How to Make Taiyaki
たい焼き作り方
With your family and friends, you’ll be
making taiyaki in EJCA’s kitchen using
our large taiyaki makers! Premix your
batter at home and come with your own
tools. You’ll be able to make 12 taiyaki
during one workshop. All we ask is that
you please clean the equipment and the
kitchen after use.

EJCAではたい焼き器を2台買いまし

た。
Covid-19 のため、行事ができなくて使えま

せんが、家族単位でご自分のたい焼きを作って
楽しんでいただくプログラムを作りました。

家庭で材料を混ぜてきて、会館の台所で、焼い

て、
お持ち帰りいただきます。

1回で12個焼けます。
コロナへの対応の為、道

具や入れ物はすべてご自分の物をご用意下さ

い。
使用後の台所は片づけていただきます。
The EJCA Centre provides:

EJCAの道具:

Taiyaki maker, paper towel, foil,
and soap

たい焼き器、 ペーパー タオル、
フォイル、

Tools to bring with you:

各自用意する道具：

石鹸

1.

Container for premixed batter

3.

Spoon for mixing batter

3.

スプーン

Rack to cool off taiyaki

5.

粗熱をとるときの網

2.
4.
5.
6.
7.

1.

Cup with a spout

2.

Wooden chopsticks

4.

Container for taiyaki

割りばし

出来たたい焼きの入れ物

7.

Ingredients for one batch (6 taiyaki):

使ったよごれ物を持ち帰る入れ物。
家で
洗ってください。

材料： （6個分）

A
Sweet red bean paste
300 g
(Shaped into 7 sticks, 40 g each)
150 g
20 g
3g
3g
1g
1
2 tsp
100 g
130 g

そそぎ口の付いた入れ物

6.

Container for used tools to take home
(please wash them at home)

B
Flour
Sugar
Baking soda
Baking powder
Salt
Egg
Cooking oil
Milk
Water

ボール

A

餡

40g x 7本 (1本余分)
B

小麦粉

１５０ｇ

Baking soda

３ｇ

砂糖

Baking powder
塩
卵

YouTube
Helper Video
See page 3

約３００ｇ

サラダ油
牛乳
水

２０ｇ
３ｇ

１ｇ
1個

小匙 ２
100 ｇ
130ｇ
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1．Before you come to EJCA

Prepare two batches of A and B at home for 12 taiyaki.
This means 2 x 7 sticks of bean paste and 2 bowls of batter
(all items listed under B mixed).
One batch of B mixture is about 420 ml.

2．Come to the Centre at your booked time

Please follow COVID-19 rules. Meet Bruce—he will show you
the kitchen, equipment and plug-ins.
Look around and understand how the equipment works
before you plug in the power.

１．会館に来る前に、家で
A 2回分 （2 ｘ 7本)

B 6個分を2つ。 (計12個分)
Bは
B

混ぜてから、30分ねかせる必要がありますから。

6個分の材料を混ぜ合わせると約420ｃｃです。

２．予約時間に会館に来てCOVID-19の規則に従ってください。

Bruceさんが、台所へご案内し、
たい焼き器と電源をお教えします。

たい焼き器を見て、
どのように使うかをご理解ください。

持ってきた材料や道具を使いやすいように並べてください。

Take out the items you brought and get ready to cook.
Before you start cooking:

• Do not oil or spray the equipment. The batter has oil and
will not stick.
• Do not use metal tongs. They will damage the surface.
Use wooden chopsticks.

• This equipment gets extremely hot. Be very careful not
to burn yourself!
• The equipment sits a bit high on the countertop.
Use the nearby step stool if needed.

たい焼きを始める前に:

• 型に油を引いたりスプレーしないでください。
材料にサラダオ
イル が入っているので付きません。

• 金属製のトングなど型を傷つける恐れのあるものは使用しな
いで、木のお箸を使ってください。

• たい焼き器はとても熱くなります。
くれぐれも火傷にご注意く
ださい。

• たい焼き器は調理台の上に置いてあるので、高いです。
必要な

ら、踏み台をお使いください。
踏み台は台所に置いてあります。

3．Set the equipment’s temperature to
140℃ and start. It takes about 15 minutes
to warm up.

３．たい焼き器の温度を140℃にセットして、
温める。 (140度になるまで、約15分かかり
ます)

4．When it reached to 140℃, pour about
30 ml of batter on the head area of 6 fish.
Raise the head-side and let batter flow to
the tail area. Place bean paste on batter.

4．140℃になったら、鯛の片面6個にBを
3０ｃｃ位流しいれる。 頭の方に入れて、全体
を斜めにすると、
しっぽに入っていく。
すぐに、餡を1本ずつのせる。

Put batter into a cup and have the bean
paste ready.

皮のための液Bをそそぎ口の付いた入れ物に
入れる、 餡を用意。
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5．Pour batter into the other side of the
6 fish. Again, raise the head-side to fill the
tail area.

５．反対側の頭の辺りに30㏄位Bを入れて、又
斜めにしてしっぽの方へ流す。

6．Turn one side over to the other side.
Batter may flow out if you put too much!

6．片側をもう一方へ合わせる。
Bを入れすぎる
と、横からはみ出してきます！

初めから、3分位焼く。

Cook for about 3 minutes from the start
of step 4.

Cook about 2 minutes and you’re done!

さらに2分位焼く。

7．Cool off fish on a rack. Enjoy it while it
is warm!

7．ラックに載せて粗熱とを取ってから、熱い内
に試食してください。

出来上がらり！

Repeat cooking another batch of 6 taiyaki.

もう一度、繰り返して、残りの6個を作ってくだ
さい。

You may have some leftover batter. Use it
along with the 2 extra sticks of bean paste
to make extra taiyaki.

When you finish cooking:

1. Turn off and unplug the taiyaki equipment.

2. When cool, wipe it gently it with paper towel. Do not
scratch or wash. Again, please be careful—it takes time
to cool down.
3. Check if there are any spills under the grill. If so,
replace the foil.

4. Put all your belongings in your bag. Do not wash them
at the centre.
5. Bruce will check that everything looks okay.

Making Batter and
Cooking Taiyaki

多分 Bが残っています。
餡も2本ありますか
ら、残りでたい焼きを作ってください。

焼き終わったら:

1. たい焼き器の電源を切る。

2. 冷めたら、ペーパータオルで、
そっと拭いてきれいにする。

強くこすったり洗 ったりしないでください。冷めるのに時間が

かかります。火傷に気を付けてください。

3. グリルの下に粉がたれなかったか確かめる。
必要なら、
Foilを 入れ替えてください。

4. 道具類を洗わずにお持ち帰りください。

5. 最後にBruceにチェックしてもらってください。

youtu.be/sLFdXHQoHlk
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