20cc
塩・砂糖・オリーブオイル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各適量
ペッパージャック・・・12ｇ

（スライス）

＜メローネ＞

イタリアンパセリ・・・・・・・・7ｇ
大葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1ｇ
オリーブオイル・・・・・・・15cc

＜ペースト＞

薄力粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10ｇ
モントレージャック・・・4ｇ
パルメザンチーズ・・・・・・8ｇ
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3ｇ
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8cc

＜チーズサブレ＞

さつまいも・・・・・・・・・・・・・・15ｇ
モントレージャック・・12ｇ
コルビージャック・・12ｇ
モッツァレラ・・・・・・・・・・・・15ｇ

＜ポタージュの具材＞

コルビージャック・・・4ｇ
ミニトマト、セルフィーユ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各適量
パルメザン・・・・・・・・・・・・・・・・・5ｇ
ピンクペッパー・・・・・・・・適量

＜つけ合わせ＞

　大葉が香るメローネ（小さなパスタ）と、モントレージャックとコルビージャックの風味が効いたポタージュの饗宴。ペッパージャックの風
味やほのかな辛み、パリパリのチーズサブレがアクセントになり、それぞれのチーズの風味を引き出すリゾット風パスタ料理。さまざまな食感
を活かし、楽しめる、新しい感覚の一皿です。

合計使用量　170ｇ

コルビージャック

モントレージャック

ペッパージャック

モッツァレラ

パルメザン
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ポ イ ン ト

アメリカ産チーズ アイディアメニューコンテスト 2018

ピザ部門 金賞
使用したチーズ

Pizza Category 
American Cheese Gold Prize

作 り 方

アメリカ産4種チーズと
スロッピージョーのシカゴピザ
Four Kinds of American Cheese and Sloppy Joe Chicago Pizza
片見 泰弘 ／ 株式会社クリエイト・ダイニング
Yasuhiro Katami / Create dining Co.,Ltd.

＜下準備＞
•	チーズ4種をカットしてミックスしておく。	

①	Ａの材料でスロッピージョーを作る。野菜はすべて５mm角にカットする。
②	鍋にオリーブオイルを入れて、野菜をソテーする。
③	牛粗挽肉を加え、火が入るまでソテーする。
④	火が入ったら調味料をすべて加える。軽く煮込んで塩、こしょうで味を調えて仕上げる。
⑤	ピザ生地を直径24cmの焼き型に合わせて麺棒を丸くのばす。
⑥	焼き型にオーブンシートをしいて、ピザ生地をしく。
⑦	⑥にチーズ、スロッピージョー、チーズを順に重ね、ベーコン、マッシュルーム、トマト、ローズマリーをトッピ
ングする。

⑧	180℃のオーブンに6分入れて、温度を160℃にして10～12分ほど焼き、さらに型を外して5分焼き上げる。
6等分にカットして提供する。

１枚分のチーズの量

材料（１枚分）

モントレージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300ｇ
コルビージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ｇ
ペッパージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ｇ
モッツァレラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300ｇ

モントレージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300ｇ
コルビージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100ｇ
ペッパージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100ｇ
モッツァレラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300ｇ

オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5ｇ
ピザ生地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400ｇ
ベーコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50ｇ
マッシュルーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50ｇ
トマト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3個
ローズマリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本

　見た目のインパクトがあり、さらに濃厚なとろける4種のアメリカンチーズをじっくり焼き上げることでピザ生地の香ばしさが特長のピザです。
アメリカ発祥の挽肉料理「スロッピージョー」とたっぷりの４種のアメリカンチーズがクセになる一品です。

牛粗挽肉・・・・・・100ｇ
玉ねぎ・・・・・・・・・・・・・50ｇ
セロリ・・・・・・・・・・・・・・20ｇ
パプリカ（赤・緑・黄）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各10ｇ
マスタード・・・・・・・10ｇ

ケチャップ・・・・・・・・・20ｇ
トマトピューレ・・・10ｇ
ブラウンシュガー・・5ｇ
クミンパウダー・・0.2ｇ
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2ｇ
こしょう・・・・・・・・・・・・0.2ｇ

Ａ

合計使用量　800ｇ

コルビージャック

モントレージャック

ペッパージャック

モッツァレラ
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アメリカ産チーズ アイディアメニューコンテスト 2018

金賞
使用したチーズ

Hamburger & Sandwich Category
American Cheese Gold Prize

作 り 方

ハンバーガー＆
　	サンドイッチ部門

ジャックチーズとフォアグラの
ドーナツ風ロールサンド
Jack Cheese and Foie Gras, Donut Style Sandwich Roll
奥村 浩治 ／ ザ・プリンス・パークタワー東京
Kouji Okumura / The Prince Park Tower Tokyo

＜下準備＞
•	フォアグラは、塩・こしょう（分量外）をしてソテー（油は分量外）し、冷やして4cm×3本の棒状にカット
する。モントレージャックも同様にカットする。

•	バナナは砂糖（分量外）をまぶしてキャラメリゼしておく。

①	食パン１枚にフォアグラ１/３とモントレージャック１/３、バナナをのせて巻きロールサンドを作る。
②	①と同様にアプリコット、レーズンでそれぞれロールサンドを作る。
③	Ａの材料を混ぜパルメザン風味のドーナツ生地を作り、①と②のロールサンドに均一につける。170℃の
油（分量外）で、３分くらい上から油をかけながらじっくり揚げる。

④	Ｂの材料を混ぜ合わせ、塩（分量外）で味を調えてドレッシングを作り、器に入れる。
⑤	野菜類は適宜処理しておく。
⑥	グラスに野菜類、フリルレタス、直径5～7mmくらいに丸くくり抜いたペッパージャックを彩りよく盛る。
⑦	ドーナツ生地をつけて揚げた各ロールサンドに10ｇずつコルビージャックをのせて少し加熱したのち、
ストロベリーパウダーをまぶし、串に刺し、⑥のグラスに盛る。

⑧	皿にコームで飾ったパルメザンをしき、丸くくり抜いたペッパージャック、コルビージャック、⑦、ドレッシング
を盛り、完成。

１皿分のチーズの量

材料（１皿分）

モントレージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30ｇ
コルビージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40ｇ
ペッパージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20ｇ
クリームチーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20ｇ
パルメザン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15ｇ

＜ロールサンド＞
食パン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3枚

（耳なし、厚さ７～8mm、4×10cm）
モントレージャック・・30ｇ
フォアグラ・・・・・・・・・・・・・・・40ｇ

バナナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10ｇ
ドライアプリコット・・・10ｇ
レーズン・・・・・・・・・・・・・・・・・10ｇ

＜サラダ＞
野菜類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

（今回はブロッコリーニ、マイクロ
トマト、アスパラガス、渦巻きビー
ツを使用。季節の野菜でOK）

フリルレタス・・・・・・・・・・・・・・・20ｇ
洋ラン（デンファレ）・・・・・・1個
ペッパージャック・・・・・・20ｇ
クルトン・・・・・・・・・・・・・・・・・5～6個

＜揚げ衣＞
ドーナツ生地・・・・50ｇ
パルメザン・・・・15ｇ

コルビージャック・・・・40ｇ
ストロベリーパウダー・・少々Ａ

＜ドレッシング＞
ヨーグルト・・・・・・・・・・・10ｇ
グレープフルーツジュース・・30cc

クリームチーズ・・・・・・・20ｇB

ポ イ ン ト

　加熱されたアメリカンチーズとフォアグラに好相性のフルーツ類を組み合わせ、ロールサンドにしました。ドーナツ生地でロールサンドを
包み込んで揚げることにより、チーズとフォアグラが間接的に加熱され、トロトロの良い食感を逃すことなく食べていただけると思います。

合計使用量　125ｇ

コルビージャック

モントレージャック

ペッパージャック

クリームチーズ

パルメザン
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アメリカ産チーズ アイディアメニューコンテスト 2018

料理部門 金賞
使用したチーズ

Cooking Category 
American Cheese Gold Prize

作 り 方

コルビージャックとうなぎのフラン
Flan of Colby jack cheese and eel
吉井 康博 ／ 株式会社 宮古島東急ホテル＆リゾーツ
Yasuhiro Yoshi / Miyakojima Tokyu Hotel&Resorts

①	Aの材料をミルサーで回してシノワでパッセする。
②	皿に流して、85℃のスチームコンベクションオーブンで20分加熱する。フランの完成。
③	うなぎの蒲焼きは100℃のスチームで3分温める。
④	Ｂのルビーポートを鍋に入れて火をかけ、アルコールを飛ばし、軽く煮つめる。うなぎのたれを加えて
ソースを作る。

＜仕上げ＞
①フランの上にうなぎの蒲焼きをのせて、ソースをかける。
②パルメザンを削りかけて、トキワ山椒をあしらう。

１皿分のチーズの量

材料（１皿分）

コルビージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63ｇ
卵黄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3個分
生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38cc
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38cc
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1ｇ
白こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.1ｇ

うなぎの蒲焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60ｇ

ルビーポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100cc
うなぎのたれ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50cc

パルメザン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5ｇ
トキワ山椒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚

コルビージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63ｇ
パルメザン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5ｇ

Ａ

B

ポ イ ン ト
　色鮮やかで深い味わいのコルビージャックを、繊細な食感のフランに仕上げ、うなぎの蒲焼きと合わせて、夏らしい一皿にしました。うなぎ
の蒲焼きとポートソースを合わせると、アメリカチーズと和・洋のマリアージュが生まれます。お好みでトキワ山椒の葉をちぎって一緒に食べる
とさらに爽やかになります。

合計使用量　68ｇ

コルビージャック

パルメザン
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ポ イ ン ト

アメリカ産チーズ アイディアメニューコンテスト 2018

ピザ部門
使用したチーズ

ＢＢＱチキンとレモンミートボールのピザ
BBQ Chicken and Lemon Meatball Pizza
竹内 喜映 ／ 軽井沢プリンスホテル All Day Dining Karuizawa Grill
Yoshiaki Takeuchi / Karuizawa Prince Hotel All Day Dining Karuizawa Grill

作 り 方

＜生地＞
①	ボウルに粉類を入れ、混ぜる。
②	中央をくぼませ、水を入れ、粉気がなくなる
まで混ぜる。20分ほどラップをしておく。

③	生地をひっぱり、周りから折りたたむよう
にしてパンチ。

④	さらに20分程ラップをする。これを5～6
回繰り返す。

⑤	カードで表面をきれいにして1次発酵さ
せる（室温で3時間位）。

＜ハニーマスタードBBQソース＞
①	鍋にタバスコ以外の材料を入れて弱火に
かけ、時々混ぜながら、7～10分煮つめる。

②	火から外し、タバスコを加え混ぜる。
＜ハニーマスタードBBQチキン＞
①	黒オリーブ、グリーンオリーブ、ニンニク、
アンチョビフィレをすべてみじん切りにして
オリーブオイルと合わせたものを、鶏もも
肉に広げる。肉を丸めて爪楊枝でとめる。

②	鍋にサラダ油を熱し、鶏もも肉を入れて
全体を焼きつける。タイム、ブイヨンを加
えて蓋をして、20分弱火で煮込む。

③	ハニーマスタードＢＢＱソースを加えて、
10～15分煮込む。

＜レモンミートボール＞
①	 ボウルに牛乳、パン粉、レモン汁、塩、ブラッ
クペッパー、レモンの皮を軽く混ぜ、鶏ひき
肉を入れて粉チーズを加え、粘り気が出る
まで混ぜる。

②	 一口大に丸め、薄力粉をまぶす。
③	 全体にきれいな焼き色がつくように焼く。
④	 １/２に切る。
＜ピクルス＞
①	キュウリに塩を振り、10分おいてから水
気をとる。

②	水、酢、砂糖、塩を沸騰させ、火を止めて、
熱いうちにキュウリとＡを入れて2～3日
つける。

③	 0.7cm角に切る。
＜仕上げ＞
①	イタリアンパセリは粗みじん切りに、プチ
トマトは1/2にカットする。

②	生地を直径28㎝に丸くのばし、ペッパー
ジャック、モッツァレラをのせ、ハニーマ
スタードBBQチキン、レモンミートボー
ル、ピクルス、プチトマトをのせる。

③	チェダー、クリームチーズをのせて300℃
のオーブンで6分焼く。

④	イタリアンパセリをふって完成。

1 枚分のチーズの量

材料（1 枚分）

準強力粉・・・・・・・・・・・1000ｇ
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20ｇ
ドライイースト・・・・・・・・・・・5ｇ

水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・690ｇ
ゴールドマルツ・・・・・・・・・2ｇ

＜生地＞
※作りやすい分量で記載。できあがりから180ｇを使用。

鶏もも肉・・・1/2枚（約70ｇ）
黒オリーブ・グリーンオリーブ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2粒
ニンニク・・・・・・・・・・・・・・・1/2片
アンチョビフィレ・・・1/2片
オリーブオイル・・・・・・・・・・２g

サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
タイム（フレッシュ）・・・１本
ブイヨン・・・120～150mℓ
ハニーマスタードBBQソース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70ｍℓ

＜ハニーマスタードBBQチキン＞

鶏ひき肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60ｇ
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
パン粉、レモン汁・・・・・・・・・・・・・各大さじ1
塩、ブラックペッパー、レモンの皮・・・各小さじ１/４
粉チーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
薄力粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2

＜レモンミートボール＞

キュウリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/8本
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
水、酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各100cc
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2

塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
ニンニク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1片
ブラックペッパー・・・・・・・・・・・・・・・・少々
ローリエ、唐辛子・・・・・・・・・・・・各1個

＜ピクルス＞

　信州福味鶏を使用しており、ＢＢＱチキンとペッパージャックでスパイシーさを出し、レモンミートボールとピクルスの甘酸っぱさが後味を
さっぱりさせてくれます。またクリームチーズでジューシーさをプラスしています。生地の外側はバゲットのようにバリッと、内側はもちっとした
食感になっています。

ケチャップ・・・・・・・・・・・60ｍℓ
ウスターソース・・・大さじ2

蜂蜜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15ｇ

＜ハニーマスタードBBQソース＞
※作りやすい分量で記載。できあがりから半分を使用。

粒マスタード、ディジョンマスタード・・・・・・各大さじ1
ガーリックパウダー、チリパウダー・・・・・・各小さじ1/2
オールスパイス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/4
ナツメグ、クローブパウダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各少量
タイム（ドライ）、塩、こしょう、タバスコ・・・・・各小さじ1/2

イタリアンパセリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少量
プチトマト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4個
ペッパージャック（シュレッド）・・・30ｇ
モッツァレラ（シュレッド）・・・・・・・・30ｇ
チェダー（シュレッド）・・・・・・・・・・・・・・・・30ｇ
クリームチーズ（スプーンでくり抜く）・・・30ｇ

ペッパージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30ｇ
クリームチーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30ｇ

モッツァレラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30ｇ
チェダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30ｇ

合計使用量　110ｇ

A

クリームチーズ

ペッパージャック

モッツァレラ

チェダー

7



アメリカ産チーズ アイディアメニューコンテスト 2018

ピザ部門
使用したチーズ

サルシッチャと3種のチーズのパンツェロッティ
バルサミコソースとイチジク添え
Salsiccia, Panzerotti of three Kinds of Cheese — Balsamic Glaze served with Fig
吉田　光 ／ マーレクッチーナ イクスピアリ舞浜店
Hikaru Yoshida / Mare Cuchina

ポ イ ン ト

　アメリカ産チーズを使い、イタリアでポピュラーなファストフードであるパンチェロッティを作りました。手軽に食べられて、大手有名ファス
トフードに続くメジャーな商品にしたいという思いを込めています。外で気軽に食べてもらえる移動販売などに向いていると思います。

作 り 方

①	120ｇの生地を2つに分割して直径24cmにのばす。3種のチーズ、サルシッチャを生地の上にのせて包む。
②	鍋に油（分量外）を入れて160℃に熱し、①を入れてきつね色になるまで揚げる。
③	揚げ終わったら、1個を4等分にカットし、ベビーリーフ、バルサミコクリーム、タイム、イチジクを飾り、粗く
砕いたモントレージャックを散らす。

１皿分のチーズの量

材料（１皿分）

ピザ生地（店舗自家製）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120ｇ
モントレージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80ｇ強
クリームチーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ｇ
チェダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60ｇ
サルシッチャ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80ｇ
ベビーリーフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20ｇ
バルサミコクリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2ｇ
タイム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1ｇ
イチジク（セミドライ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30ｇ

モントレージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80ｇ強
クリームチーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ｇ
チェダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60ｇ

合計使用量 240ｇ強

クリームチーズ

モントレージャック

チェダー
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アメリカ産チーズ アイディアメニューコンテスト 2018

ピザ部門
使用したチーズ

作 り 方

ピザピンチョス～アメリカンジャックチーズと
エビとパンチェッタ ゴイスアルギ風～
Pizza Pincho – Goiz-argi style Panzetta of American Jack Cheese and Shrimp –
堀田 圭介 ／ 株式会社広島アンデルセン
Keisuke Hotta / Hiroshima Andersen Co.,Ltd.

＜下準備＞
•	エビとパンチェッタのピンチョスを作る。エビは殻をむき、背ワタを取っておく。1.5cm角に切った
パンチェッタと交互になるように串に刺し、塩を振ってから表面だけ香ばしく焼き色をつけておく。

①	ピザ生地を6×17cmにのばし、生地の1枚にクリームチーズフィリングを薄く塗り、ペッパー
ジャック4ｇをのせ、もう1枚の生地を上に重ねる。

②	ホイロ30分取ったあと、モントレージャック、ペッパージャック6g、レモンの皮を合わせたものと
パプリカのヴィネグレットを表面全体にのせ、中央にエビとパンチェッタのピンチョスをのせる。
上火230℃、下火190℃で14分焼成。串を抜いておく。

③	焼成後にAをのせ、さらに2分焼成して完成。

ポ イ ン ト

　エビとパンチェッタのピンチョスをアメリカンチーズを使ってピザに仕立てました。クリームチーズとジャックチーズ３種の持つ乳味とうま味
を、パプリカのヴィネグレットの酸味と野菜の甘味が引き立てます。チーズをたくさん使いながらもベジーでライトな仕上がりです。

１枚分のチーズの量

材料（１枚分）

ピザ生地・・・・・ 90ｇ（45ｇ×2枚）
クリームチーズフィリング・・・ 13.5ｇ
ペッパージャック・・・・・・・・・ 10ｇ
モントレージャック・・・・・ 18ｇ
レモンの皮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
パプリカのヴィネグレット・・・ 10ｇ

エビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4尾
パンチェッタ・・・ 12ｇ（4ｇ×3切れ）
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量

コルビージャック・・・ 15ｇ
パプリカのヴィネグレット・・・ 14ｇ
イタリアンパセリ・・・・・・ 適量

モントレージャック ・・・18ｇ
コルビージャック・・・・・・ 15ｇ

ペッパージャック・・・・・・ 10ｇ
クリームチーズ・・・・・・・・・・・・ 12ｇ

＜ピザ生地＞
フランスパン専用粉・・・・・・・ 95％
ライ麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5％
モルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1％
海塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23％
生イースト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3％
リキッドルヴァン・・・・・・・・・・・・・ 20％
老めん生地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15％
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65％

＜クリームチーズフィリング＞

クリームチーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ｇ
生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.2ｇ
スイートバジル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.2ｇ
レモンの皮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.1ｇ
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々

クリームチーズに生クリームを加えて混
ぜ、さらにスイートバジル、レモンの皮、塩
を加えて混ぜ合わせておく。ただし下記の
分量の10倍量で作った方が作りやすい。

＜パプリカのヴィネグレット＞

シェリービネガー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8ｇ
白バルサミコ酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12ｇ
塩、コショウ、砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各適量
グレープシードオイル・・・・・・・・・・・・・・・・ 20ｇ
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20ｇ
パプリカパウダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ｇ

赤パプリカ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70ｇ
黄パプリカ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40ｇ
人参・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20ｇ
レッドオニオン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20ｇ
イタリアンパセリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5ｇ

※作りやすい分量で記載。できあがりから24ｇを使用。
ヴィネグレットの材料（A）を合わせ、乳化させ、みじん切りにした野菜（B）とあわせておく。

Ａ B

合計使用量　55ｇ

A

クリームチーズ

ペッパージャック

モントレージャック

コルビージャック
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アメリカ産チーズ アイディアメニューコンテスト 2018

使用したチーズ

作 り 方

ハンバーガー＆
　	サンドイッチ部門

ザ・カルボナーラ　バーガー
The Carbonara Hamburger
大槻 嘉章 ／ 株式会社クリエイト・ダイニング 上野の森 パークサイドカフェ
Yosiaki Ootuki / Create dining Co.,Ltd.

＜下準備＞
•	リングイネをボイルして、上用40ｇと下用60ｇに分け、それぞれをセルクルで両面ソテー（油は分量外）する。
•	パンチェッタをフライパンでローストしておく。
•	紫キャベツをジュリアンにカットし、水にさらしておく。
•	ペッパージャックを弱火で、やわらかく加熱しておく。
•	卵黄味噌漬けを作る。卵黄をガーゼでくるみ、白味噌の中に4日間漬けこむ。
•	つけ合わせ野菜は、Aのベニエ生地に半分つけ、175℃の油（分量外）で揚げる。

①	バンズ用生パスタ60ｇの上に、大きくちぎったケールをのせる。
②	①の上に、紫キャベツをのせる。
③	パンチェッタをななめにのせる。
④	溶かしたペッパージャックをのせる。
⑤	ポーチドエッグと卵黄の味噌漬けをのせる。
⑥	ポーチドエッグの上に、バーナーであぶったコルビージャックをのせる。
⑦	バンズ用生パスタ40ｇを横に立てかける。
⑧	揚げたつけ合わせ野菜を飾り付け、パルメザンとブラックペッパーを散らし、完成。

＜卵黄味噌漬け＞
卵黄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2個
白味噌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量

くるみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量

ポ イ ン ト

　見た目はバーガー？　モチモチの生パスタをカリッとソテーしてバンズに。豪快にグリルしたパンチェッタ、ポーチドエッグと卵黄味噌漬け
の２種の卵に、３種のアメリカンチーズでカルボナーラを再構築しました。

１皿分のチーズの量

材料（１皿分）

バンズ用生パスタ（リングイネ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100ｇ
パンチェッタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50ｇ
紫キャベツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15ｇ
ケール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5ｇ
ペッパージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30ｇ
ポーチドエッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
コルビージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15ｇ
パルメザン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5ｇ
ブラックペッパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量

コルビージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15ｇ
ペッパージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30ｇ
パルメザン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5ｇ

＜つけ合わせ野菜＞
ラデッシュ・・・・・・・・・・・・ 1/2個
ミニ人参・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本
ビーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20g
まいたけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10g

紫キャベツ・・・・・・・・・・・・・・ 15ｇ
薄力粉・・・・・・・・・・・・・ 20ｇ
ベーキングパウダー・・・・・ 2ｇ
ビール・・・・・・・・・・・・・・ 20ｇ

A

合計使用量　50ｇ

ペッパージャック

コルビージャック

パルメザン
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使用したチーズ

ハンバーガー＆
　	サンドイッチ部門

映えトル・ティーヤ
Photogenic Tortilla
内藤 花梨 ／ グランドプリンスホテル高輪
Karin Naitou / Grand Prince Hotel Takanawa

作 り 方

＜トル・ティーヤ生地（ブラック、オレンジ）＞
①	Aの材料をすべてボウルに入れてよく混
ぜ捏ねる。

②	①を２等分にし、それぞれにいかすみペ
ースト、人参パウダーを加え、色が均一
になるまで捏ねる。

③	②をめん棒で薄くのばし、フライパンで
両面焼く。

④	モントレージャックとチェダーは正方形
にカットし、焼いたブラック生地の片面
にのせ、サラマンダーで溶かす。

＜ブラック生地のトル・ティーヤ＞
①	チーズをのせた面とは反対の面に、レッ
ドオニオン、レタス、Bをよく混ぜたもの、
エビを順にのせ、くるくると巻く。

②	ななめにカットし、紙で包む。

＜オレンジ生地のトル・ティーヤ＞
①	ペッパージャックにほうれん草の葉をボイ
ルしたものを巻き、さらに生ハムを巻く。

②	①にCを順につけ、熱した油（分量外）で
揚げる。

③	トマトを輪切りにスライスし、120℃の
オーブンで50分焼く。

④	生地に水葉、トレビス、トマト、②を順に
のせて巻く。

⑤	ななめにカットし、紙で包む。

＜シーザーディップソース＞
①	 Dの材料をすべて混ぜる。
②	 卵と酢でポーチドエッグを作る。
③	 器に①と②を入れ、仕上げにブラックペッ
パーをかける。

＜つけ合わせ＞
①	コルビージャック、ペッパージャックは、
サイコロ状にカットし、Cの材料をつけて
油（分量外）で揚げる。

②	Eをソテーし（油は分量外）、塩、こしょう
で味付けする。

③	トル・ティーヤ、シーザーディップソース
のまわりに①、②、Fを飾る。

③	0.7cm角に切る。

１皿分のチーズの量

材料（１皿分）

モントレージャック・・・・ 12ｇ
コルビージャック・・・・・・・・・・ 5ｇ

ペッパージャック・・・・・・・ 15ｇ
クリームチーズ・・・・・・・・・・ 15ｇ

パルメザン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5ｇ
チェダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12ｇ

＜トル・ティーヤ生地＞
（ブラック、オレンジ）
薄力粉・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50ｇ
オリーブオイル・・・ 小さじ1
塩・・・・・・・・・・・・・・ ひとつまみ
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30cc

いかすみペースト・・・・・・・・・・ 1ｇ
（ブラック生地）
人参パウダー・・・・・・・・・・・・・・・・ 8ｇ

（オレンジ生地）
モントレージャック・・・・ 12ｇ
チェダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12ｇ

＜ブラック生地の中身＞
クリームチーズ・・・・ 15ｇ
合わせ味噌・・・・・・・・・・・・ 4ｇ
アボカド（ペースト）・・・ 15ｇ
レモン汁・・・・・・・・・・・・・・・ 少々

エビ（ボイル）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2尾
レッドオニオン・・・・・・・・・・・・ 15ｇ

（スライス）
レタス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1枚

＜つけ合わせ＞
コルビージャック・・・・・・・・・・ 5ｇ
ペッパージャック・・・・・・・・・・ 5ｇ
Cの材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量

＜シーザーディップソース＞
パルメザン・・・・・・・・・・・・・ 5ｇ
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1
マヨネーズ・・・・・ 大さじ1
レモン汁・・・・・・・・・・・・・・・ 少々
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々

卵（Sサイズ）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々
ブラックペッパー・・・・・・・・・ 少々

＜オレンジ生地の中身＞
ペッパージャック（棒状）・・・ 10ｇ
ほうれん草（葉）・・・・・・・・・・・・ 1枚
生ハム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/2枚

薄力粉・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15ｇ
卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/2個
パン粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30ｇ

サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
トマト（輪切り）・・・・・・・・・ 1/5個
水菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ｇ
トレビス（せん切り）・・・・・・ 5ｇ

マッシュルーム・・・ 1/2個
はなびら茸・・・・・・・・・・ 10ｇ
しめじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ｇ

塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・ 各少々

エンダイブ・・・・・・・・・・・ 適量
香草・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
食用花・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量

ポ イ ン ト
　いま流行りの「インスタ映え」にちなんだ、“映えトル・ティーヤ”です。２種のチーズでチェック柄にしたトル・ティーヤ生地や、チーズやシーザー
ディップソースの黄身を割ってつけながら食べるスタイルは、若い女性にもウケることまちがいなしです。ピリッと香るペッパージャック、ソースと
して食べるパルメザン、中からとろけるチーズのフライなど、さまざまな種類のアメリカンチーズを使ってそれぞれのチーズの良さを引き出しました。

E

D

A

F

B

C

合計使用量　64ｇ

コルビージャック

モントレージャック

ペッパージャック

クリームチーズ

パルメザン

チェダー
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アメリカ産チーズ アイディアメニューコンテスト 2018

使用したチーズ

作 り 方

ハンバーガー＆
　	サンドイッチ部門

コルビージャックとスモークサーモン、
クリームチーズのガトー仕立て、山葵クリームのアクセントで
Gâteau of Colby Jack, Cream cheese and Smoked Salmon served with Wasabi Cream
早見 裕亮 ／ 株式会社エーピーカンパニー
Hiroaki Hayami / Na Camo guro

１皿分のチーズの量

材料（１皿分）

チャコールパン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20ｇ
　（※1斤：横12cm×縦10cm×奥行6cm）
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4ｇ
スモークサーモン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40ｇ
アボカド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15ｇ
マヨネーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3ｇ
クリームチーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40ｇ
ディル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ｇ
レモン汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ｇ
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少量
コルビージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40ｇ

粉わさび・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ｇ
生クリーム（６～７分立て）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ｇ
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ｇ
緑色粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.1ｇ

トマトの粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ｇ
イタリアンパセリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3枚
ベビーリーフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ｇ
ドレッシング（シェリービネガー味）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量

コルビージャック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40ｇ
クリームチーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40ｇ

ポ イ ン ト

　いつも食べ慣れているサンドイッチとは違う、レストランでナイフとフォークで食べるような、プチ贅沢な雰囲気や時間を過ごしてもらえる
ようにイメージして作りました。そのままでの味わいとわさびクリームをつけた時の味の変化も楽しんでいただければと思います。

Ａ

＜下準備＞
•	チャコールパンを5mm厚さにスライスしたものを2枚作る。
•	コルビージャックをカットする。
•	スモークサーモンをカットする。
•	アボカドは緑の部分を軽く焼いて発色させ、小さなさいの目にカットし、マヨネーズ、レモン汁1ｇ、塩で味
をつける。

•	クリームチーズに、ディルの粗みじん切り、塩、レモン汁1ｇで味をつける。
•	わさびクリームの材料となるAを混ぜ合わせておく。

①	チャコールパン2枚の片面ずつにバターを塗る。
②	下からチャコールパン、コルビージャック、スモークサーモン、クリームチーズ、アボカド、コルビージャック、
スモークサーモン、クリームチーズ、チャコールパンの順に組み立てる。

③	②のサンドイッチを横9×縦3cmになるようカットし、上面にトマトの粉をかけ、イタリアンパセリを飾る。
④	皿の中央にサンドイッチを盛り、奥にベビーリーフを置き、ドレッシングをかける。
⑤	手前にワサビクリームをかける。

合計使用量　80ｇ

コルビージャック

クリームチーズ
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アメリカ産チーズ アイディアメニューコンテスト 2018

使用したチーズ

①	ピザ生地を解凍する。
②	山形牛のミートソースを作る。山形牛挽肉にＡを加えて練り込み、下味をつける。ピュ
アオリーブオイルで炒める。ホールトマト（缶詰）を加えてつぶして煮つめる。さらにコ
ンソメパウダー、ケチャップを加え、塩とグラニュー糖で味を調える。

③	自家製ドライトマトを作る。トマトを5mm幅の輪切りにする。オーブンシートに並べ
て100℃のオーブンで表面が乾くまで焼く。

④	3種のチーズをチーズグレーターでシュレッドする。
⑤	ピザ生地を直径30cmにのばし、直径18cm・高さ6.5cmのケーキ型に入れて形を
整え、200℃のオーブンで10分下焼きする。

⑥	⑤に下茹でして7mm幅にスライスしたメークイン、ペッパージャックをしく。その上
にミートソースの半量を広げる。

⑦	Ｂのナスは７mm幅にスライスし、塩を振って揚げる。
⑧	ほうれん草は油なしで炒める。
⑨	⑦、⑧、残りのミートソースを⑥の上に広げ、モントレージャックをかける。
⑩	最後に自家製ドライトマトでふたをして、その上にコルビージャックを広げ、100℃の
オーブンで20分焼成。300℃のオーブンで表面に色づけする。

⑪	カットして、ベビーリーフ、グリーンオリーブ、プチトマトなどお好みのつけ合わせを添
えて完成。

料理部門

作 り 方

山形牛のグラタン ミートキッシュ シカゴスタイル
Chicago Style Yamagata Beef Gratin-quiche
嶋倉 秀一 ／ 焼肉・名匠　山牛　山形店
Shuichi Shimakura / Yamagyu

１皿分のチーズの量

材料（１皿分）

モントレージャック・・・・・・・・・・・・・ 80ｇ
コルビージャック・・・・・・・・・・・・・・・・ 80ｇ

ペッパージャック・・・・・・・・・・・・・・・・ 40ｇ

ピザ生地・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1玉（240ｇ）
山形牛挽肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110ｇ

塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.6ｇ
こしょう・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1/2
ブラックペッパー・・・ 小さじ1/2
オニオンパウダー・・・ 小さじ1/2
チリパウダー・・・・・・・ 小さじ1.5
グラニュー糖・・・・・・・・・・・・・・・ 0.3ｇ

ピュアオリーブオイル・・・・・ 小さじ1
ホールトマト（缶詰）・・・・・・・・・・・・ 200ｇ
コンソメパウダー・・・・・・・・ 小さじ1/2
ケチャップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30ｇ
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.2ｇ
グラニュー糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.2ｇ
トマト（Ｌサイズ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個

モントレージャック・・・・・・・・・・・・ 80ｇ
コルビージャック・・・・・・・・・・・・・・・ 80ｇ
ペッパージャック・・・・・・・・・・・・・・・ 40ｇ
メークイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200ｇ

ナス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180ｇ
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.5ｇ
揚げ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量

ほうれん草・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60ｇ
ベビーリーフ、グリーンオリーブ、プチトマト
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各適量

B
Ａ

合計使用量　200ｇ

ポ イ ン ト
　食べ応えのある山形牛のミートソースを使用したミートグラタンのキッシュ仕立てに１皿です。ミートソースと野菜はモントレージャックで
コクが増し、メークインにはペッパージャックで辛味をプラス、自家製ドライトマトにはコルビージャックを重ねることで旨味を引き出しました。
ミートグラタンをチーズでミルフィーユした豪華なミートキッシュに仕上がりました。

コルビージャック

モントレージャック

ペッパージャック
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アメリカ産チーズ アイディアメニューコンテスト 2018

使用したチーズ

料理部門

作 り 方

アメリカ産チーズのトムヤム風
American Cheese Tom Yum Kong Soup
倉橋 節行 ／ 株式会社クラブハリエ　ジュブリルタン カフェ
Setsuyuki Kurahashi / CLUB HARIE Joublie le temps

１皿分のチーズの量

材料（１皿分）

白身魚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60ｇ
エビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2尾

モントレージャック・・・・・ 15ｇ
コルビージャック・・・・・・・・ 45ｇ

パクチー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
ライムの皮（ゼスト）・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量

Ａ

①	トムヤムベースを作る。鍋にピュアオリーブオイル、生姜のみじん切りを入れ、香りが出
るまで炒める。

②	①にイエローカレーペーストを加え、玉ねぎ、ブラウンマッシュルームも加え、炒める。
③	ラムだしを加え、トマトソース、三温糖を加えて煮つめる。
④	ナンプラーを加え、味を調える。
⑤	チーズチップを作る。ボウルにモントレージャック、コルビージャックを入れて湯煎で
溶かし、みじん切りのパクチーを加えて混ぜ合わせる。それをクッキングシートの上に
広げ、オーブンで焼き上げる。

＜仕上げ＞
①	塩、こしょう（分量外）で下味をつけた白身魚とエビをフライパンで焼き（油は分量
外）、焼き色をつける。

②	トムヤムベースに①を加え、火を通す。
③	白身魚とエビを一度取り出す。Aを湯煎で溶かしたソースを②に加えていく。
④	白身魚とエビを戻し、さっとからめて皿に盛りつけ、チーズチップをのせる。
⑤	仕上げにパクチーとライムの皮を飾る。

※作りやすい分量で記載。
　できあがりから250ｇを使用。
生姜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ｇ
玉ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50ｇ
ブラウンマッシュルーム・・・・・・ 40ｇ
イエローカレーぺースト・・・・・ 15ｇ
クラムだし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600ｇ
トマトソース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80ｇ
三温糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10g
ナンプラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10g
ピュアオリーブオイル・・・・・・・・・・・ 10g

モントレージャック・・・・・・・・・・・・・ 15ｇ
コルビージャック・・・・・・・・・・・・・・・・ 45ｇ

ペッパージャック・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ｇ

＜トムヤムべース＞
モントレージャック・・・・・・・・・・・・・・・ 5ｇ
ペッパージャック・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ｇ
パクチー（みじん切り）・・・・・・・・・・・・・・・ 1ｇ

＜チーズチップ＞

ポ イ ン ト
　辛味のあるトムヤムスープとアメリカ産チーズの組み合わせが好相性のメニューです。濃度のないスープにコルビージャックの深く濃厚な
味が加わることで、全体にまろやかさが出つつ、でも辛さは損なわれずに、バランスの取れた料理に仕上がりました。ペッパージャックとモン
トレージャックは、新鮮なパクチーと混ぜてチップ状に焼き上げています。アメリカ産チーズの良さを色々な形で表現することを心がけました。

合計使用量　70ｇ

コルビージャック

モントレージャック

ペッパージャック
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アメリカ産チーズ アイディアメニューコンテスト 2018

使用したチーズ

料理部門

作 り 方

ニューヨーク・チーズパスタ　
American dreamソース
The New York Cheese Pasta. American Dream source.
長野　剛 ／ pasta is good、、、シェフズ　ながの
Tsuyoshi Nagano / pasta is good,,,Chefz Nagano

１皿分のチーズの量

材料（１皿分）

合挽肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50ｇ
玉ねぎ（みじん切り）・・・・・・・・ 40ｇ
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ｇ
パン粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.5ｇ
溶き卵・・・ 30ｇ（卵1/2個分）
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5ｇ
ニンニク（すりおろし）・・・・・・・・ 2ｇ
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
蜂蜜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ｇ
ケチャップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ｇ

ホールトマト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30ｇ
一味唐辛子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ｇ
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5ｇ

Ａ

モントレージャック・・・・・・・・・・・・・ 35ｇ
コルビージャック・・・・・・・・・・・・・・・・ 55ｇ

ペッパージャック・・・・・・・・・・・・・・・・ 20ｇ

＜ミートソース＞
トルティーヤ生地（直径24cmの丸形）・・・ 30ｇ
バター（塗布用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
パスタ（乾麺）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60ｇ
ペッパージャック（2ｇ角切り）・・・ 20ｇ
ソーセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30ｇ

＜タルトの土台＞

牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ｇ
生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ｇ
コルビージャック（2ｇ角切り）・・・ 20ｇ
マヨネーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ｇ
こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量

＜コルビージャックとマヨネーズのソース＞

白ワイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40ｇ
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20ｇ
生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20ｇ
モントレージャック（2ｇ角切り）・・・ 35ｇ
コルビージャック（2ｇ角切り）・・・ 35ｇ
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
溶き卵・・・・・・・・・・・ 30ｇ（卵1/2個分）
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5ｇ

＜チーズグラタンソース＞

合計使用量　110ｇ

＜下準備＞
•	ソーセージは薄切りにする。
•	ミートソース用の玉ねぎをみじん切りにして炒め
（サラダ油を使用。分量外）、冷ましておく。
•	直径24cmのタルト型の内側にバターを薄く
塗りトルティーヤ生地をしく。

＜ミートソース＞
①	Aの材料を混ぜ合わせ、ハンバーグ状にこねる。
②	①をサラダ油（分量外）で粗くつぶしながら焼く。
③	焼き色がついたら、ホールトマトをつぶし入
れ、一味唐辛子を加えて軽く煮込む。

④	生クリーム、塩、こしょう、バターを加えて仕
上げる。

＜タルトの土台＞
①	パスタをゆでる。ゆで上がったら、角切りにし
たペッパージャックと共にミートソースで和
える。

②	トルティーヤ生地をしいたタルト型にパスタ
をしきつめる。

③	②の上にソーセージを並べる。

＜チーズグラタンソース＞
①	鍋で白ワインを半分量になるまで煮詰め、牛乳
と生クリームを加えて沸かす。

②	火を弱めて、モントレージャックとコルビージャ
ックを加えて煮溶かす。

③	塩、こしょうで味を調え、火を止め、溶き卵を加
えてよく混ぜる。

④	バターを加え、チーズグラタンソースを仕上げ
る。

＜コルビージャックとマヨネーズのソース＞
①	鍋に牛乳と生クリームを沸かし、火を止め、コル

ビージャックを加え溶かす。
②	マヨネーズとこしょうを加え、よくかき混ぜる。

＜仕上げ＞
①	チーズグラタンソースをタルト型に流し入れ、
250℃のオーブンで20分焼く。

②	タルトが焼き上がったら、1/4にカットして皿
に盛る。

③	コルビージャックとマヨネーズのソースを皿に
流し、野菜のピクルス（分量外）を添えて完成。

ポ イ ン ト

　私のパスタ屋で提供しています。仕込んでおくので、急なお客様にも対応しやすいメニューです。あまり見かけないパスタの形やシェアし
やすさからファミリーやグループに人気です。チーズをしっかり使用しているため食べ応えがあり、ディナーに向いています。

コルビージャック

モントレージャック

ペッパージャック
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モントレージャック / Monterey Jack

アメリカは世界最大のチーズ生産国！
ハンバーガー、サンドイッチ、ピザなど様々なメニューとしてのニーズも高まり、外食産業でも注目をされております。特に
アメリカを代表する、モントレージャック、コルビージャック、ペッパージャックは伸びがよく、溶けやすく、冷めてもガム状
になりにくいなど汎用が高く、料理の味のアクセントや華やかさを加えてくれる、まさに料理に適したチーズです。

マイルドな味わいのモントレージャック。
溶かすと糸引きがよくさらにコクの出るチーズです。

■ 質感と色

■フレーバー

■ 主な組成

■ 特徴と使用法

クリームがかった白。セミソフト。しなやかでクリーミー。なめらか。

繊細なバターの風味で少し酸味が感じられます。
プレーンのほか、唐辛子（ペッパージャック）、ハーブ、スパイスなど
さまざまなフレーバーがあります。

水分44%以下。固形乳脂肪50%。

カリフォルニア州モントレー市出身のデビット•ジャックスが1882年に
このチーズの商業製造を開始しました。その時出荷用の箱に商標と
して付けたのが出身地と自分の性を表す「Monterey Jacks」です。
溶けやすいチーズでスープ、ソース、トッピング、グルメピザ等に適して
います。

コルビージャック / Colby Jack

色彩豊かなコルビージャック。
マーブル模様が料理の華やかさを演出。

■ 質感と色

■フレーバー

■ 特徴と使用法

チェダーよりソフトで弾力があるコルビーチーズとモントレージャックの
カードを混ぜ圧搾。
オレンジとクリーミーホワイトの大理石模様。

繊細なバターの風味で少し酸味があるモントレーと、旨みがあり、ミルク
の風味があるコルビーチーズを同時に味わえます。

熱を加えた時に大理石模様がきれいに溶けるのがポイント。
見た目を華やかにするチーズです。

アメリカ産チーズのご紹介

■ 様々な形状

カットタイプ シュレッドタイプ スライスタイプ

その他、キューブ
タイプなど

■ 様々な形状

カットタイプ シュレッドタイプ スライスタイプ

その他、キューブ
タイプなど

※ USDEC,USDA調べ
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■ 様々な形状
カットタイプ シュレッドタイプ スライスタイプ

その他、キューブ
タイプなど

アルチザンチーズ / Artisan Cheese

モッツァレラ / Mozzarellaチェダー / Cheddar クリームチーズ / Cream Cheese

「アルチザン」（腕のよい職人）または「アルチザナル」（職人技の）とは、昔ながらに引き継がれてきたチーズ職人の
技術を重んじ、できる限り手作業で少量ずつ注意を払って作ることを表しています。アルチザンチーズは一般的に、
特別な熟成•保蔵処理技術を必要とし、風味も様々です。

アルチザンチーズは生産量が非常に限られており、多くの場合、作られた地域で小売業者や料理人に直接販売されて
います。このような動きが地域のスタイルや特長を活かした食品の復活を後押しし、現在全米各地で何百もの独自
のチーズが作られています。

近年、多数のアメリカ産アルチザンチーズが国際品評会で上位に入賞しており、世界的に注目を集めています。

ペッパージャック / Pepper Jack

ピリッとした程よい辛さが魅力。
スパイシーさが料理のアクセントに。

■ 質感と色

■フレーバー

■ 特徴と使用法

クリームがかった白に赤と緑の唐辛子が映える。セミソフト。

繊細なバターの風味で少し酸味が感じられるモントレージャックに
唐辛子を加えたもの。

マイルドな味わいにピリッと辛いスパイスがアクセント。
ビールのおつまみとして最適。

■質感と色
アイボリーまたはオレンジ。密度が高くなめらか。
熟成が浅いときは弾力があり、熟成が進むにつれて
崩れやすくなります。
■フレーバー
熟成が浅いときはマイルドですが、熟成と共にシャー
プさが増します。
■主な組成
水分39%以下。固形乳脂肪50%以上。
■特徴と使用法
アメリカ産チェダーチーズの品質の高さは世界でも
有名です。よく溶け熟成したチーズはウェルシュラビット
などのソースに適しています。
長期熟成したスペシャリティーチェダーは、チーズコース
でも人気があります。

■質感と色
クリームがかった白。セミソフトで弾力があります。
■フレーバー
フレッシュでマイルド、デリケートな風味。
■主な組成
水分52~60%。固形乳脂肪45%以上。
■特徴と使用法
溶けやすく伸びやすいのが特徴。
シュレッドとしてピザのトッピングに。
また、溶かして肉、鶏、魚のグリルトッピングとして
ご利用下さい。

■質感と色
明るい白からややオフホワイト。なめらかでクリーミー。
■フレーバー
豊かでクリーミー。ややナッツのような甘く、酸味がある
仕上がりです。
プレーンのほか、甘いフレーバー、風味付けタイプがあ
ります。
（ストロベリー、パイナップル、野菜、ニンニク、ハーブ等）
■主な組成
水分55%。固形乳脂肪33%以上。
■特徴と使用法
1800年代後半にフィラデルフィア地区で生まれました。
溶け易く甘いものでも、風味付けタイプものでも香り
がよく伝わります。
一番よく使われるのはスプレッド、ディップ、ソース、パン
の具材、オードブルの具材、チーズケーキです。

Introduction of American Cheese
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