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アスリートフードマイスター監修☆ 
縦走でも豪華で栄養満点◎軽量化も忘れてないよ♪



計画のコンセプト
軽量化×簡単×見た目も豪華で満足できる栄養も考えた山ごはん！ 
私が縦走した際、インスタントだけで過ごしたら飽きてしまったのと、野菜不足で便秘になり栄養面
も偏りました。 

【ポイント】 
◆軽い 
◆レトルト・フリーズドライをアレンジ 
◆常温保存がきく食材を活用 
◆疲労回復＆便秘解消 
◆エネルギーが溜め込めるもの 
◆飽きのこないレシピ 
◆朝昼10分、夜30分設定の時短調理で行動時間確保！縦走でも山ごはんを楽しみたい方に◎



※レシピの重量は水分以外の重量です。行動食は摂取カロリーに入れていません。縦走
用の荷物を背負っている為、コースタイムは標準タイムです。水は都度購入します。

食料計画



1日目　

朝 昼 おやつ 夜
・初日の疲労はその日の内にサヨナラ！黒酢入りサ
ンラータンラーメン 
・青汁　

燕山荘のケーキSET
・疲労回復・便秘解消！トマトポークのパワーシチ
ュー＆十六穀米 
・ホットワイン（ワインは山荘にて購入）

調理時間10分 
重量：530g、カロリー：670kcal

調理時間：30分 
重量：488g、カロリー：1020kcal

①湯・・・200cc 
②卵・・・1個 
キッチンペーパーにくるみメスティンに入れて持参。ト
マトの横に並べる 
③カット野菜・・・1/2袋 
（もやし、ニンジン、きのこ、ニラ、きくらげが入った
もの） 
④トマト・・・1個 
ヘタは取り、キッチンペーパーにくるみメスティンに入
れて持参 
⑤焼きそば・・・1個 
焼きそばは一度蒸してあるので時短調理できます！焼
きそばの麺の方が太麺でモチモチして美味しく、ラーメ
ンの麺より安く販売されているので節約にオススメで
す！（1個18円！）中華麺（生麺タイプ）だと少ない
湯で煮ると麺がクタクタになるのですが、焼きそばの
麺はクタクタにならず、オススメです。（私がインスタ
ント麺はあまり好きではないので使用していません） 
⑥鶏がらスープ・・・1袋 
⑦黒酢・・・大さじ3　⑧醤油・・・お好みで 
⑨ゴマ油⑩ラー油・・・数滴 
⑦⑧⑨⑩は※小さな醤油の容器に入れて持参 
⑪千切りとがらし（飾り用）・・・数量 
（小分け袋に入れて） 

燕山荘のケーキは絶対食べます！ 
オススメです！ 
山でケーキが食べれるなんて！と感激しながら食べ
ています。

①豚肉（バラ肉）・・・100ｇ 
カットしたものを冷凍し、ジップロックに入れて持参 
②オリーブオイル・・・大さじ1 
③水・・・200g 
④トマトペースト・・・2袋 
⑤ビーフシチュールー・・・1/2ブロック 
小分け袋に入れて 
⑥サラダビーンズ・・・1袋 
（常温保存OK） 
⑦シチュー用カット野菜・・・1/2袋 
（時短対策の為10分煮込むだけでOKの真空パックを利
用） 
⑧十六穀米・・・75ｇ 
⑨水・・・90ｃｃ 
⑩シナモン・・・数滴　 
※スパイスは100均で販売しているプラスチックの透明ケ
ース3段タイプに入れて持参 
⑪赤ワイン（購入） 
ワインにシナモンを入れて温める 
寒いテン場で体の芯からポカポカ！安眠効果です。豚肉×
トマト×サラダビーンズの効果で疲労感を軽減し、初日の疲
れを取り除きます！ 
シチュー用の野菜は10分煮るだけで出来る料理なので時短
料理になります。ポークシチューだけの調理時間は15分で
す。 

合計摂取カロリー：1,690kcal（朝ごはん、ケーキ含まず） 行動時間5.5時間＝必要なカロリー：1,348kcal 



2日目

朝 昼 おやつ 夜
・むくみサヨナラ！マロンと干し芋のクリームリゾ
ット 
・洋風しるこ 
・ヤマザキの一粒ぶどう大福

・体の芯までぬくぬく！疲労した筋肉に栄養を！ト
ロトロおもちのトマトスープ 
・青汁

いちごゴロゴロマシュマロホットココア
・元気モリモリパワー飯◎干しエビとあさりの具沢
山パエリア 
・野菜たっぷりスープ

調理時間：10分 
重量：200g、カロリー：621kcal

調理時間：10分 
重量：383g、カロリー：500kcal

重量：8g、カロリー：100kcal 調理時間：30分 
重量：320g、カロリー：370kcal

①水・・・200ｃｃ 
②きのこクリームリゾット・・・1個 
（フリーズドライ） 
③甘栗むいちゃいました・・・2個（砕く） 
（行動食の甘栗を使用） 
④干し芋・・・1/4個（小さくカット） 
（行動食の干し芋を使用）残りの3/4は食べます。 
⑤おしるこ（おもち入り）・・・1袋 
⑥レーズン・・・数個（行動食のレーズンを使用） 
⑦シナモン・・・お好みで　⑧水・・・200ｃｃ 
⑨ぶどう大福・・・1個　 
シナモンの香りで目を覚まさせます。本来なら、前
夜に多めにお米を炊き、朝ごはんに使用しています
が、熊対策の為、朝調理します。今回はフリーズド
ライを使用し、時短調理。栗と芋をリゾットに混ぜ
て食べます。食物繊維豊富な甘栗と干し芋を使用す
ることで便秘解消を狙います！甘栗はカリウムが豊
富な為、むくみ防止に！カロリーが少し少ない為、
お餅入りのおしることぶどう大福でエネルギーを足
しました。ぶどうは爽やかジューシーで朝のフルー
ツ感覚で食べれます！ 

①水・・・300ｃｃ 
②トマトペースト・・・2袋 
リコピン作用を狙え♪ 
③サラダチキン・・・1袋 
（常温OKのもの） 
※高たんぱく質で疲れた筋肉に栄養を！ 
④大豆ミート（粒タイプ）・・・大さじ5 
（小さな小分け袋に入れて） 
⑤具沢山味噌汁の野菜・・・1個 
（フリーズドライ） 
⑥たまごほれんそうスープ・・・1個 
（フリーズドライ） 
コンソメスープ味なのでコンソメいらず 
⑦コーン、カットオリーブ・・・1/2袋 
（常温保存OK、昼のパエリアの残り） 
⑧もち・・・3個 
⑨オリーブオイル・・・数滴 
※小さな醤油の容器に入れて持参 
⑩お好みで塩、胡椒 
トマトのさっぽりさとトロトロあつあつのおもちの
相性が抜群！リコピンと高たんぱく質のサラダチキ
ン、大豆ミートで疲弊した体に栄養を！ 

①水・・・200ｃｃ 
②フリードドライのいちご・・・1個 
③ステックココア・・・1つ 
④マシュマロ・・・3個 
（ラップに包み持参）

①水・・・95ｃｃ 
②十六穀米・・・75ｇ 
③パエリアの元・・・1袋 
④干しエビ（乾燥)・・・10尾 
（小さな小分け袋に入れて持参） 
⑤あさりの貝・・・1袋 
（みそ汁についている真空パックされたもの。常温
保存OK！） 
⑥コーン、カットオリーブ・・・1/2袋 
昼の残りを使用 
⑦野菜スープ・・・1袋 
⑧水・・・200ｃｃ 
エビとあさりを入れているので、海鮮の風味が効い
ていて美味しいです。 
十六穀米もパプリカの元を入れて炊くと、全く違和
感なく食べれます。 
エビ、あさりのタウリン効果で明日に向けてのエネ
ルギー飯、そして、十六穀米で便秘解消！

合計摂取カロリー：1,591kcal 行動時間6.5時間＝必要なカロリー：1,592kcal



3日目

朝 昼 おやつ 夜

・便秘解消お腹すっきりサムゲタン風おかゆ 
・なんちゃって抹茶ラテ

コラーゲンアップで縦走でも美しさを！大豆ミート
入りフォー

スパイスコーヒー
・心に栄養を！なんちゃってコロッケとコンビーフ
カレー 
・チャイ

調理時間：10分 
重量：211g、カロリー：840kcal

調理時間：10分 
重量：131g、カロリー：350kcal

重量：7.5g、カロリー：33kcal 調理時間：30分 
重量：274g、カロリー：830kcal

①水・・・300ｃｃ 
②十六穀米・・・75ｇ 
③乾燥ほたての貝柱・・・2個 
④鶏がらスープ・・・小さじ1 
⑤ゴマ油・・・数滴 
⑥サラダチキン・・・1個（常温保存OK） 
高たんぱく質で疲労回復！ 
⑦甘栗むいちゃいました・・・3個 
（行動食の甘栗を使用） 
⑧千切りとがらし・・・数量 
（小分け袋に入れて） 
仕上げにごま油を数滴かける　 
⑨ラー油・・・途中から味変でかける 
⑩青汁・・・1袋 
⑪スキムミルク・・・1袋 
スキムミルクを混ぜると青汁が抹茶ラテのようで
す！ 
①～⑦を全て入れて火にかけるだけ。 
味変で1日目の昼に使用したラー油をかけてもオス
スメです！ゴマ油で便秘解消♪

①水・・・200ｃｃ 
②フォー（レトルト）・・・1袋 
③具沢山味噌汁の野菜のみ・・・1個 
（フリーズドライ） 
④乾燥エビ・・・数量 
※小さな小分け用のジップロックに入れて持参 
⑤大豆ミート（粒タイプ）・・・30ｇ 
⑥乾燥パクチー・・・数量 
※小さな小分け用のジップロックに入れて持参 
⑦ドライレモン・・・1個 
行動食のドライレモンを使用。飾るだけで見た目が
華やかになるし、クエン酸で疲労回復！ 
⑧レモン汁・・・数滴 
※小さな醤油の容器に入れて持参 
残ったレモン汁はレモン水として行動中に飲む 
大豆ミートは軽くて持ち運び便利＆栄養満点なので
テン泊の際はよく持参しています！

①水・・・200ｃｃ 
②ステックコーヒー・・・1個 
③シナモン・・・3かけ 
オリエンタルな香りでリフレッシュできます。

①コンビーフ・・・1袋 
（パウチされているもの） 
※炒めてから入れる 
②オリーブオイル・・・大さじ1 
③水・・・300ｃｃ 
④炒め玉ねぎ・・・1袋 
（パウチされたもの） 
⑤カレールー・・・1ブロック 
⑥お菓子のコロッケ・・・1袋 
（UHA味覚糖のスナック菓子） 
そろそろ揚げ物が食べたくなる頃なので 
UHA味覚糖のスナック菓子「コロッケのまんま」を
カレーに入れて食べます。山で食べると本当にコロ
ッケを食べているようです。お肉も食べたいので保
存の効くコーンビーフでお肉感を出しました。 
⑦十六穀米・・・75ｇ 
⑧水・・・90cc 
⑨ビール（購入） 
⑩ミルクティー（ステック）・・・1袋 
⑪シナモン・・・数かけ 
⑫水・・・200ｃｃ 
ミルクティーにシナモンを入れて、スパイシー！ほ
っと一息。明日の為に安眠効果！

合計摂取カロリー：2,053kcal(翌日は歩行時間が長い為、カロリーを多めに摂取) 行動時間5.5時間＝1,348kcal



4日目

朝 昼 おやつ 夜
・持久力ばっちり◎野菜たっぷり味噌煮込み力みな
ぎるうどん 
・ジンジャーアップルティー

徳澤園でお昼ごはん 
上高地トワサンクでケーキ

調理時間：10分 
重量：220g、カロリー：730kcal

①水・・・250ｃｃ 
②味噌煮込みうどん・・・1袋 
（インスタント） 
③おもち（角餅）・・・1個 
④具沢山味噌汁の野菜のみ・・・1個 
（フリーズドライ） 
⑤お味噌汁のなめこ・・・1袋 
（真空パックされているもの、常温保存OK） 
⑥天ぷら・・・1個 
（1個ずつ個包装されていて長期保存OKのもの） 
⑦アップルティー（ステックタイプ） 
⑧ジンジャーパウダー 
※最終日は歩行時間が長い為、うどん×おもちのW
炭水化物でエネルギーをため込み、パワーをつけま
す。みそ煮込みとジンジャーは体を温める効果があ
る為、ポカポカな体で撤収も楽々♪

お昼ごはんは徳澤園にて、 
おでん、ビール、山の手作りカレー 
上高地のトワサンクにてアップルパイ 
ソフトクリーム、河童焼きを食べます。 
縦走中はずっと山ごはんを満喫したので、ここで
は、外食を楽しみます！！ 
私は下山してから思いっきり外食を満喫する派で
す。 
徳沢から上高地は平たんな道な為、ペースを上げて
歩きけるので、徳澤園とトワサンクのお昼時間タイ
ムを作ります。

合計摂取カロリー：730kcal（朝ごはんのみ） 行動時間7.5時間＝1,837kcal



行動食/4日間分
・手作りのグラノーラバー（マシュマロ、シリアル、ホワイトチョコ、ドライフルーツ、プロテインパウダー入り） 
・ヤマザキの一粒ぶどう大福（ぶどうがジューシーで山で食べると感激します！） 
・ラムネ（2本） 
・スティック羊羹（2本） 
・ドライフルーツ＆ミックスナッツ＆小魚（ジップロックに入れて） 
・コロロ（2袋）（これは本当にフルーツを食べているような果実感です！！） 
・干し芋（1袋）（腹持ち良く食物繊維豊富！） 
・甘栗むいちゃいました（1袋） 
・ドライレモン（1袋） 
・塩タブレット梅味（1袋） 
・青汁（3袋） 
・アミノバイタル（4袋）・ 
ジェル2個



調理器具リスト
・SOTOのガスバーナー＆ガス 
・マッチ/ライター 
・風よけ 
・メスティン（スモール） 
・ダイソーメスティン 
・シェラカップ/はし/スプーン/フォーク 
・スケッパー（メスティンについたソースを取る役目） 
・ロールペーパー 
・アルミホイル（切って折りたたんで持参） 
・ジップロック（大） 

※メスティン（スモール）にダイソーのメスティンがシンデレラフィットする為、パッキングしやすいで
す。ダイソーメスティンでお米を炊くとちょうど良い1人前の量になります。



持っていく食材とパッキング


