Aloha Aina Chef Box
“Wahi ‘I’o”
Kunoa Beef Wellington
Step 1: Pre-heat your oven to 350°F.
Step 2: Remove the wellington from the packaging and place it on an oven safe sheet pan or
tray and let sit at room temperature for at least 15 minutes.
Step 3: Please follow the suggested heating times and temps:
Rare – 20 min. (internal temp=120°F)
Medium Rare – 30 min. (internal temp=135°F)
Medium – 35 min. (internal temp= 140°F)
Well – 40 min. (internal temp= 150°F)
Step 4: Remove the wellington from the oven and let rest for at least 10 min.
Step 5: Slice the wellington straight down using a sharp knife.
Opala Foods Mushrooms & Potato Fondant
Step 1: Pre-heat your oven to 350°F.
Step 2: Remove the Mushrooms and Potato from the packaging and place it on an oven safe
sheet pan or tray.
Step 3: Cook for 10-15 min depending on your preference.
Roast Beef Demi

Container is microwavable safe
Step 1: Remove cover from container.
Step 2: Place open container in microwave and heat up for 1 minute and 30 seconds.
*caution, container may be hot, please use heat protective wear when removing from
microwave.

All items may be kept in refrigerator until ready to consume*

For a video demonstration on how to heat and plate
your meal, go to www.deandeluca-hawaii.com

Enjoy! Chef Kevin Carvalho

Aloha Aina Chef Box
“Wahi ‘I’o”
Kunoa Beef Wellington
Step 1: オーブンを 350°F に設定し予熱を開始します。
Step 2: Beef Wellington を Box から取り出しオーブン用のシートもしくはトレイに置き、常温
に 15 分戻してください。
Step 3: オーブンが余熱で十分に暖まったら下記の目安に従って、お好みの焼き加減で加熱を
開始します。
レア 20 min. (internal temp=120°F)
ミディアムレア 30 min. (internal temp=135°F)
ミディアム 35 min. (internal temp= 140°F) ウェルダン 40 min. (internal temp= 150°F)
Step 4: オーブンから Beef Wellington を取り出し 10 分間室温で冷まします。
Step 5: 包丁でまっすぐにスライスします。
Opala Foods Mushrooms & Potato Fondant
Step 1: オーブンを 350°F に設定し予熱します。
Step 2: マッシュルームとポテトを Box から取り出し、オーブン用のシートもしくはトレイに置
きます。
Step 3: お好みに応じて 10〜15 分加熱します。
Roast Beef Demi

容器は電子レンジ使用可能です。
Step 1:容器からカバーを取り外します。
Step 2:容器を電子レンジに入れ、1 分 30 秒間加熱します。
*容器は高温になっている可能性があるため、電子レンジから取り出すときは耐熱シート等をご使用ください。

*Box のすべての食材は開封するまで冷蔵庫で
保管することができます。

For a video demonstration on how to heat and plate
your meal, go to www.deandeluca-hawaii.com

Enjoy! Chef Kevin Carvalho

