
ホテル　セントラーザ博多　　武藤　徹

作り方 料理写真

鯛ﾌｨﾚ 400ｇ ① 鯛は薄切りにして皿に盛り付ける。
ｵﾘｰﾌﾞ油 適量 上からEXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙをぬる。
日本酒 1Ｌ
昆布 20ｇ
カツオ節 50ｇ ② 鯛の上にｶｲﾜﾚ、細かく切ったﾊﾟﾌﾟﾘｶ、ﾙｯｺﾗ
梅干 5個 等を盛り付ける
柿酢 20ｃｃ
柿 1/4個
ｲﾀﾘｱﾝﾊﾟｾﾘ 10ｇ
ｾﾙﾌｨｰﾕ 10ｇ ③ ｿｰｽを作る。日本酒の中に梅干し、昆布
ﾃﾞｨﾙ 適量 ｶﾂｵ節を入れて二日置く。それを半分くらい
ｶｲﾜﾚ 適量 に煮詰めてｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰで漉す。
ﾙｯｺﾗ 適量

【柿酢ｿｰｽ】
④ ③の半分を使って柿酢10ｃｃ柿とｵﾘｰﾌﾞ油を

少々入れ、ﾐｷｻｰで撹拌する。

【ﾊｰﾌﾞｿｰｽ】
⑤ ④の残りの半分に香草、柿酢10cc、

ｵﾘｰﾌﾞ油少々を合わせる。

材料　5人前

鯛のカルパッチョ　柿酢ソース



ホテル　セントラーザ博多　　廣松　裕豊

作り方 料理写真

ﾊﾟﾌﾟﾘｶ赤 1個 ① ﾊﾟﾌﾟﾘｶ赤黄、胡瓜、大根、人参をそれぞれ
ﾊﾟﾌﾟﾘｶ黄 1個 拍子木切りにし、みょうがは半分に切る。
きゅうり 3本 柿は櫛切りにしておく。
大根 2/1本
人参 1本
みょうが 5個 ② 柿以外の野菜を芯が少し残るように
ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ 10本 湯通しし、冷ます。
柿 1/2個
生ﾊﾑ 適量 【マリネ液】

③ 柿酢、ｸﾞﾗﾆｭｰ糖、水、ﾐｯｸｽﾊｰﾌﾞ、
柿酢 900g ﾛｰﾘｴ、黒粒胡椒を火にかけ、
ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 200g 沸いたら、火から外して冷ます。
水 60g
ﾐｯｸｽﾊｰﾌﾞ 少量
ﾛｰﾘｴ 2枚 ④ ②と③（どちらも冷えた物）を合わせ、
黒粒胡椒 8g 冷蔵庫で1日漬け込む。

ﾌﾞｲﾖﾝ 300ml
板ｾﾞﾗﾁﾝ 3枚 ⑤ ﾌﾞｲﾖﾝにふやかしたｾﾞﾗﾁﾝを溶かし、

野菜と野菜の間に生ﾊﾑを入れながら、
柿酢 30cc ﾃﾘｰﾇ型で④と一緒に冷やし固める。
卵黄 3個分
ｵﾘｰﾌﾞ油 150cc 【柿酢マヨネーズ】
柿 150ｇ ⑥ 柿酢と卵黄を混ぜ、ｵﾘｰﾌﾞ油を少しずつ
塩・胡椒 少々 加えながらかき混ぜ塩、胡椒で味を調える。

ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ 適量 ⑦ 柿を3mm角に切り⑥と混ぜ合わせる。

【盛り付け】
⑧ ﾃﾘｰﾇの手前に柿酢ﾏﾖﾈｰｽﾞをかけ、

奥にﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌを添える。

柿酢ピクルスのテリーヌ

材料　5人前

【ﾏﾘﾈ液】

【ﾃﾘｰﾇ用】

【柿酢ﾏﾖﾈｰｽﾞ】



ホテル　セントラーザ博多　　野田　努

作り方 料理写真

① 柿を皮をむき、千切りと1cmの厚さに切り
ﾌｫｱｸﾞﾗ 30ｇｘ5個 丸い型抜きで形を整え抜いた残りの柿は
柿 2個 ｿｰｽで使う。
強力粉 適量
【ソース】 ② ①の丸くぬいた柿を塩胡椒し、熱したﾌﾗｲﾊﾟﾝに
砂糖 20g ｻﾗﾀﾞ油、ﾊﾞﾀｰを入れ、焼き色を付け、
柿酢 30cc 柔らかくなったら柿酢をふりかけ仕上げる。
ﾌｫﾝﾄﾞﾌﾞｫｰ 200cc
ﾊﾞﾀｰ 25g
ｺｰﾝｽﾀｰﾁ 適量 ③ ﾌｫｱｸﾞﾗに塩胡椒し、強力粉を付け
塩胡椒 少々 熱したﾌﾗｲﾊﾟﾝにｻﾗﾀﾞ油を入れ、ﾌｫｱｸﾞﾗに
ﾐﾝﾄ 適量 焼き色を付けながら火を入れる。
ｻﾗﾀﾞ油 適量
ﾊﾞﾀｰ 適量 【ソース】
柿酢 適量 ④ 鍋に砂糖を入れ、火にかけ、ｶﾗﾒﾙ色になったら

柿酢を加え煮詰める。
①の抜いた残りの柿とﾌｫﾝﾄﾞﾌﾞｫｰを加えて煮込む。
半分の量まで煮詰め裏ごしする。
塩胡椒で味を調え、ｺｰﾝｽﾀｰﾁでとろみをつけ、
ﾊﾞﾀｰを加え、良く混ぜてﾊﾞﾀｰを溶かしこむ。

⑤ ①の千切り柿にｺｰﾝｽﾀｰﾁをまぶし、
160℃の油で揚げ、塩で味を調えﾁｯﾌﾟを作る、

【盛り付け】
⑥ 皿に柿、ﾌｫｱｸﾞﾗを盛り付け、ｿｰｽをかけ、

柿のﾁｯﾌﾟ、ﾐﾝﾄを添える。

材料　5人前

フォアグラのポワレ　柿酢ソース



ホテル　セントラーザ博多　大屋　篤

作り方 料理写真

① 川鱸の皮を剥き、15ｇに切る。
川鱸 75ｇ
強力粉 適量
玉葱 100ｇ
柿 100ｇ ② 玉葱、ﾊﾟﾌﾟﾘｶ、柿を千切りにする。
ﾐﾆﾊﾞｹｯﾄ 2本
塩 適量
胡椒 適量 ③ Ａのﾏﾘﾈ液の材料をすべて合わせる。
ｻﾆｰﾚﾀｽ 適量
ｾﾙﾌｨｰﾕ 適量
ﾊﾟﾌﾟﾘｶ 15g ④ ﾐﾆﾊﾞｹｯﾄを縦に半分に切った物を
ﾄﾚﾋﾞｽ 適量 横に3等分し、ｵｰﾌﾞﾝで焼いておく。

　

A ⑤ ①の川鱸に塩、胡椒をし、強力粉を
【マリネ液】 まぶして、180℃の油で揚げ、ﾊﾞｯﾄに
柿酢 100ｃｃ 打ち上げる。
水 50ｃｃ
ｵﾘｰﾌﾞ油 100ｃｃ
砂糖 100ｇ ⑥ ②の玉葱、ﾊﾟﾌﾟﾘｶ、柿を鍋で炒め
塩 10ｇ ③で合わせておいたﾏﾘﾈ液を加え

ひと煮立ちさせる。

⑦ ⑥を⑤の揚げた川鱸にかけて冷ます。

⑧ ④で焼いたﾐﾆﾊﾞｹｯﾄにｻﾆｰﾚﾀｽを敷き
玉葱、ﾊﾟﾌﾟﾘｶ、柿を乗せて、ｾﾙﾌｨｰﾕを
上に飾る。

川鱸と柿の柿酢マリネ

材料　5人前



ホテル　セントラーザ博多　　井手　一貴

作り方 料理写真

鶏もも肉 5枚 ① 白ﾜｲﾝ、柿酢、ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ、を合わせ
玉ねぎ 100g ﾏﾘﾈ液を作る。
ﾊﾟﾌﾟﾘｶ赤 50g
ﾊﾟﾌﾟﾘｶ黄 50g
ﾋﾞｰﾂ 1個 ② 玉ねぎを薄切りにして炒め、
白ﾜｲﾝ 160cc ①のﾏﾘﾈ液を入れ、一沸きさせる。
柿酢 50cc
ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 200cc
わさび菜 適量
塩・胡椒 少々 ③ 鶏モモ肉を開き、塩胡椒をしたものを

ｸﾞﾘﾙ板で焼く。

④ ③に②を合わせ、ﾊﾟﾌﾟﾘｶを
入れ1日漬け込む。

⑤ ④と柿を薄く切る。

⑥ ⑤を皿に盛り、わさび菜と
千切りにして素揚げしたﾋﾞｰﾂを飾る。

材料　5人前

柿酢を使ったチキンのエスカベッシュ



ホテル　セントラーザ博多　　　山田　周司

作り方 料理写真

柿酢 25ｇ ① 柿酢、水、蜂蜜を鍋にかけ　ひとにたちさせた
水 50ｇ 後　暖かいご飯とあわせて　ﾋﾞﾆｰﾙ袋に入れ
蜂蜜 40ｇ つぶす。
ご飯 290ｇ
薄力粉 30ｇ

ｱｰﾓﾝﾄﾞ 25ｇ
　　ｽﾗｲｽ

② ①をｸｯｷﾝｸﾞｼｰﾄをひいた鉄板に薄く広げて　
(ｸﾘｰﾑ） 溶かしﾊﾞﾀｰを塗り　ｱｰﾓﾝﾄﾞをのせて、

その上からｸｯｷﾝｸﾞｼｰﾄをのせ、
ｶｽﾀｰﾄﾞ 250ｇ 165℃のｵｰﾌﾞﾝで焼く。
生ｸﾘｰﾑ 125ｇ
柿酢 5ｇ

飾りﾁｮｺ 適量
ｿｰｽ（ﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞ）

適量
ｾﾙﾌｨｰﾕ 適量
ｱﾗｻﾞﾝ 適量
ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ

適量 ③ ②で焼けて　かるく冷やした物を　３０×６０ミリ
ｻｲｽﾞに切り分けておく。

飾り粉糖 適量 一人前　３枚

④ ③の間に(ｸﾘｰﾑ）をｻﾝﾄﾞして　仕上げる。

材料　5人前

おやきのミルフィーユ



ホテル　セントラーザ博多　　木下博徳

作り方 料理写真

【柿酢ゼリー】 【柿酢ゼリー】
柿酢 25g ① 水を鍋に入れ、沸騰したらｸﾞﾗﾆｭｰ糖とｲﾅｱｶﾞｰ
水 200g を混ぜ合わせ、鍋に戻し、再度沸騰させる。
ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 60g ② 火を止め柿酢を入れ、混ぜ合わせたら、バット
ｲﾅｱｶﾞｰ 5g に流し込む。
干し柿 50g ③ 1cmに刻んだ干し柿を全体に入れ、凍らせる。

【ﾎﾜｲﾄﾁｮｺﾑｰｽ】 【ﾎﾜｲﾄﾁｮｺﾍﾞｰｽ】
牛乳 42g ① ﾎﾞｰﾙにチョコを入れ、湯煎で溶かす。
冷凍卵黄 14g ② ①を鍋に入れ、混ぜながら80℃まで温める。
グラニュー糖 9g ③ ②に水でふやかしたゼラチンを入れて溶かす。
ﾎﾜｲﾄﾁｮｺ 60g ④ ③を①のボウルに入れ、よく混ぜ合わせ
ｾﾞﾗﾁﾝ 2.5g 裏ごしをし、30度くらいまで冷やす。
生クリーム 100cc ⑤ 生クリームを6分立てにする。

⑥ ④⑤を合わせ型に流し、冷凍された柿ｾﾞﾘｰを
【チョコムース】 0.5cm角に切り、3個ずつ入れ冷やす。
ﾁｮｺﾚｰﾄ 110g
生クリーム 252cc 【チョコムース】
ゼラチン 2g ① チョコレートを湯煎で溶かす。
ｸﾞﾗﾝﾏﾆｴ 5cc ② 1/4の生クリームを鍋で温め、ゼラチンを溶かす。
ｺｱﾝﾄﾛｰ 5cc 生クリームを35度まで冷やし、ｸﾞﾗﾝﾏﾆｴとｺｱﾝﾄﾛ―を

入れ、裏ごしをする。
【うわがけゼリー】 ③ 残りの生クリームを6分立てにし、①②③を
ﾅﾊﾟｰｼﾞｭﾇｰﾄﾙ    200cc 合わせ、ﾎﾜｲﾄﾁｮｺムースを流した型に流し、
柿酢 20cc 柿酢ゼリーの0.5cm角を入れ、冷凍庫で固める。

【ソース】 【うわがけゼリー】
ｱﾌﾟﾘｺｯﾄｼﾞｬﾑ 300g ﾅﾊﾟｰｼﾞｭﾇｰﾄﾙをとかし、柿酢を加える。
柿酢 30cc
水 50cc 【ソース】

ｱﾌﾟﾘｺｯﾄｼﾞｬﾑと水と柿酢を混ぜ合わせる。
【盛り付け】
チョコ 30g
飴 20g
洋梨（缶詰） 200g
ミント 適量

材料　10人前

かき酢入りチョコムース



ホテル　セントラーザ博多　小野 安結

作り方 料理写真

A【生チョコレート】
チョコレート 105g ① Aのチョコレートを湯煎にかけ、
生クリーム 81g 半溶かしにする。
バター 17g
水あめ 8g ② 生クリームと水あめを鍋に入れ沸かす。

B【柿酢】 ③ ①に②を入れ少しずつ混ぜる。
柿酢 15g
はちみつ 5g ④ バターを入れ溶かす。

C【仕上げ】

ﾊﾞﾀｰｸﾞﾗｯｾ 適量
粉糖 適量
ココア 適量 ① 柿酢にはちみつをとかして、鍋で沸かし

少し冷ます。

② 生チョコレートに入れ混ぜる。

③ クッキングシートをしいたバッドに
流しいれ冷凍する。

④ 固まったら、四角にカットして、溶かした
Cのパータグラッセをかけるかココアをふるう。

　柿酢のチョコレート

材料　約１０個分

　　　A【生チョコレート】　　　

　　　　　B【柿酢】　　



ホテル　セントラーザ博多　山本　奈聖乃

作り方 料理写真

【柿酢ゼリー】 【柿酢ゼリー】
水 80cc ① 水と砂糖を沸騰させてｲﾅｱｶﾞｰと柿酢を
柿酢 8g 加え、冷やす。
砂糖 20g
ｲﾅｱｶﾞｰ 2g 【ヨーグルトクリーム】

② 生クリームと砂糖を立て、ヨーグルトを
【ヨーグルトクリーム】 加える
生クリーム 80g
ヨーグルト 80g 【ジェノワーズ】
ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 4g ③ 全卵、ｸﾞﾗﾆｭｰ糖、水あめを温めながら

もったりするまで混ぜる。
【ジェノワーズ】 ④ 薄力粉を加え混ぜる。
全卵 60ｇ
ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 42ｇ ⑤ 温めた牛乳、ｻﾗﾀﾞ油を加える。
水あめ 42ｇ
薄力粉 34ｇ ⑥ 6とり鉄板の1/2に流し、１８０度で約10分焼く。
牛乳 14ｇ
ｻﾗﾀﾞ油 7ｇ 【盛り付け】

⑦ スポンジを1.5cm角に切り、3つ入れる。
【飾り】
洋梨 1個 ⑧ ②を15ｇ、①を10g、1.5cm角に切った
ｾﾙﾌｨｰﾕ 少々 洋梨とｾﾙﾌｨｰﾕを飾る。

材料　5人前

ヨーグルト柿酢ゼリー



作り方

　富有柿 1個 【　柿酢ジュレを作る　】
　市田柿 2個
　鴨胸肉 200g ① Ⓐの材料を鍋に入れ、ひと煮たちさせた後
　ピスタチオ 10ｇ 水で戻した板ゼラチンを溶かし、ペーパー
　塩 適量 漉しをして冷ます。
　黒胡椒 適量

【　柿酢のエスプーマを作る　】

Ⓐ ② Ⓐの⅓の分量をエスプーマボトルに入れ
　ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ　　300ｃｃ 亜酸化窒素ガスを充填して、冷蔵庫で
　鰹だし 3ｇ よく冷やす。
　薄口醤油 30ｃｃ
　みりん 10ｃｃ
　上白糖 20ｇ
　柿酢 35ｃｃ 【　鴨胸肉の下処理と加熱　】

　板ゼラチン 7ｇ ③ 鴨胸肉は余分な脂と筋を取り除き、
味を整え120℃の低温でゆっくりと
焼き上げ、アルミホイルで包み込み
粗熱がなくなるまで、暫く落ちつかせて
1ｃｍの角切りにする。

【　2種の柿を切り分ける　】

④ 富有柿と市田柿は種を取り除き、③と同様
に切り揃える。

【　盛り付け　】

ワイングラスの淵にピスタチオのみじん切り
を貼り付け①・③・④を交互に重ね②を
静かに搾り出して完成。

鴨のローストと２種の柿　柔らかい柿酢ジュレとエスプーマ

ホテル　セントラーザ博多　　　信國　和則

材料　5人前

【　柿酢ジュレ　】



ホテルセントラーザ博多　　石坂　誠邦

作り方 料理写真

マグロ 150ｇ ① マグロは断面が1.5cm四方のサクに切り生ハムを巻き、

生ハム 25g 1cmの長さに切りそろえ塩・胡椒をしておく。

塩･胡椒 適量

竹の子 100ｇ

ｸﾞﾘｰﾝアスパラ 10本

ｽﾌﾟﾗｳﾄ　2種 30ｇ

ラディシュ 5個 ② 竹の子は7cmのくし切りにし一度茹でこぼし、だし汁7

キュウリ 30ｇ 薄口醤油1　味醂1の割合のだしで炊いておく。

グリーンアスパラは皮を剥き7cmに切り茹でて氷水に

【ｿｰｽ】 とり、水分をよくふきとり竹の子と一緒に

カブ 100ｇ だしに付け込んでおく。

だし汁 30ｃｃ スプラウトは水でよくさらし水気をきっておく。

薄口醬油 30ｃｃ キュウリは長さ14cm幅5mmに切りそろえ、ラディッシュは

柿酢 60ｃｃ 半分に切り水につけておく。

③ 【ｿｰｽをつくる】

カブは皮を剥いておろし金ですりおろし、だし汁・

薄口醤油・柿酢を加え味を調える。

④ 【盛り付け】

皿の奥にキュウリ以外の野菜を彩りよく盛り付け、手前に

マグロの生ハム巻を置きキュウリを丸く形取り飾り、

ｿｰｽをかける。

マグロの生ハム巻き卸し蕪と柿酢のｿｰｽ

材料　5人前



ホテルセントラーザ博多　外山　将寛

作り方 料理写真

① バリグールの作り方
①バリグール

野菜は、一口大の大きさに切り揃えます。
ベーコン 10ｇ
ニンニク 5ｇ 鍋にオリーブオイルを入れてニンニク、
玉葱 50ｇ ベーコンを炒めてｵｲﾙに香りを付けます
柿 60ｇ 玉葱、人参、竹の子を入れ野菜の香りが出る
人参 60ｇ まで弱火で炒めます。
ズッキーニ 60ｇ 柿酢と水を、炒めた野菜の中に入れ
竹の子 100ｇ 沸かします、柿も入れ、火が入った順番で
剥きえび 120ｇ 取り出し、お皿に盛り付けます。
柿酢 100ｃｃ 余ったスープは、水分が無くなるぐらいまで
水 800ｃｃ 煮詰める。
オリーブオイル ズッキーニは、お湯で茹でますます。

適量 剥き海老は、ﾌﾗｲﾊﾟﾝで炒め皿に盛ります。

②ｿｰｽ ② ｿｰｽの作り方
砂糖 150ｇ
柿酢 30ｃｃ 砂糖を鍋に入れ、少し色が付くまで

火にかけます。
パセリ 適量 色が付いたら柿酢を入れ、①のスープを

加えて出来上がり。
ｽｰﾌﾟは、ｿｰｽの濃度を見ながら緩く成らない
位で入れていきます。

③ 盛り付け方

お皿の中央に野菜を重ねる様に盛り、
周りに海老を盛り付け、飾りにパセリを
盛り付けたら完成です。

柿酢を使った柿のバリグール

材料



ホテルセントラーザ博多　　徳本　真乃

作り方 料理写真

柿 100ｇ ①
蟹 80ｇ
ｱﾎﾞｶﾄﾞ 50ｇ
砂糖 適量
ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 適量
無塩ﾊﾞﾀｰ 適量

（a)
柿酢 15ｃｃ ②
水 150ｃｃ
ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 15ｇ

板ｾﾞﾗﾁﾝ 7.5ｇ ③

蕪 100ｇ
魚のだし汁 50ｃｃ
牛乳 70ｃｃ
生ｸﾘｰﾑ 70ｃｃ
塩 適量 ④
胡椒 適量

クルミ 5ｇ
ｾﾙﾌｨｰﾕ 1ｇ

⑤

⑥ ④が固まったら蕪のスープを注ぎ
①の飾り用の柿を置く。
その中央に柿酢のゼリーを掻いた
ジュレを乗せ、上に⑤のクルミとｾﾙﾌｨｰﾕを
飾る。

掛けて、新しい鍋に漉して火に掛け

グラスの底に①の柿のﾋﾟｭｰﾚを入れ

クルミは素焼きにする。

柿酢のゼリーを流す。ゼリーの中に
①の飾り用の柿以外を入れ冷やし固める。

塩、胡椒で味を整える。

【蕪のｽｰﾌﾟ】

【蕪のスープを作る】

柿酢のゼリー寄せと蕪のスープ

材料　5人前

柿は皮を剥いて3分の1はﾋﾟｭｰﾚ状に
なるまで叩いて少しの砂糖で甘みを足す。

【柿酢ゼリー】

半透明になるまで煮る。
粗熱を取り牛乳、生ｸﾘｰﾑと一緒にﾐｷｻｰに

かけ無塩ﾊﾞﾀｰで表面を焼く。
蟹は茹でて身をほぐしておく。
ｱﾎﾞｶﾄﾞは1cm角に切りﾚﾓﾝ汁で変色を防ぐ。

蕪は皮を剥き薄切りして、魚のだし汁
の入った鍋に入れ、水分が少なくなり

【柿酢ゼリーを作る】
鍋に（a)を入れ火に掛けて沸いたら
板ｾﾞﾗﾁﾝを入れて漉す。粗熱を取る。

残りの3分の1は丸くくり抜く。
残りは飾り用に櫛切りにしてｸﾞﾗﾆｭｰ糖を



作り方 料理写真

【サンラータンスープ】 ① 豚バラ肉を下味用調味料で下味し
卵、片栗粉でコーティングし、鍋に油を入れ

柿酢 120ｃｃ ほぐしながら炒める。
鶏がらスープ 2500ｃｃ
酒 80ｃｃ ② 鶏がらスープに具ざいを全て入れ、酒、
醤油 2500ｃｃ 醤油、塩・胡椒を入れ、水溶き片栗粉で
塩 15ｇ トロミをつけて、卵を入れ、最後に
胡椒 適量 柿酢を加える。
全卵 5個分
水溶き片栗粉 150ｃｃ ③ たっぷりのお湯で中華麺を茹でる。

器に麺を入れ、スープ掛けて豚バラ肉を
竹の子 100ｇ 乗せて、ラー油をたらし完成。
豆腐 400ｇ
ﾆﾗ 50ｇ
白葱 50ｇ
春雨 50ｇ
きくらげ 25ｇ
ﾄﾏﾄ 2.5個

豚バラ肉 200ｇ
下味用調味料
酒 少々
塩･胡椒 少々
醤油 少々
全卵 1個分
片栗粉 小さじ5
油 小さじ5

中華麺 5玉

ラー油 適量

ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾗｰｻﾞ博多　今泉　浩二

　材料　5人前

柿酢のサンラータン麺



   材料　5人前 作り方 料理写真

富有柿 25g
ｽﾓｰｸｻｰﾓﾝ50g ① 柿は１㎝角に切り、柿酢、水、塩で
ﾓｯﾂｧﾚﾗﾁｰｽﾞ50g 15分間浸す。
胡瓜 1/2本 ｽﾓｰｸｻｰﾓﾝは丸の抜き型で抜き、炙る。
ﾌﾟﾁﾄﾏﾄ 3個 ﾓｯﾂｧﾚﾗﾁｰｽﾞも丸の抜き型で抜く。
ﾃﾞｨﾙ 適量 胡瓜は輪切りして、塩水につける。
赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ 20g
黄ﾊﾟﾌﾟﾘｶ 20g
くるみ 20g
柿酢 20cc
水 100cc ② 浸した柿を丸の抜き型の中に詰める
塩 2g その上に、ﾁｰｽﾞ、ｻｰﾓﾝの順に重ね

胡瓜をﾙｰﾌﾟ状に重ねながら乗せる。
【ｿｰｽ】 その上にﾌﾟﾁﾄﾏﾄ、炙りｻｰﾓﾝを乗せる。
豆腐 50g 最後にﾃﾞｨﾙを上に添える。
出汁 20cc
薄口醤油 5cc
味醂 5cc
砂糖 5g
柿酢 15cc ③ 【豆腐のｿｰｽを作る】

豆腐をﾐｷｻｰにかけ、漉す。
それを鍋に移し、他の調味料を入れ
火にかける。
そこで味を調整していく。
味が決まったら冷ます。

④ 【仕上げ】
２mm角に切ったﾊﾟﾌﾟﾘｶと
少し砕いたくるみ、ﾃﾞｨﾙを皿の周りに盛る｡
中央に②を乗せる。
付け合わせとﾒｲﾝの間に
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰでｿｰｽを流す。
　　　　 完成

柿と炙りｽﾓｰｸｻｰﾓﾝのﾐﾙﾌｨｰﾕ　柿酢の豆腐ｿｰｽ

ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾗｰｻﾞ博多 和田 佳樹
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