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薪焼き&藁焼き



How to Cooking

◆ストーブのつけ方

01. 薪を組む
・着火剤
・薪
・多目的ライター

01

夕食時間の 30～ 40 分ほど前から、ストーブに火を起こして温めておくとスムーズに調理可能で
す。薪をこまめに追加して、ストーブの温度を下げないようにすると上手に調理できます。

太く大きい薪から置いていき、その上に細い薪を組ん
でいきます。
少し隙間ができるよう積むのがコツです。
着火剤を置いて点火できるように、手前に空間を作っ
ておきましょう。

夕食の調理はドームテントのデッキ部分に備え付けの薪ストーブを使用します。

使用するもの

薪を組んでできた中央の空間に、着火剤を置いて点火
します。
火がついて燃え始めたら、ストーブの扉を閉めてくだ
さい。

・薪ストーブの周りを片付け、燃えや
すいものを置かないようにしましょう。

・やけど防止のため、必ず耐火グロー
ブを着用してください。

・お子様から目を離さないよう、ご注
意お願いします。

火を起こす前の注意点
02. 点火する
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◆調理手順

01. お米を炊く

02

以下のような順番で、各調理を並行して行うとスムーズです。
薪が燃え始めてしばらくしたら、調理を始めていきましょう。

薪ストーブが充分に温まったら、
お米を炊いていきます。

所要時間：40分～１時間

02. カレーを煮込む

ダッチオーブンが温まってきたら、
カレー作りにとりかかります。

所要時間：40分～ 50 分 所要時間：30分～ 40 分

所要時間：5分 所要時間：3分 所要時間：5分

所要時間：10分

03.野菜をホイル焼きにする

アルミホイルで包んだ野菜を薪ス
トーブでホイル焼きにします。

04. ローストビーフの仕上げ

薪ストーブ備え付けのオーブンで、
ローストビーフを温めましょう。

05. 鶏肉を藁焼きにする

鶏肉を藁焼きにして、香ばしく仕
上げます。

06. ブリを藁焼きにする

生で食べられる新鮮なブリを、金
串で刺して藁焼きにします。

07. ピザを焼く

ローストビーフを取り出したら、
オーブンでピザを焼いていきます。
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◆お米を炊く

01. お米を洗う

所要時間：40分～ 1時間

03

薪ストーブが充分に温まったら、鍋でお米を炊いていきます。

鍋にお米を入れ、研ぎましょ
う。お米から水面まで約２㎝
ほどになるよう水を入れ浸し
ます。
（お米１合に対しカップ１杯
半が目安）

※２人前１合

02. お米を炊く
蓋をして、薪ストーブの上に
鍋を置きます。
約 40 分～１時間で炊き上が
ります。

このとき、カレー用の
ダッチオーブンも一緒に
温めておきましょう。

03. しゃもじで軽く混ぜる
炊き上がったら、しゃもじで
軽く混ぜ、蒸らします。
適度なお焦げがあるご飯の完
成です。

※必ず耐火グローブをするな
ど、鍋に直接触れないように
してください。

POINT
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◆カレーを煮込む

01. 豚肉を炒める

所要時間：40分～ 50 分

04

豚肉から焼いていきます。
まずは鍋に小さいお肉を置い
て、ダッチオーブンが充分に
温まっているか確認してくだ
さい。

02. 野菜を炒める
豚肉に火が通ったら、野菜も
炒めていきます。
焦げ付かないように気を付け
ながら、玉ねぎがしんなりす
るまで炒めます。

03. 水を入れて煮込む
野菜にも火が通ったら、水を
入れます。
（カップ３～４杯が目安）
具材がやわらかくなるまで、
10 分ほど煮込みます。
具材に箸がスッと通るように
なったら、ルーを入れます。
ルーが溶けたらおいしいカ
レーの完成です。

※水とルーの量はお好みでご
調整ください。

ダッチオーブンは高温になるので、調理時には必ずグローブを着用しましょう。
ダッチオーブンが温まってきたら、カレー作りにとりかかります。
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◆自家農園野菜をホイル焼きにする

01. 野菜を包む

所要時間：30分～ 40 分

05

野菜をリードペーパーで包ん
で水に浸し、よく水を切って
からアルミホイルで包みま
しょう。

02.野菜を薪ストーブに入れる
アルミホイルで包んだまま、
薪ストーブの中に野菜を入れ
ます。
30 ～ 40 分ほどで火が通るの
で、しばらくそのままにして
おきましょう。
アルミホイルが焦げて茶色に
なってきたら食べごろです！
燻製醤油や燻製塩と共にお召
し上がりください。

03. じゃがいもを割ってバターを乗せる
じゃがいもは十字の切れ込み
から割って、アツアツのとこ
ろにバターを乗せて塩を振り
ます。

アルミホイルで包んだ野菜を薪ストーブでホイル焼きにし
ます。

薪ストーブから取り出す
際はグローブを着用のう
え、トングを使用してく
ださい。
薪ストーブから取り出し
てすぐはアツアツなの
で、しばらく冷ましま
しょう。

POINT
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◆ローストビーフの仕上げ

01. オーブンに入れる

所要時間：10分

06

薪ストーブ上部にあるオーブ
ンにローストビーフを入れま
す。

180 ～ 200℃で 10 分ほど温
めて旨味を凝縮させます。

02.冷ましてからカット
取り出してすぐ切ると肉汁が
流れ出てしまうので、温めた
時間と同じくらいの時間をか
けてゆっくりと冷まします。
こうすることで、旨味がしっ
かりと閉じ込められます。

しばらくしたら、包丁で食べ
やすい厚さにカットします。

薪ストーブ備え付けのオーブンで、ローストビーフの仕上げをします。
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◆鶏肉を藁焼きにする

01. 黒い台をセットし、網を置く

所要時間：5分

07

トングで薪をどけ、薪ストー
ブの中央部分に黒い台をセッ
トします。
その上に網を置いてチキンを
炙っていきます。
表面が焼けたら、以下の手順
で藁を入れサッと炙りましょ
う。

02. 藁を入れる
藁を黒い台の下に入れて、藁
焼きにします。
この時、藁を半分に折って、
トングで挟むと入れやすくな
ります。藁はすぐに燃えるの
で、ストーブに近づき過ぎな
いよう注意してください。

03. お好みの調味料で
焦げ目がついたらチキンを取
り出し、食べやすいサイズに
切ります。
お好みの調味料でお召し上が
りください。

鶏肉を藁焼きにして、香ばしく仕上げます。

チキンを炙るときは炭用
トングで網を抑えておく
とチキンをひっくり返し
やすいです。

POINT
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◆ブリを藁焼きにする

01.ブリを炙り、藁焼きにする

所要時間：3分

08

両面に焼き色が付くよう軽く
炙ります。身をサッと炙り、
皮の面をじっくり炙るのがコ
ツです。
生でも食べられるブリなの
で、表面を炙りレアな状態で
お楽しみください。

02. 少し厚めにカット
少し厚めにカットして、燻製
醤油や燻製塩でお召し上がり
ください。

03. 黒い台を取り出す
黒い台を取り出してバケツの
水に入れます。
※大変熱くなっているので、
グローブを着用してトングで
挟んで取り出してください。
空いたスペースに薪を追加し
て火力を高めると、調理しや
すくなります。

生で食べられる新鮮なブリを、金串で刺して藁焼きにします。
表面をサッと炙ってレアな状態でお召し上がりください。
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◆ピザを焼く

01. ソースを塗り、チーズを乗せる

所要時間：5分

09

ピザ生地に、ソースを塗って
チーズとバジルを乗せます。
オーブン内にある網を取り出
してください。
オーブン内が 210 ～ 230℃に
なっているか確認します。
210℃以下の場合は、薪を追
加して火力を高めましょう。

02. オーブンに入れる
ピザ生地をシートに乗せたま
ま、オーブンに入れ５分ほど
加熱します。
取り出した網を平たくし、そ
の上に乗せると入れやすくな
ります。

03. オーブンから取り出す
生地が膨らんで、こんがりと
焼き色がついたらオーブンか
ら取り出しましょう。
トロトロのチーズとソース、
カリッとした生地の焼き立て
ピザをお楽しみください。

ローストビーフを取り出したら、オーブンでピザを焼いていきます。
ローストビーフに使った網は取り出してください。


