
Photographs  ●大社優子注：キャラクター弁当のスパナくんは「スパナくんを探せ！」の対象ではございません。

暖かくなり始め、春の訪れを感じる今日この頃。

「せっかくなら新しいことを始めたい ! 」と思っている、そこのあなたへ。

いつもの食事にプラスアルファの工夫をするだけで、いつもとは違った楽しみを味わえるんです！

新年度がスタートする今月は、手軽に葉野菜の栄養が摂れるグリーンスムージーと、

見た目にも楽しいキャラクター弁当の二本立てで、

その魅力とレシピをご紹介します。

おうちで簡単にできるので、みなさんぜひトライしてみてください。
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グリーンスムージーとは、生の緑色の葉野菜とフルーツと

水をミキサーで混ぜあわせたスムージーのこと。「グリー

ン」は仕上がりの色ではなく、食材の緑色の葉野菜を意味

します。そのため、紫色のスムージーだとしても緑色の葉

野菜を使っていれば「グリーンスムージー」なのです。 

一般的な野菜ジュースと違うポイントは、生の葉野菜を

使っているということ。加熱処理などされていない生の

葉野菜は食物繊維が豊富に含まれていて栄養価たっぷり。

とろっとした食感で飲みごたえもあります。そして何より、

フルーツが入ることで野菜特有の渋みが緩和され、自然

な甘みを味わえてとても美味しい！簡単につくれて、美味

しくて、栄養たっぷりのグリーンスムージーを飲み続ける

ことで、心もからだも健やかに整っていきます。 

グリーンスムージーに必要な機材はミキサーだけ。あとは葉野菜とフルーツと水を用意すれば、
誰でも簡単にグリーンスムージーをつくれてしまうのです。忙しい朝を過ごしている人や

普段料理をしない人でも、手軽に始められるのがうれしいところです。

ボトルはドライブのおともにも大活躍。季節
によりますが、春は半日程度なら常温で持ち
運びOK。 

葉野菜もフルーツも旬のものを使うと、一年を通してバランスよく栄養が摂れます。

※ジューサーは繊維と液体を分けてしまうので、
　グリーンスムージーづくりにはNG。

グリーンスムージーのキーワードは「生の葉野菜」と

「食物繊維」。 

植物は葉の部分が最も栄養価が高いといわれてい

ます。葉に含まれるクロロフィル（葉緑素）には強力

な抗酸化作用があるため、葉野菜を摂ることで老化

や生活習慣病などの予防につながるのです。 

また、葉野菜とフルーツに豊富に含まれる食物繊維

には、体内の毒素の排せつを助けるはたらきがあり、

便秘解消やアンチエイジングの効果が期待できます。

葉野菜とフルーツは消化にかかる負担も少ないため、

からだの隅々までスムーズにエネルギーが行きわた

ります。

❶美味しさの秘訣は、葉野菜を入れ過ぎない
こと。フルーツの割合を多くすると飲みや
すく仕上がります。 

❷ミキサーに入れる順番は、水分が多く
柔らかいフルーツから先に、次いで
葉野菜、水は最後に。

❶健康や体質改善のために、できるだけ

習慣として毎日続けること。 

❷消化しやすく栄養を吸収しやすいた

め、食後よりも食前がベスト。

期待できる効果

朝1Lのグリーンスムージーをつくって

会社へ持って行き、仕事をしながら午前中

いっぱいかけて1Lを飲み干すという習慣を続

けていた山口さん。体質にうれしい変化がたくさ

んあったそうです。「その人が必要とするところに

葉野菜の栄養価がはたらくのだと思います！」

　　とピカピカのお肌で笑顔を見せて

　　　　　　くれました。 

主な著書：「グリーンスムージーをはじめよう」文藝春秋、「からだの中から若返る グリーンスムージー健康法」PHP研究所
※「グリーンスムージー」「Green Smoothie」は、有限会社ひとエンタープライズの登録商標です。無断での名称使用は禁止とされています。 

グリーンスムージーについて教えてくれた方々 

日本にグリーンスムージーを広めた姉妹ユニット。2010年に、グリーンスムージーの考案者であるヴィクトリア・
ブーテンコの代表著書『グリーン・フォー・ライフ』の日本語訳を手掛ける。その後もグリーンスムージーの書籍を
多数執筆し、レシピ監修を務めるなど日本のスムージーブームを牽引し続ける。 

山口 蝶子さん（写真左）・仲里 園子さん（写真右）

グリーンスムージー

グリーンスムージーは、
簡単・美味しい・栄養たっぷり

グリーンスムージーをつくってみよう 

飲み続けると、元気になる ！ 

［つくる時のポイント］ 

［飲む時のポイント］ 

（※山口蝶子さんの場合。効果には個人差があります。） 

お通じすっきり 寝起きが良い 

肌の調子が良い 疲れが残りにくい 

むくみ改善 風邪をひかない 

食後に眠くなるのは、食べ物を消化するために

からだのエネルギーを使うため。

グリーンスムージーは消化にかかる負担が少ないので、

飲んだ後に眠気におそわれることもありません。 

ミキサー＆ボトル 生の葉野菜 フルーツ
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見た目が華やかなキャラクター弁当（以下、キャラ弁）。その魅力の一つは「お弁当の時間が

楽しくなる」ことです。蓋を開けた時のワクワク感はもちろん、キャラ弁をきっかけに会話が

弾むことも。感想やリクエストを伝えるなど、つくる人と食べる人のコミュニケーションにも

繋がります。一見難しそうなキャラ弁ですが、最近では便利なアイテムも増え、より手軽に

キャラ弁づくりを楽しめるようになりました。

普通のお弁当と同じで、大きい物から
先に詰めます。入れやすいのはもち
ろん、隙間なく詰めることで崩れに
くくなります。

❶キャラクターを決める

最初につくりたいキャラクターを決
めます。初心者の方は、パーツが大き
くて細かすぎないものから挑戦する
のがおすすめです。

キャラクターの「色」をつくる時に役立つ キャラクターの「形」をつくる時に役立つ

❷色を表現する食材を決める

キャラクターの写真やイラストを見
ながら、それぞれの色をどの食材
で表現するかを決めます。

❸色味・栄養のバランスを整える

「赤・黄・緑・白・茶（or黒）」の5色が
入っていると彩り良く見えます。
キャラクターに使っていない色や栄
養を補うような食材を入れましょう。

❶ゆでたうずらの卵の白身を細いストロー
でくり抜く

❷枝豆もストローでくり抜き、１でつくった
うずらの卵の穴に入れる

※ようじで押し出すと簡単

❶下図のように、ハムに包丁で細かく切り
込みを入れる

❷ハムを半分に折る

❸端からくるくる巻く

❶つまようじにマスキングテープを貼る

　　※刺した時に食材からはみ出ないくらい
の場所

❷マスキングテープを葉っぱの形に切る

❸点線部分でつまようじを切る

※ 完成形は9ページをご覧ください！

❶型抜き ❹海苔パンチ
細かい作業が苦手、時短をしたいという方におすすめのアイ
テム。型抜きは、チーズやハムなどの柔らかい食材を加工し
たい時に便利です。100円ショップなどで販売されています。

❷つまようじ
スライスチーズを切ったり、細かいパーツを移動したりする時に
便利です。

❸ストロー
切るのが難しい円もストローなら簡単にきれいな円をくり抜く
ことができます。2㎝ほどの長さに切っておくと作業しやすい
です。

おすすめの食材・調味料

キャラ弁について教えてくれた方

2003年、長男の幼稚園入園をきっかけに、「お弁当の時間を少しでも楽しんでほしい」とキャラ弁づくりを
スタート。教室の開催やレシピ監修など、幅広く活躍中。
著書：「3Dキャラクターごはん」宝島社、「はじめての3Dキャラ弁」主婦と生活社

マヨネーズ
細かいパーツを移動する時に、つまようじ
の先端につけると便利です。パーツと
パーツの間に塗って接着剤代わりにも。

パスタ
パーツ同士をしっかりと固定した
い時には、焼いたり揚げたりした
パスタを利用します。

フードデザイナー、料理研究家、キャラベニスト協会理事、All Aboutキャラ弁ガイド丸尾 知美さん

キャラ弁

お弁当の時間が楽しくなるキャラクター弁当

キャラ弁レシピの考え方

あると便利なアイテム

初心者でも簡単！ お弁当を彩るテクニック

詰める時のコツ

カラフルなうずらの卵 ハムのお花 マスキングテープの葉っぱ

ごはん、はんぺん、かまぼこ、
チーズ、ゆで玉子白

枝豆、ブロッコリーの芯、
ズッキーニの皮緑

チェダーチーズ、卵黄
黒すりごま

（ごはんに混ぜる）グレー

かにかま赤 海苔黒

ハム、ケチャップ、たらこ
（ごはんに混ぜる）

ピンク 醤油、めんつゆ
（ごはんに混ぜる）

茶色

ここで切る

❶

❸

❹

❷

注：キャラクター弁当のスパナくんは「スパナくんを探せ！」の対象ではございません。

07 April  2022 06April  2022



あなたのつくったキャラ弁を
カートピアプラザに投稿しませんか？

スパナくん弁当をつくったら、ぜひカートピアプラザまで。SUBARUをモチーフにしたオリジナルのキャラ弁で
もOKです。写真とつくった感想などを、p23応募要項の宛先までお送りください。

ちんげん菜は季節を問わず手に入りやすい定番の
葉野菜。クセがなくフルーツの甘みを引き立ててく
れるから、子どもでも飲みやすい！ 

葉野菜のなかでもとくに栄養価の高いパセリ。 
春の柑橘とブルーベリーのさっぱりとした
香りに癒される！

［つくり方］ 
1 バナナの皮をむき、手でざっくりとちぎる 

2 レモンは包丁で皮をむき、半分に切ってから種をすべて取る 

3 パイナップルは包丁で皮を外し、芯を取り除いて小さめに切る 

4 ちんげん菜は約5cmの長さに切る 

5 バナナ、レモン、パイナップル、ちんげん菜の順にミキサーに入
れ、水を加える 

6 緑のつぶつぶがなくなり、色が均一になるまでミキサーで混ぜる 

7 お気に入りのボトルやグラスに注いだら、完成 
［つくり方］ 

１ 温かいごはんと醤油を混ぜる
※冷たいごはんだと混ぜにくく、色が均等になりにくいので注意！

２ ラップで包んでクルマのボディとスパナくんのからだ・腕・鼻を成形する
※成形しやすいようにラップはゆるめに

３ スパナくんのからだの側面に細長く切った海苔を貼り、ラップで包む
※ラップで包むことで海苔とごはんが馴染みやすくなる

４ つまようじでかにかまに切り込みを入れ、そこから赤い部分をはがし、
クルマのボディにのせ、ラップで形を整える

５ かにかまの白い部分をナンバープレート、赤い部分をクルマのミラー、
スパナくんの口の中の形に切る

６ ハムをストローで切り抜きスパナくんのほっぺをつくる

７ チーズはつまようじ、海苔はハサミを使って、クルマとスパナくんの
パーツを切る

※海苔とチーズを重ねるパーツ（目、リボン、ステアリングなど）は上にくる食材を先に切り、
それを下の食材に重ねて切る

８ すべてのパーツが揃ったら、次の順番で詰めていく

①お弁当箱の半分に土台となるご飯をしく→②クルマをのせる→
③スパナくん（からだ）をのせる→④スパナくん（腕）をのせる→⑤スパナ

くんとクルマのパーツをのせる（黒豆をクルマのタイヤに）
※③の工程の後に、そぼろやふりかけを周りにかけるとスパナくんが目立つのでおすすめ

９ お好みのおかずを詰めて完成
［つくり方］ 
1 ブルーベリーは解凍しておく 

2 デコポンは皮をむいて種を取り除いてから、手でざっくりと実を
ちぎる 

3 りんごはヘタを取り、皮ごと種付きで小さめに切る 

4 パセリは硬い茎の部分を取り除いて、手で適当な大きさにちぎる 

5 デコポン、ブルーベリー、りんご、パセリの順にミキサーに入れ、
水を加える 

6 紫のつぶつぶがなくなり、色が均一になるまでミキサーで混ぜる 

7 お気に入りのボトルやグラスに注いだら、完成 

グリーンスムージーキャラ弁

定番グリーンスムージー

スパナくん弁当

ベリーグリーンスムージー

初心者におすすめ 

カートピアオリジナルキャラ弁

春におすすめ 

（約600mL）

（約600mL）

ちんげん菜　1株 
パイナップル　1/2個 
レモン　1/2個 

ごはん
醤油（orめんつゆ）
海苔
スライスチーズ

パセリ　2本 
デコポン（春の柑橘）　2個 
冷凍ブルーベリー　60g 

［材料］ 

［材料］ 

［材料］ 

バナナ　1本 
水　100mL 

かにかま
ハム
黒豆

りんご　1/2個 
水　100mL 

2

2 3 4 7 7 7

4材料

材料

注：キャラクター弁当のスパナくんは
「スパナくんを探せ！」の対象ではございません。
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