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Calamari Ceviche with Pink Grapefruits Melon and Ginger 

STEPS:

1. Slice Calamari to 5mm and dice melon to 5mm.

2. In a bowl combine marinade and mix well, add in calamari sliced in step 1 and and let marinate at 
least 1 hour in refrigerator.

3. Plate and garnish with herbs and salt.

作り方：

1. イカは5mmにスライスし、メロンは5mm角にカットする。

2. ボウルにマリネ液の材料を全て加えてよく混ぜる。1のイカを加え、1時間以上冷蔵庫でマリネ
する。

3. 器に盛り付け、お好みでハーブとマルドンの塩をトッピングする。

NAPA VALLEY RICH SAUVIGNON BLANC

イカのセビーチェ ピンググレープフルーツと生姜の香りで

INGREDIENTS: for 4 （材料 : 4人分)
Sashimi quality squid イカ刺身用 150g

【Marinade: マリネ液】
Pink Grapefruits ピンクグレープフルーツ果汁 100ml
Green Melon メロン 60g
Lime juice and zest ライム果汁と果皮 1/2個
Olive oil オリーブオイル 20g
Ginger grated 生姜（すりおろし） 5g
Fish Sauce ナンプラー 5g
Sweet Chili スイートチリ 15g
Salt 塩 3g

Chervil or Cilantro as you like チャービル お好みで
Maldon salt マルドンの塩 適量

Bridge Ingredients: Grapefruits, Melon, Lime, Ginger

Pairing Points
料理のボディ＝ワインボディ

シトラス：ワインの果実を引き立て明るく
メロン：ジューシー感を伸ばす



©Ema Koeda napawine.jp

Tofu Pure with Fruits and Prosciutto

STEPS:

1. Drain Excess water from Tofu by putting some weight on top of tofu for at least 30 minutes.

2. Add in all of tofu pure ingredients and pure.

3. In a bowl dice persimmon and combine with lemon juice and zest an salt and let rest 5 minutes 
and combine with tofu pure.

4. Plate tofu pure and garnish with prosciutto.

作り方：

1. 豆腐に重石をして、30分程水切りする。

2. 豆腐ピューレの材料を全てブレンダーに入れて、ピューレする。

3. 柿を2cm角にカットしてボウルに入れ、レモン汁と皮を合わせて5分休ませる。豆腐のピュー
レも加えて混ぜ合わせる。

4. 器に盛り付けて、小さくちぎった生ハム、アーモンド、グリーンオリーブをトッピングする。

NAPA FULL BODY CHARDONNAY 

フルーツと生ハムの白和え

INGREDIENTS: for 4 （材料 : 4人分)

【Tofu pure: 豆腐ピューレ】
Tofu firm 木綿豆腐 400g
Sesame oil ごま油 5g
Peanut butter ピーナッツバター 30g
Salt 塩 小さじ1/4ｰ1/2
Ginger grated  生姜（すりおろし） 5g 

Almonds アーモンド 20g
Persimmon 柿 100g
Lemon レモン 1/2個
Salt 塩 小さじ1/4

Prosciutto 生ハム 15g
Green olives グリーンオリーブ 30g

Bridge Ingredients: Peanut butter, Almond, Persimmon

Pairing Points
料理ボディ＝ワインボディ
アーモンド：ワインの樽↑

柿：完熟フルーツアロマ ↑
レモン：シトラスアロマ ↑
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Oolong Tea Maple Spareribs

STEPS:

1. In a pressure cooker add 2% of salted water and shochu in ratio of 3 : 1 till pork is covered. 
Add in tea (put in bag), garlic, bay leaf and cinnamon. And cook in pressure of 25 minutes.

2. In a sauce pot combine all ingredients and make in syrup consistency.

3. When pork is cool, glaze with sauce made in step 2 and grill in 230 Celsius for 10 minutes.

作り方:

1. 圧力鍋に豚スペアリブを入れて焼酎：水 = 1：3 と食塩水2%でひたひたにつける。にんに
く、ローリエ、茶葉（ティーバッグに入れて）、シナモンを加えて、圧力で湯気が出てか
ら 25分煮込む。

2. 材料Aをソースパンに入れて、シロップの濃度になるまで煮詰める。

3. 豚肉の粗熱が取れたら 2 のソースを塗り、230℃のオーブンで10分焼く。

NAPA VALLEY MERLOT

烏龍茶とメープル風味のスペアリブ

INGREDIENTS: for 4 （材料 : 4人分)
Pork spareribs 豚スペアリブ 1kg
Bay leaf ローリエ 2枚
Garlic にんにく 1片（5g）
Cinnamon シナモン 1本
Shochu 焼酎 適量
Oolong tea  ウーロン茶（茶葉）小さじ2 

【Ingredient A: 材料A】
Maple syrup メープルシロップ 30g
Red wine 赤ワイン 30ml
Brown sugar 三温糖 15g
Dark shoyu 濃口醤油 15g
Grated garlic にんにく（すりおろし） 2g

Bridge Ingredients: Oolong tea, Shoyu, Cinnamon, Maple Syrup

Pairing Points
料理のボディ＝ワインボディ
ウーロン茶：土壌のアロマ↑

メープルシロップ：樽の香り↑
醤油：ワインの深み↑
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Roast Beef with Spicy Beets Pure

STEPS:

1. To make the Roast beef, Marinate beef with shoyu, garlic, thyme and olive oil and marinate in vacuum 
storage bag or freezing storage bag and remove as much air as possible. Make a water bath at 137 
Fahrenheit and cook beef for 3 to 5 hours. 30 minutes before serving, remove from bag and pat dry 
beef and place in sauté pan to cook all sides till golden. Slice and plate.

2. For beet pure cook diced beets to 2 cm with red wine, water salt and spices for 30 minutes. Remove all 
spice and pure beets with sesame oil and chickpeas. Season to taste.

3. Plate roast beef and serve with beet pure, fried sage and mustard.

作り方：

1. ローストビーフを作る：肉を掃除し、醤油、にんにく、タイム、オリーブオイルでマリネして、真
空保存袋または冷凍保存袋などに入れて空気を抜く。58℃に設定した湯せんに入れて、3時間から5
時間低温調理をする。提供する30分前に袋から出して肉の余分な水分を取り除き、フライパンにオ
イルを入れて全面にこんがり焼き色をつける。

2. ビーツピューレを作る：ビーツを2cm角に切り、ごま油、ひよこ豆以外の材料を全て鍋に入れて30
分煮込む。スパイスを取り除き、ごま油とひよこ豆を加えてピューレ状にし、塩で味を調える。

3. ローストビーフをスライスして、ビーツピューレ、素揚げしたセージ、マスタードを添える。

ローストビーフ、スパイスビーツピューレ

INGREDIENTS: for 6 （材料 : 6人分)
Rib eye roast リブアイ 600g
Dark Shoyu 濃口醤油 20ml
Garlic にんにく 12g
Olive oil オリーブオイル 20ml
Dry thyme ドライタイム 小さじ1/2

【Pure: ピューレ】
Red Beets 赤ビーツ 200g Red Wine 赤ワイン 50ml
Water 水 200ml Brown Sugar 三温糖 大さじ2
Salt 塩 小さじ1 Garlic にんにく 10g
5 Spice Powder 五香粉 小さじ1/3 Star Anise 八角 1個
Red chili  唐辛子 小さじ1/2 Sesame Oil ごま油 15ml
Olive oil オリーブオイル 15ml Chickpeas ひよこ豆 100g

Fired Sage 素揚げセージ 適量 Brown mustard 粒マスタード 適量

NAPA VALLEY CABERNET SAUVIGNON

Pairing Points
料理のボディ＝ワインボディ

セージ・タイム：ハーブのアロマ↑
五香粉：樽の香り↑

粒マスタード：ワインを明るく

Bridge Ingredients: Dark Shoyu, 5 Spice Powder, Sage, Brown Mustard


