
塩麹、醤油麹、甘酒を知る



この講座の目的

・腸活発酵調味料の効能や作り方を知る
・手軽に腸活を続けられるノウハウを知る
・腸活発酵調味料の使い方を知る



腸活発酵調味料

◆甘酒
◆塩麹
◆醤油麹
◆味噌
◆醤油
◆味噌
◆みりん

◆酒
◆酢
◆豆板醤
◆魚醤
◆コチュジャン
◆ひしお

など



発酵食品って何？
発酵食品とは、食材（穀物や果物など）を
微生物の力を借りて発酵させることによって
得られた食品のこと。

有
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有機酸
炭酸ガス
アルコール



発酵食品はどうやって作られる？

①麹菌が酵素でタンパク質、でんぷんを分解する。
→その時に、旨味・甘み・香りが生まれる

②分解された物質に、酵母菌・乳酸菌などの菌
が 寄ってくる。

③それらの菌が糖を食べる事によって、
アルコールや炭酸ガスなどを生成する。



発酵食品はどうやって作られる？
熟成中に起きる味噌の変化
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発酵と腐敗の違いとは？

人によって
有効な微生物が
働いている

人によって
有害な微生物が
働いている

発酵

腐敗
食中毒、下痢、嘔吐



麹って何？
麹とは、米か大麦、または大豆に麹菌という微生物（カビの仲間）を繁殖させたもの。

米で作ったもの→米麹
大麦で作ったもの→麦麹
大豆で作ったもの→豆麹

これらを使って作られる「味噌」「醤油」「酢」「酒」「甘酒」「漬物」
などの日本の発酵食品は保存料や添加物なしでも貯蔵性が高く、貯蔵する
と熟成が進み美味しさが増すことが特徴。



麹の栄養
・アミノ酸、ビタミン、ミネラルが豊富に含まれている。

・デンプン消化酵素のアミラーゼ、タンパク質分解酵素のプロテアーゼ、
脂肪分解酵素のリパーゼお豊富に含んでいる。
→炭水化物、タンパク質、脂質の分解サポートをしてくれる！

・腸内環境を善玉菌寄りにしてくれる。
→肌荒れ改善、アレルギー改善



米麹の栄養

・脳のエネルギー源となるブドウ糖を２０％以上含んでいる
→甘酒が飲む点滴と呼ばれる理由

・ビタミンB1,B2,B6、パントテン酸、ビオチンを含む
→体内で作られないが生きていく上で必要な栄養

・麹酸→麹菌が米のデンプンを糖に変える過程で生み出される抗酸化物質の１つ。
老化の原因の１つである活性酸素の発生を抑えて細胞を活性化
→疲労回復、夏バテ予防、免疫力UP、高血圧・肥満防止



発酵調味料を使うだけで料理が美味しくなる理由

①これだけで味が決まるので、余分な調味料が必要なくなる
→料理の失敗リスクが減って、料理が楽しくなるし人にも喜ばれる

②炭水化物、タンパク質、脂質を分解してくれる
→素材の味を引き立たせ、うまみが増す

③しっとりする、味が染みやすくなる、ふんわりする
→ 米を炊くときに塩麹→しっとり

魚に塩麹を漬ける→旨味が増して味も染みる
魚を蒸すときに塩麹を加える→ふんわり蒸し上がる



笹村の菌活方法

・お味噌汁
・納豆＋醤油麹＋亜麻仁油＋大根おろし（上の方）
・豆乳ヨーグルト
・ヘンププロテイン＋豆乳＋甘酒
・ドレッシングに塩麹＋亜麻仁油
・ご飯炊くときに塩麹＋Mg

・魚焼くときの下味に 味噌or塩麹
・洋風スープの味付けに塩麹
・煮物に甘酒 など

色んな種類の菌を
摂ることを
心がけている



Let’s Cooking!



塩麹の作り方
◆材料
・米麹…100g
・塩…35g
・水…100-110g

◆作り方
①米麹と塩をよく混ぜ合わせる（塩切り）
②容器に①を入れ、水を入れる。（麹がひたひたぐらい）
③毎日１回かき混ぜて、水が減っていたら足す。
④約１０日ほどで完成。
（米が柔らかくなった、バナナのようなほんのり甘い香りがしたとき）



醤油麹の作り方
◆材料
・米麹…100g
・醤油…100g

◆作り方
①容器に米麹と醤油を入れる
②毎日１回かき混ぜて、醤油が減っていたら足す。
（麹がひたひたぐらい）
③約１０日ほどで完成。
（米が柔らかくなった、麹の香りがしたとき）



甘酒の作り方
◆材料
・米麹…250g ・水…300cc（米麹の1.2倍量） ・温度計 ・魔法瓶

◆作り方
①魔法瓶にお湯を入れて温めておく
②水を65℃まで温める。
③米麹を②に入れて65℃であたためる（麹の糖化が最も進む温度は60℃）
④お湯を捨てた魔法瓶に③を入れて、60℃以上なことを確認して
８時間以上置く。（心配な方は４時間後にもう一度③をしてもOK)
⑤麹の固さが無く、お粥状になっていれば完成。

冷蔵保存で約１週間保存可能



（おまけ） だし麹
ごまの風味とやわらかい出汁の味

◆材料
・麹100g
・煎り白ごま…40g
・味噌…10g
・醤油…200cc
・酒…小さじ2

◆作り方（すり鉢推奨）
1,麹をする
2,ごまを入れてする
3,味噌を焼いて香ばしさ
4,調味料一煮立ち
5,全部をすりあわせる
（冷蔵で６ヶ月間保存可能）



発酵調味料活用方法



塩麹活用方法①

基本の分量
旨味を出したい、柔らかくしたい食材の重量１０％の塩麹を入れるとよい。

（肉、魚、野菜など）
例：魚150gに対して塩麹15gをポリ袋に入れて揉む

◆調理で使う場合
肉or魚+野菜→予め肉or魚を塩麹に漬けてから野菜と合わせた調理が良い。
（タンパク質分解で胃腸に優しい）

◆和え物として使う場合
例：好きな生野菜100gに対して10gの塩麹を入れて揉む

◆下味に使う
食材に塩麹を揉み込む（塗る）→20～30分漬け込む→煮る、焼くなどの調理

塩小さじ１＝塩麹小さじ２



塩麹活用方法②
◆漬け込み（２０～３０分）
・塩麹＋バジル＋魚→洋風な魚料理に
・塩麹＋ゆずの皮＋野菜→風味豊かな浅漬け
・塩麹＋鷹の爪＋野菜→ピリ辛浅漬け

◆ドレッシングとして使う
油と同じ量の塩麹を入れて混ぜる

◆ふんわり、しっとりさせる
米２合に対して塩麹大さじ１→しっとり
卵２個に対して塩麹大さじ１→ふんわり



甘酒活用方法①

基本の分量
旨味を出したい、やわらかい甘みを出したいときに使う。

◆調理で使う場合
甘さを出したい時に使う。（煮物、スープ、スイーツなど）

◆和え物として使う場合
例：好きな生野菜100gに対して10gの甘酒を入れて揉む

砂糖小さじ１＝甘酒大さじ１



醤油麹活用方法①

基本の分量
通常の醤油の2/3ぐらいの分量にして、味を見ながら醤油麹を追加していく。

美味しさの素「グルタミン酸」が塩麹の約１０倍。
↓

先に醤油麹で味を調えて、必要に応じて砂糖、みりん、などで調味すると良い。

◆調理で使う場合
肉or魚+野菜→予め肉or魚を醤油麹に漬けてから野菜と合わせた調理が良い。
（タンパク質分解で胃腸に優しい）

◆下味に使う
食材に醤油麹を揉み込む（塗る）→20～30分漬け込む→煮る、焼くなどの調理

醤油大さじ１＝醤油麹麹小さじ２



醤油麹活用方法②
◆漬け込み（２０～３０分）
・醤油麹＋魚＋ご飯→漬丼
・醤油麹＋野菜→和風野菜ステーキ
・醤油麹＋鷹の爪＋野菜→きんぴら

◆コクとして使う
・煮物料理に醤油麹を入れる
・ハンバーグのタネorソースで使用
・カレーの隠し味



だし麹活用方法
・焼き魚（肉）のタレ
・蒸し鶏サラダのタレ（豆乳でのばす）
・豆腐、野菜のタレ
・麺類のつゆ
→出汁麹を水でのばす

（さっぱりしたいときは梅をいれたり）
・ゆでた野菜や芋と和える
→和え物の完成

・魚に漬けた後にお茶漬け
・お湯で溶かして味噌汁にしてもOK
・鍋のスープにしてもOK



活用レシピ



塩麹活用レシピ
【豆腐チーズを使ったサラダ】
（材料）２人分
・木綿豆腐…150g
・塩麹…大さじ１
・トマト…1/2個
・好きな葉物野菜…100g

（作り方）
1 豆腐は半分に切り、5分程ゆでる。
2 厚手のペーパータオルなどで包み、重しをして
半分の厚さになるまで水切りをする。
3 保存容器に塩麹を入れ、2を崩しながらいれて混ぜて
半日以上おく
4 好きな野菜と和えて完成。

【塩麹マリネサラダ】
（材料）２人分
・水煮大豆…20g
・玉ねぎ…1/2個
・バジルの葉…大さじ2
・トマト…1個
A塩麹、オリーブオイル…大さじ２
Aバルサミコ酢…小さじ１
Aこしょう…少々

（作り方）
1 トマトは1-2cm角に切る。玉ねぎは薄く
スライスして水にさらす。
バジルはみじん切りする。
2ボウルにAを入れて混ぜた後に1を入れて
混ぜて完成。



塩麹活用レシピ
【塩麹たれのチヂミ】
（材料）２人分
・にら…１束（100g）
A米粉…120g
A塩…小さじ１/2
A水…150ml
（塩麹たれ）
・塩麹…小さじ1
・長ネギのみじん切り…小さじ1
・ゴマ油…小さじ2

（作り方）
１にらは長さを４等分に切る。
２ボウルにAを入れてよく混ぜて、１を加えて混ぜる
３塩麹たれの材料を混ぜる
４フライパンに米油を熱し、
２の生地を流して弱火でじっくり両面焼く
５ 4を食べやすい大きさに切って塩麹たれにつけて完成

【塩麹ミニストローネ】
（材料）２人分
・玉ねぎ…1/2個
・人参…1/2個
・じゃがいも…1個
・トマト…1個
・オリーブオイル…小さじ１
・水…２カップ（４００ｍｌ）
・塩麹…大さじ２

（作り方）
１ 野菜は一口サイズに切る。
２鍋にオリーブオイルを熱し、中火で玉ねぎを炒め
しんなりしたら人参、じゃがいも、トマトを入れて
油が全体になじんだら水を入れて１０分煮込む。
３塩麹を入れて味をみて、必要に応じて塩コショウで
味を整える。



塩麹活用レシピ
【塩麹の浅漬け】
（材料）２人分
・お好きな野菜…合計100ｇ
・塩麹…10g

（作り方）
１野菜は薄く食べやすい大きさに切る
２切った野菜をポリ袋に入れて塩麹を入れて
よく揉み込んで３０分漬けて完成

【塩麹タンドリーチキン】好きな魚で置き換え可能
（材料）２人分
・鶏もも肉…200g
A塩麹…小さじ１
Aカレー粉…小さじ２
A甘酒…大さじ１
A醤油麹…小さじ１
Aケチャップ…小さじ２

（作り方）
１ 肉は一口サイズに切る。
２１をポリ袋にいれAを入れてよく揉んで３０分以上
漬け込む
３フライパンに米油をしいて、火が通るまで加熱して
完成



塩麹活用レシピ
【鮭の塩麹焼き】好きな魚で代用OK
（材料）２人分
・鮭…２切れ
・塩麹…大さじ２

（作り方）
１魚をポリ袋にいれ塩麹を入れて３０分漬ける
２魚を両面焼いて完成。（焦げやすいので注意。）

【たんぱく質と根菜の煮物】魚でも、肉でもOK
（材料）２人分
・タンパク質…100g
（ブリ、豚肉、鶏肉など）
・大根…1/3本
・長ネギ…1本
・だし汁…500ml
・塩麹…大さじ３

（作り方）
１タンパク質は熱湯にさっとくぐらせて臭みをとる
２長ネギは５cmの長さに切る
３大根は厚さ3cmに切り縦に十字に切れ目を入れる
４鍋に1,2,3を入れ、だし汁、塩麹を入れて15分煮込む



醤油麹活用レシピ
【魚の醤油麹漬丼】好きな魚で代用OK
（材料）２人分
・魚の刺身…100g
・醤油麹…10g
・小口ねぎ…10g
・卵黄（お好みで）…2個
・ご飯…200g

（作り方）
１魚をポリ袋にいれ醤油麹を入れて３０分漬ける
２ご飯の上に１を乗せて、ねぎ、卵黄を乗せる

【醤油麹きんぴらゴボウ】
（材料）２人分
・ごぼう…1/2本
・人参…1/3本
・醤油麹…大さじ１
・みりん…小さじ１
・鷹の爪…少々
・ゴマ油…小さじ1
・白いりごま…小さじ1

（作り方）
１ごぼうはささがき、人参は細切りする
２米油をしいたフライパンに１を入れ、軽く
炒めた後に水を入れ蓋をして蒸し焼きする（５分）
３醤油麹と鷹の爪を入れて味見をして、お好みでみりん
を入れて、味を整える。最後にゴマ油を入れて香り付
けする。
４しろいりごまを振りかけて完成



醤油麹活用レシピ
【肉じゃが】
（材料）２人分
・じゃがいも…４個
・人参…1/2個
・豚バラ肉…100g
・玉ねぎ…１個
・さやいんげん…４個
A醤油麹…大さじ３
A甘酒…大さじ１
A酒…100cc
・だし汁…300cc

（作り方）
①豚バラ肉は3cm長さに切り、ボウルでAと混ぜて
30分漬け込む
②じゃがいもは４等分、人参は乱切りする。
玉ねぎは繊維に沿うようにくし切りする。
さやいんげんはサヤを取る。
③米油を鍋で熱し、①の肉だけを炒める。火が通ったら
さやいんげん以外全ての野菜を入れて炒める。
④熱が通ったら、①の漬け込み液、だし汁を入れ落としぶたをして15分煮込む。
⑤さやいんげんを入れ、蓋をして３分煮込んだら完成。

【大根ステーキ】好きな野菜で代用OK
（材料）２人分
・大根（好きな野菜）…100g（２つ）
・出汁…500ml
・にんにく…１欠片
・バター…10g
・醤油麹…大さじ１

（作り方）
①大根は皮を剥き、3cm厚さに切る。
にんにくはみじん切りする。
②鍋に大根を入れ、出汁汁を入れて10分煮込む
③バターとにんにくをフライパンで熱し、
にんにくの香りがしたら水気を切った②を入れ
両面焼いた後に醤油麹を絡ませて完成



醤油麹活用レシピ
【きのことほうれん草の醤油麹和え】
（材料）２人分
・好きなきのこ…100g
・ほうれん草…3束
A醤油麹…大さじ3
A白いりごま…少々

（作り方）
①きのこは一口大に手で裂き、お湯で１分茹でる
ほうれん草は、塩1つまみ入れたお湯で１分ゆで、
水気を切った後に１口大に切る（3cm）
②①とAを和えて完成。

【醤油麹焼きおにぎり】
（材料）２人分
・白ご飯…400g（４つ分）
・醤油麹…適量
・海苔…４枚
・ゴマ油…適量（香り付け）

（作り方）
①柔らかめに炊いたご飯でおにぎりを作る
②おにぎりの両面に醤油麹を塗る
③米油をしいたフライパンに②を乗せ両面焼く
④ゴマ油で香り付けをした後に海苔で巻いて完成



【サーモンの甘酒なます】他の刺身でもOK
（材料）２人分
・サーモン…100g
A甘酒…20g
A酢…10g
A塩…1g
・玉ねぎ、きゅうり…合計30g
・オリーブの実…適量

甘酒活用レシピ
（作り方）
① サーモンをAに30分漬ける
② 玉ねぎは繊維に沿ってスライスして
水に浸す。きゅうりは縦の薄切りする

③ ①②を混ぜて完成

【３食丼】
（材料）２人分
・ご飯…200g
・鶏ひき肉…100g
・醤油麹…10g
・卵…３個
・甘酒…大さじ１
・アスパラガス
（さやいんげん）…20g

（作り方）
① 鶏挽肉は醤油麹に30分漬けたあとにそぼろを作る
② 卵は甘酒を入れて混ぜ、そぼろを作る
③ アスパラガスは斜め薄切りして米油をしいた
フライパンで軽く炒める。

④ ご飯を皿に盛り①②③を乗せて完成。



【甘酒味噌の白和え】
（材料）２人分
・ほうれんそう…50g
・人参…1/4本
・木綿豆腐…100g
A甘酒…大さじ３
A白味噌（米でもOK)…大さじ１
A白すりごま…大さじ１

甘酒活用レシピ
（作り方）
①豆腐は重しをして水切りする（約30分）
②人参は細切りしてさっと湯がく。
残りのお湯でほうれん草をゆがいて
一口大に切る（3cm）
③ボウルに①を入れてなめらかになるまで
混ぜた後に、②を入れてAを入れて混ぜる

【サバの味噌煮】
（材料）２人分
・さば…２切れ
・生姜…１欠片（10g）
A水…150ml
A酒…50ml
A甘酒…大さじ２
・味噌…大さじ２～３

（作り方）
①さばは熱湯を入れたボウルに入れて水が白く
なるまで臭みをとり、水気を拭き取る
②生姜は薄い輪切りにする
③鍋にAを入れ、生姜とさばを皮を上にして入れる。
あくが出たら取り、味噌を入れ、落としぶたをして
１０分煮込み、落としぶたを取って
汁気を飛ばして完成。



（材料）
（A)緑の層
・無調整⾖乳…100ml
・⽢酒（⽶麹からできたもの）…100ml
・抹茶…⼩さじ１
・アガー…3g

（B)⽩の層
・無調整⾖乳…100ml
・⽢酒…100ml
・アガー…3g

（C)ピンクの層
・無調整⾖乳…80ml
・⽢酒…80ml
・いちご（⼤きくて⽢いの）…８粒
・アガー…3g
・飾り⽤のいちご…４粒

甘酒活用レシピ
（作り方）
（緑の層）
① ボウルに、抹茶・アガーを入れて 混ぜる。
② ①に少量の豆乳を入れ、抹茶がダマにならないように混ぜる。
③ ②がキレイに混ざったら、残りの豆乳、甘酒を入れて混ぜる。
④ 鍋に③を入れ、泡がふつふつしたら、透明カップの1/3まで注ぐ。
⑤ 冷蔵庫に入れて冷やす（5分ほどでOK)

（白の層）
① ボウルに、甘酒・豆乳・アガーを入れて混ぜる。
② 鍋に①を入れ、泡がふつふつしたら、透明カップの1/3まで注ぐ。
③ 冷蔵庫に入れて冷やす（5分ほどでOK)

（ピンクの層）
① 飾り切り用のいちごは洗ってヘタを取り
縦1/2に切って、置いておく。
② プリン用のいちごは洗ってヘタを取り
ハンドミキサーでつぶすか、
ミキサーに豆乳・甘酒も一緒に入れて混ぜる。
③ ②に、アガーを加え、よく混ぜる。
④ 鍋に③を入れ、泡がふつふつしたら、透明カップの1/3まで注ぐ。
⑤ 冷蔵庫に入れて冷やす（5分ほどでOK)
⑥ 固まったら、飾り切り用のいちごを添える。
完成！



出汁麹活用レシピ
【鯛出汁付け】
（材料）２人分
・鯛（刺身用）…１０切れ
・出汁麹…大さじ２
・ねぎ…少々
・海苔…少々
・わさび…少々
・だし汁…100cc
・ご飯200g

（作り方）
①鯛は出汁麹をからめる。
②ご飯に全ての材料を乗せて、
だし汁をかけて完成。

【里芋の出汁麹和え】
※蒸し野菜が合う

（材料）２人分
・里芋…３個
・出汁麹…大さじ１

（作り方）
①里芋は皮を剥いてフライパンに入れ水と
ひとつまみの塩を入れて蒸す。
②熱が通ったら出汁麹と絡めて完成。



Enjoy♪


