
食生活の改善を続けるためには、おいしさや楽しみを我慢しすぎないことがポイント。 
デザートやおやつも、ちょっとした工夫で「おいしくヘルシー」に楽しみましょう。
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乳製品や野菜、果物を使って、不足しがちな栄養素の補給に役立つデザートに 

りんご・かぼちゃ・チーズりんご・かぼちゃ・チーズ

1.かぼちゃは皮つきのま
ま5mm厚さに切り、電
子レンジで20～30秒
加熱する。りんごは芯
を取り、皮つきのまま薄
めのくし切りにする。

　※加熱時間は2人分の    
      目安です。

2.耐熱容器にかぼちゃとりんごを交互に並べてチーズをのせ、カ
ロリーゼロの甘味料をふってオーブントースターで6分ほど焼く。

材料（2人分）
りんご・・・・・・・・・・・・・・・・・60g
かぼちゃ・・・・・・・・・・・・50g
ピザ用チーズ
・・・・・・・・・・・・・・・1/4カップ
カロリーゼロの甘味料
・・・・・・・・・・・小さじ2（8g）

さつま芋・・・・・50g
カロリーゼロの甘味料
・・・・・・・小さじ1（4g）
塩・・・・・・・・・・・・・0 .1g

ミニトマトのコンポート

1.ミニトマトは湯むきする。
白きくらげは水で戻し、
石づきを取ってひと口
大に切る。

2 .鍋に水とカロリーゼロ
の甘味料を入れて火に
かけ、カロリーゼロの甘味料が溶けたら白きくらげを入れ、5分煮る。ミニトマト
を入れてサッと煮、冷ます。冷めたらレモン汁を混ぜ、冷蔵庫で一晩おく。
3.グリンピースはサッとゆで、水にとる。器にミニトマト、白きくらげ、グリンピース
を盛る。2の液体を80ml（2人分）とり、サイダーを混ぜて器に注ぎ分ける。

材料（2人分）
ミニトマト・・・・・・・・・・・・8個
グリンピース（冷凍）・・・・・5g
白きくらげ（乾）・・・・・・2g
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・160ml
カロリーゼロの甘味料
・・・・・・・・・・・・大さじ2（26g）
レモン汁・・・・・・・・・小さじ１
サイダー・・・・・1/2カップ

2.1の芋ペーストを3等分にし、丸める。
3.耐熱容器にBを混ぜ合わせ、ラップをかけて１分10秒加熱する。取り
出して、木杓子で混ぜ合わせ、再び50秒加熱する。取り出して、手早
く練り混ぜ、片栗粉を敷いたバットに出す。※加熱時間は3人分の目安です。
4.3を熱いうちに3等分にし、2を包む。
5.4に卵白をぬり、ごまをまぶし、フッ素樹脂加工のフライパンで焼く。

材料（3人分）
白玉粉・・・・・・・・・・30ｇ
上新粉・・・・・・・・・・15ｇ
カロリーゼロの甘味料
・・・・・・・・・小さじ2（8ｇ）
水・・・・・・・・・・・・・・6 0ｍｌ
炒りごま・・・・・・・・・適宜
卵白・・・・・・・・・・・・・・・適宜
片栗粉（打ち粉）・・・適宜

80ｋcal

－15kcal
砂糖の場合と比較して

食塩相当量
0.2g

たんぱく質
3.0g

1
人
分

豆なお芋はん焼きもちなお芋はん

2.枝豆は薄皮を取って半
分に割る。

3.寒天は洗って水気を絞り、細かくち
ぎって分量の水につけて戻す。鍋
に戻した寒天を水ごと入れ、カロリ
ーゼロの甘味料を入れて火にか
け、寒天を煮溶かす。
4 .1の芋ペーストを2等分にして丸
め、周りに枝豆を付け、3をかける。

材料（2人分）
枝豆（ゆで）・・・・・・・20g
角寒天・・・・・・・・・・・・・1.5g
カロリーゼロの甘味料
・・・・・・・大さじ1強（15ｇ）
水・・・・・・・・・・・1/2カップ

47ｋcal

－10kcal
砂糖の場合と比較して

食塩相当量
0.1g

たんぱく質
1.5g

1
人
分

100ｋcal

－15kcal
砂糖の場合と比較して

食塩相当量
0.0g

たんぱく質
1.9g

1
人
分

40ｋcal

－25kcal
砂糖の場合と比較して

食塩相当量
0.0g

たんぱく質
0.7g

1
人
分

同じ主材料からアレンジする
コツをつかめば、
手作りのバリエーションが増やせます

※さつま芋の糖度によって甘味料の量を調節しましょう。

さつま芋ペーストを作りましょう

１．さつま芋は皮をむいて1cm幅
に切り、蒸気の上がった蒸し
器でやわらかく蒸す。蒸しあ
がったら裏ごし、Aを混ぜる。

材料

糖尿病食事療法のための食品交換表
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1.0
合計
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調味料

0
0 0 0 0 0 0.2 0.50 0.3
1.1 0 0 0 0.2 0 1.30 0

し好品
りんご・かぼちゃ・チーズ
ミニトマトのコンポート
焼きお芋はん

0.4 0 0.2 0 0 0 0.60 0豆なお芋はん

1

Ａ

B

「砂糖と同じ甘さに調整された
カロリーゼロの甘味料」
を使用しています

小さじ１＝４ｇ
大さじ１＝１３ｇ
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いつものお菓子も、工夫しだいでエネルギーダウン！

ラカポンテ

2.１を混ぜ合わせ、ダマがなくなったら粉チーズ、卵黄、油の順に加えて
混ぜ合わせ、耳たぶくらいの硬さに練り、30分ほど冷蔵庫で寝かせる。

3.2を6等分にして丸め、180℃のオーブンで20分ほど焼く。焼き上がった
ら溶き卵白をぬり、カロリーゼロの甘味料を上面につけ、さらに4分焼く。

1.ボウルに低脂肪牛乳
を入れ、白玉粉を加え
て軽く混ぜ合わせ、20
分おく。

材料（6人分）
白玉粉・・・・・・・・・・・・・・・80g
低脂肪牛乳・・・・・・80ml
粉チーズ・・・・・・・・・・・40g
卵黄・・・・・・・・・・・・・・1/2個
油・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
卵白・・・・・・・・・・・・・・・・１個
カロリーゼロの甘味料
・・・・・・・・・・大さじ1（13g）

グルパリッ！

1.春巻きの皮は片面に卵白
をハケでぬり、ごまをの
せ、カロリーゼロの甘味料
をふりかける。クッキング
シートを上からのせて、ご
まが皮にしっかり付くよう
に押さえる。シートをはずし
て、端からゆるめに巻き、
巻き終わりに卵白をぬっ
てとめる。12等分に切る。

2.１をオーブンシートに敷いた天板にうずが上から見えるよ
うにのせ、180℃のオーブンで8分焼く。

97ｋcal

－5kcal
砂糖の場合と比較して

食塩相当量
0.3g

たんぱく質
4.5g

1
人
分

クリスマス☆ミニミニデコレーション

1.ボウルに卵を入れて溶き、牛
乳を加えて混ぜ合わせる。

2.１にホットケーキミックスとカロ
リーゼロの甘味料を入れて泡
立て器で手早く混ぜ合わす。

3.紙コップで作った2種類の型
の内側に油をぬる。

4.フライパンを強火で熱し、ぬれ布巾の上にのせて、ジューという音が小さくなるまで冷ます。
5.フライパンを再び弱火にかけ、各型の面積が小さい方を下にして置き、生地を型の2/3まで流
し入れて約3分焼き、プツプツと泡が出てきたら裏返して、約2分焼く。冷まして、型をはずす。
6.Ａのカロリーゼロの甘味料をすりばちですり、細かくする。生クリームと合わせて泡立てる。
7.大きいケーキの上に小さい方のケーキを重ね、生クリームを絞り、Ｂを飾る。

材料（4人分）
ホットケーキミックス・・・・・75g
卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2個
牛乳・・・・・・・・・・・・・1/4カップ
カロリーゼロの甘味料
・・・・・・・・・・・・・大さじ１（13g）

生クリーム・・・・・・・・・・40g
カロリーゼロの甘味料
・・・・・・小さじ2・1/2（10g）

ラズベリー・・・・・・・・・・・・4個
ブルーベリー・・・・・・・8粒
アラザン・・・・・・・・・・・・・・適宜
セルフィーユ・・・・・・・少々

108ｋcal

－17kcal
砂糖の場合と比較して

食塩相当量
0.2g

たんぱく質
2.5g

1
人
分

食塩相当量
0.1g

たんぱく質
1.6g

1
人
分

49ｋcal

－15kcal
砂糖の場合と比較して

材料（2人分）
春巻きの皮（1枚10g）・・・・2枚
卵白・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
炒りごま・・・・小さじ2・2/3
カロリーゼロの甘味料
・・・・・・・・・・・・・・小さじ2（8g）

抹茶味
2で焼きあがったもの
に、抹茶（小さじ1/2）とす
りばちですったカロリー
ゼロの甘味料（小さじ
1/2（2g））をまぶす。

カレー味
１でごまのかわりに、ココ
ナッツファイン（6g）をの
せ、カロリーゼロの甘味料
（小さじ2（8g））とカレー粉
（小さじ2/3強）をふりかける。

Ａ B

糖尿病食事療法のための食品交換表

0.7
表1

0
表2

0.5
表3

0.1
表4

0
表5

0
表6

1.3
合計

0
調味料

0
0.3 0 0 0 0.3 0 0.60 0
0.8 0 0.1 0.1 0.3 0 1.30 0

し好品
ラカポンテ
グルパリッ！
クリスマスデコ

高カロリーなポンデケージョは食べ過ぎ注意！
サクサクの甘い衣で、１個の満足感をアップしましょう

カロリーゼロの甘味料を使ってデコレーションを楽しみましょう

※栄養価数値は「日本食品標準成分表2015」および日本糖尿病学会編・著「糖尿病食事療法のための食品交換表(第7版)」より可食量で算出しています。

紙コップで「ミニ焼き型」をつくろう！

1.8cm高さでカット
（小は底面もカット） 

簡単トッピングで味に
変化をつければ、
飽きずに楽しめます

2

５．５cm7cm
大きいケーキ

2種類の紙コップを使います。

小さいケーキ

ラカント 検 索

果実「羅漢果」とエリスリトール、
２つの天然素材から生まれました。
人工甘味料は使用していません。

煮物など長時間の加熱もＯＫ！ 甘さはそのままです。

商品についてのお問い合わせは 9時～17時　
（土・日・祝 休）

徹底した品質管理を行っています
残留農薬の検査を外部機関にて行い、
国内工場で徹底した品質管理のもと
製造しています。

砂糖と同じ甘さでカロリー０の自然派甘味料

砂糖と同じ甘さで計量が簡単。
置き換えるだけで簡単にカロリーダウンできます！

★着色料 無添加

ゼロ

ラ　カン　カ

シーンに合わせて使い分け
便利なラインナップ 日本初

冷たい飲み物・
お料理におすすめ
プレーンな甘味の
シロップ

お料理や
お菓子づくりに
コクのある甘さの

顆粒タイプ

ラカントＳは糖尿病と闘う
ブルーサークル運動に協賛しています

いちごミルク味
ミルク珈琲味
深み抹茶味
ヨーグルト味
ブルーベリー味
パイナップル味
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