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Cricket Pasta
弊社バグソルートリー社のク
リケットパスタは、近年急成
長を続けている“食用昆虫市
場”に属する商品で、世界で
初めてコオロギの粉を 20％使
用したスーパーフードと呼ば
れる「進化したパスタ」です
タンパク質、カルシウム鉄分
、ビタミン B12、さらにオメガ
脂肪酸を豊富に含む新しい栄
養源とし、て近年、注目を集
めています。
クリケットパスタは、多くの
製造者による徹底した研究の
成果であり、独特の風味、テ
クスチャー、色彩が特徴です、
その風味や色彩は時に、ホー
ルウィートパスタやロースト
アーモンドと比較されること
もあります。また弊社が使用
しているコオロギの粉は管理
された施設で食用に飼育され
たコオロギを原料とし GMP や
HACCP の認定を受けた工場で製
品化されています。

• 原材料: 小麦粉 80%、コオ
ロギ粉 (acheta domestica)
20%
• 内容量: 350 g (12.3 oz)
• 外箱寸法: 16×9×14.5 cm
(高さ×幅×高さ)
• GMP 認定されたコオロギ
粉、HACCP 認定された。
• 賞味期限: １年半
• タイ保健省食品医薬品局
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バグソルートリー社は、食用昆虫食
品を専門に取り扱う食品会社として
2015 年にタイ・バンコクで設立され

試験結果:
- 細菌バクテリア試験結果
- 栄養素試験結果
- 栄養素評価試験結果

ました。活気のある新規事業で世界
のエコロジー化の流れに乗ってスタ
ートし、80％の小麦粉と 20％のコオ
ロギ粉のみを原料とした珍しい無添

上記書面は、下記リンクよりダウンロードで

加パスタで世界の“食用昆虫市場”

きます。: www.bugsolutely.com/dis-

を開拓中です。

tributor

Cricket Pasta
“トマトソースとオリーブオイルでソテーしパルメザンチーズ

を振りかけて頂いたところ、クリケットパスタがソースととて
も良く絡みとても美味しい 1 品でした。次の 1 品として、1 品
目のトマトソースにチリパウダー、数種類のスパイス、オリー
ブを加えたところ、これもまた完璧な 1 品に仕上がりました”
Christophe Mercier
Le Cordon Bleu シェフスクールマネージャー

栄養価について

持続的可能性について

分析値

クリケットパスタの栄養価は、下記理

食用昆虫は、健康的で味が良いことか

カロリー (kcal)

由により従来のパスタよりもはるかに

らスーパーフードとして欧米以外の国

脂質中に含まれるカロリー(kcal)

優れています。

々において世界消費量の 80%が消費さ

全脂質 (g)

・たんぱく質の含有量は 40%以上多く、

れています。コオロギが発育に必要と

栄養学的に見ても 9 つの必須アミノ酸

する食物及び水の量は、牛の発育に必
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21.82

塩分 (mg)

145.04

炭水化物 (g)

63.05

を良い状態で含み良質です。

要な食物と水の量の 1,000 分の 1 であ

・炭水化物の含有量は 10-15%低くなっ

り、また大変早く成長するため持続可

ています。

能性の大変高い栄養素であると言えま

・1 食当たり 5 倍の不飽和脂肪酸と必

す。専門家は、コオロギ 1 匹は 70%が

須脂肪酸（オメガ 6 が 1.2g、オメガ 3

たんぱく質からなるため、未来のタン

が 5.5g）を含みます。

パク源であると述べています。このよ

ビタミン A (IU)

0

・1 食当たり 2 倍（3ｇ）の食物繊維を

うな理由から、FAO（国際連合食糧農

ビタミン C (mg)

1.74

含みこの数値字は成人 1 日の必須摂取

業機関）及び他の機関は、食用昆虫の

カルシウム (mg)

46.89

量の 12%に値します。

消費増加をサポートしています。

鉄分 (mg)

2.58

ビタミン B12 (mcg)

1.13

・グリセリン値（Glycemic Index, GI)

食物繊維 (g)

5.35

糖質 (g)

8.27

タンパク質 (Nx6.25) (g)

灰分 (g)

と血糖負担(Glycemic Load, GL)は、炭
水化物、食物繊維及び脂肪の含有量の
結果からみて、低い食品であると言え
ます。
・約倍の乳製品由来でない鉄分及びカ

21.7

1.45

水分 (g)

8.32

オメガ 3 (mg)

10.01

オメガ 6 (mg)

2222.8

オメガ 9 (mg)

1051.18

ルシウムが、約 2 倍摂取できます。

“クリームと茸のソース

・クリケットパスタを食べることで従
来のパスタからは摂取できないビタミ
ン B12 を 1 食で、1 日当りの推奨摂取
量の 10%を摂取することができます。

Social media
Twitter : bugsolutely
Instagram : bugsolutely

上記は Interlink lab による試験結果

Facebook : bugsolutely

と、USDA の栄養価データを基にしてい
ます。詳しくは、下記リンクにてご確
認頂けます。

で頂いたところ、クリケ
ットパスタの素朴な味が
茸と調和し、美味しい 1
品ができました。パスタ
その物の持つ栄養価だけ
でなく、シンプルに美し
いパスタです。”

一般消費者のコメント
www.bugsolutely.com/feedbacks

Erez Spiegel, シェフ

www.bugsolutely.com/nutritional-evaluation
クリケット･パスタは タイ、アメリカ、その他の国における商標です (登録申請中) @Bugsolutely, 2016. 情報の内容は予告なく変更することがあります。

