
和田明日香さんオリジナル！

ツインバード スチームオーブンレンジ専用レシピブック

おいしいスチームごはん



Profile

1987年4月17日生まれ。東京都出身。料理愛好家・平野レミの次男
と結婚。10歳、8歳、6歳の３児の母。料理家・食育インストラクター
として、各メディアでのレシピ考案やコラム執筆、モデル、 CM出演
などで活躍中。2018年ベストマザー賞受賞。著書に『子どもは相棒 

悩まない子育て』（ぴあ）、『和田明日香のほったらかしレシピ』（辰巳出
版）、『10年かかって地味ごはん。』（主婦の友社）など。

スチームオーブンレンジが私の家にやってきました。

どんな素材が合うだろう、

どんなシーンで使えるかな。

いつもの蒸し料理がどう変わるのか、

繰り返し実験してみました。

毎日のごはん作りでは

ほったらかしでも仕上げてくれる頼もしさを、

週末の作り置きでは

一度にたっぷりつくれる包容力を感じました。

豪華でヘルシーなスチーム料理は

大切な人にふるまうごちそうにもぴったり。

ハレの日も、そうじゃない日にも、

いっしょにキッチンに立つ相棒のような存在で、

あなたの料理を助けてくれるはずです。

和田明日香

・ このレシピはツインバードのスチームオーブンレンジを使用することを想定したものです。
・ 計量器具の容量は小さじ 1=5㎖、大さじ 1=15㎖ です。
・ 材料の重さ（g）は、正味（皮をむいたり、ヘタや種を除いた重さ）で表示しています。

レシピについて



基 本のサラダチキン皮パリ  中ホク  丸ごとポテト

鶏むね肉… 2枚（1枚約250 g）

酒…大さじ1

塩…小さじ1

砂糖…小さじ1

レモン汁…小さじ1

生姜（すりおろす）…小さじ1

にんにく（すりおろす）…少々

黒胡椒…少々

ベビーリーフ…1袋

ミニトマト… 6個

A

じゃがいも（男爵）… 6個（1個約100 g）

バター… 20 g

醤油…大さじ1

耐熱容器にAを入れて混ぜ、鶏むね肉を入れてす
りこむ。そのまま20分おく。

付属の天板に網をのせ、その上に1をのせ、「低温

調理」65℃で約1時間30分加熱。

取り出したらラップに包んで冷ます。（すぐに食べら

れるが、冷ました方がよりしっとりする）

食べやすくスライスして、野菜といっしょに皿に盛

り付ける。

じゃがいもはよく洗って水気をふく。付属の天板

に網をのせ、その上に並べ、「蒸す」強で約1時間

（30＋30分）加熱※。

取り出して竹串を刺し、やわらかくなっていること

を確認。固ければ再度加熱。

フライパンにバターを熱し、溶けたらじゃがいもを

入れて転がしながら焼く。焼き色がついたら醤油

を加えて焦がしながら絡める。

⇒スチーム100℃で約1時間（30＋30分）加熱※。 ⇒スチーム65℃で約1時間30分加熱。
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材料 材料作り方

「スチーム」モードの場合 「スチーム」モードの場合

作り方

あらゆるレシピでつくってきたサラダチキンですが、Wスチーム効果で私史上最高に
しっとり仕上がりました。パサつきがないので、むね肉の苦手な方も是非トライしてください。

時間はかかるけど、じっくり蒸気で火を通したじゃがいもが、こんなに旨味が濃いなんて！
とことん引き出したじゃがいもの甘さに、バター醤油の香ばしさを加えます。

※加熱時間が 30分を超えるものは水タンクに水を「MAX」まで足
し、残り時間を加熱してください。
スチームを使用するモードは、水タンクの水がなくなる時間で、最
大時間を設定しています。 にんにくと生姜の薬味W使

いで、臭みなく仕上がる。

じゃがいもはカット
不要、丸ごとスチー
ム調理ができる。

Point!
Point!
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A

ほうれん草（ざく切り）… 2把（60 g）

しめじ（小房に分ける）… 30g

しいたけ（薄切り）… 2個

えのき（長さ半分に切り、小房に分ける）

　… 30 g

バター…少々

卵… 4個

生クリーム…大さじ2

粉チーズ…大さじ2

コンソメ（顆粒）…小さじ1

塩…少々

胡椒…少々

ほうれん草ときのこを耐熱皿に入れて水（分量外）

を振り、ラップをして電子レンジ600Wで約3分

加熱。

グラタン皿にバターを塗って、1を入れて冷ます。

Aを加えて軽く混ぜたら付属の天板にのせ、ス
チーム100℃で約30分加熱。そのまま10分ほど

庫内で休ませる。
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材料 作り方

とろふわオムレツ
卵液と具材を流し込んでつくる大判オムレツです。Wスチームだからヘルシーでとろふわ食感。

トマトやブロッコリーなどの野菜や、ソーセージ、ツナなどアレンジを楽しんで。

魚丸ごと蒸し ねぎのジュッ ! ソース

A

お好みの白身魚（うろこ・内臓・エラを

　除いたもの）…1匹（約500 g）

長ねぎ…1本

オイスターソース…大さじ1

醤油…大さじ1

酒…大さじ1

砂糖…小さじ1

塩…小さじ1/4

生姜（すりおろす）…大さじ1

ごま油…大さじ3

黒胡椒…たっぷり

魚はていねいに洗って水気をしっかり拭き取る。

長ねぎは、白い部分は斜め薄切りにし、青い部分

は縦半分に切る。

白い部分1/2と青い部分を耐熱皿に並べる。その

上に魚をのせ、あわせたAをまわしかける。皿ご
と付属の天板にのせ、「蒸す」強で約50分（30＋

20分）加熱し、しっかりと火を通す※。

3の皿を取り出し、2の残りの長ねぎ1/2をのせる。

ごま油を煙が出るまであたため、長ねぎの上から

かける。黒胡椒をふる。
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材料 作り方

わっと歓声があがる魚蒸しもスチームオーブンレンジで簡単に。ふわりと柔らかな身が旨味を吸って、
手が止まらない！ 今回は鯛ですが、イサキやヒラメなどお好きな白身魚でどうぞ。

⇒スチーム100℃で約50分（30＋20分）加熱※。

「スチーム」モードの場合

※加熱時間が 30分を超えるものは水タンクに水を「MAX」まで足し、残り時間を加熱してください。
スチームを使用するモードは、水タンクの水がなくなる時間で、最大時間を設定しています。

03

04



マーラーカオ

かぼちゃの濃 厚プリン

A

米粉…150 g

ベーキングパウダー…大さじ1/2

卵… 2個

調整豆乳…100㎖

醤油…小さじ1～2（お好みで）

砂糖（黒糖や甜菜糖など色の濃い砂糖）

　… 80 g

米油（サラダ油で代用可）… 40 g

かぼちゃ… 250 g（正味）

砂糖… 50 g

牛乳… 300㎖

卵… 4個

メープルシロップ、ホイップクリーム、

　フルーツ…お好みで

米粉とベーキングパウダーをあわせてふるいにか

ける。

ボウルでAを順に混ぜ、1に加える。混ぜすぎると

固くなるので、さっくりと混ぜる。

カップに2を流し入れ付属の天板にのせる。「蒸

す」強で約30分加熱。

かぼちゃは種をとり、一口大に切ってから皮も取

り除く。付属の天板に網とクッキングシートをの

せ、その上に並べ「蒸す」強で約20分加熱。

取り出したら熱いうちに砂糖と牛乳を少量ずつ加

え、ブレンダーなどでかぼちゃをなめらかにする。

溶いた卵を加えて静かに混ぜ、こしながらバット

などの耐熱容器に流し入れ、付属の天板にのせる。

（厚さが2cm程度になると良い）。「蒸す」強で約

40分（30＋10分）加熱※。

粗熱をとったあと、冷蔵庫で冷やす。切り分けて

盛り付け、お好みでメープルシロップをかけ、ホ

イップクリームやフルーツを添える。
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硬くて手が出しにくいかぼちゃも、スチームオーブンレンジなら、かんたん柔らかに下ごしらえができます。
甘さ控えめレシピなので、お好みでメープルシロップや生クリームのトッピングを。

巷で人気の中華蒸しパン。スチームオーブンレンジで試してみませんか。おやつや朝食にはもちろん、
砂糖を減らせば食事パンにもなります。中華料理に合わせて召し上がれ。

材料

材料

作り方

作り方7.5cmの耐熱用カップ6個分

⇒1 スチーム100℃で約20分加熱。

　3 スチーム100℃で約40分（30＋10分）加熱※。

「スチーム」モードの場合

⇒スチーム100℃で約30分加熱。

「スチーム」モードの場合

※加熱時間が 30分を超えるものは水タンクに水を「MAX」まで足し、残り時間を加熱してください。
スチームを使用するモードは、水タンクの水がなくなる時間で、最大時間を設定しています。
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豚バラ ブロック肉… 350～400 g

塩…小さじ2

砂糖…小さじ1

サンチュ…10枚程度

大葉…10枚程度

長ねぎの白い部分…1本分

にんにく（みじん切り）…1片

しょうが（みじん切り）…1片

醤油…大さじ3

砂糖…大さじ1.5

酢…大さじ1.5

ごま油…大さじ2

薄力粉… 200 g（Tシャツで過ごせる日は220 g）

ドライイースト…小さじ1（3g）

砂糖…大さじ1

塩…1つまみ

水…100㎖

ごま油…大さじ1

【餡】
玉ねぎ（みじん切り）… 40 g

片栗粉…大さじ1

豚バラ薄切り肉（叩いてミンチにする）… 200 g

干し椎茸（水で戻して粗みじん切り）

　…1枚 or小2枚

紹興酒…大さじ1

ごま油…小さじ1

醤油…小さじ1

オイスターソース…小さじ1

塩…1g

胡椒…少々

肉まん

ムチムチ蒸し豚

A

A

B

豚肉にフォークで数カ所穴をあける。Aを混ぜて
塗り込み、ラップで包んで1時間以上おく。

1の豚肉の表面を流水でさっと流し、水気を拭き

取る。

付属の天板に網とクッキングシートをのせ、その上

に豚肉をおく。スチーム85℃で約1時間加熱。そ

のまま庫内で20分程度休ませる。

長ねぎの白い部分は、縦に包丁を入れて芯を取り

出し、白髪ねぎを作る。

取り出した芯の部分をみじん切りにして、Bとあわ
せてたれを作る。

豚肉を食べやすくスライスし、野菜、白髪ねぎとあ

わせて盛り付け、たれを添える。

ボウルにAを入れ、水を少しずつ入れ、箸でよく
混ぜる。

箸で混ぜられなくなるまでまとまったら、ごま油

を加えてさらに混ぜ、ある程度まとまったら、最低

100回ギュッギュッとこねる。

2をボウルごと天板にのせ、オーブン30℃で約30

分加熱。（一次発酵）

一次発酵の間に餡を用意する。ボウルに玉ねぎ

を入れ、片栗粉をまぶす。

他の材料を加え、粘り気がでるまでよく捏ねる。

一次発酵した生地を6～8個分に切り分ける。

切り分けた生地を少しこねてから直径約10 cmの

円形に伸ばし、具材を包む。（生地は真ん中を厚

く残すのがポイント）

付属の天板に網をのせクッキングシートを敷き、7
をその上に並べ、スチーム65℃で約20分加熱。

（二次発酵）

続けてスチーム100℃で約30分加熱。
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材料

材料

作り方

作り方

夫がハマった肉まんづくりに私も便乗。スチームオーブンレンジで美味しくつくれるレシピを、
二人で完成させました。ふわふわもちもちの食感です。

作り置きしておけば自由自在、便利な蒸し豚。スチームでゆっくり火を通すので旨味が逃げません。
キムチといっしょにエゴマの葉でくるっと巻いてサムギョプサル風にするほか、チャーハンの具にしても。
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胡 麻 豆 腐 茶 碗 蒸し
旅先で出会った茶碗蒸しを私なりにアレンジ。
食感の違いや、やさしく濃厚な味わいがクセになります。
上下から均等にスチームが当たるので、
火加減に左右される蒸し器より失敗しにくく、“ す”が入りません。

水… 300㎖

削り節…10 g

氷…100 g

卵… 3個

醤油…小さじ1

みりん…小さじ1

塩…小さじ1/2強

胡麻豆腐…160 g

小ねぎ（小口切り）…1本

A

鍋に水と削り節を入れて沸かし、2分煮立てる。

削り節をこしながらボウルにうつし、氷を加える。

冷めたらAと溶いた卵を加え、静かに混ぜる。

器に、胡麻豆腐を1/4量ずつスプーンで崩して入

れ、醤油を少量かける。

胡麻豆腐の上に、1をこしながら注ぎ入れ、器に

アルミホイルをかぶせる。付属の天板にのせ、ス

チーム90℃で約30分加熱。

取り出して小ねぎをのせる。
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材料 作り方

A

蒸し中華麺… 3玉

キャベツ（一口大に切る）… 40 g

ピーマン（乱切り）… 2個（70 g）

にんじん（細切り）…1/2本（70 g）

いんげん（斜めに切る）…70 g

ウスターソース…大さじ3

オイスターソース…大さじ2

醤油…大さじ1

カレー粉…小さじ1/2

塩…少々

胡椒…たっぷり

豚細切れ肉… 250 g

青のり…適量

紅生姜…適量

ラー油…お好みで

Aを混ぜ、半量を豚肉にもみこんで下味をつける。
中華麺は袋ごと半分に切り、付属の天板に袋から

出し広げ、のこりのAをかけてほぐしながら混ぜる。
野菜、1の豚肉を順に重ねる。

「蒸す」強で約20分加熱。天板の上でよく混ぜて

皿に盛り、青のりをかけ、紅生姜を添える。

1
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4

材料 作り方

※ Aは焼きそば
用蒸し中華麺に
付属の粉末スー
プでも代用可能。

焼 かない 焼きそば
フライパンでは炒めすぎてベシャッとしてしまう焼きそばも、

スチームなら野菜シャキシャキ、麺はもっちり。そしてお肉は柔らかく仕上がります。

直径11.5cm 高さ5cmの器を4つ使用

⇒スチーム100℃で約20分加熱。

「スチーム」モードの場合
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天板に思いきり広げられ
るから、たっぷり食べた
い時、おもてなし時にも。

Point!



今までのスチームオーブンレンジは、上から
スチームをあてる方式が主流。下側が乾燥し
パサついてしまうのが難点でした。そんな中、
ツインバードが着目したのは “せいろ”。蒸気
を循環させ、食材を包み込む様に蒸し上げて
いるせいろをスチームオーブンレンジで再現
したい。そんな想いから「Wスチーム」は生
まれました。スチームの吹出口を上下に設け
ることで均一にスチームがあたり、素材本来
の旨味を逃しません。

ツインバードの「スチームオーブンレンジ」
は操作やメニューがシンプル。機能が多す
ぎて使いこなせない、ということがありま
せん。また、2人暮らしや少人数世帯の方
にちょうどいい 23L。コンパクトなサイズ
感なのに、しっかりと高さのあるシフォン
ケーキも焼ける庫内容量もポイントです。

サラダチキンやローストビーフなどの低
温調理は、柔らかくしっとりとした食感
を楽しめます。蒸し野菜にするならい
も類がおすすめ。さつまいもは蜜が出
て甘味が増し、じゃがいもは丸ごとホ
クホクと美味しく仕上がります。

気軽に料理を楽しみたいなら、「蒸す」
「煮込む」など、迷わず選んで使える「調
理方法」モード。こだわり派の方は、
温度と時間を手動で設定できる「レン
ジ」「スチーム」「オーブン」モードで、
納得の仕上がりに。

ふっくら本格せいろ蒸しを再現、
食材を包み込んで旨味を逃さない、
Wスチーム。

スチームオーブンレンジ
特設サイトオープン！！
和田明日香さんの
スぺシャル
インタビューや
レシピ動画を掲載。
お手入れ方法なども
紹介しています。

部屋になじむ。暮らしになじむ。
23Lというコンパクトな選択。

蒸し野菜やサラダチキンに。
おすすめ野菜は
じゃがいも、さつまいも。

初めて使う方から、
慣れている方まで。
モードの使い分けで
気楽に調理。

品名：スチームオーブンレンジ

調理方法モード：蒸す・低温調理・煮込む・揚げる

オートモード：あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品

センサー：赤外線センサー

高出力の継続時間：1000W 3分　900W 4分

出力：1000W・900W・600W・500W・200W・100W

定格消費電力：電子レンジ  1420W

　　　　　　　オーブン  1400W

　　　　　　　スチーム  1300W

定格電圧：AC100V 50 Hz/60 Hz

電源コード長：約1.4ｍ

製品質量：約16.9 kg

庫内容量：23L

庫内有効寸法：約W385×D315×H195mm

製品寸法：約W470×D 400×H 345mm

　　　　　（ドアハンドル含まず）

色名：ホワイト

品番：DR-F871W

ツインバード　お客様サービス係  ☎0120 - 337- 455 DR-F871 / TB- 00014864 -1 / ’21.11-A01




