
オカラスポテト

450円価　　格

ラスポテト専門店　ラスフリット
日本初のラスポテト専門店。　
オランダ生まれのサクサク、モチモチのラスポテトと
おからが融合したオカラスポテトは食物繊維が豊富に
入って、ヘルシーな新感覚のフライドポテトです

おからGP エントリー商品

料理・惣菜

アイデア・サービス

菓子・デザート

● エントリー商品の枠／カテゴリー

各エントリー商品はカテゴリー別に記載しています。

● マーク

テイクアウト可能

イートイン可能

から炒り

活ハウス
弁当・駄菓子・昼呑みの活ハウスです。
父の大好物だった母の得意料理を再現してみました
ちょっと甘辛の昔ながらのから炒りです。
ご飯のお供、お酒のつまみにどうぞご賞味ください
ませ。

250円価　　格

鯖の卯の花漬け

犬竹魚店
当店の暮れの定番商品「卯の花漬」を脂ののってきた
鯖で作ってみました。
フレッシュなしめ鯖とはまた違ったオカラと鯖のこ
なれた旨みを味わってみてください。

※水曜日より販売、売り切れ終い

1パック350～500円位価　　格

カボチャとおからのハーブ入りサラダ

+h café / アッシュカフェ
アッシュカフェではスパイスやハーブ、ナッツなどを
使ったカジュアルフレンチのワンプレートランチをお
出ししています。今回はおからをアッシュ流にアレン
ジしたサイドメニューをご用意しました。ランチの他
にも色々なスイーツやドリンク等もご用意しておりま
すので、是非召し上がって頂きたく思います。

それぞれ10食程度/1日限定数量

1,080円 (ランチプレート)
  924円 (キッシュプレート)

価　　格

おから入り海老ドリヤ

コーヒーハウス　あめみや
おから入り海老ドリヤ
ライスとおからハーフ&ハーフをケチャップソースで
炒め、ホワイトソースとチーズをかけたドリヤです。

880円価　　格

おからのヴィーガンスパイスカレー米粉パスタ

オーガニック野菜とグルテンフリーの自家製米粉パス
タと自然派ワインのお店です。お肉の代わりにおから
を使ったキーマカレー米粉パスタをご用意します。
カレーは季節の有機野菜と、10種類以上のスパイス
のブランドから手作りのヴィーガンスパイスカレーで
す。

先着50食限定数量

1,380円価　　格

焼き鳥屋のタレ煎りオカラ

串焼き羽根や
老舗大倉屋さんのおからと先代より35年継ぎ足した
羽根やのタレを合わせて煎ります。
ご飯のお供に、卵焼きに入れたり、皆様でアレンジし
て頂けましたら嬉しいです。
宜しくお願いいたします。

毎週 土曜日 限定販売限定数量

400円(税込）価　　格

黒糖黒蜜おからところてん

山内商店
昭和24年創業。蒟蒻・寒天の製造卸で、10種類の
あんみつを リーズナブルな価格で提供しております!
作りたての寒天に、大倉屋さんの生おからを盛り付け、
沖縄黒糖黒蜜をかけて召し上がるヘルシーメニュー
です！フルーツも盛り付けてありますので、スィーツ感
覚でところてんを楽しめます！この機会に是非、ご自宅
でデザートところてんを、ご堪能ください！！

寒天150円（寒天代のみ）
黒蜜、求肥、黒豆は店舗販売あり

価　　格

おからモミモミ粘土

ilona(いろーな)おやこの縁側
お豆腐屋さんから伺ったおからや豆腐づくりのお話を
しながら、ゆったりと縁側でおから粘土を楽しみませ
んか？粘土をモミモミすることで心も落ち着いてきま
す。様子を覗きにきてくださるのも大歓迎です。予約
不要。材料:おから、お水、米粉。
子育て交流サロンを拠点に、荒川区のイロトリドリな
人たちと「楽しみながら、相手を知り、共に支え合い暮
らす姿を子ども達に繋げたい」という思いで活動をし
ています。
荒川区子育て交流サロンilonaおやこの縁側にてイ
ベント開催(3歳以下の親子無料、その他一人100円) 
・10/13(木)ilonaおやこの縁側にて
 10:30～,13:00～(各10人)

オカラの小さい甘食

ティルーム フェルメール
オカラを使って、昔なつかしの甘食を焼きました。
アットホームな店内で、紅茶、コーヒーと共に、お楽し
み下さい。
喫茶フェルメールでは、店外で無人リサイクルショッ
プ、月、水、金の夜は居酒屋＜飲め～る＞も営業して
います。

1個、70円
お飲み物＋甘食セットで620円

価　　格

おからのキューブクッキー『彩』

焼菓子工房　アトリエエヌ
昨年好評だった「おからのキューブクッキー」に、いち
ご、くわ茶、チョコ味を加えて新たに試作を重ねた新
作焼き菓子です。

カラフルで、一口サイズのおとうふを模したかわいい
形も特徴です。

300円（税込）価　　格

おからの胡桃（くるみ）灸

ゆうじろう整骨院
今年15周年を迎えたゆうじろう整骨院は、けがの施
術以外にも「美容と健康」をテーマに様々な施術を
やっています。
今年はクルミ灸とオカラをコラボしました。眼の疲れ
に効果的です。クルミ灸とはクルミの殻の上に灸をし
て間接的に熱を与える療法です。オカラを加えること
により、従来より多くの湿性の熱を感じられとても
気持ち良いです。
事前にLINEか電話でご予約お願いします。
インスタ映え等にもご活用ください！

10分程度所要時間

【おからで作る京仕立ての甘口白味噌作りと
  西京漬け作り】ワークショップ

もりたや
昨年も、こんなに簡単にできるの？と好評だった、おから
で作る西京味噌。
美味しいおからと有機米の米糀で作る安心美味しい
甘口白味噌を作りませんか？
今年は、なんと、西京漬けも作っちゃいます!
作った味噌と西京漬けの持ち帰り。レシピ付き。
開催日時 : ①10/15（土）10：30～12：30
              ②10/30（日）10：30～12：30
ご希望の日程をお選びいただき、もりたやまでご予約
下さい。　03-3805-2805

ハンドタオル、エプロン、持ち帰り用の袋。容器は不要。持　ち　物

3,500円 ※8名までのご予約制価　　格500円価　　格

簡単おから味噌

昇龍risingdragon合同会社
材料は大倉屋さんの「おから」、乾燥麹、無調整の豆乳
に塩とたったの四種類。しっかりと口を閉じることので
きるビニール袋で寝かせていきます。
味噌づくりには柔らかく茹でた大豆をつぶす手間が
必要ですが、おからはその手間がかかりません。豆腐
作りのために抽出した豆乳を、味噌作りでは再度おか
らに投入(^^)する面白さ、ぜひ体験してみて！
昇龍risingdragon合同会社は、心と身体を健康にす
るお手伝いを喜びとして活動してまいります。

大倉屋豆腐店にてレシピ提供（無料）

餡掛けおから鷄つくね

アウトドアダイニング　クライム
町屋方面から尾竹橋を渡ったスグのところにある山
小屋風のダイニングバーです。
昨年はラム肉を使用しましたが今年は鳥肉でアレン
ジしてみました。
鳥挽肉、おから、長芋、大葉などを混ぜ込んだとっても
ヘルシーに召し上がりいただける一品です。

500円価　　格

おからのふりかけ3種

吉まぐれ屋
荒川区の老舗の素材を集めて荒川を丸ごと楽しめる
おでん屋です。
おでんやどんな料理にも合うおからのふりかけをご
用意しております。

500円価　　格

グルテンフリー＆オーガニックの ワインバル かくれん穂

おからチキンナゲット

Daisy ～平飼い卵と旬野菜～
平飼い養鶏場「ワタナベファーム」直営のたまご屋です。
しっとりと味の濃いおからに、親鶏のムネ肉をあわ
せた、ひと口サイズの【チキンナゲット】をご用意し
ました。
自社の親鶏と卵を使ったオリジナルレシピです！
そのままでも美味しく楽しめる味付けになっています
が、お好みのソースにディップするのもオススメです♪

340円価　　格

鯛出汁おからめし

すしとら
南千住一丁目のお寿司屋さん。四代目となるすしとら
です。
真鯛の出汁で炊いたおからと鯛めしをあわせてみま
した。
仕入れ状況により数に限りはございますが11:30
から13:30までのランチタイム限定で、選べる小鉢、
お新香、お椀、コーヒー付きでのご提供となります。
おから活用GP。今シーズンもよろしくお願い致します。

3～5食限定数量

800円価　　格

もち豚の香草おから粉焼き

レストラン ア クール ジョア
乾燥させたおからをパン粉代わりに用いて、香草を
混ぜたおから粉を作り、柔らかく焼き上げたもち豚
に載せて表面を焼きます。見た目も味も「おから？」と
いうくらい。「おから」に無限の可能性を感じさせてく
れて、誰でも作れる汎用性の高い料理です。昨年第
一回目グランプリのグランプリ商品です。
ランチコースのメイン料理の一皿でご提供します。
当店は荒川車庫前の裏手の住宅街にある一軒家レ
ストランです。

1650円価　　格

1No. おから入りホワイトガトーショコラ

レストラン ア クール ジョア

荒川車庫前裏手の住宅地にある一軒家のレストラン
です。リーズナブルな価格で本格的フレンチ料理を楽
しめます。おからグランプリは初回から参加しグラン
プリをいただきました。
今回のデザートはおからを入れたホワイトチョコのガ
トーショコラです。しっとりとしたおからの優しい口当
たりで、後味もしつこくなく食べられます。小麦粉も不
使用。アフタヌーンティーのお供にピッタリ！

1,650円価　　格

オカラスポテトのコーヒーフロート

ラスポテト専門店　ラスフリット
可愛いカラスの形をしたオカラスポテトが
アイスクリームに乗っているコーヒーフロートです。

単品 600 円 
オカラスポテトセット 900円

価　　格

おから入りうどんもり

日本そば　美加志屋
街の蕎麦屋として73年。すべて手作りの無添加本格
木鉢練り二八蕎麦のお店ですが、おからは、うどんと
の相性が良く「おから入りうどん」をエントリー致しま
した。
食べた時に、ほのかな豆腐の香りが心地良い逸品です。
もり以外でも、温かいうどん、カレー、鍋焼きなど、お
好みのメニューにもご対応致します。

土・日曜日 限定5食限定数量

550円価　　格

おから玉丼

甲州屋
おからを玉子丼に入れ食べやすくなっており
おからをたっぷり食べられます。

毎日５食限定限定数量

750円価　　格

おからキッシュ

呑処　なか
女将ひとり路地裏で商う居酒屋です、地酒と芋・麦焼
酎を常時数種類取り揃え、野菜中心のお料理もお出
ししております。
今回は、旬の具材とおからの入ったキッシュをご用意
致しました。
おからを使用したことで糖質カットとなり、とてもヘル
シーでしっとり感のある逸品に仕上がりました。是非
ご賞味下さい。

水曜～土曜日なくなり次第終了限定数量

500円価　　格

豆腐屋の賄い惣菜　うの花煮

大倉屋豆腐店
当店こだわりの、佐賀県産契約栽培大豆フクユタカの
おからを、牛肉の旨味と菜種油の風味をベースに
野菜と一緒に煮詰め、パラパラになるまで炒めた素朴
で懐かしさもある、豆腐屋が作った味わいあるのお
惣菜です。
その場で、お好きなだけ分、量り売り致します。

150円／100ｇ価　　格

おから手羽餃子

グイッと！
通常のひき肉などは使用せずに、おからをベースに味
を付け手羽先に詰めました。
それを油でカラッと揚げて、付け合わせのおからの
サラダで召し上がって頂きます。

1日5人前限定数量

580円価　　格

おからパン

食べたら笑顔になるをコンセプトに
国産小麦　酒粕酵母　きび砂糖　天然塩を使用した
パンや季節のフルーツを使用したマフィンを販売して
ます。
無店舗営業での為
販売日、販売場所はinstagramにてお知らせします。

おから、豆乳、豆腐、米粉、強力粉　全粒粉を使用した
カリカリふわふわのパン

250円価　　格

Smile Bake

アイデ
アがつま

った

たくさ
んのおか

ら商品
、

会いに
行くの

が

楽しみ
だね！

お店の場所は一覧表のページを見てね！

荒川区内の協力店舗であらかわ遊園の

「入園券」や「フリーパス」を提示すると、

割引や特典サービスなどが受けられる

サービスです。スタンプラリーと併用して、

お得にお店を回りましょう。

このステッカーが目印です。

チケ得サービスチケ得サービスチケ得サービスチケ得サービス
あらかわ遊園あらかわ遊園あらかわ遊園あらかわ遊園

おからタコスラップサンド

SeaOnion
メキシカンタコスのラップサンドをおからを使って
作ってみました。おからミート&おからトルティーヤの
おから尽くしです。香ばしいおからトルティーヤにお野
菜とスパイシーなおからミート、チーズを入れボリュー
ムたっぷりのラップサンドが出来上がりました！
ビーガンの方、ダイエット中の方にもピッタリです。
西海岸をイメージした小さなお店です。お昼は日替わ
りのテイクアウト営業をしています。

一日10本(予約のみ)限定数量

500円価　　格 ※テイクアウトのみ営業･
　なくなり次第終了
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