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ソロテント泊で愉しむ、オトナ女子の “心もカラダも喜ぶ縦走ごはん”

健康的に、美とエレルギーをチャージ

見た目にもこだわり、心とカラダが満たされる山ごはん。
女一人旅、重いものはなるべく持ちたくないけれど、美味しさも諦めたくない。

軽い乾燥野菜などをフル活用して不足しがちな栄養素を補い
疲れ具合によって味覚が変わるので調味料は多めに持参。

ロングトレイル、挫けそうな時にも「美味しい山ごはんのために頑張れる！」
そんなメニューです。

Healthy  Beauty  Energy

【タイトル】

【コンセプト】
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 8:00 中房温泉スタート

 11:00 合戦小屋のスイカでエネルギーチャージ

  お昼は行動食やコンビニのおにぎりなど

12:30 燕山荘着＆幕営

 13:00 燕山荘でケーキセットをいただく

 14:00 燕岳までお散歩

 17:00 晩ごはん調理スタート

 20:00 就寝

【1日目】

ビューティーミート鴨ステーキ
　　　～オレンジソースがけ～
野菜たっぷりコンソメスープ
五一ワインハーフボトル（燕山荘で購入）

3/14

合戦小屋名物のスイカ

燕山荘のテント場にて

燕山荘でティータイム

山ごはん王決定戦 準決勝 【食糧計画】　行程
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名物のインディアンカレーは絶品

常念岳を見渡せる特等席ににテントを設営

西岳から自分のテントを眺める

  4:00 起床

  4:30 朝ごはん調理スタート

  6:30 燕山荘発

  9:05 大天荘着でお昼ごはん　『名物インディアンランチ』

  9:50 大天荘発

　　　　小腹が空いたら行動食のプロテインバーなど

13:14　ヒュッテ西岳着＆幕営

14:00　西岳登頂

16:00 晩ごはん調理スタート

20:00 就寝

【2日目】

サーモンと野菜のココナッツクリームパスタ
ビール 350ml

カオマンガイ＆自家製ピクルス

山ごはん王決定戦 準決勝 【食糧計画】　行程
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 4:50 起床

  5:00 朝ごはん調理スタート

 8:00  ヒュッテ西岳発

11:27 槍ヶ岳山荘着＆幕営

12:00 キッチン槍で焼き立てパンを購入しコーヒとお昼ごはん

12:30 槍ヶ岳へ登頂

14:00 槍ヶ岳を眺めながらテラスで一休み

16:00  晩ごはん調理スタート

20:00 就寝

【3日目】

テント場で朝日を見ながら朝ごはん

目標の槍ヶ岳へ出発！

念願の槍ヶ岳登頂！

もち入りけんちん汁

大豆ミートとお豆のスパイスカレー
ビール 350ml

ビール 350ml とナッツやドライフルーツ

山ごはん王決定戦 準決勝 【食糧計画】　行程
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 3:30 起床

 4:00 朝ごはん調理スタート

 5:00 槍ヶ岳山荘発

 9:58 横尾山荘でお昼ごはんのカレー

 10:30 横尾山荘発

 11:55 徳澤園でソフトクリーム

 14:00 上高地バスターミナル着

【4日目】

野菜たっぷり参鶏湯

山ごはん王決定戦 準決勝 【食糧計画】　行程

横尾山荘のカレー

徳澤園のソフトクリーム
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ウェット
ティッシュ

トイレットペーパー

まな板

箸
ナイフ
カトラリー

お皿
メスティン 

フライパン 

ガスバーナー

カップ

【その他】
メスティン 折り　5個（2個予備）
サランラップ (30cm×30cmにカットしたもの )   3 枚
薄めのゴミ袋　　5枚
ジッパーバック (中 )　2枚…匂いが出るものを小さく圧縮して入れるため

山ごはん王決定戦 準決勝 【食糧計画】　調理器具リスト
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調理器具リスト：総重量1040g



合鴨のスモーク 140g
オレンジピール 10g
バター 10g
マーマレード 10g
自家製ピクルス 少々
ラディッシュ 1 株

乾燥野菜だし 5g
コンソメ 3g
S&P 少々

【1日目夜】　～初日の疲れを残さないように栄養満点鴨肉で晩ごはん～

軽量化のため小分けしています

A Small Idea

Packing Image

※液漏れしそうなものはプラスティックのケースに入れます

ビューティーミート鴨ステーキ
　～オレンジソースがけ～

野菜たっぷり
コンソメスープ

重量250g

山ごはん王決定戦 準決勝 【食糧計画】　4日間の食料リスト
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※ピクルスは【1日目夜】の残りです。

※ピクルスの容器は食べ終わったら
　他の食べ残しのものを入れます。
　スクリュータイプなので、液だれ
　しにくく持ち運びにも便利です。

オイスターソース　小 2
ナンプラー　　　　小 2
砂糖　　　　　　　小 2
醤油　　　　　　　小 1
甜麺醤　　　　　　小 1
生姜（みじん切り）大 1

パプリカ（赤・黄）　各 1
きゅうり　　　　　 1 本
プチトマト　　　　 8 個
ワインビネガー　　50ml
おいしい酢            50ml
塩　　　　　　　　  少々

つけダレレシピ 自家製ピクルス

サラダチキン 110g
米 0.5 合
水 90ml
鶏がらスープの素 3g
つけダレ 10g
自家製ピクルス 適量

【2日目朝】　～しっかり歩く日は朝から米と鶏肉でエネルギーチャージ～

調味料もオリジナルで作ります

A Small Idea

Packing Imageカオマンガイ＆自家製ピクルス

重量290g

山ごはん王決定戦 準決勝 【食糧計画】　4日間の食料リスト



早ゆで 3分パスタ 80g
乾燥ほうれん草 3g
乾燥きのこ 6g
鮭フレーク 20g
ココナッツパウダー 10g
コンソメ 2g
S&P 少々
粉チーズ お好みで
ドライレモン お好みで 

【2日目夜】　～今まで歩んで来た道と目標の槍ヶ岳を眺めながらの晩ごはん～

軽量化のため小分けしています

A Small Idea

Packing Imageサーモンとほうれん草、
キノコのココナッツクリームパスタ

重量165g

山ごはん王決定戦 準決勝 【食糧計画】　4日間の食料リスト
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お味噌汁の素 一袋
乾燥根菜ミックス 20g
切り餅 2 個
水 150cc

【3日目朝】　～これから向かう東鎌尾根に向けてお餅でエネルギー補給～

軽量化のため小分けしています

A Small Idea

Packing Imageもち入りけんちん汁

重量135g

山ごはん王決定戦 準決勝 【食糧計画】　4日間の食料リスト
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お米 1 合
水 180cc
大豆ミート 50g
ミックスビーンズ 30g
スパイスミックス 7g
コンソメ 2g
オリーブオイル 大 1
トマトペースト 1 袋
ココナッツミルクペースト  1 袋
炒めたまねぎペースト 1 袋

【3日目夜】　～目標達成と疲労回復にタンパク質たっぷりスパイスカレー～

軽量化のため小分けしています

A Small Idea

Packing Image大豆ミートとお豆のスパイスカレー

重量364g

山ごはん王決定戦 準決勝 【食糧計画】　4日間の食料リスト
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クミン　　　　小 1
コリアンダー　小 1
ターメリック　小 1
塩                  小 1

オリジナル
カレースパイス



ごはん 昨夜の残り
水 100cc
チキンささみ 1 袋
乾燥ほうれん草 2g
乾燥きのこ 3g
乾燥野菜だし 3g
鶏がらスープの素 3g
わけぎ 適量

【4日目朝】　～胃腸に優しい野菜と鶏だしの朝ごはん～

軽量化のため小分けしています

A Small Idea

Packing Image野菜たっぷり参鶏湯

重量60g

山ごはん王決定戦 準決勝 【食糧計画】　4日間の食料リスト
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コンビニおにぎり 2 個
アーモンド 1 袋
ドライフルーツ 1 袋
柿の種  3 袋
どら焼き  1 個
大福  1 個
クッキー  1 袋
プロテインバー  4 個
ビタミン剤   4 日分

トレイルミックスボトル

【その他の行動食】

山ごはん王決定戦 準決勝 【食糧計画】　4日間の食料リスト

※行動食やつまみは足りなくなったら小屋で補給します。
※ナッツやドライフルーツ類はボトルに入れて持ち歩きます。
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