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〈本書について〉

◎ 大 さ じ 1 は 15ml、 小 さ じ 1
は 5ml です。

◎電子レンジの加熱時間は目安

です（本書では 600W を想定）。
◎オリーブオイルはエクストラ

バージンオイルを使っています。
◎火加減・油の温度に指定がな
い場合は、中火・中温です。

これだけ覚えておけばOK
クラフトビール用語 ┄┄┄ 109

◎完成写真に写っているつけあ
わせの野菜などは、レシピ内で
は原則省略しています。

