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【ニューサラダブック】目次 

 

［フレンチ サラダ ＆ イタリアン サラダ］ 

 

フレンチ サラダ／シェ・トモ 市川知志 

山梨の無農薬野菜のサラダ仕立て 

ブロッコリーと焼きクルミのサラダ 

蒸しビーツのサラダ 

トマトのサラダ 

じゃが芋と揚げじゃが芋のサラダ 

にんじんとオレンジのサラダ 

冷たいラタトゥイユのサラダ 

タブレ（クスクスのサラダ） 

むき栗と鶏ささみのサラダ 

白いんげん豆のサラダ 

コート・ダジュール風 ペンネとミモレットのサラダ 

野菜のテリーヌ仕立て 

バミセリのサラダ 

サラダ・ニソワーズ（ニース風サラダ） 

海の幸と色とりどりの千切り野菜サラダ 

タラモサラダ 

有機れんこんと海老のサラダ アメリケーヌ風 

かぼちゃとグレープフルーツのサラダ仕立て ヨーグルト風味のマヨネーズ和え 

根セロリのサラダ パリジェンヌ風 

フランス産森のきのこのマリネ仕立て 

 

ビストロ サラダ／ビストロ・ド・ラ・シテ 古屋荘一 

温かい山羊のチーズとプチトマトのサラダ 

カリフラワーとブロッコリーのサラダ カレー風味ドレッシング 

アンディーヴと洋梨とフルムダンベールのサラダ クルミドレッシング 

サラダ・マルシェ（野菜とハーブのサラダ） 

にしんの燻製と温かいじゃが芋のサラダ 

ちりめんキャベツとアンチョビのサラダ サワークリームとピーナッツ油のドレッシング 

スモークサーモンのロール、コリアンダーのサラダ添え ライムとナンプラーのドレッシング 

塩鱈のヴァプールと豆のサラダ 赤ピーマンとバルサミコのドレッシング 
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三色米のサラダ 

温野菜サラダ 豚耳入りラビコットソース 

羊肉入りのタブレ ガスパチョドレッシング 

アーティチョークのサラダ 半熟卵のフライ 豚足とフォン・ド・ヴォーのドレッシング 

テット・ド・フロマージュと豚舌スモークと赤玉ねぎのサラダ 

鴨のコンフィとオレンジ風味のにんじんのサラダ 

バニラ風味のフォワグラのコンフィとビーツのコンポートサラダ 

アボカドとハムのサラダ ピクルスのカクテル添え 

冷たいチーズフォンデュ 

テット・ド・モワンヌとベルディーナのサラダ 

蟹と青リンゴのミルフィーユ りんご風味のマヨネーズ添え 

フルーツサラダ 生ハムドレッシング 

 

イタリアン サラダ／ラ・ルーナ・ロッサ 八木康介 

インサラータ・カプレーゼ・アッラ・ルーナ・ロッサ 

カラーピーマンとスプラウトのサラダ 

スパイシー・サラミ、青パパイヤ、エンダイブのサラダ 

生そら豆とペコリーノのサラダ 

生ハムと温泉卵、ホワイトアスパラガスの温製サラダ 

ちりめんキャベツのサラダ 

湯葉、きのこ、ルッコラ・セルヴァティカのサラダ 

温野菜のサラダ バーニャカウダソース 

マッシュルームとエシャロットのサラダ カレー風味のクスクス添え 

かぼちゃのレモン風味とモルタディッラ、ブッラータ・チーズのサラダ 

パンツァネッラ（トスカーナ風パンのサラダ） 

カリフラワーのスープサラダ アンチョビ風味のクルトン添え 

毛蟹とアボカドのサラダを詰めた フルーツトマトのファルチータ 

お米のサラダ 

かぶ、大麦、北海あさりのスープサラダ 

秋刀魚と松茸のサラダ 柚子の香り 

水牛のモッツァレッラとラタトゥイユのサラダ 

鶏胸肉とにんじんのサラダ パルミジャーノのクロッカンテ添え 

桜鱒のスモークとアンディーヴのサラダ カステルマーニョ添え 

フィレンツェ風トリッパとカリカリポレンラのサラダ 

真鯛のカルパッチョとフレッシュハーブ サルデーニャ産ボッタルガのサラダ 

鱈とじゃが芋のサラダ 
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水だこ、じゃが芋、いんげんのサラダ ジェノバ風 

海の幸のスープサラダ きゅうりのスライス添え 

まぐろとラディッシュのサラダ 

ひしこ鰯とフェンネルのサラダ 

わかさぎのパステッラ（衣揚げ）と海藻のサラダ 

手長海老のロスティとマンゴーのピュレ フレッシュハーブのサラダ 

しま海老とオレンジのサラダ キャビア添え 

生ハムと季節のフルーツ 

 

 

［ジャパニーズ サラダ ＆ チャイニーズ サラダ］ 

 

ヘルシー 和風サラダ／かんだ 神田裕行 

オーガニックパフェ 

ルッコラと海老のサラダ 

いかとサラダクレソンのサラダ 

ミックスグリーンサラダ だしジュレがけ 

浜防風、うど、うるいの柚子味噌サラダ 

大根と三つ葉のサラダ 

アスパラ温泉卵 

じゃが芋（きたあかり）のサラダ だしジュレがけ 

帆立のカルパッチョ風 とんぶりのせ 

オードヴル酢牡蠣 

焼き鮭と水菜のサラダ だしジュレがけ 

皮はぎと白菜のサラダ 

春野菜と飯だこの焼きサラダ 

豆腐とザーサイのサラダ 

豆腐とかぼちゃのアジアンサラダ 香ばしいナッツの香り 

海老と素麺のサラダ ミルフィーユ仕立て 

豚しゃぶサラダ ちり酢添え 

牛肉とレタスの冷しゃぶサラダ 

リーフレタスとブルーチーズ 黒蜜がけ 

鯵の味噌叩き しそ巻きカナッペ 

 

バラエティー 和風サラダ／菊うら 菊浦達 

そら豆とポテトのサラダ 



 

Copyright © 株式会社柴田書店 
東京都文京区湯島 3－26－9 イヤサカビル 3･4階 

 

大根と浅月のサラダ 

香り野菜のサラダ 

おくらとみょうがのサラダ 

なめことおくら、長芋和え 

きのこと菊花、青菜のおひたし風サラダ 

さつま芋とごぼうのサラダ 

かぼちゃのクリームサラダ 

夏野菜のスープサラダ 

アスパラと海老のサラダ 

アボカドと湯葉、豆腐のサラダ 

苦瓜と豆腐のサラダ 

牛肉のたたきサラダ 

海藻のサラダ 

かつおのたたきサラダ 

まぐろのづけサラダ 

はもと夏野菜のサラダ 

ふぐのぶつ切りサラダ 

 

チャイニーズ サラダ／彩菜 大宜味剛 

温野菜の蒸しサラダ ブラックビーンズソース 

レタスとミンチのカップサラダ 

香り野菜のサラダ 

ルッコラとじゃこピーのサラダ 

水菜と春菊の腐乳サラダ 

苦瓜の四川式サラダ 

鶏としめじの怪味のサラダ 

根野菜チップスの香酢サラダ 

揚げなすと万願寺辛子の海南サラダ 

焼きピーマンとピータンの辛味サラダ 

おぼろ豆腐といろいろ野菜のピータンソース 

アボカドと汲み上げ湯葉のミルフィーユサラダ ガーリックソース 

酒粕風味の大根と豚肉のピリ辛温サラダ 

いかと海藻のサラダ 

たこと春野菜のサラダ 

白菜サラダ 熱々の干し海老ドレッシングがけ 

桂花マヨネーズのフルーツサラダ 
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［フュージョン サラダ ＆ エスニック サラダ］ 

 

フュージョン サラダ／レストランよねむら 米村昌泰 

桃のゼリー寄せとオマールのサラダ 

くじらベーコンと水菜のサラダ 

夏野菜のサラダ 

白菜のテリーヌ 

平目とハモン・イベリコのサラダ 

鯛といちじくのサラダ 

平目とボッタルガのサラダ 

鯛とフルーツのサラダ 

ふぐのサラダ 

うにと順才とアスパラガスのサラダ 

オイルサーディンのサラダ 

鮎のサラダ 

とこぶしとゆり根のサラダ 

とり貝、山うど、伏見みょうが うるいのサラダ 

白いかのサラダ 

ほたるいかと菜の花のサラダ 

はもときゅうりとクレソンのサラダ 

はもと松茸のサラダ 

たことトマトのサラダ 

牛肉と水なすのサラダ 

牛肉とブロッコリー、フルムダンベールのサラダ 

フォワグラ、竹の子、アンディーヴのサラダ 

あわびと冬瓜のサラダ 

 

アジアン エスニック サラダ／キッチン 鈴木珠美 

文旦のサラダ 

もやしのサラダ 

苦瓜のサラダ 

ベトナムのシンプルサラダ 

空心菜といろいろ野菜のサラダ 

三色ピーマンのサラダ 

焼きなすのサラダ 

山くらげのサラダ 
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タイ風ポテトサラダ 

タイ風春雨サラダ 

いろいろきのこのホットサラダ 

まぐろと香味野菜のサラダ 

いかとセロリのサラダ 

タイ風青いパパイヤのサラダ 

ゆでキャベツと豚しゃぶのサラダ 

バンバンチキンサラダ 

タイ風鶏挽き肉のスパイシーサラダ 

牛肉とクレソンのサラダ 

葉っぱ包みサラダ 

生春巻き 

海老と白身魚の野菜巻き 

コールドキャベツ（キャベツ春巻き） 

豆腐サラダ 

まぜまぜご飯（ライスサラダ） 

飲むサラダ ―― トマトのシン・トー（スムージー） 

飲むサラダ ―― アボカドのシン・トー（スムージー） 

 

本書で使用した東南アジア調味料・食材 

 

 

［ドレッシング ＆ ソース］ 

 

シェ・トモ／市川知志のフレンチドレッシング 

ビストロ・ド・ラ・シテ／古屋荘一のビストロドレッシング 

ラ・ルーナ・ロッサ／八木康介のイタリアンドレッシング 

かんだ／神田裕行のヘルシー和風ドレッシング 

菊うら／菊浦達のバラエティー和風ドレッシング 

彩菜／大宜味剛のチャイニーズドレッシング 

レストランよねむら／米村昌泰のフュージョンドレッシング 

キッチン／鈴木珠美のアジアンエスニックドレッシング 

 

著者と店 

 


