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「組合健保」のしくみとメリット
平成29年度 保健事業のご案内

健保連によるプロジェクト

せきゆけんぽホームページから
アクセスしてください！ ご家族の

皆様でご覧
ください
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特 集

　私たち会社員は、会社が加入している健康保険に適用されることとなります。ひとつは厚生労働大臣に許可を得て設

立した独自の健保組合である「組合健保」、もうひとつは全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」です。

　組合健保は協会けんぽと違い、法律の範囲内で運営の自由度が認められています。組合独自で健康保険料率、付

加給付、保健事業等を加入者に有利なように決めることができ、自主的に運営されています。

　組合健保のなかでも、ひとつの企業を母体としてつくられた健保組合を単一健保（企業内健保）、同業・同種の事業

所によって組織された健保組合を総合健保（業界型健保）といいます。私たちのせきゆけんぽは、石油業界の中小企

業が集まり、業界団体を母体として昭和37年に設立された「総合健保」に当たります。

企業（業界）ステータスの向上が
期待できます
福利厚生に力を入れており、従業員にとって

信頼できる企業または業界とのイメージづくり

が期待できます。

健保組合の運営が民主的に行えます

保険料率の設定や事業運営について、事業

主や従業員などの意見を民主的に反映するこ

とができます。

加入者の皆様の協力で
保険料を下げることができます！

加入者の健康の保持・増進に
きめ細かいサービスの提供ができます
業態特有の傷病に対応した保健事業などが

弾力的に実施できます。

自分たちの健保組合であるという
身近な存在に感じられることで、
保険料を大切に使う意識が生まれます
自分たちの保険料を大切に使おうという意識

が生まれ、さらに効率的な運営や医療費適正

化につながります。

組織的な協力を得られやすくなります

同一業界であるため、組織的に協力が得られ

やすくなります。また、情報伝達等もスムース

に行えます。
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私たちはココ！

…… せきゆけんぽ
（石油業界・団体の健保組合）

協会けんぽ

組合健保
単一健保（企業内健保）

総合健保（業界型健保）

「組合健保」のしくみとメリット
～協会けんぽとの比較より～

組合健保のメリット
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付加給付＆健康診断
組合健保
最大のメリット

せきゆけんぽの「付加給付」と「健康診断」
1カ月当たりに高額な医療費がかかった場合の自己負担額は、高額療養費制度により一定
の額に抑えられることになっております（法定給付）。せきゆけんぽでは独自の付加給付制
度により、医療費の自己負担額をさらに低額に抑えることが可能となっております。

1カ月に医療費が100万円かかったケース（一般被保険者）※千円単位四捨五入

せきゆけんぽと協会けんぽの生活習慣病健診

所得区分（標準報酬月額） 83万円～ 53万～79万円 28万～50万円

協会けんぽでの自己負担額
法定給付のみ 約25万円 約17万円 約9万円

せきゆけんぽでの自己負担額
法定給付＋付加給付 約15万円 約11万円 約7万円

また、高額療養費の受給手続きについても、支給もれがないように「通知申請方式」を採用しております。

高額療養費に該当した場合、せきゆけんぽから通知が個人宛に届くので、該当者は署名・捺印して提出すればよい。

高額療養費に該当したことを自身で把握し、所定の用紙に必要事項をすべて記入し、提出しなければならない。

▲

自己申請方式 ← 協会けんぽ

▲

通知申請方式 ← せきゆけんぽ

▲
受診対象年齢が違う

▲

健診内容と費用

▲

若年層対象の健診の有無

生活習慣病 本　人 配偶者 家　族

せきゆけんぽ 30歳以上 30歳以上 30歳以上

協会けんぽ 35歳以上 受診不可

せきゆけんぽの健診は協会けんぽの健診に比べて費用が安く、受診できる健診項目も多くなっています。

せきゆけんぽには年齢制限がない「一般健診＊」がありますが、協会けんぽには30歳からの健診しかありません。
＊ただし、被扶養配偶者以外の被扶養者は25歳以上からとなります。

生活習慣病健診 せきゆけんぽ（Bコース） 協会けんぽ（一般）

自己負担額 5,000円 7,116円

健診項目の比較（抜粋〈例〉）
　血液一般（MCV/MCH/MCHC）＊1

　肝機能（HBS抗原）＊2

○
○

×
×

＊1 MCV・MCH・MCHCは、貧血の種類を調べる検査の項目。
＊2 HBS抗原は、B型肝炎の感染を検査するための項目。

協会けんぽホームページ「検査項目対比表」より

前述のように組合健保は自主自営の運営により、
「より手厚い医療給付」と「より充実した健康診断」を加入者の皆様に提供することができます。

付 加 給 付

健 康 診 断

比較 1

比較 2

せきゆけんぽではこの他にも独自の保健事業を展開しております。詳しくは次のページをご覧ください。
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せきゆけんぽでは、健康診断を柱とした組合独自の保健事業の実施により、
皆様の健康をサポートしつつ、健康意識を持っていただくことで、
将来的には医療費の抑制にもつなげてまいります。
すこやかな毎日を過ごすため、これらの
事業を積極的にご活用ください。

東振協指定の医療機関等でインフルエンザ予防接種を

受けた方に対し、一人１回につき1,000円の費用補助を

実施しております。

●実施期間…10月～翌年3月
※出張予防接種や集合予防接種も行っています（詳細は①の東振協ホー

ムページ参照）。

インフルエンザ予防接種補助金

3

各契約保養所に宿泊される場合、事前に申請していただ

くことで被保険者・被扶養者とも1泊につき3,000円を
補助します（年度内加入者一人につき2泊まで）。

●主な契約保養所
 ●ラフォーレ倶楽部 ● セラヴィリゾート泉郷
 ● 四季倶楽部 ●ビスタリゾート　 　　●ＪＴＢ
 ● 健康保険組合共同利用保養所（東振協*）　　
＊一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会
  （ホームページ http://www.toshinkyo.or.jp/）

契約保養所利用補助金

1

主に胃や十二指腸の病気（特にがん）の原因となるピロリ菌

を早期に発見するための検査キット（定価6,600円）を、自
己負担1,000円にて提供いたします。申込期間や検体返送

期間はあらかじめ決められておりますのでご注意ください。

●申込期間…6月1日～末日まで

●実施期間…8月末日まで（予定）

詳細はパンフレットをご覧ください。

ピロリ菌検査キットの提供

4

事業所ごとに独自で企画・実施される健康づくり事業（イ

ベント）に対し、参加する加入者一人につき3,000円の補
助金を支給します（年度内加入者一人につき2回まで）。
※「契約保養所利用補助金」との併用申請も可能です。

健康づくり事業奨励補助金

2

医療機関で禁煙治療を受けていただいて、禁煙を達成さ

れた方に対し賞品（Quoカード20,000円分）を進呈する

イベントです。また、達成はできなかったけれどチャレン

ジした方に対しても、賞品（Quoカード４,000円分）をご

用意しております。

禁煙チャレンジイベント

5

前ページ以外にも、せきゆけんぽ独自でさまざまな保健事業を行っています！

特 集
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平成29年度予算について

各事業の申込方法等はせきゆけんぽホームページにてご確認ください。

30歳以上の被扶養配偶者（奥さま）が、例えばお住まい

の市区町村やパート先などによる健康診断を受診され

た場合、その結果（写）を添付して当組合に申請していた

だければ、情報提供料として粗品（Quoカード3,000円
分）を進呈いたします。
※その他人間ドック等の健診については、すでに送付してあります『平成

29年度　健康診断のご案内』をご参照ください。

奥さま健診補助金
（被扶養配偶者健診補助金）

6 加入者の皆様の健康づくりのお役に立てるよう、

毎年秋にウォーキング大会を企画・開催してお

ります。平成29年度は実施内容

が決まり次第、ホームページ等に

てお知らせいたします。
※9月下旬に東京スカイツリーウォーキング

を予定しています（スマイル夏号で参加者
を募集します）。

ウォーキング大会

8

一年間に一度も保険証を使わなかった世帯に、健康表

彰として賞品（カタログギフト・3,000円相当）を進呈い

たします。

健康家族表彰

9

第一子を出産された加入者の方に対

し、育児読本を無償で配布いたします。

『らくらく育児読本』

総監修：細谷亮太

（聖路加国際病院特別顧問）

育児読本の配布

10
下記2社と法人契約を結んでおり、会員特別料金で全国

の施設が利用できます。

●コナミスポーツクラブ

https://www.konami.com/sportsclub/corp/

●スポーツクラブ　ルネサンス

https://hcbiz.s-re.jp/btobtoc/

スポーツクラブ法人会員
（特別利用料金）

7

当組合における平成29年度予算は、2月に開催された第126回組合会の決議を経て、次のとおり編成されました。

収入

支出

109.6億円

109.6億円
保健事業費 4.5億円（4.1％）

医療費を抑制するための「先行投資」

その他
7.1億円

（6.5％）

（注）数値の端数は任意に切り上げ・切捨てしています。

検　索せきゆけんぽ

皆様からの保険料収入 101.1億円（92.2）％

国庫補助金や積立金の取り崩し等 8.5億円（7.8％）

皆様の医療費等
54.5億円（49.7％）

国へ納める納付金 ※7ページ参照

43.5億円（39.7％）
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健診補助金制度
せきゆけんぽの

「近くに契約健診機関がない」「かかりつけの病院でリラックスして受けたい」「せっかくだから宿泊型の人間ドックで
カラダの隅 ま々で検査したい」など、せきゆけんぽが契約する健診機関以外をご希望の方は、全額自己負担で受診を
した後にせきゆけんぽ に申請することで、補助が受けられる“健診補助金制度”をご利用ください。

せきゆけんぽ 以外の助成を受けた健診（自治体や商工会議所など）も、必須項目を満たしていれば健診補助金制度の対象になります。
しかも、自己負担額が3,000円以下の場合でも一律 3,000円分のＱuoカードを補助いたしますので、ぜひご利用ください。お得情報

平成29年度受診分より

❶補助金請求書
❷領収書（原本/ネット振込の場合は振込完了画面のコピー）
❸健診結果のコピー（全項目分）　
❹特定健康診査質問票（40歳以上の方は必要です）

健康管理課　TEL 03-3265-3289　担当：鷹
た か

羽
ば

▷ 保険診療で受けた検査
▷ 同年度中に次の健診を受診した方および受ける予定
 がある方（オプション検査費用も対象外です）
 ・ 東振協契約健診機関での健診
 ・ 春季・秋季婦人生活習慣病予防健診
 ・ 健保連の特定健診

次の場合は補助金の対象外になります

上記3種類の健診についてはせきゆけんぽホームページをご覧ください

ご注意

※①④はせきゆけんぽ ホームページからダウンロード可

健保連の特定健診 契約スタート

健診種別 生活習慣病 一般健診
対象年齢 ※健診当日に資格のある方、配偶者以外の被扶養者は25歳以上が対象 30歳以上 40歳以上 すべての方 40歳以上
補助金支給額 ※右を上限に自己負担相当額 （100円未満切り捨て） 15,000円 16,000円 6,000円 9,000円
問診（特定健診質問項目含む) ○ ○ ○ ○
身長・体重・視力検査・血圧検査 ○ ○ ○ ○
腹囲（自己測定も可能） ○ ○
尿検査（尿たんぱく・尿糖） ○ ○ ○ ○

血
液
検
査

赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン ○ ○
AST（GOT）・ALT（GPT）・γ-GT（γ-GTP） ○ ○ ○ ○
HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 ○ ○ ○
空腹時血糖（またはＨｂＡ1ｃ） ○ ○ ○

胸部エックス線検査 ○ ○
胃部エックス線検査（胃部内視鏡・血液ペプシノーゲン検査でも可) ○ ○

※年齢は平成30年3月31日時点の年齢です
※「○」の必須項目はすべて受診してください

申請の流れ

補助金額と必須検査項目

申請書類

問合せ先

健診を受ける

受診前に必ず必須健診項目をご確認く
ださい。検査項目に不足があると、補助
金をお支払いできない場合があります。

1 結果が届いたら、せきゆけんぽ
に申請書類を提出する

せきゆけんぽへの申請は事業所経由でお願い
します（被扶養者は個人申請も可）。任意継続
被保険者は個人申請でお願いします。
※申請期限は健診日の翌日から6カ月以内です。

2 補助金を受け取る

補助金の支給は事業所へ振り
込みになります。支店・営業所
への振り込みにも対応します。

3

全国約2,200カ所
◎対象：40歳以上の被保険者・被扶養者
◎料金：無料（全額せきゆけんぽ 負担 / 受診券が必要になりますので、健康管理課にご連絡ください）

◎検査項目：身長・体重・腹囲・血圧・尿検査・血液検査（AST・ALT・γ-GT・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・HbA1ｃ）

◎契約健診機関：約2,200カ所（せきゆけんぽ ホームページでご確認ください）
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3.2%

加入者調整率

全国平均 協会けんぽ
平均

共済組合平均 健保組合平均 国保平均

前期高齢者医療 と健保組合
会社を退職した人などが多く加入する国民健康保険（国保）では、前期高齢者（65～74歳）の増加に伴い膨らむ医療費が財政

を圧迫しています。国保の窮状を救うため医療費負担のバランスを調整しようと、健保組合は皆様の大切な保険料で「前期高齢

者納付金」を負担することを、国から義務付けられています。

負荷される金額は各健保組合の状況により異なります。負担金額の多い健保組合は、保険料率を上げざるを得なくなってしまいます。

前期高齢者（65～74歳）納付金のしくみ

1

2

前期高齢者の のイメージ

前期高齢者納付金の計算式（せきゆけんぽの場合）

医療費の抑制にご協力ください！ そうすれば、せきゆけんぽの負担する納付金が抑制できます！

＝ ×

＊1：当組合に加入している前期高齢者医療費（約8億6千万円）＋前期高齢者に係る後期高齢者支援金（約1億1千万円）
＊2：前期高齢者加入率の全国平均（約15.3％）÷当組合の前期高齢者加入率（約5.3％）

※平成29年度予算ベース

時間外・深夜・休日受診は控える
医療機関だけでなく、保険薬局においても割増料金がかかります。

はしご受診はしない
その都度初診料等がかかるほか、同じ検査や投薬で体の負担も増えます。

かかりつけ医を持つ
紹介状なしで大病院にかかると、5000円以上の自己負担を求められます。

業務上や通勤途上のけがは労災保険
労災扱いとなる傷病などには、健康保険は適用されません。

ジェネリック医薬品を使う
昨年4月以降に販売されたものは、新薬の半額以下の設定になっています。

1.

2.

3.

4.

5.

前期高齢者の加入率は、国保

が圧倒的に高くなっています。

これを調整するため、比較的加

入率の低い他の保険者（協会

けんぽや健保組合等）は、全国

平均と同等の加入率があったと

みなされて算出されています。

POINT

前期高齢者納付金  前期高齢者の医療費＊1

約20～23億円負担
この医療費が

増えると健保財政に
大きな影響が！

むだな医療費を使うと、
それが3倍になって
納付金に影響します

医療費を
抑えるために
できること

a

a
+
b
+
c

b c

▶

前
期
高
齢
者
加
入
率

（
全
国
平
均
）

15.3%

7.3%
1.2% 3.2%

37.4%

現役世代から
国保へ

│な
んと3倍に！！│

加入者調整率

＊2
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セルフメディケーション税制が
始まっています！

市販薬の賢い使い方

平成29年1月より

従来の医療費控除の特例として、一定の市販薬の購入金額が年間12,000円を超える場合、
申告により税金が払い戻される制度（セルフメディケーション税制）がスタートしました。
市販薬を活用している人は、今までよりも医療費控除が受けやすくなります。

かぜ薬や胃腸薬、関節痛の貼り付け薬などが対象

で、パッケージの識別マークが目印です。詳しくは

厚生労働省のホームページで確認できます。

┆このマークが目印！┆

1年間（1～12月）に、次の3つの条件を満たした方

が対象です。

所得税や住民税を納めている

対象となるお薬を12,000円以上
購入している（家族分の合算可）

健康の維持増進および疾病予防の対策として、
一定の取り組みを行っている

【一定の取り組みの例】
●特定健康診査　●予防接種
●健康診断　　　●がん検診　　など

1

2

3

対象となるお薬の年間購入額が12,000円を超え

るとき、その超えた部分の金額（上限金額88,000

円）が対象となります。

課税所得額400万円の人が、
対象となるお薬を50,000円購入した場合

所得税

個人
住民税

対象医薬品の
購入金額

下限額

控 除 額

減 税 額

対象となるお薬
（スイッチOTC医薬品） 控除される金額

控除を受けられる対象者

減税額の計算例

控除額 所得税率

控除額 個人住民
税率

合計11,400円の減税効果！

★ お薬のレシートなどはこまめに保管しておきましょう。

★ 従来の医療費控除と併用しての申告はできません。

★ 平成29年1月1日～平成33年12月31日までの

 5年間に購入したお薬が対象です。

38,000円×20%＝7,600円

38,000円×10%＝3,800円

50,000円－12,000円＝38,000円
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強調表示でも、飲料や菓子でよく見かけるのが
「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」「ノンシュガー」などです。
それらの違いと意味を知っておきましょう。
監修／若村育子（消費生活アドバイザー）

「糖質」と「糖類」はどちらも炭水化物ですが、糖質は食物
繊維を除くすべての炭水化物を指し、糖類はその中の一
種。すなわち、単糖類と二糖類です（図1）。従って、「糖質
ゼロ」はエネルギーとなる炭水化物がゼロ。一方「糖類ゼ
ロ」は糖類（ブドウ糖、砂糖など）だけがゼロの意味です。
　ただし、どちらも含有量が完全にゼロというわけではあり
ません。食品表示基準では、「糖質・糖類が食品100ｇ当た
り（飲料100㎖当たり）0・5ｇ未満であれば『ゼロ』と表示で
きる」とのきまり。ですから「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」でも、ほ
んの少々は入っていることもあるのです。

「糖質」と「糖類」は似ているが違う。
糖類は、糖質の一部

「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」のほか、菓子類などに多いのが「ノ
ンシュガー」（「シュガーレス」）表示です。これは単に砂糖が
入っていないという意味ではなく、糖類が入っていない、つ
まり「糖類ゼロ」と同じ意味です。
　しかし、「糖類ゼロ」も「ノンシュガー」もかなり甘い。これ
は、糖類（シュガー）の代わりに糖アルコール や人工甘味
料で甘みを出しているからです。食品で「ノンシュガー」表
示が多いのは、糖類を使わなければそう表示でき、カロリー
ゼロのイメージにつながるからでしょう。
　実際の商品を見ると、「ノンシュガー」製品もカロリーは
結構あります。「のど飴」の場合、ノンシュガーでないものも
より二割くらい低いだけ。これは、糖類はゼロでも、マーガ
リンやクリームなどの高カロリー材料を使っていることや、
糖アルコールのカロリーも、糖類より低めとはいえ、1／2か
ら2／3程度はあるからです。
「ゼロ」や「ノン」とあっても、それに惑わされず、原材料表
示や栄養成分表示はしっかり確認することです。

 「ノンシュガー」は糖類ゼロと同じ

糖類の表示はここもチェック

「低糖」「微糖」「糖分控えめ」などは、糖類
が食品100ｇ当たり5ｇ以下（飲料100㎖
当たり2.5ｇ以下）の場合に表示できる。
製品として、必ずしも低カロリーとは言え
ないので注意を。

1

2 「砂糖不使用」は「ノンシュガー」とは違い、
砂糖を使っていないだけのこと。砂糖以
外の糖類（ブドウ糖、果糖など）や糖アル
コールを使っていることが多く、低カロリ
ーでもない。また、体にいいわけでもない。

構成・文／平山裕美

 「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」
 「ノンシュガー」は同じ？ 違う？

図1 炭水化物、糖質、糖類の関係

図2
「ノンシュガー」でも、
意外にカロリーが…

〈表示例〉

糖アルコール
（還元水飴）の
他、カロリーが
高い材料も
使われている。

糖類はゼロ。
でも、カロリー
はある。

ノンシュガー△△飴
名称：キャンデー
原材料名：還元水飴、マーガリ
ン、クリーム、紅茶エキス、香料、

甘味料（アセスルファムＫ）

栄養成分表示（1粒当たり）
エネルギー　11kcal
たんぱく質　0ｇ
脂質　0.4ｇ
炭水化物　4.0ｇ
ナトリウム　3㎎
糖類　0ｇ

炭
水
化
物

エネルギー
になる

エネルギー
にならない

糖質

食物繊維

ブドウ糖、
果糖など単糖類

ショ糖（砂糖）、
乳糖など二糖類

デンプン、
デキストリンなど多糖類

糖アルコール※
キシリトール、
マルチトール、
還元水飴など

糖類
（＝シュガー）※

※糖類を還元したもの

※ 食品表示基準 
では、シュガーは
糖類を指す

2～3㎉／ｇ

4㎉／ｇ

4㎉／ｇ

これってどうなの?
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公 告

事業所数　856

男 15,717人

女   4,182人

被保険者数 19,899人

男 381,505円

女 257,080円

平均標準報酬月額 355,355円事業状況 ※平成29年3月末現在

┃ご活用ください！┃

せきゆけんぽ
ホームページ

便利なWEBコンテンツで、
健康情報やかかった医療費が確認できます
　せきゆけんぽのホームページでは、健康保険について解説したページのほかに
も、皆様の健康づくりに役立つさまざまな健康情報や、かかった医療費をご確認い
ただけるWEBコンテンツがあります。ぜひアクセスしてみてください。

生活習慣病、メンタルヘルス、ヘルシーレシピ等、生活に
役立つさまざまな医療・健康情報を掲載しています。
○週1回、月2回、旬の健康情報が更新されます！
○人気記事をランキング形式でご紹介しています！

お役立ち健康情報の玉手箱

「みんなの健康ライブラリー」

パスワード：06134365

医療機関にかかったときの医療費や、処方されるお薬を
ジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額などがすぐに
わかります。パスワードはせきゆけんぽよりお送りしている
案内状をご覧ください。

「パスワードを忘れてしまった……」「見方がわからない」な
どのお困りごとは、「医療費のお知らせ」ヘルプデスクへお
問い合わせください

かかった医療費がひと目でわかる

「医療費通知＆ジェネリック差額通知」

ヘルプデスク：03-5213-4540

http://www.toseki-kenpo.or.jp/

スマホにも対応！
外出先でもご確認
いただけます

検　索せきゆけんぽ
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つくりおき常備菜

保存容器に入れて、
冷蔵庫で3～4日が目安です。

冷凍する場合は、ポリ袋などに入れて
空気が入らないよう密閉すれば

約3週間保存可能。

保存

えびのプリプリ食感と野菜の歯ごたえを堪能 シンプルながらも満足感はたっぷり

焼き野菜サラダえびソースがけ えびオイルの春色パスタ
（1人分154kcal） （1人分566kcal）

❶ かぶは皮をむき、4つに切る。パプリカ
は幅約2ｃｍに縦に切る。

❷ フライパンに油はひかずにキャベツと①
を並べて入れ、ふたをして中火から弱火
で焼く。途中で裏返して火を通す。

❸	えびは粗みじん切りにし、Ａの材料と混
ぜ合わせソースをつくる。器に②を盛り、
ソースをかける。

キャベツ（くし形切り） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小2切れ
パプリカ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/4個
かぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
えびのハーブオイル漬け ・・・・・・・・・・・・・・・・1/4量
えびのハーブオイル漬けの汁 ・・・大さじ1
レモン汁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2
パセリ（みじん切り） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
パルメザンチーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2
塩、こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各少々

A

❶	えびは食べやすい大きさに切る。スナッ
プえんどうは筋を取り、縦半分に割る。

❷	スパゲティは塩（分量外：湯に対し約
1％）を入れた湯で表示通りにゆで、ゆ
で上がりの2分くらい前にスナップえん
どうを加えて一緒にゆで上げる。ゆで汁
はとっておく。

❸	フライパンにオイル漬けの漬け汁、にんに
く、赤唐辛子を入れ、中火にかける。香り
が出たら、②のゆで汁1/4カップ、えびを
入れて合わせ、塩、こしょう、しょうゆで
味を調える。

つくり方つくり方 材料（2人分）材料（2人分）
えびのハーブオイル漬け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・半量
えびのハーブオイル漬けの汁 ・・・・・・・大さじ1
スナップえんどう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80ｇ
スパゲティ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160ｇ
にんにく（粗みじん切り） ・・・・・・・・・・・・・・・1かけ分
赤唐辛子（輪切り） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本分
塩、こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各少々
しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2

えびの
ハーブオイル漬け

えび ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350ｇ（殻をむいて300ｇ）
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/4
粗びき黒こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
サラダ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
オリーブ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ3
タイム、ローリエ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各少々
レモン（輪切り） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚

❶	えびは背わたを取って殻をむき、塩、こしょう、
砂糖を混ぜ合わせる。殻はとっておく。

❷	フライパンにサラダ油を熱し、中火でえびの殻
を炒め、香りが出たら殻を取り出し、えびを入
れる。弱火で時々混ぜながら火を通す。

❸	保存容器に半月切りにしたレモン、タイム、
ローリエ、②のえび（炒めた油ごと）、オリーブ
油を入れて混ぜ合わせる。

つくり方

材料

漬け汁ごと、香ばしく焼いた
野菜にかけて！

風味たっぷりのオイルごと
パスタにからめて！

アレンジ
レシピ

アレンジ
レシピ

下味をつけたえびを炒めてハーブとともにオイル漬けに。
おつまみや前菜、ひと手間加えてメインの一皿にと、
つくりおきしておくと重宝する一品です。

料理／岩﨑啓子　写真／三浦英絵　構成／大嶋律子（ジラフ）
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続けることで効果を実感！

ボールを使った運動は、筋力や柔軟性を向上させ、
疲れにくく引き締まった体づくりに適しています。
この春からぜひ、始めてみませんか？
監修／スポーツクラブルネサンス

【おなか】

【脚】 【胸】

ボールをつぶす位置が
動かないように
意識します。

●週1～2回、1種目につき
10～15回を目安に行う。

●トレーニング部位を意識し
て、呼吸は止めない。

●無理のない範囲で行い、慣
れてきたら回数を増やす。

【ポイント】

ボールで
筋トレ編

いすの前3分の1に座
ります。お尻の後ろに
ボールを置き、上体を
後ろに倒します。

〉〉 〉〉

脚を腰幅に開き、ボールを
ひざの間にはさみます。

ボールを胸の高さで持
ちます。

ボールを両ひざでつぶし、
内ももに力を入れます。

ボールを両 手でつぶ
し、胸に力を入れます。

!

ゆっくりと足を下ろ
します。

ボールをつぶしな
がら右 足を胸 に
近づけ、おなかに
力を入れます。

持ち上げる足を左
足に替え、②、③
を繰り返します。

ボールを
つぶす

脚の間は
こぶし
1個分

肩の力は
抜いて

正しく楽しい
エクササイズ


