
Soy & Soup
Blender Recipe

AQUA
オリジナルレシピ集 20種
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ごまごま言わずに食べてみて

ごま豆乳プリン

ソイ＆スープブレンダー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


基本の豆乳を作る。1

2

ごまの栄養成分を効率良く消化吸収できる練ごまをたっぷり

使ったデザート。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高い抗酸化作用でアンチエイジング効果が期待できるので

ニコニコ笑顔でいただきましょう♫　　　　　　　　　　

3

作り方

<ごまソースの材料>

練りごま　…………………　大さじ2

はちみつ　…………………　大さじ1

豆乳　………………………　大さじ1

醤油　………………………　 少々

材料（4 人分）✽1 人前 201kcal✽
<ごまプリンの材料>

☆粉ゼラチン　……………　1袋（5g）

☆水　………………………　1/4カップ

砂糖　………………………　1/4カップ

練りごま　…………………　1/4カップ

しょうが（絞り汁）…………　小さじ1

豆乳　………………………　1カップ

耐熱ボウルに☆を合わせ、ゼラチンをふやかしておく。
電子レンジにかけて溶かし、熱いうちに砂糖を混ぜ合わせる。

②に、練りごま、しょうが汁、豆乳の順に加えて混ぜ、ボールの底を
氷水にあて、時々混ぜながらとろみをつけ、冷蔵庫で冷やし固める。

4 器に盛り付け、ごまソースの材料を混ぜてかける。



お肌の調子が気になる時にオススメ

ほうれん草のポタージュ

ソイ＆スープブレンダー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


ほうれん草は、ざく切りにしレンジで１分加熱し粗熱を取っておく。
じゃがいも2 ～ 3cm角に切り、玉ねぎは薄切りにする。1

2

美肌に導くβカロチン豊富なほうれん草入り。くすみを

防ぐビタミンEが豊富なごまをたっぷりふりかけてどうぞ。 

3

作り方

牛乳　………………　100ml

水　…………………　50ml

バター　 ……………　小さじ1

トッピング　 ………　白ごま、牛乳

材料（2 人分）　✽1 人前 119kcal✽
ほうれん草　………………　1/2束

じゃがいも　………………　50ｇ

玉ねぎ　……………………　1/4個

コンソメ　…………………　小さじ1

ソイ＆スープブレンダーにトッピング以外の材料を入れ、SOUP/
PASTEを押して撹拌＆加熱する。

器に注ぎ、トッピングはお好みで。



スープメーカーでえびのビスク！？

ビスク風濃厚えびスープ

ソイ＆スープブレンダー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


有頭えびは、洗って足とひげを切り落とし頭を取る。
頭は2 ～ 3等分に切る。えびの身は、背わたをとっておく。1

2

海老の殻には、カルシウムやタウリンが豊富。殻ごと調理する

ことでスープに殻の栄養も溶け出します。　　　　　　　　

海老に多く含まれるアスタキサンチンは、美肌に役立ちます。

3

作り方

塩・胡椒　 …………………　少々

オリーブオイル　 …………　大さじ1

水　 …………………………　50ml

牛乳　 ………………………　100ml

<トッピングの材料>

生クリーム　………………　大さじ1

イタリアンパセリ　…………　少々

海老　………………………　2尾

材料（2 人分）✽1 人前 158kcal✽
有頭えび　………………　3尾

玉ねぎ　…………………　1/3個 

人参　……………………　1/6個

セロリ　 …………………　1/6本 

にんにく　………………　1/3片分

トマトペースト　………　小さじ1

赤ワイン　 ………………　大さじ1

バター　 …………………　小さじ1

玉ねぎは薄切り、人参・セロリは2 ～ 3cm角に切る。

ソイ＆スープブレンダーにトッピング以外の材料を入れSOUP/
PASTEを押して撹拌＆加熱する。

4
目の細かいザルでスープを濾し、器に注ぎトッピングはお好みで。



かぼちゃの甘みをしっかり閉じ込めて

かぼちゃポタスパ

ソイ＆スープブレンダー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


かぼちゃは種とワタを取り、皮も薄くそぎ取り、５mm幅に切る。
玉ねぎは薄切りする。1

2

抗酸化作用のあるβカロチン、ビタミンE,Cが豊富なかぼちゃは、

食物繊維がたっぷりで腸のお掃除もしてくれます。　　　

3

作り方

<トッピングの材料>

パルメザンチーズ　…………　適宜　

黒胡椒　……………………　適宜

イタリアンパセリ　…………　適宜

材料（2 人分）✽1 人前 499kcal✽
パスタ　…………………　200g

かぼちゃ　………………　100g

玉ねぎ　…………………　1/4個

オリーブオイル　 ………　150ml

牛乳　…………………　適宜

塩　……………………　小さじ1/2

ソイ＆スープブレンダーにパスタとトッピング以外の材料を入れ
SOUP/PASTEを押して撹拌＆加熱する。

茹で上がったパスタに②をかけ、トッピングはお好みで。



子供も喜んでパクパク

栄養豊富なおからのドライカレー

ソイ＆スープブレンダー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


おからを作る。
にんじん、ピーマン、玉ねぎを粗みじん切りにします。1

2

栄養豊富でヘルシー、美と健康の強い味方のおからをたっぷり

使ったドライカレー、せっかくなのでご飯の量を減らして

カロリーオフにも挑戦してみたらいかがでしょうか？　　

3

作り方

☆水　 ……………………　150ml

☆ケチャップ　 …………　大さじ2/3

☆ウスターソース　 ……　小さじ2

☆コンソメ顆粒　 ………　小さじ1

☆塩こしょう　 …………　ふたつまみ

☆サラダ油　……………　大さじ1

<トッピングの材料>

卵黄・パセリ・黒胡椒　…　適宜

材料（2 ～ 3 人分）✽1 人前 441 ～ 661kcal✽
ごはん　……………………　320g

おから　……………………　150g

牛豚合びき肉　……………　100g 

にんじん　 …………………　40g

ピーマン　…………………　1個

玉ねぎ　……………………　1/4個 

カレー粉　 ………………　大さじ2 

すりおろしニンニク　 ……　小さじ1

中火に熱したフライパンにおからを入れて5分程炒め、一度取り
出します。（後ほどまた煮込むので水分が残った状態でもOK)

同じフライパンを中火で熱し、サラダ油をひいてカレー粉・すりおろし
ニンニクを炒め香りが立ってきたら、玉ねぎを入れ炒めます。

4
玉ねぎがしんなりしてきたら牛豚合びき肉を入れて、さらに炒め、
色が変わってきたら、人参・ピーマンを加えて中火でさっと炒め、
☆の材料を入れます。

5
中火のまま5分程炒め、全体に味がなじんだら塩こしょうで味を
調えます。

6
ごはんをよそった器に⑤をかけ、卵黄をのせ、パセリと黒胡椒は
お好みで。

ポイント！
ボンヌで粗みじん切りにするといつでも

手軽に簡単に仕上がります♪

カプセルカッター ボンヌを
詳しく見る

https://www.importshopaqua.com/c/item/rclt-cc


れんこんの優しい味に包まれる

蓮根のポタージュ

ソイ＆スープブレンダー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


れんこんは2 ～ 3cm角に切る。1

2

れんこん好きな方は、量を2 ～ 3倍に増やしてもOK。       

とろっとした食感になりますよ♪                                   

れんこんに豊富に含まれるカリウムは利尿作用もあり、むく

みを解消してくれるという効果もあるそうです。　　       

3

作り方

塩　 ………………………　ひとつまみ

黒胡椒　…………………　少々

<トッピングの材料>

パセリ・焼きレンコン　 …　適宜

材料（1 人分）✽1 人前 111kcal✽
れんこん　………………　50ｇ

水　………………………　100ｍl

牛乳　……………………　100ｍl

コンソメ　 ………………　小さじ1

ソイ＆スープブレンダーにトッピング以外の材料を入れSOUP/
PASTEを押して撹拌＆加熱する。

器に注ぎトッピングはお好みで。



HOME COOKING　04パクチー好きにはたまらない

パクパク・パクチーチャーハン

ソ イ ＆ ス ー プ ブ レ ン ダ ー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


パクチーペーストの材料をソイ＆スープブレンダーに入れJUICE/
CLEANボタンを押して撹拌する。1

2

パクチーに豊富に含まれるビタミンEは、免疫力アップに

βカロテンも豊富、アンチエイジング効果があると言われ

ています。

3

作り方

<☆パクチーペーストの材料>

パクチー　………　根も含め40g

にんにく　…………　みじん切り1かけ

カシューナッツ　…　半分に割る30g

粉チーズ　………　20g

サラダ油　………　大さじ1

ナンプラー　……　10ml

水　………………　50ml

材料（1 ～ 2 人分）✽1 人前 653kcal✽
ご飯　………………　茶碗に大盛り1杯

バター　……………　20g

にんにく　…………　1かけ

小エビ　……………　7 ～ 8尾　

☆パクチーペースト …　大さじ山盛り1

ナンプラー　………　小さじ1

塩　…………………　ひとつまみ

パクチー・レモン　…　お好みの量

フライパンにバター、にんにくのみじん切りを加え弱火で温め、
バターが全て溶けたら中火にして、海老を入れる。

海老の表面が赤くなってきたらナンプラーを加えて少し炒め、
①のパクチーペーストを加えて、直後にご飯を入れる。

4 パクチーペーストとご飯がまんべんなく混ざるように炒め、お好みで
塩を足して出来上がり！

ポイント！
ホームバーベキューを使えば、アツアツの

状態で美味しくいただけます！

ホームバーベキューを
詳しく見る

https://www.importshopaqua.com/c/item/rclt-hbq


美容成分まるごとたっぷり

ベリーグレープスムージー

ソイ＆スープブレンダー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


ソイ＆スープブレンダーに全ての材料を入れ、JUICE/CLEAN
ボタンを押して撹拌する。1

ぶどうの皮に含まれるポリフェノールをまるごと使ってアンチ

エイジング！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ブルーベリー・クコの実は、眼精疲労にも効果があります。

作り方

クコの実　 ………………　25g

水　………………………　150ｍl

材料 (2 杯分 )✽1 人前 236kcal✽
種無しブドウ（冷凍でも可）　…　100g

ブルーベリー（冷凍でも可）　…　100g



HOME COOKING　04できたておからで

ゴボウとおからのヘルシーサラダ

ソ イ ＆ ス ー プ ブ レ ン ダ ー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


おからを作る。
ゴボウ・人参は5㎝ぐらいの長さの太めの細切りにして茹でる。1

2

マヨネーズを減量してヨーグルトを使い、ヘルシーに仕上げ

ました♪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

食物繊維豊富なゴボウとおからをダブル使い！食物繊維は

便秘回復をサポートしてくれます。また、コレステロールの

排出を促進しむくみを防止にも。　                           

3

作り方

☆おから　…………　100g

☆マヨネーズ　……　大さじ1(12g)

☆ヨーグルト　……　大さじ3

☆粒マスタード　…　小さじ1 (6g)

材料（2 人分）✽1 人前 300kcal✽
ゴボウ　…………………　1/3本(50g)

人参　……………………　1/3本(70g)

レッドキャベツのスプラウト　…　少々

ボウルに☆の材料を全て入れて混ぜ、茹でたゴボウと人参を入れて
和える。

器に盛り付け、スプラウトを飾って出来上がり！



アホアホで体の芯からアッホアホ

アホアホスープ風 SOUP

ソイ＆スープブレンダー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


☆の材料を全てざく切りにする。1

2

トッピングの定番パセリを侮るなかれ、野菜の中でトップ

クラスに栄養価が高く鉄分も豊富！　　　　　　　　　

味のアクセントにもなるので絶対ご用意いただきたいです。

3

作り方

塩・胡椒　………………　少々

オリーブオイル　 ………　大さじ1

水　 ………………………　２カップ

<トッピングの材料>

パセリ　 …………………　少々

粗挽き胡椒　 ……………　少々

ポーチドエッグ　 ………　1個

材料（2 人分）✽1 人前 247kcal✽
☆にんにく　…………　40ｇ

☆ベーコン　…………　40ｇ

☆トマト　……………　1個（170g）

☆バケット　 …………　1切れ（20g）

チキンブイヨン　 ……　小さじ2

パプリカパウダー　 …　小さじ1

チリパウダー　 ………　小さじ1/2

<トッピングの材料>以外をすべて入れSOUP/PASTEを押して撹拌
＆加熱する。

器に注ぎトッピングはお好みで。



揃えたい！ récolte キッチン家電（1）

カプセルカッター ボンヌ

おろしや泡立てにも対応した、
1 台 7 役の万能フードプロセッサー！

カプセルカッター ボンヌを詳しく見る

Column

https://www.importshopaqua.com/c/item/rclt-cc


ホームバーベキュー

手軽に本格バーベキューを楽しもう！

ホームバーベキューを詳しく見る

料理の幅がグッと広がる！
スチーム深鍋セットもあります♪

ホームバーベキュー スチーム深鍋セットを
詳しく見る

＋

https://www.importshopaqua.com/c/item/rclt-hbq
https://www.importshopaqua.com/c/item/hbq-set2


HOME COOKING　04ほっこりするシンプルな仕上がり

里芋と豆腐のクリーミースープ

ソ イ ＆ ス ー プ ブ レ ン ダ ー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


油揚げをオーブントースターでカリカリに焼きます。
ベーコンはさっと湯通しておきます。1

2

里芋に含まれるガラクタンという食物繊維は、食べたものの

消化を促進してくれるので体に蓄積された老廃物や毒素を

効率よく体の外に出してくれます。むくみの気になる朝食に

おすすめです。                                                    

3

作り方

水　……………………　100ml

塩　……………………　ひとつまみ

<トッピングの材料>

油揚げ　………………　1.5g

万能ねぎ　……………　1g

材料（1 人分）✽1 人前 83kcal✽
里芋水煮　…………　30g

ベーコン　…………　5g

コンソメ　…………　小さじ2/3(2ｇ)

絹ごし豆腐　………　15g

牛乳　………………　大さじ2

ソイ＆スープブレンダーにトッピング以外の材料を入れSOUP/
PASTEを押して撹拌＆加熱する。

器に注ぎトッピングはお好みで。



食材のパワー満点

色々楽しむお鍋のタレ４種

ソイ＆スープブレンダー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


ニラをざく切りにしボールに入れてレンジで１分温め、粗熱を取って
おく。1

2

ニラの辛味成分アリシンは、風邪を予防する効果があると

言われています。　　　　　　　　　　　　　　　　　

また疲労回復や体力強化にも◎　ニラの香りとりんごの

爽やかな酸味が豚肉などによく合います。　　　　　　　

3

作り方

塩　 ………………………　小さじ1/2

オリーブオイル　………　大さじ1/2

レモン汁　………………　大さじ2

水　 ………………………　50ml

にらニラソース
材料（2 人分）✽1 人前 88kcal✽
ニラ　……………………　1束

りんご　…………………　1/2個

にんにく　………………　1個

しょうが　 ………………　2片

りんごは2 ～３ｃｍ角に切り、にんにく・生姜は、半分の大きさに
切っておく。

ソイ＆スープブレンダーに全ての材料を入れJUICE/CLEANボタンを
押して撹拌する。



玉ネギを薄切りにし全ての材料をソイ＆スープブレンダーに入れ
JUICE/CLEANボタンを押して撹拌する。1

玉ねぎに含まれる硫化アリルの成分は、血中コレステロール

値を正常化する働きがあると言われています。　　　　　 

濃いめの味付けのタレなので、白菜などの野菜と一緒に食べ

るのがおすすめです！　　　　　　　　　　　　  　　　

作り方

醤油　 ………………　40cc

白ゴマ　………　30g

水　 ………………………　50ml

味噌玉ねぎタレ
材料（5 人分）✽1 人前 119kcal✽
玉ネギ　…………………　80g

味噌　…………………　80g

お好みソース　…………　60g

ケチャップ　 …………　60g



大根2 ～３ｃｍ角に切り、青ネギをざく切りにし全ての材料をソイ＆
スープブレンダーに入れJUICE/CLEANボタンを押して撹拌する。1

青ネギをたっぷり入れましょう　体を温め、胃腸の働きを

整えてくれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　

アジアンテイストなおろし＆レモンのタレは、つくねやきのこ

類、春雨などによくマッチします。　　　　　　　　　　

作り方

豆板醤　…………　小さじ1/4 ～ 1/2

大根　……………　150g

青ネギ　…………　半束50g

水　………………　50ml

おろしレモン醤油
材料（2 人分）✽1 人前 45kcal✽
醤油　……………………　大さじ1

ナンプラー　……………　大さじ1

レモンの絞り汁　………　大さじ2

酒　………………………　大さじ1



トマトを2 ～３ｃｍ角に切り、トッピング以外の全ての材料をソイ＆
スープブレンダーに入れJUICE/CLEANボタンを押して撹拌する。1

2

お酒を飲む時に一緒にトマトを食べるとアルコール成分を

分解する時間が早くなると言われているので2日酔防止に

おすすめ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

さっぱりとしたこちらのタレは、鶏肉との相性が◎。　　　

作り方

みょうが　………………　2個分

水　………………………　50ml

<トッピングの材料>

ガーリックチップ　 ……　大さじ1/2　

和風トマトたれ
材料（2 人分）✽1 人前 33kcal✽
トマト　………………　小2個

昆布茶　………………　小さじ1

みりん　 ………………　大さじ1/2

塩　 ……………………　小さじ1/4

器に盛りガーリックチップをトッピングする。

オススメ！
1～2人で1度にたっぷり楽しむ時も3 ～

4人でシェアを楽しむ時にもマルチに活躍

する大きめサイズの卓上電気鍋タント！

ポットデュオ タントを
詳しく見る

https://www.importshopaqua.com/c/item/rcl-tanto


HOME COOKING　04なめらか納豆がくせになる

納豆ソース de 冷やし中華

ソ イ ＆ ス ー プ ブ レ ン ダ ー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


中華麺をゆで、水洗いして水気をしっかり切る。1

2

良質な植物性タンパク質が豊富な納豆は、食物繊維も多く

腸内環境をサポートにも役立ちます。　　　　　　　　　  

3

作り方

<トッピングの材料>

卵黄　……………………　1個

きゅうり　………………　1/2個

チキンサラダ　…………　1/2個

青ネギ　…………………　適宜

しそ　……………………　適宜

材料（1 人分）✽1 人前 625kcal✽
中華麺　……………………　1袋

納豆　………………………　1パック

青ネギ　……………………　1/2束

☆めんつゆ（3倍濃縮）　…　大さじ1

☆酢　………………………　大さじ2

☆水　………………………　50ml

☆砂糖　……………………　大さじ1/2

☆ごま油　…………………　小さじ1

ソイ＆スープ ブレンダーに 納 豆・刻 んだ 青ネ ギ・☆を入れ、
JUICE/CLEANボタンを押して撹拌する。

茹で上がった麺に納豆ソースをかけてトッピングを乗せれば
できあがり！



豚肉と大豆で腹持ちがよか～

メキシカンビーンズスープ

ソイ＆スープブレンダー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


セロリ・赤パプリカをざく切りにする。1

2

豚肉とコンソメのイノシン酸。トマトとセロリのグルタミン酸。

２つのうま味がうまうまです。　　　　　　　　　　　　  

スパイスがそっと冷えた体を温めてくれます。　　　　　　

3

作り方

日本酒　 ……………………　小さじ2

にんにく　 ……………………　1/2片

トマト缶　 ……………………　150g

水　 …………………………　100ml

<トッピングの材料>

クミンシード・大豆水煮　 …　適宜

材料（2 人分）✽1 人 288kcal✽
豚ひき肉　…………　70ｇ

大豆水煮　…………　50ｇ

セロリ　……………　40ｇ

赤パプリカ　 ………　1/3個

コンソメ　 …………　小さじ1と1/2

チリパウダー　 ……　小さじ1

ソイ＆スープブレンダーにトッピング以外の材料を入れSOUP/PASTEを押して撹拌

＆加熱する。

器に注ぎトッピングはお好みで。



HOME COOKING　04暑っっつい夏にオススメ

真っ赤な冷えっ冷え冷麺

ソ イ ＆ ス ー プ ブ レ ン ダ ー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


ミニトマトを冷凍しておく。1

2

ミニトマトに含まれるリコピンは、油と一緒になると体への

吸収率がアップするので最後にオリーブオイルを一振りしま

しょう。リコピンは老化の元凶となる活性酵素を除去してく

れますよ～。                                                   　　 

3

作り方

<トッピングの材料>

キムチ　………………　6g

生ハム　………………　3枚

糸唐辛子　……………　適宜

オリーブオイル　……　大さじ1/2

材料（1 人分）✽1 人前 631kcal✽
ミニトマト　…………………　12個

冷麺　…………………………　1玉

付属のタレ　…………………　大さじ2

水　……………………………　50ml

ソイ＆スープブレンダーに冷凍ミニトマトと付属のタレ・水を入れ、
JUICE/CLEANボタンを押して撹拌する。

茹でた冷麺にスープを絡ませ、トッピングを乗せて完成。



まっくろダー

ブラッキーひじきペースト

ソイ＆スープブレンダー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


豆乳を作る。
ひじきは水で戻しておく。1

2

ひじきは、約半分が食物繊維でできているのでおなかの

調子を整え、老廃物も排出してくれます。　　　　　　　

また、脂肪を燃焼してエネルギーに変えてくれるビタミン

B2も豊富に含まれています。　　　　　　　　　　　         

3

作り方

はちみつ　………………　小さじ1/2 

塩　………………………　ひとつまみ

<トッピングの材料>

ピンクペッパー　 ………　適宜

材料（2 人分）✽1 人前 112kcal✽
豆乳　………………　150ml

黒ごま　……………　大さじ1

ひじき　……………　50g

みそ　 ………………　大さじ1と1/2

<トッピングの材料>以外をすべて入れSOUP/PASTEを押して撹拌
＆加熱する。

器に盛りトッピングはお好みで。



HOME COOKING　04爽やかな甘味で朝食にぴったり

トマトリンゴスムージー

ソ イ ＆ ス ー プ ブ レ ン ダ ー

ソイ＆スープブレンダーを詳しく見る

このレシピで使われているもの

https://www.importshopaqua.com/c/item/100000141


トマトとりんごは2 ～ 3cm角に切る。1

2

トマトは、抗酸化作用のあるリコピンが豊富！

老化の原因の１つ、活性酵素を除去してくれます。

作り方

レモン汁　………………　小さじ2

はちみつ　………………　大さじ2

材料（1 人分）✽1 人前 157kcal✽
トマト　………………………　1個

りんご　………………………　1/2個

ヨーグルト　…………………　大さじ6 

ソイ＆スープブレンダーに全ての材料を入れ、JUICE/CLEAN
ボタンを押して撹拌する。



ポットデュオ タント

食卓でアツアツの料理を堪能できる！

ポットデュオ タントを詳しく見る

「焼く」「炒める」対応のグリルプレートで
料理の幅が広がる！

ポットデュオ タント グリルプレートセットを
詳しく見る

＋

揃えたい！ récolte キッチン家電（2）
Column

https://www.importshopaqua.com/c/item/rcl-tanto
https://www.importshopaqua.com/c/item/rcl-tanto-set


ラクレット＆フォンデュメーカー メルト

話題のラクレットが自宅で簡単に！

ラクレット＆フォンデュメーカー メルトを
詳しく見る

「メルト」がもっと便利になる、
オプション付きセットも！

ラクレット＆フォンデュメーカー メルト
本体＋オプションセットを詳しく見る

＋

https://www.importshopaqua.com/c/item/rclt-melt
https://www.importshopaqua.com/c/item/rclt-melt-set
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