
デカ盛りハンター 

人気女性芸能人の禁断めし！ 
【①３時のヒロイン・ゆめっち 悪魔の３色残り汁丼】 

総重量：1kg  総カロリー：3405kcal 

 
 

《材料》        《量》 
・ご飯           3 合 

・豚肉の生姜焼きの残り汁  大さじ２杯    

・ナス味噌炒めの残り汁   大さじ２杯 

・鶏そぼろの残り汁     大さじ２杯 

・パセリ          適量 

・紅生姜          適量      

《作り方》  

①ご飯の上に「豚肉の生姜焼き」「ナス味噌炒め」「鶏そぼろ」の残り汁をかける 

 ※場所ごとに味が分かれるように、別々にかけると美味しい！ 

②刻んだ紅生姜、パセリをトッピングして完成 

「豚肉の生姜焼き」「ナス味噌炒め」「鶏そぼろ」の作り方 

 

 



《●豚肉の生姜焼きの作り方》 

 

《材料》 

・豚ロース 

・すりおろし生姜      大さじ１杯 

・酒            大さじ１杯 

・醤油           大さじ１杯 

・みりん          大さじ１杯 

 

《作り方》  

①フライパンに油を引き、お肉を炒める 

②お肉に火が通ってきたら、「すりおろし生姜」「酒」「醤油」「みりん」を 

 混ぜたタレを入れ、煮詰め、完成 

 

《●ナス味噌炒めの作り方》  

 

《材料》 

・ナス 

・味噌           大さじ２杯 

・酒            大さじ２杯 

・砂糖           大さじ１杯 

 

《作り方》  

①ナスを食べやすいサイズにカットし、表面がしんなりするまで炒める 

②「味噌」「酒」「砂糖」を混ぜたタレを入れ、煮詰め、完成 

 

《●鶏そぼろの作り方》  

 

《材料》 

・鶏ひき肉 

・醤油           大さじ２杯 

・酒            大さじ２杯 

・みりん          大さじ２杯 

・砂糖           大さじ１杯 

 

《作り方》  

①フライパンに「鶏ひき肉」「醤油」「酒」「みりん」「砂糖」を入れ、炒める 

②鶏そぼろの塊を作らないように混ぜ、お肉に火が通れば完成 

 



【②りんごちゃん ミート祭り feat.たっぷりマヨネーズ】 

総重量：1kg  総カロリー：3023kcal 

 

《材料》             《量》 

・ご飯                 ２００g 

・豚バラ肉               ２００g 

・焼肉のタレ              適量 

・豚の角煮（市販の完成品）       １００g 

・チーズインハンバーグ（市販の完成品） １００g 

・ミートボール（市販の完成品）     ８個 

・ウインナー（市販の完成品）      ５本 

・スライスチャーシュー（市販の完成品） ５枚 

・マヨネーズ              １００g 

 

《作り方》  

①豚バラ肉をタレで炒める 

②ご飯の上に「①で作った焼肉」「豚の角煮」「チーズインハンバーグ」 

「ミートボール８個」「ウインナー５本」「スライスチャーシュー５枚」をのせる 

③「②で作った丼」の上にマヨネーズをたっぷりかけ、完成 

 

豚バラ以外はレンジでチンするだけの超ズボラ禁断めし！！ 

 



【③鈴木亜美 激辛アミーゴのファイヤーステーキ】 

総重量：1.3kg  総カロリー：3485kcal 

 

 

《材料》        《量》 

・牛肉           １kg 

・イタリアンパプリカ    ２本 

・糸唐辛子         適量 

・コチュジャン       １００g 

・玉ねぎ          ４０g 

・砂糖           大さじ１杯 

・醤油           大さじ１杯 

・タバスコ         大さじ１杯 

 

《作り方》 

①みじん切りにした玉ねぎを炒め、少量の水とミキサーにかける 

②コチュジャンを入れ、水で伸ばし、砂糖、醤油、タバスコを入れ、ソースが完成 

③牛肉をレアで焼き上げ、「②で作ったソース」をかける 

④イタリアンパプリカ、糸唐辛子をのせ、完成 

 

もえあず＆ロシアン佐藤がスタジオで食べたものと同じ辛さの禁断めし！ 

（鈴木亜美レシピの 1/3 の辛さ） 



【④村上佳菜子 か納豆プレミアムトースト】 

総重量：200g  総カロリー：397kcal 

 
 

《材料》     《量》 

・食パン      １枚（８枚スライス） 

・大粒納豆     １パック 

・赤味噌      ５０g 

・キビ砂糖     大さじ２杯 

・すりごま     大さじ１杯 

・マヨネーズ    大さじ１杯 

・はちみつ     適量 

・ミックスチーズ  ３０g       

 

《作り方》 

①赤味噌、キビ砂糖、すりごまを入れ、赤味噌ペーストを作る 

②納豆をよく混ぜ、「①のソース」を小さじ２杯分、納豆と合わせ混ぜる 

③「②の納豆ソース」を食パンに塗り、「ミックスチーズ」「マヨネーズ」を 

上にかける 

④オーブンで食パンをこんがり焼き上げ、最後にたっぷりのはちみつをかけ、完成 

 

 



【⑤永尾まりや ウルトラスーパースパム丼】 

総重量：750g  総カロリー：1688kcal 

 

 

▼内容 

 

スパムチャーハン 

スパム照り焼き風ステーキ 

スパムの卵炒め 

スパムの竜田揚げ 

スパムの春巻き 

 
《●スパムチャーハンの作り方》 

 

《材料》     《量》 

・スパム      1/4 缶 

・ご飯       ２００g 

・卵        1 個 

・玉ねぎ      ４０g 

・長ネギ      1/3 本 

・きざみ生姜    適量 

・塩コショウ    少々 

・しょうゆ     小さじ１杯 

・油        大さじ１杯 

 

 

《作り方》  

①玉ねぎ、長ネギをみじん切りにする。 

②鍋に油、きざみ生姜を入れ火にかけ、 

玉ねぎ、小さく切ったスパム、長ネギの順に炒める 

③ご飯を入れ炒めたら、溶き卵を加え手早く混ぜる 

④塩、こしょうを振り、焼き色が出たら、しょうゆを             

フライパンのふちからかけ、混ぜれば完成 

 

 

 



《●スパム照り焼きステーキの作り方》 

 

《材料》     《量》 

・スパム      スライスした 2 枚 

・片栗粉      適量 

・醤油       大さじ 1 杯 

・砂糖       小さじ 1 杯 

・みりん      大さじ 1 杯 

 

 

《作り方》  

①食べやすい大きさにスライスしたスパムに 

片栗粉をまぶしておく 

②フライパンで、油はひかずに弱火から中火で、 

ひっくり返しながらじっくり焼く 

③焦げ目が付いてきたら「醤油」「砂糖」 

「みりん」を加え、軽く煮詰めて完成

《●スパムの卵炒めの作り方》 

 

《材料》     《量》 

・スパム      １／４缶 

・卵        ２個 

・醤油       小さじ１杯 

・味の素      適量 

 

 

《作り方》  

①フライパンに油を熱し、食べやすい大きさに 

切ったスパムを炒める。 

②焼きめがしっかりついたら溶き卵を入れ、 

さらに炒める。 

③味の素、醤油で味付けをし、完成

《●スパムの竜田揚げの作り方》 

 

《材料》     《量》 

・スパム       スライスした２枚 

・片栗粉       適量 

・醤油       大さじ２杯 

・酒        小さじ１杯 

・みりん      小さじ１杯 

・おろし生姜    小さじ１杯 

 

 

《作り方》  

①スパムをスライスし、「醤油」「酒」「みりん」 

「おろし生姜」を混ぜたものに 10 分程漬け込む 

②スパムに片栗粉をまぶして、 

高温でカリッとするまで揚げる 

③半分にカットし、完成 

《●スパムの春巻きの作り方》 

 

《材料》     《量》 

・スパム      ２０g 

・春巻の皮     １枚 

・玉ねぎ      １０g 

・キャベツ     １０g 

 

 

 

《作り方》  

①スパムは細切り、 

玉ねぎ、キャベツはせん切りにする 

②春巻きの皮に具材をのせ、巻く 

③揚げ油できつね色になるまで揚げ、 

半分にカットし、完成



【⑥永尾まりや スパムミルフィーユ鍋】 

総重量：750g  総カロリー：1158kcal 

 

 

《材料》   《量》 
・スパム     １缶 

・白菜      １／４玉 

・唐辛子     適量 

・ほんだし    適量 

 

《作り方》 

①スパムを食べやすい薄さにスライスする 

②白菜を１枚ずつはがし、白菜とスパムを交互に鍋に並べる 

②水、ほんだし、唐辛子を入れ、蓋をして煮込む 

③白菜に火が通っていれば完成 

 

 


