
※記事の情報は2020年10月取材時点のものです
※店舗等の都合や現地情報により内容が異なる場合があります

（P.17）Prem Bistro & Cafe
「ナス、トマト、ストラッチャテッラチーズ
のサラダ／ Grilled Eggplant Sun-
Dried Tomato & Stracciatella 
Salad」26万VND

愛しのベジごはん 
おいしい・ヘルシー・ビューティフル！

栄養価が高いうえ、満足感があってセンスも抜群。
ベトナムにはベジタリアンフードを提供するカフェやレストランが街中にたくさんある。

それは仏教徒が新月（旧暦1日）と満月（旧暦15日）は菜食するほか、願掛けの間はベジタリアンになるなど、
菜食の習慣が身近な背景にあるから。ベジごはんは心と体が元気になって、いいことづくし。さあ、今すぐ始めよう。



創作ベジタリアンの店がハノイでは珍しかった頃、

オーナーのハー（Ha）さんは完全菜食を提供する店の

開業を目指し、運営方法を勉強。海外で評判の高いベ

ジタリアンレストランや寺院を巡り、精進料理の研究を

経て開業したのが「ウーダムチャイ」だ。

メニューの中心は伝統的なベトナム料理。中でも

ハーさんのおすすめは、もち米料理の定番「緑豆おこわ

／ Xoi Xeo」の作り方をアレンジし、栄養価の高いキア

ヌを用いた「赤トウモロコシとキヌアの“十善”蒸し」や、北

部ディエンビエン（Dien Bien）省の名物であるパンダン

リーフでもち米を包んだ「“安然”おこわ」。また、秋から冬

にかけては野菜やキノコがたっぷり味わえる鍋料理も評

判だ。なるべく塩分を減らした薄味なので、お腹いっぱ

いに食べても胃がもたれず、食べた後には自然とエネル

ギーがみなぎってくるのを実感できる。

果物の皮や葉を器にするなど、趣向をこらした盛り付

けやメニュー名に仏教用語を取り入れているのもユニー

ク。仏陀、流木、盆栽といった要素が合わさった内装に

もこだわりが光る。ひとつひとつのテーブルが広 と々して

いるので、忘年会やパーティーにもうってつけだ。

質素で地味なイメージのある従来の菜食料理を、“おしゃ

れな料理”に格上げするのに一役買って注目を集めた「フ

ムベジタリアン」。３号店「フムベジタリアンガーデン＆レスト

ラン」は、フレンチヴィラを改築した優雅な空間と彩り豊か

なメニューが訪れる人 を々虜にしている。

信頼性の高いベトナム南部地域の13の有機農家か

ら新鮮な野菜を毎日調達。シェフは6ヶ月ごとに新たなメ

ニューを考案し、経営陣にプレゼンテーションを行いなが

ら、アイデアと美的センスに満ちたメニューを提案し続け

ている。

免疫力を高め、コレステロールを下げるとされるキノコに

ズッキーニやパプリカ、ニンジンなどを詰めた「ボタンマッ

シュルームのグリルとピスタチオのサラダ」は、野菜の豊潤

な香りと瑞 し々さが同時に味わえる1皿。ピスタチオが風

味のアクセントとなり、ワインやビールのお供にも最適だ。

ベトナムならではの食材に出会えるのも魅力で、リコピン

が豊富に含まれる「ガックフルーツとホウレンソウのサラ

ダ」は、果肉の甘みとホウレンソウの苦みが掛け合わさっ

た大人な味に仕上がっている。

Uu Dam Chay
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ベジメモ ベジメモベトナムは人口の70％以上が仏教徒と言われている。精進料理はベトナム語で「コムチャイ／ Com chay」、これを食すことを「アン
チャイ／ An chay」という。

植物性の原料で製造したヌックマム（Nuoc Mam）を使用するレストランも多い。象のマークが目印のメーカー「リエンタイン／ Lien 
Thanh」のものがスーパーで手に入りやすい。

 34 Hang Bai St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
 (098) 134 9898  10:30 ～ 22:00 
【月～金曜】21:30、【土・日曜】22:00
@Uudamchay  http://uudamchay.com

 32, D10 St., Thao Dien Ward, 
Dist. 2, HCMC
 089 918 9229 
 10:00 ～ 20:00  21:30　

@Hum.Vietnam 
www.humvegetarian.com

「赤トウモロコシとキヌアの
“十善”蒸し／ Hat Diem 

Mach Hap Thap Thien」
16万5000VND。トウモロコ
シと緑豆の自然の甘みが堪
能できる逸品

「レンコンとフルーツのスパイシーソー
スサラダ／Sen Gion Phu Trai Cay 
Tron Sot Cay」（9万VND）は爽やか
なフィンガーフード

「ブラウンライスの蓮の葉包
み／Com gao luc la sen」

（17万VND）は、滋味深い
味にほっとする

素材の組み合わせはもちろん、
色合いの相性も抜群。「ガックフ
ルーツとホウレンソウのサラダ／
Rau Chan Vit Sot Gac」14万
5000VND

「“安然”おこわ／Xoi An Nhien」
（16万5000VND）は、ベジタリア
ン向けのパテと揚げたニラ、キノコ
でんぶと一緒に

野菜の歯ごたえとフォーの柔らかな
食感を同時に楽しもう。「ウーダムの
フォー巻き／Pho Cuon Uu Dam」
11万5000VND

伝 統 料 理をベースに
シンプ ルな調 理で 魅 了

味も見た目も癒し系
麗しのモダンベトナミーズ

Uu Dam Chay

Hum Vegetarian,  
Garden & Restaurant

ウーダムチャイ

フムベジタリアンガーデン＆レストラン

HANOI

ザボンはプロテインや食
物繊維、酵素など栄養が
豊富。キノコ、ハーブ、ピー
ナッツを添えて。「ザボン
のサラダ／ Goi Buoi」
11万5000VND

キノコの歯ごたえとパ
プリカやズッキーニの
食感が楽しい「ボタン
マッシュルームのグリ
ルとピスタチオのサラ
ダ ／ Grilled Button 
Mushrooms with 
Pistachio Nuts」22
万VND

HCMC



少量ずつさまざまなベジタリアンフード

を堪能したい時は、約65種にのぼる品

数を誇るオーダービュッフェ式の「サドゥー

ベジタリアンレストラン」を訪れよう。ベト

ナム全土で見られる家庭料理から屋台

メニューまで、実にバリエーションが豊か。

旬の野菜をたっぷり使った春巻、蒸し物、

揚げ物、スープなど、一見定番料理のよ

うに見えるメニューでも食材の組み合わ

せに意外性があったり、盛り付けにアイ

デアが光っていたりと、ここでしか体験で

オーナーのハー（Ha）さんとタイン（Thanh）さんが2013

年にオープンした「プレムビストロ＆カフェ」は、世界各国の

料理のエッセンスを散りばめた創作ベジタリアンの店。飲

食店運営の経験がなかった2人だが日々勉強を積み重ね

ながらメニューを開発し、今では自家製の大豆醗酵食品テ

ンペを作るほどのこだわりを見せる。缶詰やうま味調味料

は使用せず、サトウキビ蜜やブドウ酢などから自然の甘みや

旨みを引き出すため、食材の特徴が活き、五感に訴える味

覚を楽しめるのが特徴だ。

 「ボウル・オブ・プレム」は熟したアボカド、天日干しのチェ

リートマト、自家製ピクルス、中東風コロッケのファラフェ

ルなどが、あめ色に炒めた玉ねぎやライスとよく合う。一

緒に用意されるギリシャヨーグルトソースや、カシューナッ

ツから作るタヒニソースを加えると、さらに香り豊かな味に

変化する。

オーナー 2人のバイタリティは、ここだけに留まらず、ベ

トナム創作料理の「パイビストロ／Pi Bistro」、コーヒーと

パティスリーの店「カフカパティスリー &カフェ／ Kafka 

Patisserie & Cafe」、ヨガスタジオ「アット・ハーズ／ At 

Ha’s」も手掛ける。食と健康と文化でつながるコミュニ

ティに興味のある人はこちらも要チェックだ。

Nha Hang Chay Sadhu
Prem Bistro ＆ Cafe

Kafka Patisserie & Cafe
At Ha's Boutique Yoga Studio

Pi Bistro 

ベジメモ ベジメモベトナムの精進料理では、仏教の考えに基づきニンニク、ネギ、パクチーなど、香りの強い食材は避けべきとされている。 「ベトギャップ／ VietGAP」は2008年にベトナム農業農村開発省が定めた、人間と環境に対して安全な野菜の栽培基準。
販売される食材に印刷やシールで表示されている。

 87 Ly Thuong Kiet St.,
 Hoan Kiem Dist., Hanoi

 098 199 5586
10:30 ～ 23:00 

【月～金曜】21:30、【土・日曜】22:00　
@sadhuchay 

 81F, 204 Nguyen Dinh Chieu St., 
Dist. 3, HCMC  

 (028) 6279 9920 
10:00 ～ 15:00 / 17:00 ～ 22:00 

@prembistro
www.prembistro.com

GF, 204 Nguyen Dinh Chieu St., Dist. 3, HCMC 
 094 188 8967  7:00 ～ 21:30 ※ヨガスタジオは要問い合わせ 

@kafkacafesaigon / @athas.yogastudiosaigon   www.athassaigon.com

 1F, 19 Vo Van Tan St., Dist. 3, HCMC  
 091 641 4133   10:00 ～ 15:00 / 17:00 ～ 22:00   

@pivegetariansaigon   www.pivegetariansaigon.com

ピリ辛がやみつきになる「胡椒
の葉巻きスパイシーソース／
La Tieu Cuon Sot Cay」

食事の〆にふさわしい「こ
めはぜ入りスープ米麺／
Bun Bong Nep」

オープン当初からの人気メ
ニュー「ほうれん草とカシュー
ナッツの焼きナスロール／
Grilled Eggplant Rolls 
with Spinach ＆ Cashew 
Nuts」75万VND

約65種 の バラエティに 富 んだ
ベトナ ム 料 理 のオーダービュッフェ

多国籍な要素が
食への探求心を刺激する

Nha Hang 
Chay Sadhu

Prem Bistro 
& Cafe

サドゥーベジタリアンレストラン

プレムビストロ＆カフェ「カラシナ巻きの腐乳ソース／ Cai Mo 
Cuon Chao」は、ほろ苦さがあとを引く

青リンゴの酸味と豆腐の甘み。素材が持つ味を引
き立てる甘辛ソースを添えて。「青リンゴの蒸し豆
腐／ Dau Hu Hap Tao Xanh」

「野菜の米麺ブン巻き／ Cuon Om」は
甘酸っぱい特製ソースをからめて

4種の米粉料理を味わえる
「フエの餅料理／ Banh Noi Thanh」

（中央）「ボウル・オブ・プ
レム／ Bowl of Prem」
19万5000VND　（ 左
上）「ナス、トマト、ストラッ
チャテッラチーズのサラ
ダ／ Grilled Eggplant 
Sun-Dried Tomato & 
Stracciatella Salad」
26万VND

きないベトナム料理を味わい尽くせる。

港町ホイアン（Hoi An）の旧市街をイ

メージして設計された店内は、重厚感とモ

ダンデザインが融合した空間。クリスマ

スや忘年会シーズンの集まりで、健康的

かつ色彩豊かなテーブルを囲みたい時

にもおすすめだ。

ビュッフェは1人25万8000VND。ベ

ジタリアンケータリングセット（10品109

万VND、12品115万VND）はホーム

パーティーに重宝しそうだ。

HANOI

酒のつまみにぴったりな「揚げナスの竜眼ハチミツ
がけ／ Ca Tim Chien Mat Nhan」

レタスやハーブがもりもり食べられる、ベトナムお好み
焼き「バインセオ／ Banh Xeo」
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Kiez Vegan Cafe & Bistro

108eatery

動物の保護活動や
売上の一部を寄付するなど社会貢献にも取り組んでいる

自家製アーモンド
ミルクのラテや韓
国スタイルのタパ
スも展開予定

ベジメモベジメモ ベトナム版「青汁」と言えば、「ザ（ラ）ウマー／ Rau Ma」。和名は「ツボ草」。体の熱を逃がすことからジュースやスムージーに
してよく飲まれるほか、皮膚炎や傷の治療に効果があるとされる。

無 農 薬・無 化 学 肥 料 栽 培を実 践 する「ニコニコヤサイ／ NICO NICO YASAI」は、ホーチミン市2区「ズズコンセプトストア ／ ZUZU 
concept store」（48A Tran Ngoc Dien, Thao Dien Ward. Dist. 2）で日曜9:00 ～ 12:00のみマーケットを開催中。

 2, Ngo 31, Xuan Dieu St., 
Tay Ho Dist., Hanoi
 086 262 9434 

 9:00 ～ 18:00 要問い合わせ
@kiezvegancafe

 2F,133 Co Bac St., Dist. 1, HCMC
 090 248 8830  要問い合わせ 

@108eatery

「キエツリークッキー
／Kiezly Cookie」

（2万VND）は手土
産にも喜ばれる

「ビビンパ／ Bibim Bap」（13万VND）のキーポイントは豆もやしの食感。季節の葉もの、ズッキーニ、人参など、たっぷりの野菜と自家製コチュジャンを混ぜ合わせて

「ブランチプレート
／ Brunch Plate」
18万VND

自家製発酵ドリンク
「コンブチャ／ Kombucha」
6万～ 7万VND

「レンズ 豆のカレー／ Lentil 
Curry」13万VND

気分をリフレッシュしたい
時には、「ミント入りキンカ
ンジュース／ Kumquat 
Mint」3万VND

「アボカドトースト／ Avocado 
Toast」（5万9000VND）はサ
ワードウ（Sourdough）の酸味
と野菜の甘みが絶妙にマッチ

「キエツのドネルケバブ／
Kiez’s Doner Kebeb」7
万9000VND。グルテンミー
トを漬けた「ザジキソース／
Tzaziki Sauce」は豆乳、
ディル、レモン、オリーブオイ
ルなどを使用

オーナーのシュシュ・レー（Shushu 

Le）さんはドイツ国籍のベトナム人。ドイ

ツのビーガンレストランでのアルバイトで

そのノウハウを学び、ハノイでヨーロッパ

式のビーガンカフェを作りたいという思

いで2020年3月に「キエツビーガンカ

フェ&ビストロ」をオープンした。

食事のおいしさはもちろん、誰かの家

にいるようなアットホームな雰囲気とバ

ルコニー席の居心地のよさも評判で、癒

しを求めてやってくる常連客が多いのも

納得だ。

看板メニューの「キエツのドネルケバ

体 や 地 球 に 優しい 食を 提 案 する
隠 れ 家 的ビーガンカフェ

キエツビーガンカフェ&ビストロ

ブ」は、ケバブの“肉”としてグルテンを主

原料とした加工食品「グルテンミート／

Gluten Meat」を使用。スパイスで香り

づけしたグルテンミート、レタス、トマト、キュ

ウリがたっぷり入った満足感のある仕上

がりだ。アボカド好きには、フレッシュなア

ボカドマッシュとニンジン、キャベツ、ビーガ

ンエッグのハーモニーが楽しめる「アボカ

ドトースト／ Avocado Toast」がおすす

め。食後は自家製の「キエツリークッ

キー」とコーヒーの最強コンビを楽しもう。

テイクアウトやグラブ（Grab）の宅配にも

対応している。

Kiez Vegan Cafe & Bistro

食材への深い愛と　
おいしい記憶に出会える場所

ムーン・ヒウォン さん

108eatery ワンオーエイトイータリー

ホーチミン市１区にあるカフェ「133コ
バック」の2階には自然光が差し込む落
ち着いた心地よい空間が広がる。ここ
がムーン・ヒウォンさんによるフードプロ
ジェクト「108イータリー」の新たな活動
場所だ。

ムーンさんは2012年に「133コバッ
ク」のオーナーであり夫のジョンさんとベ
トナムに移住し、フラワーギフトショップ
やガーデンレストランを運営。コロナ渦
で休業した後、ランチのみの宅配サー
ビスやファッションブランド「カレム／
KAAREM」と食のポップアップイベント

を行うなど、かたちを変えてしなやかな活
動を続けてきた。

ムーンさんは過去にチベットを旅しな
がらチベット仏教について学んだ期間が
あった。その時の体験は「食材の生命
を敬いながら、別のかたちの生命に変え
る」という彼女の料理のコンセプトに紐
づいている。

「ビーガンを実践していると、時に難しいこ
ともあります。ですから、ここでは“Plant-
based”（植物由来）をテーマに菜食の楽
しさをより多くの方に提案していきたいで
す」とムーンさんは語る。

韓国出身。2014年にホーチミン市でフラワーギフトショップ「ペマ／ PEMA」を、
2017年にガーデンレストラン「108イータリー」を立ち上げる。現在はカフェ「ワン
スリースリーコバック／ 133 CO BAC」の2階でビーガンフードを提供している。

あなたのベジライフ、教えてください

野菜は信頼するサプライヤーから調
達。生産者がどのような環境で野菜を
育てているのかを知るべく、ダックラッ
ク（Dak Lak）省で日本人が経営する「ニ
コニコヤサイ／ NICO NICO YASAI」
の農園を近々訪問する予定だ。

「好きな食材はかぼちゃ。冷蔵庫に入れ
る必要がないので、キッチンに飾ってい
つでも眺めていられるからです」

時間をかけて食材に向き合うムーンさ
んの人となりがすべてのおいしさにつな
がり、訪れる人々の記憶に残る食体験を
もたらしている。

HANOI

心身を満たしてくれるベジごはんに出会うと、どんな人が料理をしているのか知りたくなるはず。口コミで評判が広がるレストラン
「ワンオーエイトイータリー／ 108eatery」のムーン・ヒウォン（Moon Heewon）さんに料理に託す思いを聞いた。



・揚げ湯葉　
・フクロタケ
・塩漬けダイコン
・ハヤトウリ
・ニンジン
・ピーマン
・赤ワケギ
・ホウレンソウ
・ノコギリコリアンダー
・腐乳
・砂糖
・ベトナム醤油
・水
・コショウ

１つ
100g

1/2本（80g）
100g
100g
100g

小さじ1
1本
2本
4個

小さじ1/2
大さじ1

50ml
小さじ1/4

・緑豆
・黒キクラゲ
・タロイモ
・ニンジン
・細ネギ
・豆腐
・塩
・コショウ
・砂糖
・ベトナム醤油
・揚げ湯葉、もしくは
 ライスペーパー

タレ
・砂糖
・ベトナム醤油
・水1
・みじん切り唐辛子

30g
1本
50ｇ
30g
少々
2丁

小さじ1/2
少々

小さじ１
大さじ1

10枚

小さじ1/2
大さじ2
大さじ1

小さじ1/3

・タロイモ
・ムラサキイモ
・ココナッツの果肉
・パンダンリーフ
・もち米
・塩
・砂糖

・小麦粉

300ｇ
400g
300g
少々
40g

小さじ1/4
100g

大さじ2
大さじ2

①揚げ湯葉は６等分に切る。
②フクロタケは石づきを除いて半分に切る。
③塩漬けダイコンを一口サイズに切り、水に浸けておく。
④ハヤトウリ、ニンジン、ピーマンを一口サイズに切る。
⑤鍋に赤ワケギを入れて炒め、③④とフクロタケと水を入れ
て10分炒める。
⑥鍋に揚げ湯葉、ホウレンソウを加える。
⑦腐乳、砂糖、ベトナム醤油を加えて5分煮たら、最後にノ
コギリコリアンダーとコショウをトッピングする。

①緑豆はぬるま湯に30分漬けた後、鍋に緑豆を入れて
5mm程度の高さになる量の水をいれ、10分弱火にかけ
る。さらに5分余熱で温める。ご飯のように炊飯器で炊い
てもOK。
②黒キクラゲは水に10分漬けて戻し、みじん切りにする。タロ
イモ、ニンジンは千切り、細ネギは小口切りにする。
③ボールに①②と豆腐、塩、コショウ、砂糖1、ベトナム醤
油を入れて混ぜる。
④③を揚げ湯葉もしくはライスペーパーで包む。
⑤油できつね色になるまで揚げる。
⑥タレは材料をすべて混ぜる。

①タロイモ、ムラサキイモは皮をむき2cm程度に切る。
②ココナッツの果肉を調理袋に入れた後、ボウルで
ぬるま湯に浸し、ココナッツミルクを濃いめに300ml
絞る。さらにぬるま湯を加え、ココナッツミルクを薄め
に600ml絞る。
③パンダンリーフを２つの束にくくる。
④鍋にタロイモ、ムラサキイモ、もち米、ココナッツミル
ク（薄）、パンダンリーフを入れて煮る。
⑤もち米とタロイモ、ムラサキイモが柔らかくなったら、塩、
砂糖（100g）を加え、沸騰させてから火を下ろす。
⑥小鍋にココナッツミルク（濃）、パンダンリーフ、砂糖

（大さじ2）、小麦粉を入れて火にかける。沸騰してとろ
みが付いたらココナッツソースの完成。
⑦⑤を器に盛り付け、⑥のソースをかける。温かいま
までも冷やしてもよい。

ベジメモ ベジメモ米麺のブン（Bun）やフォー（Pho）のスープ麺の付け合わせとして提供される、細くクルクルとした野菜。緑のものは空心菜を、エンジ色
はバナナの葉っぱをピーリングしたもの。

ビタミンCやカリウ
ム、カルシウムが豊
富。ベトナムでは炒
め物やスープによ
く使われる。サパが
産地として有名。

ベトナム全土で収穫で
き、最も日常的に食べら
れる野菜の1つ。ピーラ
ーで裂いたものは麺料
理のトッピングとしてよ
く登場する。

主に南部で栽培されるヤム
イモの一種。鮮やかな紫色と
長芋のような食感が特徴。す
りおろしてスープに用いられ
ることが多い。

サトイモ科の芋。ホクホクとし
た食感が特徴で煮込み料理か
らぜんざい「チェー／ Che」まで、
幅広く調理される。揚げてチッ
プスにしてもおいしい。

主に南部で栽培される。輪
切りにすると星のような形
になる。サヤインゲンのよ
うな味なので、油でさっと
炒めて醤油や塩で味付け
するとおいしい。

南部名物の花鍋や炒め
物、天ぷらなどに用いら
れる。雄しべは苦く、ガク
は口に残るため、調理
前に取り除こう。

ベトナムのダイコンは水分が少
ないため、市場では塩漬けにし
て販売されることが多い。水で
塩抜きしてから調理しよう。

煮物や炒め物、スープなど用
途は幅広い。市場では1つずつ
手に取り、傷みがないか確かめ
てから購入しよう。

ベトナム語でアボカドを指す 「Bơ」は「バター」という意味。品種「034」が有名。カフェ「シェルターコーヒー &ティー／ Shelter Coffee & 
Tea」（13 Le Thanh Ton St., Dist. 1, HCMC）ではアボカドのスムージーとコーヒーを合わせた「アボカドコーヒー」を販売。

簡単×満足！　ベジレシピ

ベトナムの野菜を知ろう！

彩り豊かなごはんのお供

パリ！  フワッ！  が食欲をかきたてる

素朴な甘さに癒される

野菜の煮込み

野菜と豆腐の揚げ春巻き

タロイモとムラサキイモのチェー

ベトナムの家庭料理を日本語で学べる「ヴァンダイエット（Van Diet）料理教室」。
多くの日本人生徒が信頼を寄せるヴァン（Van）先生が、スケッチ読者に向けて
ベジタリアンフードの楽しみ方を教えてくれた。

ヴァンダイエット料理教室
Van Diet Cooking Class

福地ヴァンさん

 076 545 0143
 vandietcooking@gmail.com
http://vandiet.com

ベトナム料理店と日
本料理店での経験と
知識を活かしながら料
理教室を運営。楽しく
て分かりやすいレッス
ンが好評で、参加者
の多くがリピーターと
なっている。

先が細いのでカービングを
行う時だけでなく、野菜の
スジやキノコの石づきを取
り除くのに便利。市場で約
3万VND。

塩漬けダイコンは15分間水に
漬けて塩抜きする

タロイモの皮は固いため、ピー
ラーではなく包丁で切り落とす

ココナッツミルクは缶詰でも
代用できるが、果肉から絞る
とおいしさが格段にアップ

パンダンリーフは甘い香り
が特徴でデザートやご飯を
炊くときによく使用する

野菜はジグザグナイフでカット。
味が染みやすくなる

揚げ湯葉が分厚い時は、薄く
剥がしてから具を巻く

切り口が波状になるナイフ。味
が染み込みやすい上、見た目も
かわいい。市場で約2万VND。

教室と併せて申し込める「市場ツアー」
も人気。教室内に子ども用スペースがあ
り、子連れでの参加も可能。開講日時
の詳細はウェブサイトで確認を。

Su Su

Rau Quả, Đậu Hũ Cuộn Tàu Hũ Ky Chiên

Chè Khoai Cao & 
Khoai Môn

Rau MuÓng

Khoai M«

Khoai Môn

ñÆu RÒng

Bông Bí

Cû Cäi 
Tr¡ng MuÓi 

NÃm RÖm

ハヤトウリ

材料4人分

材料4人分

材料4人分

空心菜

ムラサキイモ

カービングナイフ

ジグザグナイフ
タロイモ

シカクマメ

カボチャの花

塩漬けダイコン

フクロタケ

ヴァンダイエット料理教室のヴァン先生が伝授！　

おうちでベジごはん

市場やスーパーで買える
あると便利なキッチンツール

POINT!!

POINT!!

POINT!!


