菌屋の 500yenおつまみ

・アボカドぬか漬け
… 菌屋のイチオシ！ 売れ切れ御免！
・鹿もも肉の自家製スモーク
…キャベツを発酵させたザワークラウト添え。

・フライドポテト、エキゾチック乳酸ソース
…アジアンスパイスのエキゾチックな香り。

・自家製ベーコンのグリル
…厚切りの燻製豚バラ肉を熱々で。

・野菜のイチゴ酢漬け
…苺の香りが活きているキュートなピクルス。

・トリッパの塩麹トマト煮込み
…牛のハチノス(胃袋)を柔らかく煮込みました。

・オリーブのローズマリー香り漬け

・熟成蝦夷鹿赤ワイン煮とマッシュポテト
…柔らかく煮込んだ鹿肉とクリーミーポテト。

…豊かなハーブの香りのが絶妙。

・熟成生ハム
…切りたての美味しさ、熟成香が心地よい。

・ドライフルーツ&ナッツ
…枝付き干しぶどうなど、チーズやパンと一緒にオススメ♪

サラダ

自家製酵母の菌屋菌パン
…自家製酵母菌で発酵させ焼き上げた、

・パクチーのグリーンたっぷりサラダ、
米麹ドレッシング

自家製全粒粉パン。1P/250

850

…野生の力強いパクチーをたっぷり！

・八丁味噌ポテサラ

750

…半熟玉子と味噌パウダーが決め手。

・トマトと豆腐のサラダ、黒酢黒胡麻ドレシング 650
…黒胡麻たっぷり健康サラダ。

菌屋自慢のチー盛り
…10種類以上の様々なタイプのチーズがあります。
お好きなタイプを教えて♪ お任せも大歓迎！

2種/800

4種/1300

7種/1900

え〜い全種/2500

本日のチーズ
裏に続く
↩︎

本日の菌屋チーズ

発酵自慢

2種/800

4種/1300

7種/1900

え〜い全種/2500

・なれ鮨 750
…琵琶湖のフナ、米、塩。
お寿司の元祖です。

白カビ

青カビ

ウォッシュ

山羊・羊・ハード

・酒盗 350
…カツオ内臓の塩辛

・豆腐よう 580
…豆腐、赤麹、泡盛で発酵。

・自家製醤油麹玉子焼き 750
…トロっトロでシンプルな玉子焼き

手作りデザート

お米
・野菜&お豆の米麹カレー&五穀米

750
・ベイクド青カビチーズケーキ

・お肉の米麹カレー&五穀米
・本日のチーズのリゾット
・本日のパスタ料理

950
1300

・濃い抹茶の生チョコタルト
・酒粕&黒糖ジェラート

1300

その他いろいろ、アレンジできます！
お声がけくださいね。

… 濃厚でしっかり味。 680
… 抹茶がたっぷり入って濃い。 680

… 余韻が長く、コクのある味。 580

ە쏔쐌쎦쐒ྉཧ ཁ༧ɺ쏧
『忍者コース』4000円

動物性の食品を一切使わないコース料理です。
ベジタリアン、ビーガンの方にも安心して召し上がって
いただけます。
〜なぜ「忍者」なのか？〜
忍者は、穀物や野菜を中心に低カロリーで低脂肪、身体に
良いものを好んで食べていたようです。また精神状態が良く
なり、頭が冴えて、仕事がうまくいくように、滋養強壮、
疲労回復、リラックス効果のある食事を心がけていました。
「これは、私達が今、必要としている食事だ！」
さらに、お肉を食べすぎると ”第六感” が鈍るそうなので
お肉は控えめにしていたそうです。そこで、動物性をなくし
てしまい、植物性の食材だけで構成される、現代人に召し上
がって頂きたいコース料理として「忍者コース料理」が誕生
したわけです。
(3日前までに要予約)

🍷 『2時間飲み放題 』2000円 🍷

『超お得♪パーティーコース』3000円

歓送迎会や、お祝いパーティなど、みんなでワイワイと
楽しいパーティにピッタリのアットホームな大皿コース料理
です。菌屋こだわりの発酵食品をアクセントに、身体が喜ぶ
旬なお料理をお楽しみいただけます。
(1日前までに要予約)

『チーズ尽くし特別コース』5000円
白カビ、青カビ、ウォッシュ、ハード、シェーブル、若い
もの、熟したの、クセのないもの、あるもの…など様々な
タイプのチーズを活かしたスペシャルコース料理です。
前菜から、デザートまで、すべてチーズ主役で構成されて
います。
完全発酵食品であるチーズの魅力を、菌屋の遊び心を添えて
お届けします。
(3日前までに要予約)

特別な日のデザートプレートやチーズプレートなど、承ります。

ビール

菌屋のオリジナル

・ハートランド 650
・箕面(みのお)ヴァイツェン (濁った白色) 1200
・岩手ベアレン アルト (明るい褐色) 1000
・志賀高原 I P A
(深い褐色) 1200
・岩手ベアレン シュヴァルツ (黒い) 1000

・自家製グレープフルーツ酒＆カンパリソーダ 850
・沖縄シークワーサーサワー 750
・塩ゆず日本酒ソーダ 850
・自家製甘酒 ＆ ウォッカ 850

ハイボール
・ブラックニッカ ハイボール 650
・イチローズ(モルト&グレーン) ハイボール
・ラフロイグ ハイボール 1000
・バーボンハイボール 750

焼酎
1000

・きろく 無濾過
(芋 / 宮崎) 750 品あり、香り高い。
・伊佐大泉
(芋 / 鹿児島) 650 香ばしい。
・謳歌 タマアカネ (芋 / 宮崎) 750 コクあり、まろやか.
・情け嶋

・モンキーロック

菌屋のホッピー

・宮の鶴

֎

650

(麦 / 長崎)

香りが麦チョコ。味は辛口
650

洋酒のよう。

(米 / 沖縄) 650 香ばしい。香り高い。

த

・白ホッピー
✖
・黒ホッピー

(麦 / 八丈島)

・アブソルヴェント ウォッカ
・ビーフィーター ジン
・金宮 焼酎
…350
・バランタイン （オススメ♪）
・アーリータイムズ
・赤ワイン

…450

ノンアルコール
・ホッピーレモン （白 or 黒）600
・沖縄シークワーサーソーダ 650
・自家製甘酒（冷たい or 温かい） 650
・アイスティ 500
・ルイボスティ(温かい ノンカフェイン) 500
・ハーブティ 500

菌屋の日本酒リスト
Tasting♪
本日の日本酒 3種類飲み比べ (3×60ml) 1200
３Kins’s of Today’s Sake By The Glasse

純米 火入
・七つ梅

生酛 (神戸) 650

・菩提酛

みむろ杉

純米

米びつの香り、優しい爽やかさ。バランスの良い酸味。

(奈良)

850

ダシが効いている。酸がまろやかで、口当たり良い。塩味。

生

・穏(おだやか)

純米生 自然酒

・雁木 (がんぎ) 生原酒
・富久福(ふくふく)
・天吹

(山口)

(佐賀)

磨き90%

・花巴(はなともえ)

900
水酛

No.6
850
(茨城)

(福島)

750

炊きたてのお米の香り、あなたを包み込むような優しい味わい。

骨格がしっかりしている。余韻もすがすがしく心地よい。
800

炊きたての米の香り、優しくしなやかな酸。きれいな田舎くささ。

エレガントでしなやかな、透明感あり。余韻に心地よい辛み。
無濾過生原酒

(奈良)

900

力強い乳酸の旨さ美しさ、人肌香り立つ。

菌屋のワインリスト
菌屋のワインは自然を大事にして丁寧に作られたワインを中心に厳選しております。

シール

本日のグラスワイン Today’s Wine By The Glasse
泡1種類 / 赤3種類 / 白3種類

Tasting♪
本日のグラスワイン 3種類飲み比べ (3×60ml) 1200
３Kins’s of Today’s Wine By The Glasse

本日のスペシャルグラスワイン
Today’s Special Wine By The Glasse

2900yen ボトルワイン Bottle Wine

(Glass 580yen)

泡 Sparkling
・ヴァン ムスー

ブラン ド

ブラン

ブリュット

フランス

Vin Musseux Blanc de Blancs Brut France

…100%白ブドウから作った、辛口さっぱり楽しいワイン。

白 White
・サンヴィート グリッロ

シチリア/イタリア

…乾いた喉を癒してくれる。
・カルヴィソン ソーヴィニョン・ブラン

Sanvito Grillo Sicily / Italy

ラングドック-ルーション/フランス

Calvisson

Sauvignon Blanc Languedoc-Roussillon / France

…落ち着いた優しめのシーヴィニョン ブラン。
・カル

シャルドネ セントラル/チリ

Karu Chardonnay Sentral/Chile

…カジュアルワインの代表格。ソーダで割っても美味しい。
・デ

ボルトリ

ハーベストダイアリー

セミヨン

ヴィクトリア/オーストラリア

De Bortoli Harvest Daiary Semillon Victoria / Australia

…やさしいお花の香り。

ロゼ Rose
・エコバランス

ロゼ

シラー

Eco Balance Rose Valle del Rapel Syrah

Chile

…さらっと通り過ぎるスパイス香。フレッシュ感がいい。

赤 Red
・ムレタ

シラー

Muleta

ラングドック/フランス

Syrah

Languedoc/France

…ムレタ＝”闘牛” という名前のワイン。野性的。
・エコ

ピノ・ノワール

ビオビオ

チリ

Eco Balance Pinot Noir Valle del BioBio

Chile

…土と草の香りが印象的な、自然なピノ ノワール。
・サンヴィート ネグロアマーロ プーリア/イタリア
…果実味たっぷり南の太陽を思わせる。
・ポルティアヴァレー オーガニックワイン

Sanvito Negroamaro Puglia / Italy

シラーズ

…軽めでやさしい安心のオーガニック葡萄酒。

南オーストラリア

Portia valley Organic wine Producers Shiraz

South Australia

クオリティワイン Quality Wine

Bottle / Glass 120ml ( S＝100ml )

泡 Sparkling
・タケダワイナリー

サンスフル

デラウェア

山形

5400 / 900

…ビールのようなスゴい泡。酵母のが残ってる。ボトルがオススメ！
・カネッラ キュベ デロア ブリュット ヴェネト/イタリア Canella Cuvee Deroa Brut Veneto / Italy

3700 / 750

…繊細な泡と、梨っぽいフルーティさ。辛口。
・カーサ ヴェルフィ ナチュラルメンテ フリッツァンテ ヴェネト/イタリア Casa Belfi Naturamente Frizzante

Veneto / Italy 4900 / 850

…身体に染み込むミネラル感。自然に溶け込む泡。微発砲でお喉に優しい。
・エミリアーナ ブリュット メソッド ヴァレ カサブランカ オーガニック チリ Emiliana Brut Method Valle Casablanca / Chile 4500 / 800
…元気いっぱいサクサク飲める、安心の泡。

白 White
・ドメーヌポンコツ

まどぎわ

山梨

4800/850

…雑味あり、旨味あり、そして滋味深い。
・トッレ ディ ベアティ ジョケレーモ ペコリーノ

アブルッツォ / イタリア Torre dei Bati Giocheremo Pecorino Abruzzo/Italy

5900 / 900(S)

…フルボディで厚く旨い。ラベルはジョケレーモさんのお嬢さんが描いた絵です♪
・フランチェスコ

グッチョーネ

“ T ” トラッビアーノ シチリア / イタリア Francesco Guccione “ T ” Trebbiano Sicily / Italy 6500 / 950(S)

…これぞ自然の恵みを感じずにはいられない！ 力強く雑味旨みありあり。イタリア全土で作られているトレッビアーノの底力を味わえます。
・ミュルミュルイウム ヴィオニエ ローヌ / フランス Domaine Mur-Mur-Ium Viognier Rhone / France 5400 / 850
…白桃を思わせるエレガントな香り。”ミュル ミュル イウム” とは”ブン ブン ブ〜ン”というミツバチの鳴き声。いい畑にはミツバチが寄ってきます。
・ソーヴニョン ブラン

フランツ ソーモン

ロワール / フランス

Sauvignon de Touraine Frats Saumon

Loire / France

5900 / 900(S)

… 爽やかな広大な草原が広がる。きれいで高貴な酸味と、抜けるような清々しい余韻がたまりません。
・ドメーヌ エスペランス

ソーヴニョン ブラン ロワール / フランス Domaine des Grandes Espèrances Sauvignon Blanc Loire

4500 / 850

…涼しい風が吹き抜ける。扇風機のようなワイン。さっぱりハーブとグレープフルーツの皮の香り。辛口。
・ビネール
リースリング
アルザス / フランス Binner Riesling Alsace / France 7200 / 1000(S)
…華麗なるしなやかな酸を伴う、ユリの花束をもらったかのように思える。気品のあるワイン。
・スィ ヴィントナーズ ホワイト マーガレットリバー / オーストラリア Si Vintners White Margaret River / Australia

6000 / 900(S)

…広大な大地の優しさを感じる。天然酵母で丁寧に作られたワイン。”自分たちが飲みたいものを作る”が「Si」のモットー。

続き
クオリティワイン Quality Wine

Bottle / Glass 120ml ( S＝100ml )

ロゼ Rose
・カイアッファ

”アケータ” ネグロアマーロ

ロゼ プーリア/イタリア Caiaffa “Acheta” Puglia Negroamaro Rosato Puglia/Italy 4500 / 850

… アケータは“こおろぎ”です。ラベルにもコウロギさん。南の果実味あふれる、キュートなピンクワイン。

赤 Red
・スノークォルミー

シラー

ワシントン/アメリカ Snoqualmie Syrah Washington / America

4900 / 880

…ワシントンのシラーはシャッキリ&スパイシー。綺麗に溶け込んだ酸がワインの果実味を引き締めます。
・ノヴァス

ピノ

ノワール

チリ

Novas Pinot Noir Valle Casablanca

…土、葉っぱ、草、いろいろな
・エボルーション ピノ ノワ オレゴン/アメリカ

4200 / 800

Sokol Blosser Evolution

Oregon/America

5400 / 900

…明るい、広がりのある、いちごやクランベリーの赤い果実の香り。元気一杯の喉ごしの良い赤ワイン。
・ヴィンディッシュ

シュペートブルグンダー ラインヘッセン/ドイツ

Fritz Windisch Spätburgunder Rheinhessen/Germany 3500 / 750

…いちごキャンディーやさくらんぼを思わせる、キュートな香り。甘くはありません。
・カイアロッサ

“ペルゴライア” サンジョベーゼ

トスカーナ/イタリア

Caiarossa “Pergolaia” Toscana/Italy

5600 / 950

…昔ながらの正統派であるにもかかわらず、自然に丁寧に作られている。力強く
・カッシーナ デッリ ウリヴィ ベロッティ バルベラ ドルチェット ピエモンテ/イタリア Cascina degli Ulivi Bellotti Piemonte 5600 / 900
…畳(タタミ)、糠(ぬか)、干し草、枯葉、色んな香りがお口の中で暴れまくります！
・スィ ヴィントナーズ

レッド

マーガレットリバー / オーストラリア Si Vintners Red

Margaret River / Australia

6000 / 900(S)

…果実味と作り手の温かみを感じる。”自分たちが飲みたいものを作る”が「Si」のモットー。
・カリニャン

サンスフル

ラ バロンヌ

ローヌ フランス

Carignan Sans Soufre Etiquette Bleue La Baronne

…濃縮感のある果実味があり、力強い。ブラックベリーをすりつぶして煮詰めたような口当たり。

Rhone France

5900 / 980

