“ 素材の品質と作り手の心を料理の現場へ伝える ” フリーマガジン
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黒さつま鶏 ─ 黒王

鹿児島の新たなる“黒”、長期育成100％純血地鶏

“かごしま黒豚”、“鹿児島黒牛”は全国にその名が知られるブランド品だ。
そして鹿児島“第３の黒”として注目されているのが平成18年に誕生した“黒さつま鶏”だ。
名古屋コーチン、比内鶏などブランド地鶏の人気が確立されている中、料理人自らが生産者となって
理想の“黒さつま鶏”づくりを目指す。そのブランド「黒王」を取材した。
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地鶏
そもそも地鶏とは何か？
地鶏の定義は４つある。在来種由
来の血統が ％以上で出生証明がで
きる素雛を使っていること。孵化し
てから 日以上飼育していること。
孵化後 日以降は平飼いで育てるこ
と。そして孵化後 日以降は１平米
あたり 羽以下の環境で飼育してい
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ることである。
日本三大地鶏と言われるのが〝名
古屋コーチン〟
、
〝比内地鶏〟
、そして
〝薩摩地鶏〟
。中でも高い知名度を持
つ〝名古屋コーチン〟は、他の地鶏
と交配させることなく１００％の血
統を持ち、赤みのある引き締まった
肉質は人気が高い。
〝比内地鶏〟は天
然記念物に指定されるほど希少価値
があり、味の濃さとやわらかな肉質

コーチンや比内地鶏に勝るとも劣ら

こともあるほどで、その味は名古屋

「銘柄鶏食味コンテスト」で優勝した

地 鶏はほどよい弾 力 を 持 ち、噛みごたえがあ りながらもやわらかい肉 質 を 持つ。

年に誕 生した。
ない。
〝黒さつま鶏〟は〝薩摩地鶏〟を父
に、鹿児島在来種の〝横斑プリマス
ロック〟を母に、鹿児島県の畜産試
験場が６年の歳月をかけ平成 年に

を独自の飼育法で育てている「黒王」

いただいたのは、その〝黒さつま鶏〟

完成させた地鶏だ。今回取材させて

18

“黒さつま鶏”「黒王」はおいしい空気と水に恵まれた鹿児島県姶良市蒲生の養鶏場「NSファーム」で育てられる。
養鶏には最高の環境の中で１５０日間という長期育成される
「黒王」
は、
凝縮された旨みと、
弾力がありながらやわらかな
食感と脂ののりを持つ。その品質で鹿児島の特産品、黒豚、黒牛に続く、第三の“黒”としての成長を目指している。

というブランドである。

こくおう

黒王

〝 名 古 屋コーチン〟
、
〝比内地鶏〟
、そして〝 薩 摩 地 鶏 〟は日本三大 地 鶏と言われるが、

が評価されている。
〝薩摩地鶏〟は、

黒さつま鶏（黒王）の
炭火焼

脂ののり もよく、噛むほどに旨みが出てくるジューシーな味わいだ。

〝黒さつま鶏〟は薩摩地鶏と鹿児島の在来種の交配により誕生した地鶏
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黒さつま鶏
長期育成

その
〝 薩 摩 地 鶏 〟を 父に持つ新たな鹿 児 島の地 鶏〝 黒さつま 鶏 〟が平 成
今 回は〝 黒さつま 鶏 〟を 独 自の飼 育 法で育てる「 黒 王 」を 取 材 する。

18

恵まれた環境と最新の技術、そして人の愛情が「黒王」を生む。
ズなどの侵入を防ぎ、鶏舎内を四季にかかわらず一
定の温度に管理する。また地面に施された〝シラス
ど不必要なものを下に通過させ、地面に敷いた土の

コンクリート〟は火山灰でできており鶏の糞や尿な

〝黒さつま鶏〟
「黒王」を生産する「農業生産法人
状態を良好に保つ。こうした強固な防疫体制の構築

厳しい防疫体制と細やかな給餌、
手間をいとわない鶏をいとおしむ心
ＮＳファーム」は薩摩の小京都といわれる鹿児島県
により、安全な鶏舎で安心できる地鶏を育てるのだ。
じて、独自に開発した給餌技術で雛の段階から仕上

姶良市蒲生にある。蒲生は国の特別天然記念物であ
が並ぶ街並みを持つ歴史のある場所だ。空、風、光、
げまで丁寧に与える。鶏は餌を食べすぎても、食べ

さらに農場独自の自社配合飼料を成長の段階に応

が肌で感じられる自然豊かな環境は、鶏たちののび
足りなくてもストレスを感じる。さらに微妙な餌の

る「蒲生の大楠」がそびえ立ち、武家屋敷と古民家

のびとした育成には理想的だ。
変化にまでストレスを感じるそうで、成長に合わせ
て給餌するにも毎日毎日微妙な調整が必要となる。

「黒王」は 平米あたり５羽というストレスのかか
らない開放感のある鶏舎で、１５０日にわたり丹精
餌は鶏の肉質をつくるために大変重要なものだけに、

また、水も大切だ。 メートルの地下から湧くミ

と言える。

込めて長期育成される。この平飼いによる十分な運
のだ。この 羽とい
う鶏の数だが、地鶏
の飼育面積の基準で
ある１平米あたり

ネラル豊富な冷泉水を与えることにより、鶏の成長
はさらに健康なものとなる。これは体重を比較する
こうして、日本三大地鶏のひとつ〝薩摩地鶏〟と

ことで分かるらしい。

１平米あたり２羽の

さて、この「黒王」だが養鶏農家と料理人の出会

在来種である〝横斑プリマスロック〟の一代交配に

いがつくったと聞いた。地鶏のつくり手と地鶏の使

飼育も試し、最もい

最新技術を導入し

い手の接点はどこにあったのか。そのはじまりを伺

より誕生した１００％純血地鶏、
〝黒さつま鶏〟
「黒

てつくられた〝スー

うためにその料理人のいる鹿児島中央駅近くの店に

い状態に育つことで

パーウインドレス鶏

王」が生産されている。

舎〟は、ウイルスを
向かった。

開放感のある鶏舎で、
１５０日にわたり丹精込めて長期
育成する。健康な状態を保つ環境と鶏の運動量が
噛むほどに味が出る締まった肉質を生み出す。

媒介するヘビやミミ

決めていると伺った。

羽の飼育も、少ない
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日々の餌の配合と給餌の方法は「黒王」のノウハウ

設立以来、
「黒王」への情熱と愛情溢れるスタッフたちが、丹
精込めて生産から加工、販売まで一括して行っている。
「命を
かけ育てる、命のため育てる」を企業理念に、自社ブランド
“黒さつま鶏”「黒王」づくりを通して、地域の活性化を目指して
いる。平成25年度設立。

動量が噛むほどに味が出る締まった肉質を生み出す

農業生産法人

ストレスの少ない平飼いにより
地鶏としてのおいしさを蓄えていく

4
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株式会社NSファーム
（6次産業認定農家）

「黒王」虹の鳥刺し

『一条通 さけ咲』
鹿児島市中央町

父が47年間営む蕎麦店「くら蔵」の系列店として11年
前に開店。スタートは蕎麦職人の父がつくる蕎麦メニュ
ーと魚の刺身を中心に鹿児島の旬な食材をふんだんに
提供、鶏の唐揚げや鳥刺しは一品料理のひとつだった。
6年前“黒さつま鶏”の導入以来、鶏メニューの人気が急
上昇。今は“黒さつま鶏”を目当てに鹿児島県内はもとよ
り、県外からもお客がたくさん訪れる。

〝黒さつま鶏〟は
黒牛、黒豚に続く第三の〝黒〟
お伺いしたのは、鹿児島中央駅から徒歩 分の場
所にある居酒屋「一条通 さけ咲」だ。お会いした
料理長の中村さんは（株）ＮＳファームの専務取締
役でもある。なぜ料理人でありながら〝黒さつま
鶏〟の農業生産法人の経営に携わっているのだろう
か。
〝黒さつま鶏〟は黒牛、黒豚に続く第三の〝黒〟と
して、鹿児島県の農産試験場が平成 年に研究をは
じめ、６年の歳月を費やして平成 年に誕生させた
ブランド地鶏だ。鹿児島には元来〝黒〟の文化があ
り、その他にも黒酢、黒砂糖、黒薩摩の器などがあ
る。そこで、鶏でも全国に知られる黒のブランドを
つくり上げ地域の活性化を狙っている。
６年前、中村さんは県の〝黒さつま鶏〟への取り
組みを知った。
〝薩摩地鶏〟を父に、鹿児島の在来

供してみようと、パイロットショップに名乗りを上
げ使いはじめた。

１年半ほど経って、第三の〝黒〟としてマスコミ

生産農家と料理人との出会い

鶏〟はジューシーで噛むほどに味が出る。そして弾
の取材も受けるようになった頃、
〝黒さつま鶏〟の

炭火焼きは地鶏の真骨頂

わずかな塩さえあればいい。それほど旨みを感じた。

旨みはどうだ。甘い九州の醤油が添えられていたが、

い。刺身のおいしさには感動した。この歯ごたえと

びに味が出る歯ごたえのあるやわらかさがたまらな

炭の香りとジューシーな旨みが溢れてくる。噛むた

まず炭火焼きだが、これはまさに地鶏の醍醐味だ。

火焼き〟と〝
「黒王」虹の鳥刺し〟をいただいた。

今回はお店のメニューから、まず〝
「黒王」の炭

う。

お客も増え、ようやくその評価が定着してきたとい

にまで届いた。県外から「黒王」の料理を見に来る

で、そのおいしさはたちまち広がりその評判は関東

があったのだ。
「黒王」のガラからとる出汁は絶品

のラーメン屋から「黒王」のガラを使いたいと注文

その評価は意外な方向から飛び込んできた。大阪

間がかかった。

さらに価格面でもその価値を評価されるまでには時

う中で、立ち上がったばかりの「黒王」は苦戦した。

わずか１％でしかない。有名ブランドがひしめき合

わけではない。地鶏は全国で出荷される鶏全体量の

こうしてできた「黒王」だが、販売が順調だった

販売への突破口

ド〝黒さつま鶏〟
「黒王」ができ上がった。

にした。そして、
（株）NS ファーム独自のブラン

フィードバックし、飼育方法や設備の改良のヒント

に解決していった。ほんの少しでも感じたことを

をし、これを現場のスタッフと一緒になって具体的

それ以来、料理人の立場から品質へのアドバイス

ＮＳファームは立ち上がった。

だったとは思うが、その話はすぐにまとまり（株）

や り ま せ ん か。
」 と 言 っ た ら し い。 寝 耳 に 水 の 話

ぐに中村さんは生産農家の方に「私と一緒に会社を

ほどを飼育している養鶏場だったが、それを見てす

翌日、中村さんはその養鶏場を訪れる。２００羽

考えたのだろう。

らい、安心して自分たちの鶏を使い続けて欲しいと

農家の方としてはその飼育環境を中村さんに見ても

生産農家の方が中村さんを自分の養鶏場に誘った。

力がありながらやわらかなこの鶏を自分の店でも提

種〝横斑プリマスロック〟を母に持つ〝黒さつま

「黒王」の炭火焼き
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料理長

中村 裕一郎

さん

料理人と生産農家が、二人三脚でつくり上げた理想の地鶏「黒王」。

（ソリ・フリソデ・アキレス・モモ・ムネ・
ササミ・オビ・スナズリ）

回 は い た だ か な か っ た が〝
「黒王」のしゃぶしゃ
けのものもある。チルドも冷凍も柔軟に対応してく

ムネ、モモ、ササミを分けたものもあるし、手羽だ

生産農家の都合もある。一つの部位にオーダーが集

れる。ただ、オーダーする側の都合もあるように、

ぶ〟もなかなかの人気らしい。
こうして「黒王」のメニューをいただいてみると、
やはり地鶏の魅力を感じずにはいられない。
中すると、売れない部位も出てくる。そのような場
合は複数の部位を組み合わせて購入することも検討

「黒王」を東京のフレンチレストランで使っても
焼き〟を冷凍で販売しているが、今後、コンフィ

すでに、
（株）ＮＳファームでは〝
「黒王」の炭火

育てる愛情、漁獲収穫の苦労、加工の難しさ、

そのすべてが素材のちからだと思います。

私たちは素材のことをより詳しくお伝えしたいと思っています。

●セレクトスパイス（セロリーシード）

●もちのび

●ふわふわムース（チーズ／カスタード／チョコ）
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農場：鹿児島県姶良市蒲生町上久徳508-1 http://nsfarm.jp/

日本全国の外食店の皆さんに、もっともっと「黒王」の魅力を伝えたい。
〝炭火焼き〟
、
〝鳥刺し〟以外にも
メニューは多彩に広がる
炭火焼きと鳥刺しで「黒王」の魅了を堪能したと
思っていたところに、次々にメニューが運ばれてき
た。お店では〝荒野の用心棒〟と呼ばれるピリ辛風
りの肉がぷりぷりしていて、さらに噛みごたえがあ
らっていると中村さんから聞いた。商品形態は〝中
チュールやタタキなどもラインナップされるようだ。

したい。すべて、まずはご相談いただきたい。

る。その味はピリ辛のソースの風味を押しのける濃
抜き〟と言われる丸鶏の状態だ。レストランではこ
オリジナルの加工品も受けてもらえるようなので、

「黒王」の商品形態は注文によって
柔軟に対応してくれる

さだ。
れをさばき、部位ごとにその特長をいかした料理を

味の手羽の唐揚げだ。一番人気だそうだ。骨のまわ

続いて〝よだれ鶏〟
。中華料理の人気メニューで
こちらもご相談いただきたい。

大きな思い入れを持っています。

今回の取材を通して若鶏と銘柄鶏、地鶏の違いを

提供しているそうだ。牛の１頭買いを売りにするの

F
F

株式会社NSファーム

本来は胡麻のソースで食べるが、こちらのお店では、

そして、現場の声を産地にもどし、さらなる品質の向上に挑む。

なら、地鶏の１羽買いも売りにできる。最後におい

産地の努力を料理の現場に伝える。

湯霜づくりにした「黒王」を辛み醤油でいただく。

きっとおいしい料理ができ上がることでしょう。

はっきりと知ることができた。これからは地鶏のお

そして、この愛情、苦労、難しさを料理人の技術と心意気に託します。

しいスープができるだろう。

ＩＱＦ
●天然芝海老（生）

「黒王」の
しゃぶしゃぶ

何と言っても「黒王」のしっとりとした身質が印象

●イナアガーＫ

よだれ鶏

いしさが格別な気がする。

素材の生産者や輸入者の方々は、それぞれの製品に

「黒王」の商品形態はこの〝中抜き〟に限らない。

素材のちから

的だ。正直に言ってしなやかな食感と言いたい。今

●冷凍魚ポーションシリーズ
ノドグロ／舌平目／イトヨリ鯛

農業生産法人
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●オマール海老味噌マヨネーズタイプ／
カニ味噌マヨネーズタイプ

●ブラジルロブスター
ホール／ハーフ＆クリーン／テール

●カツとカレーが、出会って100年！

●長崎産きびなごＩＱＦ／
きびなご・カリッとフライ

●クリスマス島の塩
●具沢山ドレッシングオニオン／
具沢山ドレッシング和風

荒野の用心棒

ace to
ace

たっぷりの具材が料理をより印象的に、よりおいしく彩るドレッシング。

“具材4割”のパワー。

ドレッシングには〝たっぷりの具材感〟が
求められている
サラダは野菜などの素材にドレッシングをかけて
食べるとてもシンプルなメニューであるが、ドレッ
シングひとつでサラダは大きく変わる。だからこそ

ぎ、しょうが、ガーリックなどが入り、具材 ％の
配合になっている。ごまの風味が香ばしい、甘みを
抑えたすっきりとした仕立てだ。

圧倒的な具材感を大きな
メリットとして料理に活かす
右のメニューは〝アスパラとポーチド

沢山ドレッシングオニオン」
、
「キユーピー 具沢山

を求めていることをコンセプトに「キユーピー 具

うにお客様がドレッシングに〝たっぷりの具材感〟

たっぷり〟入ったものの人気が高いという。このよ

中でも大根やごま、にんじん、玉ねぎなど〝具が

といえよう。さらに「具沢山ドレッシング

にさえ見える。やはりこの具材感は圧倒的

刻んだ玉ねぎを仕込んでおいて添えたよう

ングオニオン」をかけて仕上げた。まるで

ポーチドエッグをのせ、
「具沢山ドレッシ

グリーンアスパラをバターでソテーし

出し、シャキッと歯ご

ドレッシングを素材にかけた時の見栄えのよさも意

独特の風味とシャキシャキした食感を残すためと、

刻んだものの２種類をブレンドする。これは玉ねぎ

使っている。しかも玉ねぎは、すりおろしたものと

ても単純な仕上げだが、

ングをかけるというと

だ。サラダにドレッシ

る黄色いソースのよう

が合わさるとコクのあ

深まる。

こんなに具材が入ったドレッシングが今までにあっただろうか。

さて、この圧倒的な具材感を持つドレッシング、

※

料理にどんな広がりを見せてくれるのだろう。早速
試してみることにする。

具沢山ドレッシングオニオン

ドレッシングの役割はとても大切だ。

ドレッシング和風」は商品開発された。キユーピー

オニオン」のシンプルな味がアスパラのみ

エッグのサラダ〟だ。

の今までのドレッシングは〝具が多い〟と感じるも

ずみずしい甘さを誘い

今、たくさんのドレッシングが発売されているが、

のでも具材の割合は全体の ％ほどで、
「具沢山ド
レッシングオニオン」
、
「具沢山ドレッシング和風」

たえのよいアスパラに、

※１

さらに添える。流れ出

刻んだ玉ねぎの食感を

まず、
「具沢山ドレッシングオニオン」だが、ボ

た卵黄とドレッシング

識している。味の仕立てはとてもシンプルだ。

盛り付けのグレードを

※

「具沢山ドレッシング和風」も具材感はたっぷりだ。

2

確実に上げ、その味も

トル１本（１０００

）あたり玉ねぎを約２個分

表現している。

はそれを大きく上回る ％という圧倒的な具材感を

25

40

具沢山が〝風味〟
、〝食感〟
、〝盛り付け〟をレベルアップさせる。

具沢山ドレッシング

※乾燥玉ねぎ水戻しの換算
10

ドレッシングをかけるだけの簡単な仕上げでも、圧倒的な具材感が目を楽しませ、
さらに食感は味を深める。お客様もきっとこんなドレッシングを待っていたはずだ。
さあ、“ 具沢山ドレッシング ” の実力を知ろう。
11

40

ml

具沢山ドレッシング和風
荷姿：1000ml／9本
荷姿：1000ml／9本

アスパラとポーチドエッグの
サラダ

酢、醤油、油をベースに刻んだ玉ねぎとごま、長ね

※1 乾燥玉ねぎ水戻し換算
※2 玉ねぎを200ｇ／個とし換算

キユーピー
具沢山ドレッシング和風

キユーピー
具沢山ドレッシングオニオン

具沢山ドレッシングオニオン／具沢山ドレッシング和風
素材のちから Face to Face

素材のちから Face to Face
具沢山ドレッシング

そのままかけて、〝具沢山〟を活かす。
かけて仕上げた。

おいしさに加えてメニューの見た目もグレードアップする。

するキッチン事情の中で、こうしたドレッシングは

た仕立てになっていて、葉物のサラダにかけてもお

味の面ではどちらのドレッシングもすっきりとし
り感を出している。サーモンとディルの風味で、

体に味を伝えながら、さらにひと手間加えた手づく

具材がしっかりと野菜とサーモンに絡み、サラダ全

和えるだけの簡単なサラダだが、ドレッシングの

さて、
「具沢山ドレッシングオニオン」と「具沢
い し い こ と は 間 違 い な い し、 肉 や 魚 を 使 っ た メ
すっきりとした魚のサラダができたと思う。

実にうれしい。

山ドレッシング和風」の特長が圧倒的な具材感であ
ニューでも、幅広い用途でその実力を発揮すること

この具材感は、ひと手間かけた
〝手づくり感〟を感じさせる

ることはすでにご説明したが、料理を試作して感じ
は想像がつく。

でて冷やしたじゃがいも、きゅうり、セロリを一口

くちサラダをつくってみた。新鮮なサーモンと、茹

まずはシンプルに、野菜とサーモンで冷たいひと

あつあつのところに「具沢山ドレッシング和風」を

スを加えて軽く火を通す。これを皿に盛り付けて、

つくってみた。鶏モモ肉をジューシーに焼き、レタ

相性を見るために〝鶏モモ肉とレタスの炒め物〟を

次に、
「具沢山ドレッシング」と温かい料理との

たことは、具沢山であることがどの料理にもひと手

前ページでご紹介した〝アスパラとポーチドエッ
大に切って、刻んだディルを加え「具沢山ドレッシ
かけた。

間かけた〝手づくり感〟を加えることができること

グ の サ ラ ダ 〟 で も、
「具沢山ドレッシングオニオ
ングオニオン」で軽く和える。これを盛り付けて、

だ。このことはとても重要なことである。

ン」を使うと、細かく刻んだ玉ねぎをひと手間かけ

ドレッシング」の実力と言える。

た大胆なメニューへアプローチできるのも「具沢山

手づくり感を料理に表現しながら、さらにこうし

ないジューシー感と食感を持つ。

れのおいしさが溶け合って混ざり合い、何とも言え

香ばしいベーコンの風味と一緒に食べると、それぞ

レッシングオニオン」の玉ねぎをたっぷりとのせて、

わらかく蒸し上がった甘いキャベツに「具沢山ド

レッシングオニオン」の存在感が際立っている。や

るのではないだろうか。何と言っても「具沢山ド

なるだろうと思ったが、大胆な料理に仕上がってい

ベツを蒸しただけなので、さぞや野暮ったい料理に

だろうか。まずは見た目だ。ざっくりと切ったキャ

つくり方は結構大雑把な料理だが仕上がりはどう

椒をかけて仕上げた。

オン」をたっぷりとかけ、イタリアンパセリと黒胡

焼きにする。皿に盛って「具沢山ドレッシングオニ

れにバターと白ワインを加え、蓋をして弱火で蒸し

ベーコンと一緒にオリーブオイルで表面を焼く。こ

プルな料理だ。キャベツをざっくりと大きく切り、

野菜などの素材が持っている水分で蒸すとてもシン

てみよう。次に試作したのは〝キャベツのエチュベ〟
、

さて、
「具沢山ドレッシング」の実力をさらに見

「具沢山ドレッシング」を
繊細かつ大胆に使いこなす

だわった大きな成果だと言える。

わってこないだろうか。商品開発において食感にこ

どうだろう、ひと手間かけた〝手づくり感〟が伝

サラダ、炒め物、マリネと料理を試作してみたが、

なおいしさだ。

グッと高まり、鯖が香ばしいソースに包まれるよう

ソースは、甘みが際立つことなく、むしろ風味が

る味だ。マリネ液に使ったドレッシングを煮詰めた

ぎ、しょうがの風味が鯖にしみ込み、実に深みのあ

し、臭みは抜けている。ドレッシングのごまや長ね

漬け込んだ鯖はしっとりとやわらかく、旨みは増

の際に焼いた鯖の上からかけて仕上げた。

赤ピーマンと一緒に軽く煮詰めておいて、盛り付け

な鯖をオーブンで焼き、残ったマリネ液をインゲン、

した〝鯖のマリネ焼き〟だ。半日間マリネした肉厚

今度は「具沢山ドレッシング和風」の酸味を活か

醤油や香辛料の香りも立っている。

化させてもいい。ドレッシングに熱が伝わることで

い。さらに好みでしょうがやにんにくを加え味を変

いた鶏モモ肉やレタスにそのままかけても実にうま

いようにすっきりとした仕立てにしてあるため、焼

「具沢山ドレッシング和風」は後味に甘みが残らな

鯖のマリネ焼き

最後に「具沢山ドレッシングオニオン」をもう一度

キャベツのエチュベ

て仕込んでおいたように見えた。人手不足が慢性化

鶏モモ肉とレタスの炒め物

12
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そのまま

サーモンひとくちサラダ

素材のちから Face to Face
具沢山ドレッシング

素材をプラスして、広がるオリジナルテイスト。

次は、
〝鶏ささみ・きゅうり・大根のサラダ わさ

ソースで違う料理に変化した。

他の素材と合わせて、料理を個性的にする。

スがつくれる。また、
「具沢山ドレッシング和風」
も、ごまや醤油の風味を活かす素材と組み合わせれ
び風味〟である。
「具沢山ドレッシング和風」にわ
さびを加えてソースをつくった。鶏ささみ、きゅう

ば、意外にフレキシブルだ。
まず思い浮かんだのは、
「具沢山ドレッシングオ

酸味、辛みを加えて
オリジナルソースをつくる
ここまでは「具沢山ドレッシング」をそのままス
り、大根、どれも醤油とわさびが合わないはずがな

ルッコラを敷いた皿に、ごまをまぶして香ばしく
「具沢山ドレッシング和風」はもともと薬味の香り

ニオン」にケッパーとピクルスのみじん切りを合わ

れに素材を加えることによってつくられるオリジナ
揚げた〝鶏の唐揚げ〟を盛り付け、ミニトマトを添
を持つが、ここにわさびのピリッとした辛みが加わ

トレートに使うメニューをご覧いただいたが、ここ

ルなソースやタレを使った料理を試してみることに
える。その上に特製ピクルスソースをのせるとケッ
ることで、ささみと野菜の味が一気に引き締まる。

い。わさびを別添えにすることもできるが食べる時

する。特に「具沢山ドレッシングオニオン」は味の
パーとピクルスの酸味が唐揚げの油分をさっぱりと
簡単な和風サラダだが、薬味の香ばしさとわさびの

せた酸味のきいた特製ピクルスソースだ。

仕立てがシンプルでアレンジユースに向いている。
させてくれ、後からごまの香ばしさが追いかけてく
辛みがきいた料理に仕上げることができた。その他、

からは「具沢山ドレッシング」をベースにして、こ

たとえば刻んだ野菜を加えたり、さまざまなハー
るような風味の変化が楽しめる。いつもの唐揚げが

はいかがだろうか。

皆さんも〝具材４割のパワー〟を使いこなしてみて

新たな付加価値を生み出す「具沢山ドレッシング」
。

レッシングに具を取り込んだ新製品だ。メニューに

オン」と「具沢山ドレッシング和風」は徹底的にド

冗談を言いたくなるほど「具沢山ドレッシングオニ

レッシングが多めの具〟ということになる。そんな

具〟であるが、あと１割と少し具が加わると〝ド

そ も そ も、
「 具 沢 山 ド レ ッ シ ン グ 」 は〝 ４ 割 が

ジナルソースやタレも簡単にできた。

さらに素材との組み合わせによって、魅力的なオリ

め物、マリネなどストレートな使い方で用途を広げ、

レードを添えた。また、サラダのドレッシングや炒

サラダや料理にひと手間加えた〝手づくり感〟とグ

が、商品コンセプトである〝たっぷりの具材感〟は、

山ドレッシング和風」を使って料理をつくってきた

さて、
「具沢山ドレッシングオニオン」と「具沢

みたくなる印象的なメニューに仕上がった。

ントと真鯛の旨みが合わさり、思わず白ワインが飲

たりしない。狙い通りマスタードのほどよいアクセ

オニオン」は決して真鯛の繊細なおいしさを邪魔し

まり見ない。さっぱりとした「具沢山ドレッシング

ニューだが、これほどソースに個性があるものはあ

麗だ。真鯛のカルパッチョはとてもポピュラーなメ

と輝く玉ねぎと粒マスタードのソースは見た目も綺

級感を感じるソースができる。真鯛の上でキラキラ

香りと辛み、酸味が加わると、ちょっと緊張した高

「具沢山ドレッシングオニオン」に粒マスタードの

ベビーリーフ、赤玉ねぎのサラダだ。風味の点では

タードで印象強いメニューに仕上げてみた。真鯛、

ダ〟を「具沢山ドレッシングオニオン」と粒マス

最後に、シンプルな〝真鯛のカルパッチョ風サラ

クセントになっている。

味が重なり甘みが増し、具材のシャキシャキ感もア

りがちだが、
「具沢山ドレッシング」のおかげで風

素材を潰しただけのマッシュはその風味が単調にな

つ油分で食感はとてもなめらかになり口溶けもいい。

はしない、ドレッシングだけだ。ドレッシングの持

レッシングオニオン」を合わせた。どれも他に調味

ング和風」を、アボカドにはすっきりと「具沢山ド

が醤油とごまの風味に合うと思い「具沢山ドレッシ

種のマッシュサラダ〟では、さつまいもとかぼちゃ

「混ぜ込む」という発想はいかがだろう。この〝３

続いて、ドレッシングを「かける」のではなく

ドレッシングを混ぜ込む

もしろい。

にいちいちタレに溶かすのも煩わしい。

ブやフレーバーをつける意味でジュースを加えたり
しょうがや柚子、山椒や辛子などを合わせるのもお

真鯛のカルパッチョ風
サラダ

「具沢山ドレッシングオニオン」を使ったアレンジ

３種のマッシュサラダ

してアレンジすることによって、オリジナルのソー

鶏ささみ・きゅうり・
大根のサラダ
わさび風味
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鶏の唐揚げ

冷凍魚ポーションシリーズ

ロスなく使える〝形を揃えた〟白身の高級魚
魚の切り身が、同じ大きさで同じ形なら仕込みは楽にな
るはずだ。ノドグロや舌平目、イトヨリ鯛が手軽な価格
で手に入ったらメニューの幅も広がる。人手不足のキッ
チン事情を考えると「冷凍魚ポーションシリーズ」は使
い方によってたくさんの可能性を持っている、シーフー
ド素材の新しい形かもしれない。

いしそうだ。
」と思ったことがある。隣のぷっくり
を成形した冷凍商品で、画期的なことは〝魚の形が

ーズ」だ。ノドグロ、舌平目、イトヨリ鯛のフィレ

そこでご紹介したいのが「冷凍魚ポーションシリ

わない。ノドグロなど身や脂の旨みはまったく変わ

用型を使って圧着成形しているからだ。結着材は使

腹や尾に近い身の部分や小さな魚体のフィレを、専

頃な価格で手に入るのもうれしい。評価されづらい

天然イトヨリ鯛ポーション

とした肉厚な切り身に比べて、自分の皿には尾に近
揃っている〟ことだ。極端な話だが、たとえ１万皿

らず、おいしさがそのまま味わえる。

ソールリング

い薄い切り身がのっていた。料理のつくり手はお客
メニューをつくっても同じ形、同じ量でメニューを

ノドグロポーション

ノドグロ／舌平目／イトヨリ鯛
〝形を揃えて〟凍結させた
高級な白身魚
ブライダルや宴会用に、たく
さんの魚の切り身を揃った大き
さにカットするのは大変な仕事
だ。 人分や１００人分でも大

様にそんな思いをさせないように一生懸命に仕込み
提供できる。しかも、使いたい時に使う量だけ解凍

舌平目のリングフライ

イズは ｇだ。

ている。丸型の通常サイズが ｇ、正方形の L サ

品のよい脂が人気の〝国産の天然ノドグロ〟を使っ

ン」は、
〝白身のトロ〟と呼ばれるたっぷりとした

商品には３つの魚種がある。
「ノドグロポーショ

をしているはずだが、頭に近い部分と尾に近い部分
すればいいのでロスはまったく出ない。
さらに、こうした高級魚を使ったポーションが手

では厚みも違うし形も違う。仕入れた魚によって大
人の問題でそうもいかないのが実情かもしれない。

きさや状態も変わる。準備する量や時間、コスト、

料理と比べ、
「あっちの方がお

招待された結婚式で隣の人の

くさんの作業と時間が必要だ。

で、料理を仕上げるにはまだた

も魚のカットは調理のはじまり

なると気が遠くなる数だ。しか

変なのに、これが１日何組もと

60

23

ｇのリング型にしたものだ。

にも有名な料理だが、
「ソールリング」は舌平目を

身がやわらかく淡白な舌平目はムニエルがあまり

40

30

ロ茶漬け〟どちらが好きかと聞かれたら、何とも甲

あってさっぱりしている。
〝鯛茶漬け〟と〝ノドグ

グロの脂は旨みたっぷりだがクセはなく、甘みも

したら出汁とご飯を一気にかき込むとうまい。ノド

お椀に沈めると椀全体に豊かな脂が行き渡る。そう

と焼いた「ノドグロポーション」を、出汁を張った

何と言っても脂のうまさが忘れられない。じっくり

のお茶漬け〟
（次頁の料理）だ。ノドグロと言えば

次は「ノドグロポーション」を使った〝ノドグロ

て見た目も楽しい。

リングを崩すと色鮮やかな細かなピクルスが溢れ出

りと酸味のあるピクルスを細かく刻んで詰めてみた。

今回はフライの油分を考えてリングの穴にはさっぱ

して使うのではなくリングにした発想がおもしろい。

舌平目の定番料理はムニエルだが、それをフィレと

具材を詰めたり立てたりしてアレンジする。本来、

が人気だ。パン粉をつけて揚げて、中にさまざまな

「ソールリング」はすでに〝舌平目のリングフライ〟

宴会メニュー以外でも
手軽な形と価格が料理を変える

不足をフォローしてくれるはずだ。

こうしたポーションは必ず大量調理の現場で人手

形にした。

した身と美しい皮目を持ったイトヨリを ｇの四角

オーブン焼きや、ソテーにして使われる。ふっくら

「天然イトヨリ鯛ポーション」は、香草をまぶした

40
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冷凍魚
ポーションシリーズ

素材のちから Face to Face

素材のちから Face to Face

ニューにその名前があればお客様の注目度も高い。

乙 つ け が た い。 ノ ド グ ロ は 人 気 が あ る だ け に メ
けて焼き、マスカルポーネをのせたブリニの上にの

Ｌサイズの「ノドグロポーション」を４つに切り分

ノドグロをピンチョスに使うのも珍しいだろう。
メニュー開発にお役立ていただきたい。

メニューになるはずだ。メインからオードブルまで

をいかしたメニューはコストを抑え利益を生み出す

イトヨリのフリカッセ

せる。そこに薬味やハーブをトッピン

〝イトヨリのフリカッセ〟は、
「天然
ノドグロポーション

も〝天然〟もメニューにうたえる。
グすれば〝ノドグロのピンチョス〟の

「冷凍魚ポーションシリーズ」の揃った形はさらに
イトヨリ鯛ポーション」を半分に切り、

完成だ。

小さくしてもおもしろく使える。
〝ひとくち高級魚
クリームソースで軽く煮込んだ料理だ。
ふっくらした身とすっきりした旨みを

ソールリング

おいしい高級魚をひとくちで食べる

メニュー〟とでも言おうか、ひとくちを楽しむ料理
たとえば、
〝舌平目で巻いたリゾット〟だ。
「ソー
ひとくちで楽しむ。イトヨリ独特の皮

カットして煮込んでも身が崩れない。

ルリング」を半解凍のうちに水平に切り、薄い「ソ
目が綺麗で女性におすすめのクリーム

荷姿：30g/1ヶ 20ヶ×20パック 荷姿：40g/1ヶ 400g（10ヶ）
×30パック

天然イトヨリ鯛ポーション

ができる。

ールリング」にしておく。中にバターとレモンを香
いかがだろう、
「冷凍魚のポーショ

系の魚メニューだ。

リゾットを舌平目で巻いたように見える。少しずつ
ンシリーズ」
。何と言っても形も価格

らせたリゾットを詰めフライパンで焼くと、まるで
舌平目を崩しながらリゾットと混ぜて食べると、ま
も使いやすいところがうれしい。特長

荷姿： 23g/1ヶ 10ヶ×20パック×2
（L）40g/1ヶ 10ヶ×20パック

しかも、国産の天然ノドグロが原料だから〝国産〟

舌平目で巻いたリゾット

さにひとくちサイズのかわいい舌平目のリゾットだ。

冷凍魚ポーションシリーズ

18
ノドグロのピンチョス
東京都中央区入船3-7-1 星和京橋ビル別館4F TEL.03-6772-7440（代）
神奈川県厚木市長谷260-35 TEL.046-247-0871（代）
〒104-0042
〒243-0036
営業本部
本
社

ノドグロの
お茶漬け
冷凍魚ポーションシリーズ

熊本県天草産の芝海老を、鮮度抜群なままお届け

天然芝海老
（生）
ＩＱＦ
鮮度抜群の天然芝海老を
すぐに加工する
芝海老は、かつて東京の芝浦でたくさん水揚げさ

「天然芝海老（生）ＩＱＦ」は、何よりも鮮度を大事
にした芝海老だ。新鮮なまま凍結しているから、小ぶ
りな海老のおいしさが一尾一尾にギュッと詰まってい
る。養殖された海老にはない、天然ものならではのお
いしさだ。そのまま揚げると殻もカリッと香ばしく、
まるごと食べられるのも魅力だ。

の海に囲まれており、季節ごとにたくさんの種類の
魚介類が水揚げされる。芝海老は、もともと奥行き
のある広い湾が好きな海老だ。温暖な気候で、周囲
に大きな湾がある天草は、芝海老が育つには最高の
環境だ。

天草諸島は、広い海と深い山が美しい大小１２０

食べてみて、
「天然芝海老（生）ＩＱＦ」の殻の

おいしいはずだ。

塩茹で、唐揚げ、天ぷらなどにすれば、間違いなく

が本当によく分かった。素揚げ以外にもシンプルに

ご説明したが、さっと揚げてみるだけで、その実力

「天然芝海老（生）ＩＱＦ」の鮮度へのこだわりを

海老の素揚げのおいしさは鮮度によって決まる。

立っている。夏には冷たいビールにぴったりだ。

いしいことで、噛みしめた時の身の旨みがより引き

らだろう、ミソにも甘い旨みがある。殻とミソがお

つ旨みと香りがより強調されている。鮮度がいいか

揚げたことで殻の香ばしさが増して、天然海老の持

い。パリパリ、サクサクした歯ごたえも心地いい。

身のジューシーさにも驚くが、とにかく殻がおいし

「天然芝海老（生）ＩＱＦ」を素揚げにしてみた。

素揚げで芝海老のおいしさを
まるごと味わう

無駄なく使うことができる。

る。旨みたっぷり、身はプリプリの天然芝海老を、

全部解凍することなく、使いたい分だけを解凍でき

に急速凍結している。使う時には一度にブロックを

いが、
「天然芝海老（生）ＩＱＦ」は一尾ずつ個別

また芝海老はブロックで凍結させていることが多

この芝海老はこれらを一切使わない。

くするために添加物や保水剤を加えることがあるが、

いしさをピュアなまま味わえる。海老は身の味をよ

り短くしているため、天草で獲れた天然芝海老のお

速凍結する。獲ってから凍結までの時間をできる限

ですばやく漁獲する。獲ったらすぐに岸に戻り、急

鮮度にある。天草の漁師が小舟で近くに出て、投網

れていたことから名前が付いた海老だ。そのおいし

さがある。また素揚げなどにすれば、頭から尻尾ま

は車海老にも負けないような身の甘さとジューシー

サイズの海老だ。車海老の仲間であり、天然ものに

そもそも芝海老は、体長約 ㎝ほどの使いやすい

しまれている。

河湾、瀬戸内海などが主な産地となって変わらず親

獲られていないが、芝海老のおいしさは有明海、三

環境の変化もあり、今の芝浦ではほとんど芝海老が

戸前の天ぷらや寿司などには欠かせない食材だった。

「天然芝海老（生）ＩＱＦ」のよさは、その抜群の
天然芝海老（生）
ＩＱＦ

さは江戸時代からさまざまな料理に使われ、特に江

使った加熱調理用の商品だ。

今回ご紹介する「天然芝海老（生）ＩＱＦ」は、
の島々からなる。有明海、八代海、東シナ海と３つ

でまるごと噛めるほど殻はやわらかい。
有明海の南側、熊本県の天草で漁獲される芝海老を

芝海老の素揚げ

20
21

香ばしさをもっと使いたくなった。この〝殻のおい
しさ〟をいかした料理を考えてみることにする。

芝海老の唐揚げ

10

芝海老のチヂミ

素材のちから Face to Face
天然芝海老
（生）IQF

最後の
〝芝海老のエス
ニック風ケークサレ〟
は、芝海老を使った高
級ケークサレだ。海老
が溢れるようなケーク
サレは見たことがない。
味付けは五香粉を生地
に加え、エスニック風
に仕上げた。焼き上げ
ると、芝海老と五香粉
の相性がとてもいい。
五香粉に含まれる八角
がふわっと香り、海老
の旨み、殻の香ばしさ
と合っている。芝海老

芝海老はまるごと揚げることで殻がカリッとして、

すいサイズにしているから〝かき揚げボール〟だ。

油に沈めたセルクルの中で揚げて、女性でも食べや

らチーズが出てきたらおもしろいと思ったからだ。

芝海老は素揚げなどが代表メニューだが、さまざま

旨みがある。何よりも鮮度にこだわっているからだ。

「天然芝海老（生）ＩＱＦ」はミソや殻にも力強い

サレができ上がった。

カリッとした食感も楽しめるような、新しいケーク

を殻ごと噛んだ時の、

「天然芝海老（生）ＩＱＦ」を頭も殻もまるごとガ
中の身はプリッとする。そこにトロッとしたチーズ
なメニューにもぜひ使っていただきたい。

香ばしい殻のおいしさを
メニューに取り入れる
ブッと噛むと、より海老の旨みがジュッと出て、海
が合わさって、
食感にもおもしろさがあるかき揚げだ。

し、そこへ水で溶いた薄力粉と片栗粉を流し入れて

然芝海老（生）ＩＱＦ」をフライパンに並べて加熱

最初は〝芝海老のチヂミ〟だ。一度素揚げした「天

唐辛子の香りを移す。このオイルにパスタを絡めて

老を鍋から外し、残ったオイルにさらにニンニクと

と焼いて、オイルに海老の香りを移している。芝海

然芝海老（生）ＩＱＦ」をオリーブオイルでカリッ

続いて〝芝海老のペペロンチーノ〟では、
まず「天

焼いた。焼けたチヂミの生地と、香ばしさを競い合
いくと、ニンニクの香りに海老の香ばしさがグッと

荷姿：1kg×10

の〝殻ごと食べるおいしさ〟に注目した。

う芝海老がおいしい。パリパリとした生地に海老の
重なったペペロンチーノができた。皿にのった芝海
老も見た目の華やかさを盛り立てている。ひと手間
で、シンプルなペペロンチーノの風味をガラリと変
えられた。

芝海老の
エスニック風ケークサレ

老の香ばしさがふわっと重なる。そこでこの芝海老

芝海老のペペロンチーノ

殻のカリカリとした歯ごたえも重なって、ちょっと
高級感のある海老のチヂミが楽しめる。
次の〝芝海老とチーズのかき揚げボール〟では芝
海老のかき揚げにチーズを入れてみた。かき揚げか

天然芝海老
（生）
ＩＱＦ

22
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芝海老とチーズの
かき揚げボール

ホール／ハーフ＆クリーン／テール

凍結後も芯温を計測

工場への搬入から最終凍結までの
徹底した〝芯温〟品質コントロール
調理にとって温度のコントロールが最も重要な要
素であることは言うまでもない。たとえば真空調理
では肉や魚の〝芯温〟を１℃単位で測り、微妙に温

最高の品質を目指すには、ロブスターを氷水でしめた
時、ボイルした時、凍結させた時、それぞれにロブス
ターの芯温には適温があるらしい。「ブラジルロブス
ター」はこれを厳しく守るために生産環境を大きく変
えた。ジューシーなやわらかさ、旨み、甘み、そして
香りは、今までのものとは違う。

が肉や魚の身質にいかにデリケートな影響を与える
かということを利用した調理法だ。
これは水産物を凍結加工して商品をつくる場合も
同じだ。それぞれの加工工程を適切な素材の〝芯温〟

冷やし込みを行う際にも、中心温度が十分下がって
いることを測定し、確認する。
さらに、ボイル製品の場合は、ボイルの前の〝芯
温〟を測り、ボイル後の〝芯温〟も正確に測る。そ
れぞれの工程で、真空調理と同じように１℃単位で

時間はわずか 分にしてボイル時間を大幅に短縮し
た。ミソが固まりきる前の 分間という短時間で火

でいる。

身質の変化を防い

覆 う こ と に よ り、

の表面を薄い氷で

で は、 ロ ブ ス タ ー

＆クリーン」商品

さらに、
「ハーフ

つくり出している。

しいボイル商品を

身の中に水分が残り、濃厚な旨みと甘みのあるおい

を通すことにより、身質はしっとりとやわらかだ。

12

と時間で作業しなくてはならない。

〝芯温〟を厳しく管理することにより、ロブスター

ボイル時間は 分、つまりロブスターに熱が加わる

導入し、原料を入れてから再沸騰までの時間を１分、

「ブラジルロブスター」は強力な高性能ボイラーを

や甘みなどのおいしい要素は流れ出てしまうのだ。

わるほど固くなる。長く釜の中に入れるほど、旨み

ロブスターの身はタンパク質のため、当然熱が加

なり、すべての時間を合わせると１時間ほどになる。

27

「ブラジルロブスター」は漁獲されて工場に持ち込
の身質を高品質に保つ。

の徹底がロブスターの身のやわらかさや甘みを持っ
たジューシーな味わい、そしてロブスターならでは
の旨みと香りを生み出すのだ。

注目の〝 分間ボイル〟で
今までにない身のやわらかさを実現
〝 分ボイル〟という特長が加わる。今までのロブ
スターのボイル工程は、水が沸騰したところに原料
のロブスターを入れると温度が下がるため、再沸騰
するまでに 〜 分かかっていた。そして再沸騰し
てからさらに約 〜 分間グツグツと煮込むことに

26 40

む際に〝芯温〟を測り、外気温の影響を受けないよ

最後の冷凍工程においても、完全凍結されたかど
うかを〝芯温〟で確認する。凍結は全製品窒素凍結。
ホールはボイルが約 分、生冷は約 分で芯温はマ
イナス ℃に、ハーフ＆クリーンは約 分で芯温が

40

15

さらに、「ブラジルロブスター」のボイル商品には、

12

30

13 12

ホール・生冷

うに最新の注意を払う。その後、冷水に浸け込んで

ハーフ＆クリーン

30

マイナス ℃以下に達する。こうした〝芯温管理〟

25

35

芯温管理と高性能ボイラーがつくる今までにない高品質

ブラジルロブスター

24
25

12

度をコントロールする。これは素材の〝芯温変化〟

冷やし込みの工程も芯温を計測

テール・生冷
表面を薄い氷で覆って品質を保護

ホール・ボイル

ブラジルロブスター

素材のちから Face to Face

トマト水煮缶、魚の出汁、
サフランを加えて軽く煮

ューに使いたいが、そんなにたくさんの量は必要な

「予算をいただける席にロブスターをちょっとメニ
塩で味を調えた。ロブス

野菜を加えて火を通し、

のテール・生」と魚介類、

る。
「ブラジルロブスター

い。
」ということはないだろうか。ロブスターは決
ターの出汁の旨みがたま

「ブラジルロブスター」の
使いやすい〝小分けパック〟がうれしい

して安い素材ではないので、使わない素材を冷凍庫
らない。ブイヤベースの

した。
「グラス・ド・オマール」を使ったオマール

を使って〝ロブスターのメダイヨンプレート〟を試
きたい。

お伝えできない。ぜひ一度、ご自分でお試しいただ

スターのホール・ボイル」

さらに、
「ブラジルロブ

た気がする。

グレードが一気に上がっ

で寝かせておくわ
けにはいかない。
そんな時は小分け
パックが便利だ。
ロブスターは今ま
で、数の出る宴会
メニューの素材と

かつくってみた。まずは、生のホールを使った〝ロ

では「ブラジルロブスター」を使って料理を何品
ンタイプを使うとハーフカットタイプと違って作業

〝テルミドール〟だ。何と言ってもハーフ＆クリー

ン」を使ってロブスターメニュー定番中の定番、

（サイズ／荷姿）

のブランマンジェとアスパラガス。バター、生クリ
ーム、塩、胡椒でつくるアスパラガスのクーリーを
添えた。
「ブラジルロブスターのホール・ボイル」
の殻を剥いてスライスし、塩、オリーブオイルをか
ける。 分ボイルの効果なのだろう、スライスした

ブスターのグリル〟だ。
「ブラジルロブスターのホ
が楽だ。解凍後すぐに使えるように余分なものは取

しっとりと香りが広がり、たっぷりとした満足感が
さて〝芯温管理〟にこだわった「ブラジルロブス

ブラジルロブスター

して多く使われて
いるが、通常のメ
ニューにも気軽に
取り入れることが
できる。
一枚一枚がやわらかくとてもみずみずしい。冷製メ
ニューにも最適と言える。

ール・生」を半分に切り、塩、胡椒をふりグリルで
り除いてある。 ピースごとに薄い氷をはって守っ

最後は、
「ブラジルロブスターのハーフ＆クリー

じっくり両面を焼く。何と香ばしくてジューシーな
た身は、やわらかく甘い。ソースと絡めて食べると

ジューシーでやわらかな食感と
旨みと甘み、そして香りを料理に

のだろう。身がやわらかく旨みが強い。ロブスター
料理の醍醐味が味わえる。
ルを熱して香りを出し、玉ねぎとセロリのみじん切
ター」をご紹介したが、その身質のレベルは十分に

ある。

りを炒め、白ワインを加えてアルコールを飛ばし、

次は〝ブイヤベース〟
。ニンニクとオリーブオイ

1
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ブイヤベース
（テール・生使用）

12

ロブスターのグリル
（ホール・生使用）
ロブスターのメダイヨンプレート
（ホール・ボイル使用）

■ホール・生冷
サイズ：250/300、300/350、350/400
荷 姿：10kg（10ポンド×4）
/ケース
■ホール・ボイル
サイズ：250/300、300/350、350/400
荷 姿：10kg/ケース
■ハーフ＆クリーン
サイズ：250/300、300/350、350/400
荷 姿：250/300（72ハーフ）
、300/350
（64ハーフ）
、350/400
（56ハーフ）
■テール・生冷
サイズ：3oz、4oz、5oz、8oz、10/12oz
荷 姿：18.14kg/ケース
■ハーフ＆クリーン（小分けタイプ）
サイズ：350/400
荷 姿：2ハーフ/パック×12×2

テルミドール
（ハーフ＆クリーン使用）

小分けパック
（ハーフ＆クリーン／2ピース入り）

長崎産きびなごIQF／きびなご・カリッとフライ

コストパフォーマンス抜群の新鮮な〝冬のきびなご〟

きびなご・カリッとフライ

「長崎産きびなごIQF」は、鮮度勝負のスピード加
工 、身 が 締 ま っ て プ リ ッ と し た〝 冬 の き び な ご 〟の
味、その両方にこだわり、そして何より価格がリーズ
ナブルな商品だ。こだわりの身のおいしさが、和にも
洋にも、コストパフォーマンス抜群のメニューへと広

きびなご・
カリッとフライ

どちらがいいという話ではないが、多く出まわる旬

長崎産きびなご
IQF

がっていくだろう。

速凍結していて、鮮度や味にも相当のこだわりがあ
る。早速、鮮度へのこだわりからご説明したい。
だから漁は水揚げから凍結までのスピードが勝負。

そもそもきびなごは、体が小さく傷みやすい魚だ。

今回ご紹介する「長崎産きびなごＩＱＦ」は、何
夜中の 時に船を出し、朝の７時には岸へと帰る。

新鮮な〝冬のきびなご〟を
リーズナブルに使う
と言っても価格のリーズナブルさが最大のメリット
12

すぐに工場へ運んで、一気に急速凍結する。１尾か
ら使える個別凍結というの
もうれしいところだ。
なごＩＱＦ」は、春から初
のきびなごと違った味わいがあるのが、この「長崎

続いて味だ。
「長崎産きび
夏にかけての旬のきびなご

る〝冬のきびなご〟をあえ

そのまま揚げておいしいつまみになるフライだ。通

ザクザクとしたクリスピーな歯ごたえがおいしい。

品だ。衣には米粉を特別な割合でブレンドしていて、

また「きびなご・カリッとフライ」はフライ用商

産きびなごＩＱＦ」だ。

月から１月に漁獲す

て使っているからだ。きび

常のフライ商品にはない独特の食感を楽しみたい。

大きくなり、苦みも出る。

想定してみる。すると１串は５尾で 円。チーズと

みよう。価格はおおよその設定だが、１尾６円だと

リッとした辛みがとても合う。さて、コストを見て

ほんの少しの苦みも絶妙で、チーズの香ばしさ、ピ

びなごは身がプリッとして、噛むと旨みが溢れる。

をチーズ、唐辛子で洋風にアレンジした料理だ。き

「長崎産きびなごＩＱＦ」を使って、人気の串焼き

ていきたい。
〝きびなごの串焼き／ピンチョス〟は

最大のメリットになる価格は、料理と合わせて見

ひと工夫で付加価値を
大きく生むメニューに

なごは旬に向かって魚体が

い。

身が締まっていて苦みが薄

に比べると、やや小ぶりな分、

荷姿：
1kg×6×2合

唐辛子を加えても、提供価格は 串たったの１００

30

の味がいいからこそ、ひと工夫するだけでメニュー

加えた料理だ。こちらもリーズナブルだ。きびなご

ぶし、油の熱で香ばしくなった胡麻の香りと旨みを

しい「きびなご・カリッとフライ」の衣に胡麻をま

〝きびなごのごま衣揚げ〟は、そのまま揚げておい

だきたい。

の価格については、ぜひ販売元にお問い合わせいた

ストパフォーマンスのよさはいかがだろうか。実際

がこれを大きく上まわることはないと思う。このコ

円前後で提供できる。あくまでおおよそだが、価格

1

に大きな付加価値が生まれてくる。

きびなごのごま衣揚げ

11

きびなごの串焼き／ピンチョス

だ。長崎の近海で獲れたきびなごを加熱調理用に急

長崎産きびなごＩＱＦ

28
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荷姿：
1kg×5×2合

長崎産きびなごＩＱＦ／
きびなご・カリッとフライ

素材のちから Face to Face

素材のちから Face to Face

長崎産きびなごIQF／きびなご・カリッとフライ

きびなごのベニエ
からし菜のジェノベーゼ添え

さらなるアレンジで
より大きな付加価値を生み出す

きびなごのブルスケッタ

旨みをフルに味わいたいと思ったのだ。薄くパリパ
リした最小限の衣で、プリッとした身とたっぷりの

天 ぷ ら や 唐 揚 げ、 南 蛮
漬けなど和食のイメー
続いて〝きびなごと海老のアヒージョ〟だ。
〝き

旨みのエキスが味わえる一品だ。

で、 今 回 は 洋 風 メ ニ ュ
びなごのアヒージョ〟というメニューは聞いたこと

ジがあるきびなごなの
ーに取り入れてその可
リーブオイルでぐつぐつ煮てみると、ホクッとした

がない。
「長崎産きびなごＩＱＦ」などの具材をオ

ま ず は〝 き び な ご の
きびなごの身にオイルがしみて、旨みがより引き立

能性を探ってみたい。
エ ス カ ベ ッ シ ュ〟 だ。

また〝きびなごのブルスケッタ〟では、きびなご

つ。見た目としても、きびなごは煮崩れせず、むし

カリッとフライ」を使
の綺麗な皮目を見せたかった。
「長崎産きびなごＩ

きびなごの料理として

っ た。 ザ ク ザ ク し た 衣
ＱＦ」の身を包丁で開いてオーブンで焼いてパリッ

ろ身に張りが出る。綺麗な銀の皮目が非常に目を引

が酸味のきいたマリネ
とさせ、パンと野菜にのせた。きびなごをパンや野

は定番だが、今回は衣に

液 に 浸 さ れ る と、 一 般
菜に合わせる食べ方はなかなかないが、きびなごの

き、海老やプチトマトと比べても存在感がある。

的な衣よりももっと液
香ばしさがとても合っている。

特徴がある「きびなご・

がしみて風味が高まる。
最後は、 尾のきびなごを上にのせて焼き上げた

リスピー感の残ったと

て ふ や け た と こ ろ、 ク
相性がいい。何よりいいのは、コストが低いところ

ふわっとしたオムレツと旨みたっぷりのきびなごの

〝きびなごのスペインオムレツ〟だ。見た目も豪華で、

噛 む と 衣 の、 液 が し み

ころの食感の違いが楽
尾で１０８円。オムレツに使う具材を２００円と

だ。もう一度１尾６円という想定で計算してみると、

べごたえもあるおもし

し い。 風 味 も あ っ て 食

18

ので切り分けやすく、たくさんのピースに切り分け

考えても、原価３００円ほどで済む。魚体が小さい

次 の〝 き び な ご の ベ

て売るとすれば、串焼きよりも付加価値を生み出せ

「長崎産きびなごＩＱＦ」
、
「きびなご・カリッとフ

ニエ からし菜のジェノ

卵白を泡立ててつくるふわっとしたベニエの生地で

ライ」は、コストの低さと新鮮な〝冬のきびなご〟

る。きびなごが豪華にのったオムレツだからこそ、

揚げた。衣で包んで揚げれば、素材の旨みをギュッ

のおいしさが魅力だ。和にも洋にも、メニューにど

ベーゼ添え〟では、
「長

と閉じ込められる。さらに軽い、できるだけ目立た

んどん取り入れてみてはいかがだろうか。

考えられる計算だ。

ない衣にすることで、
〝冬のきびなご〟ならではの

崎産きびなごＩＱＦ」を、

ろい前菜になった。

18
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きびなごのエスカベッシュ

では、他にどんなメニューが考えられるだろう。

きびなごのスペインオムレツ

きびなごと海老のアヒージョ

オマール海老味噌／カニ味噌 マヨネーズタイプ

オマール海老とカニの濃厚な〝味噌〟を簡単にメニューへ

マヨネーズタイプ
高品質なものはそう多くは手に入らな
い。もともと〝オマール海老の味噌〟
は、わずかしか取り出せないために作

そこにほぐした蟹身とカニ味噌を溶かして焼き上げ

おいしさを凝縮したようだ。甲羅に日本酒を注ぎ、

〝カニ味噌〟の持つ濃厚な味わいは、まるでカニの

くてはならない。品質の悪いものは匂

れ最良の凍結が施されたものを探さな

ほどしっかりとした製造工程でつくら

からだ。このためライブを使うか、よ

業が面倒でなかなか量がまとまらない

た甲羅焼がまず頭に浮かぶ。この濃厚な味わいは寿
いが出る。

〝オマール海老の味噌〟
〝カニ味噌〟を使った
マヨネーズタイプの商品が
あっただろうか？

司の軍艦巻きやパスタ、高級フレンチのどれにも広
今回ご紹介する「オマール海老味噌
マヨネーズタイプ」には高品質なカナ

く使われとても人気の高い食材だ。
オマール海老も華やかな大型甲殻類として人気が
噌マヨネーズタイプ」には鮮度の高い
ベニズワイガニの味噌を使い、相性の
いいマヨネーズと合わせている。こう
した商品が今までにあったのだろう
か？ 記憶がない。
〝ずるい〟と言い
たくなるような組み合わせではないか。

〝オマール海 老〟〝カニ〟は価 格の取れる素 材として
メニュー に 組 み 込 ま れ 、集 客 の た め の 看 板 素 材 と な
る。高価な素材だけに使えるメニューは限られている
が、
〝オマール海老〟〝カニ〟の濃厚な味噌をマヨネー
ズと合わせた商品が発売された。これなら手軽にメニ
ューに取り入れられる。

句なし、軍艦寿司もいいだろう。また、炙ることに

ネタである。
「カニ味噌マヨ」は茹でたわさび菜と

たり、サンドイッチにしてみるのもいいだろう。と

スライスしたバゲットにのせてブルスケッタにし

よってさらに香ばしさが増す。

カニカマ、
「オマール海老味噌マヨ」はアボカドと

ても豪華なメニューになる。

オマール海老味噌と
カニ味噌のサンドイッチ

オマール海老味噌と
カニ味噌のブルスケッタ

ボイル海老を一緒に酢飯で巻きゴマをまぶした。文

見た瞬間思いつくメニューは、何と言っても寿司

オマール海老味噌／カニ味噌 マヨネーズタイプ
オマール海老味噌のロール寿司
カニ味噌のロール寿司
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カニ味噌マヨネーズタイプ

荷姿：300g×40p

ダ産オマール海老の味噌を、
「カニ味

ベニズワイガニ

高く、その味噌は濃厚な味わいで魅力的だ。しかし、

オマール海老

オマール海老味噌マヨネーズタイプ

荷姿：300g×40p

オマール海老味噌／カニ味噌

素材のちから Face to Face

鰆のグリル
「カニ味噌マヨ」 添え

素材のちから Face to Face

オマール海老味噌／カニ味噌 マヨネーズタイプ

フジッリの
オマール海老味噌和え

オマール海老味噌とカニ味噌の
焼きおにぎり

カニ味噌のスペインオムレツ

オマール海老味噌とカニ味噌の
ベイクドスティック

華やかな甲殻類の濃厚な風味と
バリューをメニューに取り入れる
マヨネーズタイプとして製品化された「オマール
海老味噌マヨ」と「カニ味噌マヨ」はとても使い勝
手がいいのがうれしい。それから加熱すると風味が
増し、味に深みを増すこともメニューへの応用性が
高い点だ。先ほどのブルスケッタでは、
「オマール
海老味噌マヨ」と「カニ味噌マヨ」をバゲットにそ
のままのせたが、ここでは〝オマール海老味噌とカ
ニ味噌のベイクドスティック〟として焼いてみるこ
とにした。バゲットを縦に４つに切り、
「オマール
海老味噌マヨ」と「カニ味噌マヨ」を塗ってオーブ
ンで焼き、ディルを飾った。焼けた甲殻類の香りが
たまらない。ディルのすっきりとした香りの中にあ
る独特の甘みが特別感をさらに強く印象づける。
次に、
「カニ味噌マヨ」を魚メニューのソースと
して使ってみる。
〝鰆のグリル「カニ味噌マヨ」添
え〟だ。鰆に塩をふってオーブンで焼く。さらに皮
目をバーナーでしっかり香ばしく焼く。ニンニク、
輪切り唐辛子の風味をオリーブオイルへ移し、茹で
た菜の花とブロッコリーに絡めて皿に盛る。ここに
鰆をのせ、
「カニ味噌マヨ」を添えた。魚介どうし
だからだろうか。風味を引き立て合うように感じる。
鰆がおいしい。
今度は、
〝フジッリのオマール海老味噌和え〟で
「オマール海老味噌マヨ」をパスタソースにアレン
ジしてみる。
「オマール海老味噌マヨ」５に対して
オリーブオイル１を合わせ、ほうれん草の茹で汁で
濃度を調整しながらソースとして調え、フジッリと
和える。茹でたじゃがいもに生クリーム、牛乳、バ
ターを加えフードプロセッサーでなめらかにしたク

リーミーポテトを盛り付け、パスタソースと混ぜて
食べる。オマール海老の風味は〝とろり〟とした食
感にとても合う。パスタをオマール海老の濃厚な風
味で包み込む。
次に、味噌焼きおにぎりはいかがだろうか。ご飯
をセルクルに詰め一度冷まし、米油を塗ってフライ
パンで焼き、それぞれ「味噌マヨ」をのせオーブン
で焼いた。わさび菜と一緒に盛り付ける。香ばしく
焼けた「味噌マヨ」とご飯の組み合わせがたまらな
い。正直に言って、この〝オマール海老味噌とカニ
味噌の焼きおにぎり〟は絶品だ。
最後に〝カニ味噌のスペインオムレツ〟にアレン
ジした。フライパンでオリーブオイルで炒めた玉ね
ぎ、じゃがいも、ズッキーニに卵、生クリームを加
えて混ぜ蓋をしながらじっくり焼く。焼けた生地を
ひっくり返し「カニ味噌マヨ」を塗ってオーブンで
焼き、アクセントに赤粒胡椒を飾った。ふんわりと
焼けた卵と香ばしく焼けた「カニ味噌マヨ」が口の
中で溶け、何とも言えない香りと甘み、そして旨み
が広がる。
いかがだろうか。マヨネーズタイプの使いやすさ
からどんどん応用がきく。それと、何といってもメ
ニューに〝オマール海老の味噌〟
〝カニ味噌〟とい
う冠がつくだけで、
「おおっ！」と思ってしまうし、
メニューのグレードがポンと上がることも重要だ。
高級料理にしか登場しなかった〝オマール海老〟と
〝カニ〟だが、最近はオマール海老やカニのフォン
を詰めることで濃厚なパスタソースやビスクなどに
使われるようになった。さらに「オマール海老味噌
マヨネーズタイプ」と「カニ味噌マヨネーズタイプ」
で、濃厚で華やかな風味とバリューをメニューに取
り入れてみていただきたい。
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素材のちから Face to Face
イナアガーK

葛の食感と透明感を手軽にメニューに取り入れる

葛切りや葛もちのプルプルとした食感は夏には欠かせ
ない。透き通る葛の生地で餡を包んだ水饅頭も人気が
高い。葛の特長をもっと広くデザートや料理に取り入
れたいところだが、調理に手間がかかるから厄介だ。
今回ご紹介する「イナアガーK」は熱湯に溶かして２
分ほどかき混ぜるだけでこの葛の特長が使える。早速
試してみた。

れだ。
熱湯（ ℃以

でも使いたいところだが、人手の足りない現場では
２分ほどかき混

上）で溶かし、
ぜ、これを冷や
で葛のような食

して固めるだけ

今回、伊那食品工業（株）より、葛の食感を持っ

にだし汁と菜の花のペーストを合わせ ℃以上まで

「イナアガー K」を使った工程を見てみよう。鍋

花の葛豆腐〟をつくって比べてみることにした。

そこで、
「イナアガー K」と葛でそれぞれ〝菜の

るという。

ーは冷解凍でき

上がったメニュ

つ。さらにでき

感と透明感を持

手間はなくして葛のよさは残す

使いづらいだろう。

それでも、葛の持つ食感は魅力的で手間をかけて

に混ぜ続ける必要があり少々手間がかかる。

イナアガーK
〝葛は使いたいが手間がかかり使いづらい〟
というジレンマ
葛の特長は、何と言ってもその独特の粘りにある。
ただ、寒天やゼラチンは加熱して溶かしたものを冷
やすことで固まるが、葛はでんぷんのため時間をか
けてゆっくりと加熱することで粘度が増して固まる。

型に流して冷やし固める

たゲル化剤が新発売された。
「イナアガー K」がそ

菜の花の葛豆腐

また加熱中は鍋底や鍋肌で葛が焦げないように丁寧

▼ 10〜15分鍋底から混ぜ続ける

熱して火を止め、
「イナアガー K」を加えて２分ほ
どかき混ぜ、型に入れて冷やし固める、これだけだ。
一方、葛を使った工程は、熱を加える前にボール
でよく素材を合わせてから溶かす。葛がダマになり
やすいからだ。ダマになると食感が悪い。それから
鍋でゆっくりと熱を加えていくが、鍋底からかき回

しながら ～ 分かかった。やはり時間がかかる。
それに比べて「イナアガー K」はかなり作業性が
いいと言える。正確に言えば瓜二つの仕上がりのは
ずはないが、
「イナアガー K」を使えば葛でつくる
豆腐のねっとりした食感が再現される。
次に透明感を見てみよう。コンソメを ℃以上ま
で熱し「イナアガー K」を加えてよく混ぜ、茹で
たエビ、しいたけ、たけのこ、グリーンピースと一
緒に型に流して冷やし固めた。これを冷たいコンソ
メのスープと一緒に食べる。涼やかで高級感のある
メニューになる。
このように「イナアガー K」は、葛の食感と透
明感を手軽にメニューに取り入れられる。他のゲル
化剤とは違ったボディーのある食感が得られる。
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「イナアガー K」を使う
と、あっという間にでき
上がる。葛粉を使う工
程では、葛粉を溶かす
作業も、ゆっくりと熱を
入れて粘りを出してい
く作業も、人が付きっ
切りの作業となりかな
りの時間が必要だ。

イナアガー K
冷たいコンソメ葛ゼリー

15

型に流して冷やし固める
▼ 鍋に移しゆっくりと加熱する

２分ほどかき混ぜる
▼
▼ ダマにならないようによく溶かす

出汁とピューレを沸かす
▼
▼ 加熱前に出汁とピューレを合わせる

95
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▼ 火を止め「イナアガーK」を加える
葛粉を加える
▼

〈イナアガー K〉
〈葛〉

素材のちから Face to Face

「イナアガー K」は葛の食感を
簡単にメニューに取り入れることができる
葛を洋風のデザートメニューに使ってはどうだろ
うか。
〝ミルク葛ゼリー〟で試してみる。牛乳と生
クリームを ℃まで熱して火を止め、砂糖と「イナ
アガー K」を加えて２分ほどかき混ぜた後、軽く
沸騰させる。これを器に流して冷やし固める。これ
に洋梨を食べやすい大きさに切ってのせ、ミントを
飾った。やはり葛でつくるミルクゼリーはプルプル
として、食感がしっかりしている。葛でつくるプリ
ンやパンナコッタもいいだろう。
ふと、最初につくった〝菜の花の葛豆腐〟を天ぷ
らにしてみてはどうかと思いついた。
「イナアガー
K」でつくった〝菜の花の葛豆腐〟に熱が加わると
どうなるかを知りたかったからだ。中が溶け出して
油が跳ねないか心配したが綺麗に揚がった。サクッ
と揚がった衣の中から、もちもち、ねっとりした菜
の花風味の豆腐が現れる。天ぷらにこの食感は意外
だ。
さらに〝菜の花の葛豆腐〟を茹でた菜の花と茹で
た大根の千切りと一緒にライスペーパーで巻き、酢
蓮を敷いた皿に盛り付けた。これをポン酢でいただ
くと大根のシャキシャキ感と〝菜の花の葛豆腐〟の
ねっとり感が新鮮だ。さっぱりとしておいしい。
油調できることが分かったので、今度はクリーム
タイプのトウモロコシを「イナアガー K」で固めて、
〝コーンクリームコロッケ〟をつくってみた。小麦
のでんぷんで繋いだものとは違うなめらかさを持っ
ている。なめらかでやわらかな口溶けだ。
先ほどご紹介した〝葛のコンソメ〟をカナッペに
応用してみる。コンソメをバットに薄く流して冷や

し固め、軽くトーストした食パンに葛シートをかぶ
せて切る。茹でたエビ、スナップエンドウ、セルフ
ィーユを飾りオリーブオイルをかけた。葛のように
ねっとり感のある「イナアガー K」のゼリーは、
薄くしても壊れず作業性もいいし、その透明感は美
しい。
最後に、牛肉の煮こごり風メニューをご紹介した
い。
〝牛肉の赤ワイン煮込みの冷製〟である。まず、
ニンニク、玉ねぎを炒め、赤ワインを加えて煮詰め
る。これにブイヨンを加えひと煮立ちさせて漉す。
牛肉の薄切りを炒めて加え、やわらかくなるまで煮
る。一旦煮汁と肉を分け、
煮汁を熱して「イナアガー
K」を加えてよく混ぜる。肉をもどして冷やし固め
る。これをほぐして皿に盛り付け赤粒胡椒、セル
フィーユ、黒胡椒を飾った。煮こごりは肉の持つゼ
ラチン質が固まるものだが、そのためにはたくさん
の量が必要であることと、
手間がかかる。そこで「イ
ナアガー K」の葛のようなプルプルと、そしてねっ
とりした食感を牛肉の冷製にいかしたかった。
「イ

38
TEL.0265-78-1121
長野県伊那市西春近5074
〒399-4498
本社

ナアガー K」で固まった煮汁の食感がたまらない。
細かく煮崩れた牛肉の繊維と絡まって実においしい。
どうやら「イナアガー K」の特長をいかす料理
は和食にはとどまらないようだ。あとは皆さんのメ

荷姿：１㎏×６袋

菜の花の葛生春巻き
コンソメ葛ゼリーのカナッペ

80

ニュー開発に委ねよう。

イナアガーK

菜の花の葛豆腐の天ぷら
牛肉の赤ワイン煮込みの冷製

イナアガーK

葛を使った
コーンクリームコロッケ

ミルク葛ゼリー

クリスマス島の塩

横浜元町「霧笛楼」で修行後、2007年オープン。日本、特に
横浜や神奈川の食材をフレンチの技法で調理する、横浜なら
ではの「和フレンチ」がコンセプト。若い生産者とも積極的に
関わり、よりよい素材を追い求める。提供するのは、素材の味
をそのままいかした「やさしくて何度も食べられる料理」。リ
ピーターも多く、特に地元の女性客に愛されるフレンチ店。

料理長

飯笹

光男

さん

仔羊肉と野菜をシンプルに力強く味わう

オーストラリア産熟成仔羊
自家製パンチェッタ巻きのロースト
横浜野菜を添えて

％引き出してくれて、私の「やさしい料理」に一本

料理に出ることです。この塩が素材のよさを１００

素材ならこの味」と考えた以上の、その先の旨みが

近です。この塩を使ってみて不思議なのは、
「この

私が「クリスマス島の塩」を使いはじめたのは最

とやさしく均一に火が入り、パンチェッタからじわ

これを低温でじっくりローストしますが、そうする

いて、豚の脂で仔羊肉の周りをコーティングします。

リスマス島の塩」で塩漬けにしたパンチェッタを巻

水気を抜いて旨みを残します。この芯の部分に「ク

みをどんどん前に引き出して、やわらかくてやさし
周りの野菜は、すべて横浜で穫れたものです。そ

い仔羊肉の味に一本筋が通ります。

か弱い部分があるなと思っていたのですが、この塩

れぞれシンプルにピューレやグリル、チップスなど
塩」を使います。そうすると、塩味をあまり感じず

を使うことで、料理全体のやさしさはそのまま、食
そもそも、当店のある横浜や神奈川には、素晴ら

に野菜の甘みや旨み、苦みといったものが心地いい

にしていますが、必ずどこかで「クリスマス島の
しい食材が多くあります。地域の食材をたくさん使

ま ま に 濃 く な る の で す。 手 前 に あ る ニ ン ジ ン の
ピューレも、
「クリスマス島の塩」と溶かしバター
でゆっくり蒸し焼きにしてミキサーにかけただけで
すが、甘みが本当
に濃厚です。
もともとやさし
い野菜の味にも一
本筋を通す、この
塩のいいところで
った素材同士が合

すね。この筋の通
こ の「 オ ー ス ト ラ リ ア 産 熟 成 仔 羊 自 家 製 パ ン

が生まれます。

で料理に〝体幹〟

さしい味わいの中

わさることで、や
使っています。

仔羊肉と野菜それぞれに「クリスマス島の塩」を

チェッタ巻きのロースト 横浜野菜を添えて」では、

仔羊肉と野菜の〝味の濃さ〟で
料理の一体感を生む

いですね。

ンチ」をつくりた

わけ「横浜のフレ

のフレンチ、とり

愛されるような和

しくて地元の方に

い、素材のやさしさをよりよく引き出すことで、新

べた時のインパクトが変わりました。

わってしまいます。私の料理もやさしすぎて、どこ

人間でも、やさしいだけだと「いい人だね」で終

っと塩気が入ります。このわずかな塩が仔羊肉の旨

やさしく火が入った仔羊肉はやわらかく旨みがある。ニンジンの
ピューレは甘く、茎ブロッコリーは甘さの中に苦みがあり、金美
人参は独特の香りを持つ。肉と野菜、いずれも塩味を感じない
代わりに、旨みが濃い。渋い赤色が目を引く皿は、有田焼の特
注品。シンプルさと力強さが合わさった、印象的な一皿だ。

筋を通す〝体幹〟をつくってくれるのです。

やさしい料理に一本筋を通す〝体幹〟をつくる塩。

この塩が素材のよさを
１００％引き出す

神奈川県横浜市西区

私の目指す料理は、簡単に言うと「やさしい料理」

シェ・フルール横濱

です。日本の素材は味にやさしさがあり、そのよさ

「和」
を感じさせる有田焼のプレート

仔羊肉は、最初に「クリスマス島の塩」をあてて、
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シェフは、
やさしいだけではなく“体幹のある料理”を目指していると言った。“体幹のある料理”とは、
いろいろ加えて味を重ねるのではなく、
素材そのものの味を強く出す料理なのだと言う。
さらにシェフは、
その料理をつくり出すのは塩だと続けた。塩が料理の“体幹”をつくるとは、
どういうことなのだろうか。

を最大限にいかすために、味をあまり重ねません。

横浜駅から徒歩10分の距離にある店舗

塩が料理の
“体幹”
をつくる。
素材のちから Face to Face

素材のちから Face to Face
クリスマス島の塩

甘鯛の鱗から〝海老の香り〟がする？
次の「甘鯛の鱗焼き 三浦キャベツのシェリービ
ネガー和え 菜の花ソース」では、
「クリスマス島の
塩」の〝素材のよさを引き出す〟という特長を最大
限に使っています。召し上がってください、鱗から、
海老のような香りがしませんか。甘鯛はオキアミな
ど甲殻類を食べる魚です。塩によって、その香りが
グッと前に出ているのです。
甘鯛は、まず身の部分だけを「クリスマス島の
塩」でマリネして余計な水分を出します。この塩な
ら少量でも、しっかり身に旨みが入ります。
鱗にはあえて塩をしないまま、鱗を下にしてフラ
イパンで焼きます。水分を残したまま焼くことで、
鱗がよりパリパリに仕上がるからです。焼き上がっ
たらフライパンから外し、鱗に「クリスマス島の
塩」をふって、香りを一層引き出します。後はその
まま置いて、余熱で身に火を入れて完成です。身は
甘くてジューシーですが、前に出た鱗の香りとのコ
ントラストで、味わいがより印象的になるのです。
甘鯛の下の三浦産のキャベツ、横に添えた緑の菜
の花のソースにも、
「クリスマス島の塩」を使って
います。塩を適度に使うことで、キャベツは甘みと
旨みが増し、ソースは菜の花ならではの苦みと香り
があり、甘鯛の味と香りに負けません。とても芯の
強さを感じる味ですが、
「クリスマス島の塩」でな
いとここまでの味が出ません。素材それぞれの調理
がシンプルな分、一つでも味が弱いと料理全体がぼ
やけてしまいます。
こうして「クリスマス島の塩」で素材の味をしっ
かりさせることで、やさしい料理でも〝体幹〟をつ
くることができるのです。

シンプルで力強い
「クリスマス島の塩」のアイスクリーム
最後の「ヘーゼルナッツとクリスマス島の塩のア
イスクリーム」は、
「クリスマス島の塩」そのもの
を中心に組み立てた、アイスクリームのデセールで
す。
「 ク リ ス マ ス 島 の 塩 」 は、 ミ ル ク と ヘ ー ゼ ル
ナッツ、 種類のアイスクリームに使っています。
塩の分量は１％と多めですが、これだけ塩にミネ
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FAX.03-5915-0290
TEL.03-5915-0291
東京都板橋区前野町2-18-8

ラルと旨みがあると、強めにきかせた方がミルクと
ヘーゼルナッツの旨みを強く感じます。乳の濃厚な
香りで、アイスにしっかりとした〝体幹〟が生まれ
ます。それにこの塩は塩味がスパッと切れるので、
後味がとてもさっぱりします。塩のアイスは塩味が
残りがちなのですが、これは新しい発見でした。
「クリスマス島の塩」を使うと、素材の味が力強く
変わります。そうすると、合わせる食材やソースも
変わって、料理がどんどんと変わっていきます。
「クリスマス島の塩」で引き出した素材のよさをい
かしながら、やさしくて、それでいて記憶に残るよ

粉末結晶

うな、
〝体幹〟を感じる「横浜のフレンチ」を目指

500g スタンドパウチ
（業務用）

したいと思います。

クリスマス島の塩

〒174-0063
クリスマス・アイランド21株式会社

2

〝風と光がつくった海の結晶〟

甘鯛の鱗焼き
三浦キャベツのシェリービネガー和え
菜の花ソース
ヘーゼルナッツと
クリスマス島の塩のアイスクリーム

vol.20

青山の静かな一画にあるレストランだ

広尾「アラジン」で修行後、フランスやスイスでレストラン、パン屋、シャルキュトリー屋
を経験。帰国後、
「アラジン」のスーシェフ、四谷「メゾン・カシュカシュ」のシェフを経て、
2012年に「レストラン タニ」を開店。
「旬の素材のおいしさを、よりおいしく仕上げる」こ
とを目指し、料理法の研究を日々重ねている。

http://restaurant-tani.com/index.html
落ち着きがありながら、
開放感もある店内

るような料理をお出ししたいのです。内装に木目を

当店にいらしたお客様には、食べて〝ほっ〟とす

よりはっきりさせる素晴らしい効果も生まれます。

使えば素材の味を引き締め、素材本来のおいしさを

ケートなセロリーシードですが、この香りを上手く

「ヤマメのパテ セロリーシードの香り」は、天然

取り入れ、席の間隔も広くして、ゆっくりと落ち着

私の料理には、味をシンプルに仕上げたものが多

もののヤマメを、フィレもアラもまるごと使ってパ

今回の料理はその効果を最大限にいかすため、セロ

くあります。それは、食材のよさを自然に引き出し

テにすることで、その繊細なおいしさを味わうお皿

いた空間の中でおいしい料理を食べていただく。そ

たいからです。そのために工夫を凝らしたり、手順

です。料理としてはセロリーシードがなくても成立

リーシードの香りをより丁寧に、少しずつ重ねて仕

を踏むことは惜しみません。当店ではフランスの家

しますが、セロリーシードのわずかな香りを加える

うして、おだやかで心が安らぐような時間を過ごし

庭料理のオニオングラタンスープをお出ししますが、

ことで、ヤマメの味がより引き立ち、おいしさのレ

であれば、
「フランス料理」の枠を出ることも

扱っていますので、素材がよりおいしくなるの

思っています。当店は普段から日本の食材を

酒など和の要素をもっと取り入れてもいいと

らも変わりませんが、最近では、たとえば日本

す。こうした基本を大切にする気持ちはこれか

ます。おかげさまで、お客様にはとても好評で

本当に丁寧につくると、心から落ち着ける味になり

上げました。

味のバランスが壊れてしまいます。それほどデリ

いすぎると料理全体の香りが「ザ・セロリ」になり、

シーなソーセージをつくる時などに使いますが、使

ヤマメのパテ セロリーシードの香り
ていただきたいと思っています。

「レストラン タニ」で目指すものや、
谷シェフのこだわりを教えてください

加減によって、最高にも台なしにもなるのが、「セロリーシード」です。

『レストラン タニ』

谷 利通 オーナーシェフ
東京都港区南青山

スパイスの「使い手」

時には必要だと思います。

ヤマメのパテは、
セロリーシードを使って
いると分からないほど繊細な味でした
セロリーシードは本当に難しいスパイスで
す。セロリのような、青さを感じる香りを料理
に加えたい時に役立つスパイスで、私もスパイ

仔羊の肉と旬の野菜をトマトのジュレで食べる冷製料理。肉や野菜の旨みが、
ジュレに香るセロリーシードによってより引き締まるような味わいだ。

東京都港区南青山『レストラン タニ』

取材

谷 利通

オーナーシェフ

野菜との組み合わせや魚料理などで使われることが多い「セロ
リーシード」。基本的なことこそ大切にし、素材のおいしさをよ
りシンプルに引き出そうとするフレンチシェフは、どんな使い
方をするのか。「レストラン タニ」を取材した。

スパイスの「使い手」
●シリーズ

Spice&Herb
Master

セロリーシード

セロリーシード

パテを切り、ソースとともに食べると、ヤマメの旨みをダイレクトに
感じる。わずかに感じる程度のセロリーシードの香りが、よりはっき
りと、ヤマメの旨みを浮き上がらせている料理だ。

仔羊のポッシェ セロリーシードとトマトのジュレ

セロリの独特のさわやかさと深みがある「セロリーシード」。料理ではトマトなど野菜と合わ
せることが多いスパイスだが、フレンチではどう使いこなされるのか。

素材のちから Face to Face

「セロリーシードを使う」

2.

３種類の粉をよく混ぜ合わせる。

2.

ある程 度 炒めたら日本 酒と少しのコ
ニャックを加える。

3.

真空調理した羊肉に、刷毛で２の粉をま
ぶしていく。

3.

薄めの鶏のブイヨンを加え、さらに煮詰
める。

IN

次の仔羊の冷製料理でも、
セロリーシードを
繊細に香らせていらっしゃいます
もう一皿の「仔羊のポッシェ セロリーシードと
トマトのジュレ」でも、セロリーシードは〝素材の
クラシタの部分を低温で真空調理して、薄力粉、上

おいしさをより引き出すため〟に使います。仔羊は
新粉、セロリーシード（パウダー）をまぶし、オ
リーブオイルで揚げるように焼きます。その焼いた
香ばしさの中にセロリーシードの香りも加えるイ
メージです。
この料理では、上にかかっているトマトのジュレ
がポイントです。まずセロリーシード（ホール）を
乾煎りします。煎りすぎると苦みが出てしまいます
が、その直前の、香りが頂点まで高まったところで
トマト水を一気に流し込みます。すぐに蓋をして、
立ち上った香りを中に封じ込めます。そのまま温か
いところに５分置き、ゼラチンを入れてから濾して、
ジュレを完成させます。もともとトマトと相性がい
いセロリーシードですが、こうして使うとトマトの

この料理でセロリーシードは、パテのベース、そ
目を炭火で焼いて、先ほどのパテのベースと合わせ

入れた塩水に軽くつけておきます。このフィレの皮
シードの香りでそれぞれの味が引き締まり、輪郭が

と一緒に食べることで一体感が出ますし、セロリー

酸味がより引き立ちます。仔羊肉も野菜も、ジュレ

の具材のヤマメ、添えてあるソースと３回に分けて
スパイスやハーブは、料理によってグッときかせ

出て全体のおいしさが引き上がるのです。

またソースは鶏のブイヨンと生クリームでつくり

て前面に出したり、香りを抑えて、あえて表に出さ

てパテをつくります。

まずパテのベースは、ヤマメのアラをバター、ポ
ますが、冷やした後にセロリーシード（パウダー）

使います。
ロねぎと炒めて、日本酒、少しのコニャック、鶏の
を味をみながら加えます。

ると苦みが出てしまいますから、加えるタイミング

リーシード（ホール）を加えますが、火を入れすぎ
ねたセロリーシードの香りはその周りにぼんやりと

繊細な旨みが口全体に広がっていきます。丁寧に重

このソースとパテを合わせて味わうと、ヤマメの

完成度をさらに高められます。料理人にとって、腕

手く使えば、素材をよりおいしくし、今ある料理の

トロールが難しいスパイスだと思います。しかし上

ます。その中でもセロリーシードは、使い所やコン

ないような加減にしたりと普段からさまざまに使い

ブイヨンを入れてさらに煮詰めます。ここにセロ

は仕上がりの 分前です。これをミキサーにかけて
ある程度ですが、それでベストです。白ワインと合

裏ごしし、パテのベースを完成させます。

して強壮作用があるとされて
いた。食用として料理に多く
使われるようになったのは、
世紀に入ってからと言われ

種子。香りはセロリ独特のさ

じセリ科でも別の品種。現在

ーシードと野菜のセロリは同

香りは似ているが、セロリ

ている。

わやかさと深みがある。味は

に品種改良を重ねたものであ

野菜として使われているセロ

る。また根茎を食べるセロリ

リは、野生種のセロリをもと
スパイスに使われるのはセ

アック（根セロリ）も品種改

少しほろ苦い。別名は「オラ

ロリの野生種〝スモーリッジ

良種の一つ。

味づけにも利用されている。

ト」は、さまざまな料理の風

混ぜてつくる「セロリーソル

などに加えて使う。また塩と

レッシングやクリームソース

ロッパでは軽く火入れしてド

などとも相性がよく、北ヨー

ムニエルや卵料理、シチュー

りよい香り立ちになる。魚の

などにひとつまみ入れるとよ

ジュース、ブラッディマリー

トマトケチャップやトマト

もトマトとの相性は抜群で、

さを抑える効果を生む。中で

スなどに使うと、素材の青臭

使うサラダ、スープ、ピクル

合わせで多く登場し、野菜を

料理では特に野菜との組み

種〟の種子で、一粒は１～１・

て使われており、主な効能と

リシャ・ローマでは薬用とし

５㎜と非常に小さい。古代ギ

ンダミツバ」
。

原産のセリ科の１～２年草の

セロリーシードは、地中海

セロリ独特の
さわやかで深みのある
香りを持つ

知っているようで知らない〝セロリーシード〟のこと。

セロリーシードの基礎知識

が鳴るようなスパイスではないでしょうか。

セロリーシード
（ホール）
を煎って、
香りを強めに引き出す

46
03-3558-9028
022-726-6650
052-760-1608
06-6451-0117
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具材のヤマメのフィレには、直接ふると強くなっ

いのですが、たとえば野菜に合
わせる場合、野菜の種類によっ
て使う量を変えないと、もとの
野菜の味が負けてしまったりも
します。それほど、使い方に繊
細さが求められるのです。
しかしセロリーシードを効果
的に使えば、臭みを消すと同時
に香りを底上げし、味に深みと
複 雑 さ が 加 わ っ て、 料 理 の グ
レードが上がります。

素材に合わせて香りを
重ねる「緩急ある」使い方
今回、料理をつくっていただ
いた谷シェフのテクニックで驚
いたのは、一つの料理でパウダ
ーやホールを使い分け、素材に
合わせて緩急ある香りののせ方
をされていたことです。
ヤ マ メ の パ テ の 料 理 で は、
ホールをパテのベースに、パウ
ダーをパテの具材のフィレ、そ
してソースに使っていらっしゃ
います。３段階に分けた丁寧な
セロリーシードの使い方ですが、

セロリーシード 袋／缶

食べてみて驚いたのは、パテに
川魚らしい臭みが一切ないこと
です。セロリーシードの香りが
ヤマメのいい部分だけを抜き出
して、本当に上品でおいしい料
理でした。
また仔羊の料理では、ホール
をあらかじめ煎ることで、トマ
トのジュレに少しだけセロリを
感じる香りをのせていらっしゃ
います。ヤマメの料理に比べる
とやや強めの香りですが、これ
が主役の仔羊と季節の野菜と相
性抜群です。実際に合わせて食
べた時の、そのバランスのよさ
とシェフの読みに感動しました。
今回のようにセロリーシード
を使う場合は、ただでさえ繊細
さが問われますがその香りをさ
らに丁寧に、微妙な加減で重ね
る工夫はさすがプロです。素材
に合わせた絶妙な使い分けで、
セ ロ リ ー シ ー ド の「 料 理 の グ
レードを上げる」という効果的
な部分が、これ以上なく発揮さ
れていたと思います。

「セロリーシードを、
緩急をつけて使い分ける
プロのテクニックに
驚きました。
」

上田 俊一さん

セロリーシードは、セロリ特
有のさわやかな香りがあるスパ
イスです。基本的にはトマトや
魚などと相性がいいと言われて
いて、他にもデミグラスソース
や鶏肉料理に少量加えると、味
にコクと高級感が生まれます。
ですが使う加減は非常に難し
く、セロリーシードを多く使い
すぎると、谷シェフもおっしゃ
っていたように料理全体の香り
が「ザ・セロリ」になってしま
います。そうした料理もおいし

効果的だけど
加減の難しいスパイス

エスビー食品株式会社

東京都板橋区宮本町38-8
仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル 9F
名古屋市名東区本郷2-180
大阪市北区大淀中1-12-9 サンバードビル21 5F

仕上がりの５分前にセロリーシード（ホ
ール）を加え、パテのベースをつくる。

4.
多めのオリーブオイルで仔羊肉を揚げる
ように焼いて焼き色を付ける。

4.

T
PO

てしまうので、セロリーシード（パウダー）をふり

バター、ポロねぎ、
ヤマメのアラを炒める。

ベルがさらに上がるのです。

1.
業務用営業部 業務用企画ユニット

〒174-8651
〒980-0811
〒465-0024
〒531-0076

薄力粉、上新粉、セロリーシード（パウ
ダー）を皿にふる。

わせたくなる、清涼感のあるパテに仕上がりました。

シェフの料理のおいしさをスパイスの専門家として解説していただきました。

首都圏広域食材ユニット
東日本食材ユニット
中日本食材ユニット
西日本食材ユニット

http://www.sbfoods.co.jp/

1.
5

T

S&Bスパイス＆ハーブスタッフに聞きました。

TEL
TEL
TEL
TEL

セロリーシード（ホール）
セロリーシード（パウダー）

IN
PO

■ヤマメのパテ
セロリーシードの香り■

■仔羊のポッシェ
セロリーシードとトマトのジュレ■

スパイスの「作り手」

もちでも、
クリームでもない新食感

このメニュー写真はコンピュータで加工し
たわけではない。スプーンですくうとカス
タードクリームがまるでもちのようにのび
る。画面にちょうど収まるようにしたが、
のばそうと思えばもっとのびる。しかも、
しっとりと口溶けもいい。とても不思議
な食感だ。

もちのび

笑い出してしまうほど
カスタードクリームがのびる
この「もちのび」でつくったデザートを見た時に
はずいぶんと驚いた。度肝を抜かれるとはこういう

う。それだけでこんなにのびるカスタードクリーム

あとは炊き上がったら冷やして、いつものように使

を炊いていくが、
「もちのび」は砂糖に混ぜて使う。

方、水に「もちのび」を５％加え、 ℃まで加熱し

板ゼラチンで固めるといつものようにこうなる。一

比べるまでもなく、もうまったく別物である。水を

ルなもので試した方が分かりやすいと思ったからだ。

て冷やすと、このように伸展性を持った状態で固ま

左の写真は、素材を固めるゲル化剤である板ゼラ

ジュース〟ではなく、
〝のびるオレンジゼリー〟と

ジ ジ ュ ー ス も 同 じ だ。
〝とろみがついたオレンジ

るのだ。確かにゲル化した水がのびている。オレン

チンと「もちのび」の固まり方の違いを比べたもの

いうのがよく分かる。

水もジュースも、どんどんのびる

きない。強い粘度を持たせることで、のびたように

だ。水とジュースを選んだのは、身近にあるシンプ

ことを言うのだろう。カスタードクリームがもちの

85

見せているのかと思ったが、スプーンから流れ落ち
ているのではなく、カップからすくい上げているの
だから確かにのびている。何度もスプーンですくい
上げながら不思議で不思議でとうとう笑い出してし
まった。
以前トルコの粘りのあるアイスクリームをモチー
フにして、練るとのびるアイスクリームが販売され
ていたことをご記憶だろうか。イメージとしてはそ
れに近い。しかし、それよりももっともっとのびる。
カスタードク
リームには「も
ちのび」という
もちでも、クリ
ームでもない新
感覚のゲル化剤
を使った。卵黄、
砂糖、薄力粉、
牛乳、バニラエ
ッセンスでカス

板ゼラチンでつくった水のゼリー
板ゼラチンでつくったオレンジゼリー

ようにのびるのだ。何がどうなっているのか理解で

のびるカスタードクリーム
キャラメルソース添え

ができるのだ。

「もちのび」で、
ソースもクリームもゼリーものびる、
のびる ！

「もちのび」

タードクリーム

49

「カスタードクリームが
こんなにのびたら
きっと驚くに
違いない。
」
もちのび

「もちのび」
でつくった水のゼリー
「もちのび」
でつくったオレンジゼリー

！
デザートがのびる
素材のちから Face to Face

素材のちから Face to Face

次はチーズだ。水に「もちのび」を加えて熱し、

る。絞り汁に醤油、塩で味付けをし、これに対し
％の「もちのび」を加えて加熱する。ここに分け

ンゴージュースと砂糖に対し５％の「もちのび」を

ソースを入れ、立てた生クリームを絞る。ここにマ

トをつくってみよう。マンゴーの果実とマンゴー

それでは、
「もちのび」を使ってグラスのデザー

しっかりと野菜に絡む。味わったことのない食感だ。

いチーズがのびるのびる。さらに、のびるチーズは

だ。まるで〝冷たいチーズフォンデュ〟である。冷た

味を調えて冷やした。これを野菜につけて食べるの

を加えてよく混ぜる。パルメザンチーズを加え塩で

メニューにもなるのだ。

ちのび」の使用量を調整することで冷たい生地もの

まさに大根のもちだ。新たな食感が楽しめた。
「も

トチップスにのせ、ネギと一味をふって仕上げた。

ておいたおろしを加え混ぜて冷やした。これをポテ

リー〟をつくり流し入れる。さらにバニラアイスク

ズがなめらかにト

たいメニューが浮かんでくる。今後、もっともっと

い。このしっとり

試してみたい。

次は、
〝のびるガスパッチョ〟だ。トマト、トマ
感はたまらない。

マト、キュウリ、

トジュース、玉ねぎ、ニンニク、塩、白ワインビネ
最後に、〝冷たい

リームをのせ、ミントを飾った。どうだろうか。マ

ガー、オリーブオイルを合わせてミキサーで回し、
大根もち〟をつく

荷姿：200g×10袋

レタスをまとめて

全体に対し５％の「もちのび」を加えて混ぜ、約
った。大根おろし
を軽く絞り、絞り

冷たいチーズフォンデュ

ンゴーゼリーがのびている。やはりいつもと様子が

℃まで加熱して冷やす。やはりスープものびてい

る。いたずらのようなメニューに見えるかもしれな
汁とおろしに分け

もちのび

パンとの相性もい
のびるチーズサンド

違う。お客様は何と感じるだろうか。

「もちのび」はメニューをつくればつくるほどやり

これをサンドイッチに挟んでみても、のびるチー

温めてなめらかにしたクリームチーズと生クリーム

冷たい大根もち

加えて加熱し、これを冷やして〝のびるマンゴーゼ

「もちのび」を使えば
どんどん〝のびるメニュー〟が生まれる

メニュー名がはいります

10

のびるガスパッチョ

いが、結構おいしい。
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50
TEL.06-6563-1511
TEL.03-6667-8251
大阪府大阪市浪速区桜川4-4-26
東京都中央区日本橋本町2-8-12
〒556-0022
〒103-0023
大阪支店
東京支店
http://www.nitta-gelatin.co.jp

のびるマンゴーパフェ

もちのび

食堂の懐かしカツカレー

肉と野菜がゴロッと入った定番のカレーとカツの
組み合わせ。誰からも愛される懐かしの味。

ホテルの欧風カツカレー

ご飯に大ぶりのカツをのせ、
デミグラスソース入りの
欧風カレーは別盛りで。高級感たっぷりの一皿。

蕎麦屋のカツカレー

出汁のきいたカレーにカツがのる和風どんぶり。出
汁の香りとカツの相性が抜群。

大阪風あまからカツカレー

甘くてピリッと辛いカレーを全 体に
かける大阪の味。生卵を落とすことも。
よく混ぜて食べる。

カツとカレーが、 出会って100年！
KATSU meets CURRY カツカレーの歴史とその魅力をひもとく。

金沢風カツカレー

ソースカツとカツカレーのおいしさが一つに。
にんにく
香るカレーでカツが引き立つ金沢風カツカレー。

インド風スパイシーカツカレー

香辛料たっぷりのカレーとサフランライスでエス
ニックに。カツとパクチーの組み合わせも新しい。

2018年はカツとカレーが出会って100年目。この100年の間にカツカレーは誰もが知るメニューになり、
写真のようにそのバリエー
ションも数々生まれている。そもそもカツカレーとは何か。その歴史と魅力を、実際の店舗への取材も交えながらひもときたい。

カフェの野菜たっぷりカツカレー

カツ、
カレー、
ご飯、
サラダをワンディッシュで食べる
カフェ風ランチのカツカレー。

マウンテンチキンカツカレー

厚いチキンカツを山のように盛るから
「マウンテン」。
キーマカレーと食べるとボリューム満点。

そもそもカツカレーはなぜ生まれたのか。日 本におけるカツとカレー、それぞれの

イギリス経 由で伝わったインドの香り

歩みも交えながら、
カツカレーの歴 史を追っていきたい。

カレーの歴史
は「ライスカレー」
。簡単、ご飯に合
う、 西 洋 の 香 り も す る と 明 治 期 か ら
徐々に人気が高まっていく。大正 年

発祥はインドだが、日本に伝わった
者となる山崎峯次郎氏が国産初のカレ

（１９２３年）
、後のエスビー食品創業

国民食となった
〝洋食の花形〟
「カレー」
のはイギリス風の「カリーアンドライ
ー粉を開発。大正以降は手軽に西洋の

し、さらにキャベツを添えたのが明治

クカツレツ」を揚げ物としてアレンジ

ばれていた。銀座「煉瓦亭」が「ポー

次々とアレンジされたフランスのソテー料 理

カツカレーの歴史をひもとく。
カ ツ の 歴史
時代を追うごとに〝和食〟に
なっていった「カツ」
「とんかつ」という呼び方が広まり、
ス」が最初と言われている。イギリス

年（ １ ８ ９ ９ 年 ）
。昭和に入ると

かいパン粉を付け、少量の油でソテー
今のように肉厚で、箸で取りやすいよ
味を楽しめる洋食の花形として、全国

「カツ」の起源は、薄めの肉に目の細
するフランス料理「コートレット」に
に広まっていくこととなる。今では日
本の食卓には欠かせないメニューとな

製のカレー粉を使って肉を煮込み、ご

り、プロから家庭まで誰もがつくる国

飯にかけるメニューで、当初の呼び名

時代を追うごとに変化し、今では立派

うに切られた盛り付けが一般的になっ

な〝 和 食 〟 と し て 親 し ま れ て い る メ

文化の最先端が集まる街だった。当時

今からちょうど１００年前、浅草は

な「カツカレー」は、昭和 年頃、銀

スが一緒に盛られているスタンダード

今ある、白い皿にカツとカレーライ

大正の西洋ブームの中で
生まれた〝河金丼〟

日本で最も高い建築物だった凌雲閣が

バラエティ豊かに
広がる「カツカレー」

民食となった。

ていった。
〝洋食〟だった「カツ」は
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ニューだ。

100年前に生まれた“河金丼”は、今でも現役の人気メニュー。「三大洋食」の２つを一度
に食べられる贅沢さは、当時、人々の間で大評判になった。

ラが上演されるなど、浅草は東京の中

あり、一大ブームを起こした浅草オペ

イルの「カツカレー」が評判を呼び、

座の洋食店からはじまった。このスタ

た洋食の屋台を出す。メニューは当時

自身の名前を取って「河金」と名付け

「洋食」の未来に目をつけた河野氏は、

う料理人がいた。

た。その中の一人に、河野金太郎とい

スパイシーに仕上げた新しい「カツカ

方で最近は東南アジア風の味や、より

り気軽に楽しめるようになり、その一

店の登場によって「カツカレー」がよ

ティ豊かに形を変えていく。チェーン

蕎麦屋など、つくり手によってバラエ

ューとして、とんかつ屋、カレー屋、

その後も「カツカレー」は人気メニ

次第に全国に広がっていった。

ツレツ、カレーライスの３つ。すると

ー」は、欧米でも日本食として知られ

今 も な お 進 化 を 続 け る「 カ ツ カ レ
ている存在だ。海外向けのカレー商品

レー」も多く見かけるようになった。
このリクエストに河野氏がこたえたの

早速、常連となった一人の客が「カツ

が、カツとカレーが出会った最初の瞬

しれない。

で「カツカレー」を見る日が近いかも

にも「カツ」が描かれており、世界中

を楽しむことができる。

でおり、１００年たった今でもその味

〝河金丼〟は河野氏の家族が受け継い

として親しまれていった。現在、この

を構えた後も、
〝河金丼〟は店の名物

た。
「河金」が歓楽街の中心地で店舗

のメニューは〝河金丼〟と名付けられ

これが「うまい」と評判になり、こ

間だ。

レツにカレーをかけてくれ」と頼む。

「三大洋食」と呼ばれたコロッケ、カ

こそが新しい」とする人々で溢れてい

心で、
「西洋の文化を取り入れること

23

54
03-3558-9028
022-726-6650
052-760-1608
06-6451-0117

大正７年（１９１８年）

か わ き ん

TEL
TEL
TEL
TEL
東京都板橋区宮本町38-8
仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル 9F
名古屋市名東区本郷2-180
大阪市北区大淀中1-12-9 サンバードビル21 5F
〒174-8651
〒980-0811
〒465-0024
〒531-0076

西洋の文化や料理がだんだんと流行しはじめていた
大正期。〝洋食〟の中でも特に有名だったカツとカレー
が、いよいよ出会うこととなる。

河金丼 東京都台東区浅草「河金」

1950年には
「赤缶カレー粉」
を発売。
今もほとんど変わらぬ姿で日本人に親しまれている。
「カツ」
が印象的な
海外向けパッケージ

首都圏広域食材ユニット
東日本食材ユニット
中日本食材ユニット
西日本食材ユニット
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カツとカレ ー が
出会った話

CURRY

あると言われている。これが明治に日

meets

本に伝わり、当時は「カツレツ」と呼

KATSU

『 河金

千束店 』 KATSU meets CURRY①

カツとカレーがなじみ、旨みが増すやさしいどんぶり

サクッと揚がったやわらかいカツに、
とろっとしたカレーがかかる。豚肉の旨みが広がったカレーはカツになじみ、
そのスパイスがさらにカツの旨みを引き立てる。ふっくらしたご飯との相性がとにかくよく、シャキッとした
キャベツでこってりしすぎない。豚肉の脂の旨みをたっぷり楽しめるのにもたれない、
やさしいどんぶりだ。

店舗は浅草の住宅地の中にある
肉をたたく店主

『河金 千束店』店主

河野 貴和 さん
店主にカツを注文すると、ハンマーで肉を打ちつける音が店内に響き渡る。
「河金」
での印象的な体験の一つだ。暖簾には「とんかつ」と書かれているが、メニューには
ハンバーグやエビフライ、オムライスもあり、ここに洋食店としての「河金」を垣間見
る。営業中は出前の注文も多く入り、何より地元に愛されている店舗だ。

東京都台東区浅草

と玉ねぎを煮込ん

です。家族から料理を教わり、そのやり方を次の世

「河金」は昔から、家族で暖簾分けをしてきたお店
醤油、砂糖などを

ルー、カレー粉、

をラードで炒めた

で、そこに小麦粉

代へと伝える。
〝河金丼〟のつくり方も、そうした
加えて味を調えた
す。

シンプルなもので

野金太郎がはじめた「河金」は洋食の屋台でした。
〝河金丼〟は、ど

客様に知っていただけるようになりました。匁は重

が有名になり、そこからはとんかつを名物としてお
カツをのせ、そこにカレーをかけてつくります。肉

キャベツの千切り、

ん ぶ り に ご 飯、

火 が 通 り や す く な る か ら で す。 ま た 揚 げ る 油 は

そうすると肉がやわらかくなり、厚みが薄くなって
ろやかさを加えてくれます。そしてご飯の上のキャ

やさしく仕上がり、カツに少しのスパイシーさとま

ほどやわらかくなります。とろみのついたカレーは

をたたいていることで、カツはスプーンでも切れる

１００％のラードを使いますが、肉にまぶすパン粉

ニューを、これからも守り続けていきたいですね。

と思います。１００年前から愛されてきたこのメ

供からお年寄りまで、誰が食べてもほっとする味だ

てきただけなのかもしれませんが、
〝河金丼〟は子

ことです。昔ながらの、教えられた通りの味を守っ

た同じで、それを１００年の間に繰り返したという

私は父からこのやり方を習いました。その父もま

に一体となっています。

金丼〟の中でカツとカレーとキャベツが、おだやか

特別なことをしているつもりはありませんが、
〝河

ベツは、カツとカレーの油分をさっぱりとさせます。

とにかくその大きさに驚く
「百匁とんかつ」

は細かいので、食べると意外にあっさりとします。
カレーはカツを仕込んだ時に出る肉の筋や切れ端
初代の河野金太郎氏は、現店主の曾祖父にあたる

当店のカツは揚げる前に、肉を何度もたたきます。

さの単位で、百匁は３７５ｇです。

もんめ

戦後には二代目が考案した大きな「百匁とんかつ」

１００年前の１９１８年（大正７年）
、初代の河

中の一つです。

誰が食べてもほっとする〝河金丼〟の味

〝河金丼〟
の中でカツとカレーとキャベツが、
おだやかに一体となっています。

河金丼
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『ロダン 』 KATSU meets CURRY②

濃厚なのに重すぎない、研究しつくされたカツカレー

カレーを食べると、
スパイスの辛みと香りとともに、濃厚な旨みや甘み、
苦みまでもが口の中に広がる。
揚げたてのカツは厚すぎないので、カレーと食べても重すぎず、むしろ旨みが増す。付け合わせの
燻製卵は燻製の香りが強めで薬味の代わりとなり、揚げたポテトはスパイシーな味わいの中でいい
クッションになる。
オーナーと加藤料理長のカレーに対する情熱が細部にまで行き渡り、
開店10年とは
思えないほど長い歴史を感じてしまう一皿だ。

オフィス街の一角に佇む店舗。二階席もある
カレーを盛り付ける加藤料理長

『ロダン』料理長

加藤 光一 さん
今年でオープン10年目のカレー専門店。オープン時にオーナーがつくり上げた「学
生時代のカレーへの思いとこだわりを煮込んだレシピ」は今でもまったく変わって
いない。このレシピをもとに、現在は加藤料理長が現場を取り仕切る。平日には近
くの会社員が訪れ、休日にはカップルや遠方からも人が訪れる人気店。

東京都中央区八丁堀

当店のビーフカレーには、レシピをつくり上げた
オーナーのこだわりとアイデアが詰まっています。
オーナーは今までに、神田神保町などさまざまなカ
レー店を食べ歩いてきました。当時の街は、まさに
カレー文化が成熟していく過程にありました。オー
ナーはその魅力の虜になって研究をはじめ、通い込
んだお店の味を再現できるほどになりました。
そのオーナーがレシピをつくる上で頭にあったの
は、学生の頃から親しんだ「洋食店のカレー」の味
でした。特にカツカレーを頼むと、カツの揚げたて
の衣の香りとカレーの香りが絶妙に重なりあってい

らヒントを得て

います。このソ

ースをかけるこ

とで、味にはコ

ク、見た目には

高級感とインパ

クトが加わり、

オーソドックス

なものから一歩

踏み込んだカレ

ーになっている

のではないかと

思います。

がるに従って、このカレーに合わせる理想のカツの

カレーが仕上

い」と考えてもいたため、その記憶をもとにレシピ
形がより具体的に見えてきました。肉は厚すぎると

香りこそが「洋食店のカレー」の記憶を呼びさます

いわゆる赤缶を使っていますが、それはこの赤缶の
に油の旨みがちょうどよくしみ込んで、濃いめのカ

げる油はサラダ油とラードを半々にすることで、衣

粗めのものを使ってサクッと歯切れよくします。揚

全体が重くなってしまうので薄めにして、パン粉は

からです。この赤缶に、黒に近くなるまで炒めた玉

レーとカツの相乗効果が最大限に生まれるようにし
今では「ロースかつカレー」が一番の人気メニュ

ねぎ、さらに独自に配合したスパイスなども加えて、
じられる奥深いカレーに仕上げていきます。特に紅

ーになりましたが、これがベストの形だとは思って

ています。

茶で煮込んだ牛肉のスープを使うことが大事です。

思います。

丸となってよりおいしいカツカレーを目指したいと

いません。さらに研究を重ねながら、オーナーと一

ツソースをかけます。これは、インドの高級料理か

また当店のカレーは、さらに黄色いカシューナッ

これで仕上がりがまったく違ってきます。

スパイシーさの中に濃厚な旨みや甘み、苦みまで感

当店のビーフカレーにはエスビー食品のカレー粉、

ができ上がりました。

たと言います。もともと「カツに合うカレーにした

カウンター席には赤缶がズラリと並ぶ
カレーが一気に華やぐカシューナッツソース

古書街のカレー文化に魅せられて

揚げたての衣の香り、
カレーの香りが絶妙に重なるカツカレーを目指しました。

ロースかつカレー
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『100時間カレーAMAZING グランツリー武蔵小杉店 』 KATSU meets CURRY③

100時間かけたカレーに変化を与える
素揚げ野菜とカツの旨み

やわらかくもカリッと揚がったチキンカツと、素材の味を閉じ込めた素揚げ野菜が、カレーの濃
厚な旨みに変化を与える。野菜は春菊やさつまいも、蕪など旬のものが月替りで入り、季節に
よって彩りが変化する。男性に人気のカツと女性に人気の野菜が一皿に合わさり、さらに半熟卵
が添えられた贅沢な盛り付けのカレーだ。

明るさ、入りやすさを感じる店だ

『100時間カレーAMAZING グランツリー武蔵小杉店』

神奈川県川崎市中原区

カレーを盛り付ける中村店長

店長

ります。生パン粉の衣

私たちの「１００時間カレー」には、野菜の旨み

く、よりたくさんの方に広めたいと考えています。

間」にこだわった濃厚な味をカレーファンだけでな

け て い る こ と か ら 名 付 け ら れ ま し た。
「１００時

をはじめてからお客様に届くまで１００時間以上か

「１００時間カレー」という店名は、カレーの調理

盛り付けます。野菜は

６種類の野菜を贅沢に

卵、それに素揚げした

にはチキンカツと半熟

「スペシャルカレー」

レーともよく合います。

味 が よ く、 濃 厚 な カ

は揚げ上がりの香りと

や甘みがたっぷり溶け込んでいます。たとえば玉ね
定番と旬のものを合わ

こだわりのカレーを、よりたくさんの人に

ぎなら、カレー１皿につきだいたい 個分です。野

肉の仕込みからこだわって揚げているカツ

だら、 種類以上のスパイスや調味料を加えて味を

菜や果物をじっくり炒め、牛の出汁を加えて煮込ん
が、素揚げした野菜も旨みが凝縮されて、カレーの

せて、季節感も出します。カレーとカツも合います

1

決めます。大事なのは、ここから数日間冷蔵するこ

中で心地よいアクセントになります。

「AMAZING」
、
セルフサービスの「EXPRES

「１００時間カレー」には、フルサービスで展開す

当店のカツは手づくりにこだわり、チキンカツも
S」という３つの業態があります。
「AMAZING」

とです。この長めの熟成によって全体がなじみ、口

ロースカツもお客様からご注文をいただいてからつ
と「EXPRESS」はメニュー価格を下げ、より

る 従来 の「B&R」 に 加 えて、券 売機 を導 入 し た

くり始め、一枚一枚揚げたてを提供します。肉を特
親しみやすくしたいと考えてできたものですが、味

と展開していければと思います。

をスタッフ全員で考えながら、今後は全国、海外へ

レーでよりたくさんの笑顔をつくれるか。そのこと

の割合も増えてきました。どうすれば私たちのカ

おかげさまで最近では、女性や家族連れのお客様

より気軽に入れるお店づくりを目指したのです。

だけを変えることで価格を下げ、スピード感を出し、

別なバッター液にひたし、生パン粉を付けて揚げる

カツカレーのつくり方は、
１号店の時からこだわっているという

の部分ではまったく妥協していません。サービス面

当たりがとてもまろやかになるのです。

20

ことで、外がカリッと、中がジューシーなカツにな
野菜の旨みがたっぷり溶け込んだ濃厚カレー

中村 誠晃 さん
最初は地域で人気のカレー屋として出発。2014年、2016年と「神田カレーグ
ランプリ」で2度の優勝を飾った。関東圏内を中心に展開し、現在進行形で店舗
を増やしている。最近では商業施設にも積極的に出店し、女性客や家族連れの
利用客も増加。その勢いで全国展開、世界進出も視野に入れる注目店だ。

濃厚カレーの中で、
カツと素揚げ野菜の旨みが心地よく添えられます。

スペシャルカレー
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つくり立てのムースがおいしいのは、
しっかりと空気を抱き込んでいるからだ。
ボリューム感のあるその食感は
“ふわふわ”と軽く口溶けがいい。
おいしいムースはデザートメニューを広げる。
女性のお客様にデザートメニューでも
アプローチしたい。
もし、
解凍するだけで使える“ふわふわ”と軽く口溶けのいいムースがあったらなんと便利だろう。

て冷凍して、いつでもロスなく対応できるメニュー
ができる。

コクと酸味を出し甘さを控えた。
「ふわふわムース
（カスタード）
」は、ミルクと卵のコク味のあるカス

ーズ）
」を挟んだデザートだ。絞ったムースの形か

ユーピー（株）の「スノーマン ふわふわムース（チ

右のメニューはスライスしたバゲットを焼き、キ

〝ふわふわ〟とした食感となめらかな口溶け、そし

じめさまざまな使い方に柔軟に対応できるムースだ。

ース」は、デザートのフィリングやトッピングをは

あれば短所もある。そんな中にあって「ふわふわム

保形性が悪かったり、口溶けが重かったり、長所が

ーの試作が楽しみだ。

れるだろう。今までにない〝ムース〟だけにメニュ

外食のデザートメニューにどんな可能性を見せてく

さて、
「スノーマン ふわふわムースシリーズ」は

し味をきかせたチョコレート味だ。

ョコ）
」は、ヘーゼルナッツ風味にブランデーの隠

タード風味に仕上がっている。
「ふわふわムース（チ

らふんわりとした軽さが伝わると思う。しかも絞っ

てベタつき感のない軽い口あたりを持つ。ダレにく

スノーマン

荷姿：300g／8袋
賞味期間：冷凍1年

荷姿：300g／8袋
賞味期間：冷凍1年

荷姿：300g／8袋
賞味期間：冷凍1年

℃だ。

普通のホイップクリームなら絞りのエッジが消えて

い保形性のよさは温めても発揮され、〝ふわふわ感〟

スノーマン

分以上時間が経っている。室温は

ダレはじめるのではないだろうか。メニューは３層

が 持 続 す る。 解 凍 し て 絞 る だ け で い ろ い ろ な メ

スノーマン

てから

のミルフィーユだが、５層にも６層にも重ねること
だ。それほど「ふわふわムース（チーズ）
」の保形
性は安定している。しかも口溶けはなめらか、ふわ

スノーマン ふわふわムース
（カスタード）

「ふわふわムース」の〝ふわふわ感〟は卵白から生

ふわふわムース（チーズ） ふわふわムース（カスタード） ふわふわムース（チョコ）
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ふわと軽い食感のムースなのだ。このように「ふわ

スノーマン ふわふわムース
（チーズ）

卵白の可能性をとことん追いかけ
このムースを手に入れた

ニューに使える。

デザート用のクリームは数多く発売されているが、

スライスしたバゲットにバターを塗り、砂糖をかけてオーブンで色づくまで焼く。これに「ふわふわ
ムース（チーズ）
」を絞り３層に重ねて粉糖をふり、マンゴーの果実とソース、そしてミントを飾った。
※マンゴーの果実とソースは「スノーマン ごろっと果実 マンゴーのソース」を使用

「ふわふわムース」のバゲットチップ・ミルフィーユ

ができる。フォトジェニックなムースタワーも可能

ふわふわと軽く口溶けがいいだけでなく
保形性もいいデザートムース

解凍するだけで使える〝ふわふわ〟と軽く口溶けのいいムース。

「スノーマン ふわふわムース（チーズ／カスタード／チョコ）」

10

ふわムース」を使えば余ったバゲットもスライスし

まれる。泡立てたメ
レンゲの泡を保持す
る配合と技術によっ
て、ダレずにボリュ
に仕上げてあると聞
いた。
風味は３種類、チ
ーズ、カスタード、
チ ョ コ が あ る。
「ふ
わふわムース（チー
ズ）
」 は、 マ ス カ ル

ふわふわムースシリーズ》
《スノーマン

ーム感のあるムース

スノーマン ふわふわムース
（チョコ）

ポーネチーズを使い

63

ふわ、
ふわ、
ふわ。

ふわふわムースシリーズ

ちょっと新しいメニューができるかもしれ
ない。
はとても簡単だ。生地を正方形に切り、卵

まず、パイ生地を使ってみる。つくり方

それでは「ふわふわムース」を使ったメニューを
黄を塗って、真ん中を丸く抜いた生地を

口の中でほろほろと崩れるパイ生地と
「ふわふわムース」の相性は絶妙だ
試作してみよう。ムース系の素材は何と言っても冷

だが、「ふわふわムース」の特徴を使いこなすことで、

ートをつくってみた。いずれも簡単に手に入る素材

そこをグッと我慢して、ここでは生地を使ったデザ

フェなどカップデザートに仕上げるのが王道だが、

たいアイスクリームメニューやフルーツを使ったパ

を持たせた。抜いた丸い生地を焼いてセル

コ）
」をそれぞれ絞り入れバリエーション

わふわムース（チーズ／カスタード／チョ

焼く。パイ生地が焼き上がった穴の中に
「ふ

枚重ねる。これに砂糖をかけてオーブンで

フ ィ ー ユ と 一 緒 に 飾 る と、
ひとくちサイズのパイデザ
ートのでき上がりだ。
サクッと歯ごたえのよい
パイ生地は口の中でほろほ
ろと崩れていくが、
「ふわ
ふわムース」の軽い食感は
口溶けよく、しっとりと崩
れた生地を包むようだ。一
皿で３つの味が楽しめるの
もうれしい。

ドした。立ててもいいが、横に寝かせて６段にした。

を口金に近づけ、バランスよく２色に絞れるように

ース（チョコ）
」といちごの果実、そしていちごの

でき上がって 分は経ったが、ムースはまったくダ

さて、次に「ふわふわムース」の

口金を変えることで絞りのデザインも変えること
ソースが溢れ出るのが見える。
「ふわふわムース」

袋の位置を調整して、後は絞るだけだ。簡単にダブ

ができる。そしてその絞りは時間が経っても崩れに
の保形性のよさを利用したメニューと言える。

ースを皿の上に絞るのもいいだろう。ムースの上に
ムースを重ねることもできる。
「ふわふわムース」
をデコレーションに使うという考え方はちょっと新
しいのではないだろうか。

「ふわふわムース」の
保形性を活かしたクレープメニュー

カスタード／チョコ）
」と白ぶどう、いちご、ブル

ケーキを焼く。これに「ふわふわムース（チーズ／

アレンジしてみたい。まず直径５㎝ほどのプチパン

今度は、パンケーキミックスを使ったメニューを

合わせでおいしさに変化が生まれる。

コの３つの風味と、フルーツバリエーションの組み

で全部食べてしまった。チーズ、カスタード、チョ

ツの組み合わせを楽しみながらこのサンドをひとり

溶けのいいムースとジューシーで甘酸っぱいフルー

それにしてもこの「ふわふわムース」は軽い。口

とうまくいかないだろう。

ドは崩れる気配もない。ホイップクリームではきっ

レず〝ふわふわ〟で、プチパンケーキ・ムースサン

10

ーベリー、パイナップルを順番に組み合わせてサン

「ふわふわムース（チーズ／カスタード／チョコ）
」の
プチパンケーキ・ムースサンド

さて、次はクレープ生地を使ってメニューをつく

ごろっと果実 いちごのソース」使用

ってみる。
「ふわふわムース（カ
スタード）
」
「ふわふわムース（チ
ョコ）
」の２種類を絞り、いちご
の果実といちごのソースを加え
て巻き込んだ。このメニューには
ポイントが２つある。
ま ず「 ふ わ ふ わ ム ー ス 」 は 熱
が加わってもその〝ふわふわ感〟
が変わらないことだ。焼き立ての
クレープ生地でもムースは溶け
ず、たっぷりと包み込むことがで
きる。とても簡単だ。
も う ひ と つ は、 い ち ご の 果 実
とソースを一緒に包み込むこと
だ。クレープ生地の上に「ふわふ
わムース（カスタード）
」と「ふ
わふわムース（チョコ）
」を並べ
て絞り、その間にくぼみをつくる。
そこにいちごの果実とソースを

「ふわふわムース」だからできる
〝プチパンケーキ・ムースサンド〟

くいのだ。
〝ふわふわ〟とした口溶けのいい軽いム

保形性のよさが、ここでパフォーマ

ス」を絞り袋にセットする。そして、セットした袋

まず、絞り口を開封した２種類の「ふわふわムー

ダブルムースだ。

を加えてみる。一度の絞りで２種類のムースを絞る

２種類のムースを絞り袋にセット

ルムースをデザートに取り入れられる。

「ふわふわムース」を
デザートの
デコレーションに使う

ダブルムースのトッピングはとても簡単だ
簡単に2色のムースが絞れる

2

ンスを発揮する。絞り方にアレンジ

2種類の味を楽しめる“ダブルムース”の絞り方

〝保形性のよさ〟と〝軽い口溶け〟を、生地を使ったデザートに活かす。

素材のちから Face to Face
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流し入れ、そっと包むのだ。ナイ
フを入れると中から「ふわふわム

「ふわふわムース（カスタード／チョコ）
」のクレープ

※「スノーマン

「ふわふわムース（チーズ／カスタード／チョコ）
」の
パイコルネ

ふわふわムースシリーズ

りすぎたと

は熱がかかっても溶けず、ふわふわ感が持続するの

わふわムース」の特徴をお伝えしたい。このムース

ただけたと思う。ここからはさらにもう一つ、
「ふ

けがいいこと、そして保形性がいいことはご理解い

さて、
「ふわふわムース」は軽い食感を持ち口溶

ない。焼け

めても溶け

し焦げはじ

て表面が少

き色がつい

が、薄く焼

思ったのだ

だ。
「本当かな？」と思って、パイ皿に、
「ふわふわ
たムースを

タンだ。鉄の鍋に「ふわふわムース（チョコ）
」を
絞り、たっぷりのベリーでつくった果実のソースを
流し入れ、その上にマシュマロを敷き詰めてオーブ
ンで焼いた。もともと焼いたマシュマロはチョコ
レートと一緒にクラッカーで挟んで食べるスモアと
いう食べ方で人気がある。カリッと香ばしく焼けた
マシュマロの表面と、とろりと溶けたマシュマロ、
そして甘酸っぱいクランベリーと「ふわふわムース
（チョコ）
」が溶け合う。何よりも食感が新鮮だ。
次にパートブリックに溶かしバターを塗り、
「ふ
わふわムース（カスタード）
」とスライスしたキウ
イを包み、２２０℃のオーブンで約 分焼いた。
「ふ
わふわムース（カスタード）
」はパリッと焼けた生
地に包まれ、温かなカスタードクリームはふんわり
とキウイのおいしさを一層引き立てる。炊き立ての
デザートパスタも試してみた。生地の中に「ふわ

カスタードクリームのイメージだ。

ぞれ絞り表面を平らにする。そこにカソナードをふ
ふ わ ム ー ス（ チ ョ コ ）
」 を 詰 め た ト ル テ リ ー ニ だ。
今回はパスタの代わりに餃子の生地を代用した。餃

りバーナーで焼き、冷蔵庫で５分ほど冷やす。これ
だけだ。
だが、ご覧いただきたい。表面のカソナードがバー

スを刷毛で塗り、アングレーズソースを流し、茹で

テリーニの形を整え茹でる。皿にチョコレートソー

子の皮で「ふわふわムース（チョコ）
」を包みトル

ナーの炎でおいしそうに焼けていく。スプーンです

たトルテリーニを盛り、ピスタチオを飾る。このメ

本来ムースは熱に弱いためブリュレにはできない。

くったムースの口溶けのいいふわふわ感はそのまま

ニューもきわめて簡単だ。生地の中からふわふわと

ごろっと果実 ミックスベリーのソース」使用
※「スノーマン

「ふわふわムース」を使えば、グラタンなど温かな

日本ではデザートといえば冷たいメニューだが、

ろりと温かなチョコが現れる。

だ。こうしてあっという間に３種類の〝
「ふわふわ
ムース」のブリュレ〟ができ上がった。

温かなデザートへの広がり

デザートへ大きな広がりが出てくる。

「ふわふわムース（チョコ）」の
トルテリーニ

さらに熱を加えるメニューを続けよう。次はグラ

マシュマロと「ふわふわムース（チョコ）」のグラタン

ムースのブリュレができる

ムース」を絞って直接バーナーの炎で炙ってみた。
恐る恐るな
めてみると
軽いふわふ
わ感は残っている。正直いって驚いた。
〝ムースブリュレ〟をつくってみた。器に「ふわふ

それではということでクレームブリュレならぬ、

バーナーの炎で焼いても
「ふわふわムース」
は溶けない

わムース（チーズ／カスタード／チョコ）
」をそれ

15

いくら熱がかかっても溶けないといってもこれはや
「ふわふわムース（チーズ／カスタード／チョコ）」のブリュレ

66
「ふわふわムース（カスタード）」の
パートブリック包み焼き

熱を加えてもダレないムース

〝熱を加えても溶けないムース〟があっただろうか？

素材のちから Face to Face

ふわふわムースシリーズ

特集・海外取材

フードサービス本部

込んでも、ここまでクオリティーを高めるのはなか

キユーピー株式会社

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-13 TEL.03-3486-3062 FAX.03-3486-6177

るだけで、口溶けの違いをおいしく楽しめる冷たい

69

なか難しい。
（詳しくは弊誌 号の掲載記事をご覧

いちごのソース

フルーツベリーヌが簡単に提供できる。このように

スノーマン ごろっと果実

冷たいデザートに新食感を加える

シンガポール

これだけたっぷりと
果実が入ったソース
は見たことがない。
すべてのソースが具
材感、香りと味、果
肉とソースの一 体
感にこだわっている。
スノーマン ごろっと果実 スノーマン ごろっと果実 まるで後からフルー
ツを加えたようだ。
マンゴーのソース
桃のソース

いただきたい。
）冷たいデザートメニューも温かい

からの情報をご紹介します。

Singapore

洋なしのソース

「ふわふわムース」はトッピングだけでなく、デザ

今回は、スペイン、イタリア、黒海、ジョージア、シンガポール

スノーマン ごろっと果実

さて、最後に冷たいデザートをつくってみる。
「ふ

す人々の普段着の食情報をお伝えしたいと思っています。

りんごのソース

デザートメニューもこの２つを組み合わせて使えば、

のいろいろな食文化を知ることによって、その国の本質が見えて

スノーマン ごろっと果実

ートのベースとしてもたっぷりと使える。

を作るために海外で奮闘する日本人たちもいます。いろいろな国
くることもあります。
「素材のちから」では、そんな各国に暮ら

スノーマン ごろっと果実

ミックスベリーのソース ブルーベリーのソース

わふわムース」にとってここが一番の活躍の場だ。

スノーマン ごろっと果実

を知ることは、とても楽しい作業です。また、
「美味しいもの」

メニューのクオリティーもオペレーションのよさも

美味しいものとは何か。国が変われば、その答えも様々に変化
します。季節や土地柄が育んだ、その国独特の「美味しいもの」

ところで今回試作したいくつかのデザートには、

海外日常的食情報発信。

器にバニラアイスを盛り、
「ふわふわムース（チ

ごろっと果実シリーズ》

上がる。デザートで女性のお客様を呼びたいとお考

《スノーマン

ョコ）
」を絞り、果実感のあるブルーベリーソース、 「スノーマン ごろっと果実」のフルーツソースを

「ふわふわムース」
+ホイップクリーム+
「ごろっと果実」
のソース

えの皆さんは、もうすでにつくってみたいメニュー

ジョージア

「ふわふわムース（カスタード）
」と
マンゴーのベリーヌ

使っている。このソースの特徴はフルーツの圧倒的

黒海

Georgia

砕いたアーモンドとミントを飾る。口溶けよく、冷

Black Sea

が頭に浮かんでいるのではないだろうか。

「ふわふわムース（チョコ）
」と
いちごのベリーヌ

な具材感と香りにある。ホールを使ってソースを仕

フルーツソースとの組み合わせで、手軽にメニューができる

たいアイスクリームとも相性がいい。バニラアイス

イタリア

が魅力的なデザートとして盛り付けられる。このよ

スペイン

Italy

うに「ふわふわムース」の軽い食感と口溶けはパフ

SPAIN

※「スノーマン ごろっと果実 ブルーベリーのソース」使用

ェやベリーヌにその実力を大いに発揮する。

「ふわふわムース（チョコ）
」の
アイスクリーム添え

たとえばグラスに「ふわふわムース」を絞り、ホ

イップクリームを重ね、フルーツソースを流し入れ

食の心を刺激する街

27

http://www.kewpie.co.jp/prouse/

デザートで攻める、そのための武器を手に入れた。
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スペイン

開店前に必ず行列ができる超人気レストラン

します。独立へ向けてカタランの強要が進み、私の
ようにスペイン語しか話さない外国人移住者は住み
にくいなと思う割合が増えてきました。カタランで
しか表記しないお店も増え、求人情報にはカタラン
必須の文字が多く見られるようになりました。カタ
ルーニャの人達はスペイン語とカタランのバイリン
ガルですが基本的にスペイン語を話したくありませ
ん。田舎の方に住んでいるお年寄りなどはスペイン

なったのです。長い間カタルーニャの独立を強く望

続けていた問題が、今回あっという間に大きな炎と

ん。１９３６年のスペイン内戦勃発時からくすぶり

独立問題。でもこれは今に始まった事ではありませ

なり今では誰もが知る事になったカタルーニャ州の

のではないでしょうか。世界的な規模でニュースと

いました。日本の皆さんもテレビの報道でご存知な

だ私の街は、留守をしている間に大変な事になって

ペインのバルセロナへと戻ってきました。長年住ん

長い旅を終えて久しぶりに自分のホームであるス

的にスペイン人とカタルーニャ人はもう一緒にはい

にも修復できないレベルにまで達しています。心情

カタルーニャ人は昔から仲が悪いです。これはどう

う政治レベルの問題ではありません。スペイン人と

身だと言い続けます。カタルーニャの独立運動はも

構いなしに、カタルーニャの人達はカタルーニャ出

人は少ないです。どんなに不思議な顔をされてもお

ても、カタルーニャというコンセプトを知っている

ニャ人だと答えます。スペインという国は知ってい

イン人とは言いません。１００％の確率でカタルー

国籍を尋ねます。カタルーニャの人達は決してスペ

す。外国で誰かと知り合うと、まずは名前を聞いて

がスペイン人だと思った事が一度もないからなんで

後どうなるか全く予想できないカタルーニャの独立

ここ最近の雰囲気には疲れきってしまいました。今

出る事にしました。大好きな街ではあるのですが、

スペインへ本部を移籍しました。私もバルセロナを

は一大事です。多くの多国籍企業がバルセロナから

そうなるとユーロも使えなくなるので企業にとって

が独立となればＥＵ内に留まれるかも分かりません。

言語だけの問題ではありません。カタルーニャ州

ら出て行った外国人も多いです。

そんなプレッシャーに耐えられずカタルーニャ州か

なったらカタランを話し始めるの？」と聞かれます。

以上の期間カタルーニャ州に住んでいると「何時に

最初の１～２年位は大目に見てもらえますが、それ

語を喋れない人も多いです。私のような外国人達は

んでいた人達ですら驚いた怒濤の流れでした。

問題、蚊帳の外から見守ろうと思います。長年住み

される事なくスペインの他の貧しい州に流れていっ

州。汗水流して働いて納めた税金が、自分達に還元

常にスペインの経済をリードしてきたカタルーニャ

る金額に大きな隔たりがあるからだとされています。

が納めている税金とスペイン中央政府から還元され

たいのでしょうか。経済状態の良いカタルーニャ州

いませんでしたが、年々独立への動きは強くなって

す。今回のような怒濤の展開は誰もが想像すらして

れ、これはバルセロナの人口の半分より多い人数で

２０１０年のものです。１００万人が参加したとさ

行進は大々的に報道された昨年のデモではなく

活発に行われていました。歴史上で一番大きなデモ

今に限らずカタルーニャ州の独立運動は以前から

も行っておきたかったレストラン「カル・ペップ

バルセロナを離れるにあたって、最後にどうして

っておきたい気持ちの方が強いです。

でも状況がどうなるか分からない今、スペインに戻

慣れたバルセロナを離れる事に寂しさは否めません。

（ CAL PEP
）
」を訪れました。
カル・ペップはバルセロナの旧市街、ボルン地区

バルセロナの行列必至の超有名店

てしまう。それを快く思っていない人達が多い事は

カタルーニャ州には独自の言語、カタランが存在

いました。

何故カタルーニャの人達はスペインから独立をし

られないのです。

バルセロナは何処へ向かっていくのか

カタルーニャの人達なら誰もが夢見ていたけれど、誰もが予想だにしていなかったカタルーニャ独立への道。
スペイン料理ではなく、カタルーニャ料理になるかもしれない食べ物たち。

確かです。でも実際にそんな事はどうでもいいんで
す。カタルーニャの人達が独立したい理由は自分達

70
71

開店前に必ず行列が
できる超人気レストラン

激動の歴史を歩むバルセロナ
スペイン情報

にあります。ピカソ美術館などの観光スポットの他

ねばと思い続け、今回やっと念願のカル・ペップ参

ないですが、この方式だと皆さん、食べ終わったら
直ぐに立ち去ります。プレッシャーがかかるのか長

り過ぎてしまい地元の人達の足が遠のいてしまいま

っている老舗のレストランですが、最近は有名にな

てきたカル・ペップ。バルセロナ在住なら誰でも知

在する人気の地区です。昔から地元の人達に愛され

り早かったです。カル・ペップは店の外だけでなく

ました。やっぱり凄い行列でしたが回転は思ったよ

ター席がメインの小さなレストラン。頑張って並び

前から広場まで行列が続いているからです。カウン

場所は地図などなくても直ぐに分かります。店の

ペップ（ PEP
）さんが創り出すオリジナリティ溢れ
た料理の美味しさが理由です。ただ実際に食べた感

カル・ペップの行列はカリスマシェフと呼ばれる

りが実現しました。

した。開店前から外国人観光客達が行列し、かなり
狭い店内、自分達が座っているカウンターの後ろに
想としては創作料理と呼ぶほど創作された感じはあ

に、素敵なショップや話題のレストランが数多く点

強気な価格設定になってしまったのも原因でしょう。
も人を入れて待たせるんです。至近距離で立たれる
りませんでした。伝統的なスペイン、そしてカタル

居する人なんか居ません。
お店の見事な作戦勝ちです。

それでもこの小さなレストランには行ってみる価
ので食べてる人達にとっては落ち着きない事この上

カル・ペップでは何が人を並ばせるのか

値があります。私も行列を見かける度に何時か行か
ーニャ料理をちょっとアレンジした料理くらい
の位置づけかなと思います。
カル・ペップの目玉料理はタルタル・デ・ア
トゥン
（
）
です。スペイン人
（カ
Tartare
de
atún
タルーニャ人も含めて）
、そして欧米の人達は
基本的に生魚を食べません。タルタルのような
魚の食べ方は欧米の人達にとって目新しいかも
しれませんが日本人である私達には至って普通。
海外在住が長い方なら郷愁を感じる為にも是非

注文して頂きたい一品ですが、日本からの観光

客の方ならパスしていいと思います。普通に美

味しいですが驚きはありません。店員さん達は

日本人のマグロ

好きを知ってい

るので強力にお

勧めしてきます

が断固断りまし

ょう。
カル・ペップ

で絶対に試さな
くてはならない

せた料理を食べましたが、このコンビは最高だと思

）と呼ばれるアサリの生ハム煮込みだと
con jamón
思います。ポルトガルでもアサリと豚肉を組み合わ

ズみたいな感じです。切った時にトロっとたれる半

ス。カタルーニャの名物でニンニク風味のマヨネー

いです。上にのっている白いソースはアリオリソー

いとされる風潮がありますが、カル・ペップのは薄

めです。スペイン風オムレツは厚ければ厚いほど良

アレンジしている料理が多いので、バルセロナを訪

やっと満喫しました。伝統的なカタルーニャ料理を

低でも２人位で行きましょう。

席がメインなので何かと難しいと思います。でも最

丁度よいのですが、 人程しか座れないカウンター

のはマグロのタ

います。生ハム、ニンニクそしてアサリの出汁がよ

熟卵とアリオリソースを混ぜながら食べるのが最高

方の郷土料理で豚肉を使った太めのソーセージの事。

すべき一品です。ブティファラとはカタルーニャ地

オポルト（ Butifarra de foie con judías al oporto
）
長ったらしい名前ですがこの料理も絶対にオーダー

理よりマテ貝やイカなどを使った料理の方がお勧め

せは至って普通の味だったのでパスしてＯＫ。魚料

ばハズレがないです。でも魚介類のフライ盛り合わ

基本的にカル・ペップでは魚介類を注文しておけ

中には過激な人達もいるのでデモに遭遇したらでき

和的なものが主流です。とは言え警察も出動するし、

お母さん達がベビーカーで子連れ参加するような平

な場所ではありません。例えデモがあったとしても

私はバルセロナから逃げ出しましたが決して危険

るだけ近づかないようにしましょう。色々と報道さ

ルトワインの甘さとフォアグラが完璧なハーモニー

トをのせたもの。そのままでも美味しいですが料理

トマテ（ Pan con Tomate
）となります。半分に切
ったバゲットにオリーブオイルをかけて擦ったトマ

ませんが、多くの人が納得する形でうまく収まって

今後のバルセロナがどうなっていくのか全く分かり

際には至って平和に激動の日々を駆け抜けています。

バルセロナではパンを注文すると必ずパン・コン・

を奏でる至福の一品。必ずオーダーして下さい。

と一緒に食べると更に美味しいです。カル・ペップ

くれる事を願っています。

れ、治安が不安視されているバルセロナですが、実

オリーブオイルで蒸し煮されたジャガイモがたっ

は一皿一皿が大きいので一人で行くと色々と食べら

パン・コン・トマテ


新鮮なイカ

取材：市川路美

ぷり入ったスペイン風オムレツ、トルティージャ・

最後にポルトワインで作ったソースをかけます。ポ

ています。ソーセージの下に白インゲン豆をしき、

です。

ずっと行きたかったレストラン「カル・ペップ」
、

く出たソースをパンにつけて食べる事も忘れずに。

タルタル・デ・アトゥン

カル・ペップではフォアグラを入れて濃厚さを出し

ブティファラ・デ・フォエ・コン・フディアス・アル・

れたら是非とも味わって頂きたい味です。

20

なんです。

ルタルではなくアルメハス・コン・ハモン（ Almejas

ブティファラ・デ・フォエ・コン・フディアス・アル・オポルト

れず満喫できないかと思います。４人位で行くのが

魚のミックスフライ
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アルメハス・コン・ハモン

デ・パタータス（ Tortilla de patatas
）も強力にお勧

スペイン風オムレツ

イタリア情報

イタリアの底力

ラン。日本でも本格的なイタリア料理を食べる事が

の国を訪れても一番多いのがイタリア料理のレスト

イタリア料理は世界で一番有名な料理です。何処

でイタリアのマンマが本気を出して手作り生パスタ

さんにイタリアの味を知ってもらう特別な機会なの

りの生パスタを作るのだそう。今回は勿論日本の皆

ホームステイ先のニコの家では特別な日に限り手作

ると手作りの生パスタをふるまわれる事が多いです。

ていますが、イタリアでおばあちゃんの家に招かれ

のだそう。特にイタリア北部の人達はその傾向にあ

なく家庭によって色々な小麦粉を組み合わせて作る

ただ手作りパスタに関してはデュラム小麦だけで

なくてはなりません。

なります。そしてその特質を生かすには粗挽きにし

で、加工するとシコシコとしたコシの強いパスタに

る種類の小麦です。良質なタンパク質を多く含むの

イタリアとパスタの関係

できます。何故こんなにも広く世界に浸透し、幅広
を実演してくれました。

り、イタリア南部では頑なにデュラム小麦と水だけ

い年代の人達から愛されているのでしょうか。その
秘密に迫るべくイタリアの家庭にホームステイしな

を使ってパスタを作ります。シンプルなパスタでも

パスタを食べるの？」なのだそう。これは遥か遠く、

は本当にマフィアがいるの？」
「イタリア人は毎日

外国人からされる一番多い質問が、
「イタリアに

ています。

少なくとも６５０種類以上のパスタがあると言われ

タリアはとにかくパスタの種類が多いのが特徴で、

カロニ、ラザニアやニョッキなどもパスタです。イ

スタと呼びます。細くて長いスパゲッティ、短いマ

いる小麦粉で作って茹でて調理する食べ物全てをパ

イタリアと言えばパスタ。イタリアで食べられて

アでは乾燥パスタの生産者にデュラム小麦の粉を使

パク質の量などによって名称が異なります。イタリ

小麦には複数の種類があって、含まれているタン

売っています。最近は大豆の粉が人気なのだとか。

のだそう。ここでは小麦粉だけに限らず色々な粉を

在は電動ですが、昔は風車を使って粉を挽いていた

た。昔からニコの住む村にある粉挽き屋さんで、現

がまず最初に連れて行ってくれたのは粉屋さんでし

るのがニコ流。手作りパスタを作るにあたってニコ

小麦粉と卵のみ。シンプルだからこそ素材にこだわ

ニコの作るパスタはとてもシンプルです。材料は

と同じで誰か他の人がこねてくれるのでなければデ

シよりもモチモチ感が美味しいと思うので私もニコ

り汗だくになってしまいました。手作りパスタはコ

１００％で手作りパスタを作ったのですが、すっか

変なんです。一度お父さんとデュラム粉の粗挽き

ます。デュラム小麦は硬いのでこねるのが本当に大

くれる時はデュラム小麦の粗挽きだけを使って作り

作るより好みなのだそう。でも旦那さんが手伝って

はその方がモチモチ感があるのでデュラム粉だけで

る時は小麦粉と薄力粉を混ぜて作ります。ニコ的に

ニコはイタリア北部出身なので手打ちパスタを作

イタリアのマンマ特製手作り生パスタ

日本の出身である私も同じで、
「日本には本当にヤ

う事を法律で義務づけています。デュラム小麦とは

ュラム粉の粗挽き１００％では作らないと思います。

がら本場イタリアの母の味を学んでいます。

クザがいるの？」
「日本人は毎日米を食べるの？」

地中海沿岸などの乾燥した高温地帯で栽培されてい

地域によって違いがあるのが面白いです。

と質問されます。答えも全く同じで、マフィアもヤ
クザも普通に生活している限り気づかないけど存在
していて、パスタも米も普通に毎日食べている、と

かつては風車に直結していた

なります。

粉屋さん

イタリア人にとってパスタは日本人の米のような

いるとのことでした。

色々な種類の粉

存在。２日もパスタを食べない日があれば、パスタ
が無性に食べたくなって仕方がないのだそう。最近
の 〜 歳のイタリア人を対象にした調査によると、
35

人につき８人のイタリア人は毎日パスタを食べて

15

10

時間のない現代では乾燥パスタが中心に食べられ

75

ホームステイして学ぶ
イタリアの家庭料理

ホームステイして学ぶイタリアの家庭料理

イタリアと言ったらパスタ。イタリア人はパスタでできて
いると言っても過言ではないくらい。イタリアのマンマは
どうやってパスタを作るのか。

イタリア

イタリア

ホームステイして学ぶイタリアの家庭料理
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●ニコ流手作りパスタの材料
薄力粉 ３００グラム
個

強力粉 ４００グラム
卵

大き
 な板を用意します。小麦粉を扱うには木を使
うべし、というのがニコの主張です。板の上に小

●手作りパスタの作り方

な感じです。

たら大体同じくらいの分量だったので目安的にこん

違うと思います。後でイタリアのレシピ本で確認し

粉の量は何時ものようにニコの自己流なので若干

7

麦粉を丸く置きます。丸く置いた小麦粉の真ん中
に窪みを作ります。小麦粉で土手を作るような感
じです。
中央
 の窪みに卵を入れます。はじめにコーヒーカ
ップに卵を割って入れ、そっと窪みに流し込むの

がポイントです。
窪み
 の中の卵をかき混ぜます。土手が崩れないよ
う注意しましょう。

土手
 の外側から内側に小麦粉を持っていくように
して鉄のヘラで混ぜます。混ぜるというより切る

感じ。ちょっとまだ粉っぽいくらいが丁度良い感
じです。絶対水などを加えてはいけません。コシ
がなくなってしまいます。
全体
 的に卵と小麦粉が混ざったらヘラではなく手
を使って全体重をかけて生地をこねます。生地を

こねるコツは洗濯物を押し洗いするような感じで。
体重をかければかけるほど美味しいパスタになる
そう。

生地
 をボール状にひとまとめにしてラップで包み、
涼しい場所で１時間程寝かせます。
大き
 な板の上に生地がくっつかないように小麦粉
を振り、生地を麺棒で軽く伸ばします。
伸ば
 した生地を一枚ずつ折りたたみます。
卵く
 らいの大きさに切り分けます。

更に
 麺棒を使ってパスタマシンに通せるくらいの
厚さに伸ばします。
パス
 タを伸ばす機械に生地を入れ薄く伸ばします。
薄く伸ばしたパスタを折りたたみ、再び機械に通
して薄く伸ばします。これを何度か繰り返します。
機械の厚さ調整ダイヤルで一番厚いところから始
め、何回か繰り返し最終的に自分の好みの厚さま
で伸ばします。パスタを伸ばす機械が無い場合は
麺棒で伸ばすことも可能です。全体的に同じ厚さ
になるよう注意しながら伸ばして折ってを何回も
繰り返しましょう。伸ばすたびに回転させて丸く
仕上げると均等に仕上がるそうです。
伸ば
 したパスタがくっつかないよう表裏に打ち粉
をして適度な大きさに軽くたたみます。
好み
 の幅に包丁で切ります。
包丁
 ですくって伸ばします。

粉を
 ふって適量を鳥の巣のようにまるめて置きま
す。この状態で１時間くらい乾燥させると更にコ
シが出て美味しくなるそうです。このまま冷凍保
存もできます。
手作
 りの生タイプのパスタは茹で時間に注意しま
しょう。沸騰させたお湯に塩を入れ、麺を入れた
ら１～２分くらいで取り出します。茹ですぎると
せっかくの手作り感がなくなってしまうので気を
付けましょう。
取材：市川路美
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黒海横断フェリーでの食事

日光浴を楽しめるデッキ

黒海を船で渡ることはできるのか
私は以前クルーズ船で働いていたので、七つの海
と呼ばれる北大西洋、南大西洋、北太平洋、南太平
洋、インド洋、北極海、南極海、全ての海を航海す
る事ができました。そうなると何時からか七つの海
だけではなく、世界に存在する全ての海を航海して
みたいと思うようになりました。ヨーロッパとアジ
アの間に黒海と呼ばれる内海があります。念願叶っ
てやっと航海する事ができたので、今回は黒海を横
断する貨物船での食事をリポートしたいと思います。
アジアとヨーロッパをつなぐコーカサス地方を旅
した後、私が住んでいるスペインに戻るには飛行機
に乗るしか方法がないと思っていました。ネットで
調べてみるとコーカサス地方からは直接スペインへ
帰るより、他の国を経由した方が断然お得。一番安
くて私的に面白味のあったのが、ジョージアの黒海
沿いにある港町バトゥミから飛行機でウクライナに
飛び、電車でポーランドに抜けてからスペイン行き
の飛行機を捕まえるルートでした。でもバトゥミの
街で黒海を眺めていたら、何とかしてこの海を航海
したい、そんな欲望が生まれてしまったんです。地
中海やエーゲ海には沢山のクルーズ客船が存在しま
す。少々お値段は張りますが、お金さえ出せば航海
を楽しむ事ができます。飛行機に乗るのが一番安い
方法だと頭では分かっていても、世界の全ての海を
制覇したい気持ちの方が断然強くクルーズ船を探す
ことにしました。でも直ぐにそんなものは存在しな
い事が分かりました。バトゥミの港に停泊していた
のはタンカーのような船ばかり。豪華なクルーズ客
船とは違って見るからに貨物船しか停泊していなか
ったからです。それならせめて黒海の水に触れてか

フィスの人に掛け合ってくれたのです。そこからは
トントン拍子で話が進み、翌日の朝のチケットを取
る事ができました。ジョージアのバトゥミからウク
ライナのオデッサまでは距離にして１２０００キロ
メートル程。貨物船では 時間かかります。部屋の
ランクによって乗船料が若干異なりますが、航海中

す。考える間もなく「私もその船に乗りたい。どう

那さんの家を訪れるので、貨物船に車を乗せるので

ろだと知りました。自家用車でウクライナに住む旦

黒海を渡ってウクライナに行く船を待っているとこ

味しい料理を楽しみながら話をしていたら、彼らが

れず手招きしてピクニックに誘ってくれました。美

せねば」の気持ちになるらしく、この家族も例にも

ーカサス地方の人々は外国人を見ると「おもてなし

セント的に周辺各国の料理が混ざります。味、ボリ

ったので食事はウクライナ料理が基本ですが、アク

グルトです。私が乗ったのはウクライナの貨物船だ

グルト。トルコなどでよく飲まれている塩味のヨー

した。コップに入った白い液体は牛乳ではなくヨー

多く、朝ご飯に限らず食事は全てボリューム満点で

朝ご飯です。貨物船なだけに肉体労働者系の乗客が

した。他にもオートミールがつくのでガッツリ系の

朝食は、卵料理にソーセージが基本のパターンで

黒海を横断する貨物船での食事

したらいい？」と質問していました。出航は次の日

ューム、共に満足しましたが、私はコーヒー党なの
れて、貨物船のチケットオフィ
スに行きました。貨物船には１
人用、２人用、４人用のキャビ
ンがあります。貨物船なので優
先順位はトラックの運転手さん
達。余ったキャビンは一般客に
も売ってくれます。でも残念な
事に全てのキャビンは満員でし
た。するとピクニックに誘って
くれた家族達が、自分達は５人
で４人用と２人用のキャビンを
取ってあるから、余ったベッド

〈航海2日目〉

の朝。ピクニックに誘ってくれた家族を全員引き連

が一組の家族連れがピクニックをしていました。コ

季節外れのビーチには人があまりいませんでした

らスペインに帰ろう。そう思ってビーチに向かいま

29

の全てにご飯が付いて１２０ドル位の値段です。

世界の海を制覇する旅

した。そこで運命的な出会いをしてしまったんです。

黒海情報
を私の分に充てればいい、とオ

〈航海1日目〉
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79

黒海横断
フェリーでの食事
朝食

トラックの他に貨物車も入る
２人用の客室
貨物船の食堂

昼食
〈航海1日目〉

〈航海1日目〉

薄いマヨネーズ味のサラダ

たが何時もこのパターンでした。１回目の昼食のス

には果物が出ました。合計２回お昼ご飯を食べまし

昼食は、スープ、サラダ、メイン料理、デザート

ポイントです。

ました。でも味が薄く不味かったのが非常に残念な

フェインに飢えたので有料のバーでコーヒーを飲み

で紅茶しか出ないのが辛かったです。あまりにもカ

トを加えたのだと思います。サラダとフルーツも付

あるスープです。多分昨日のスープにザワークラウ

と玄米。スープは一見前日と同じ、でも酸っぱさの

ースで煮たもの、付け合わせはミックスベジタブル

ーな飲み物です。２回目の昼食は鶏肉をオレンジソ

量のお湯で煮て冷まして飲む、東欧で一番ポピュラ

付きましたがお昼ご飯はコンポートです。果物を大

しました。朝食にはトルコ風の塩味のヨーグルトが

ません。普段は食べたいとさえ思う事のないモノで

買えますが、船の中では限られたモノしか手に入り

です。陸にいると何時でも好きな時に好きなモノを

は海の上にいると甘いモノが無性に食べたくなるん

普通の味なのですがとても美味しく頂きました。私

クッキーの中にイチゴジャムが入ったもの。至って

れているチョコレートでコーティングされたソフト

ートは果物ではなくクッキー。よくスーパーで売ら

はなかったです。

が、違ったタイプのソーセージだったので飽きる事

感が凄かったです。朝もソーセージを食べたのです

られていたので、ディルだと何だか物足りない気が

に使います。旅行中に体がすっかりパクチーに染め

ーカサス地方のサラダはディルよりもパクチーを主

クライナらしくディルが上にのっかっています。コ

ュウリ、セロリ、レタスのマヨネーズ和えです。ウ

の人達はマヨネーズが大好き。サラダはトマト、キ

のオーブン焼き、そしてパスタでした。ウクライナ

ペインに住んでいるので食事時間をたっぷり取る習

る人も皆無。殆どの人がジャージです。私は長年ス

記入されているのです。お洒落して食堂にやってく

セントとなる生のカブがマリネされています。デザ

ジン、グリーンピース、そしてシャキッとしたアク

ず売っているビーツのサラダ。茹でたビーツとニン

クラウト。サラダはウクライナのお惣菜屋さんで必

ーブン焼き、そしてキャベツの酢漬けであるザワー

ガッツリ系。鶏の胸肉のムニエルにジャガイモのオ

夕食は、スープが付きません。でも相変わらずの

した。予定されていなかった夕食なのでありあわせ

到着時間が大幅に遅れたので急遽夜ご飯が付きま

モノに対する欲求が湧き出てきたのに驚きました。

海なのに、クルーズ船で働いていた時のような甘い

ノを買っていました。今回はたった 時間未満の航

禁断症状が出て、港に着く度にスーパーで色々なモ

です。クルーズ船で働いていた時は常に何かしらの

慣があります。最低でも１時間はないと食べられま
せん。同じテーブルにイタリア人も居たのですが、
彼の国も同じような習慣を持ちます。食事の前から
２人とも本当に不安でした。時間内で食べ終える気

す。クルーズ船では食事をする事もアトラクション

イン、そしてイタリアは、お国柄お喋りしながらゆ

終わるまで２人とも一言も話しませんでした。スペ

が全然しなかったからです。最初の食事なんて食べ

の一つとなっているので、皆さんお洒落をしてレス

っくりご飯を食べる事に慣れてしまっているので、

とても満足しましたが食事時間が 分しかないんで

トランへ行き、ゆったりと食事を楽しみます。貨物

ん大量のウォッカを飲んで楽しんでいました。
通常は 時間以内でウクライナに着くのですが天

が７〜７時半と厳格に決められています。時間厳守

は旧共産圏の人達が多く、彼らは普段から食事中に

るのに必死で話す暇なんてなかったです。私達以外

到着が９時間遅れました。ウクライナに着いたのは

てが天気次第なので時間が全く読めません。今回は

る時は揺れますし、波が高いと港に入れません。全

候によって大きく遅れが出ます。内海とは言え揺れ

もそうですが座席も毎回決められていて、好きな席

話す習慣がありません。時間もかからず、席に着い

「何だか全然食べた気にならない

願の黒海を楽しく航海する事ができましたが、もう

像するだけで怖いです。素敵な出会いに恵まれて念

港に降ろされます。私は運よく船内で色々な人と知

ね。
」と嘆き合う。それの繰り返し

一度やれと言われたら、もう結構ですと即答します。

て も 食 堂の 外 に 締 め 出 さ れるので、

でした。イタリア人は若い時の兵役

時間がかかる、遅れる、などの問題より貨物船はク

り合いになる事ができたので問題ありませんでした

時代を思い出したと言います。何時

ルーズ船と違って娯楽施設が全くありません。食堂

私達は毎回必死でした。一生懸命早

戦争が起きるか分からない設定なの

行き朝まで飲んでお喋りを楽しみ

話さないのですが、その後皆バーに

地中海やエーゲ海とは全く違う暗い色をしていまし

海は想像していたより黒くはありませんでしたが、

取材：市川路美

た。どの海も同じようでいて全く違う。だからこそ
できません。ここぞとばかりに皆さ

ます。殆どの人がトラックのドライ

旧共産圏の人達は食事時間には

30

航海は面白いのだと思いました。

鶏胸肉のムニエル

バーなので普段はお酒を飲む事が

ないので時間を持て余してしまうんです。念願の黒

で食べる、その後に飲む、それ以外に何もする事が

あり合わせ感たっぷりの夕食

で兵舎での食事も 分なのだそう。

が、一人だったらどうなっていたことでしょう。想

す。 分経つと食事が終わってなく

10

30

く 食べて最 後の最 後に 食 堂 を 出て、

りには何もなく、野犬がウロウロしている真っ暗な

には座れません。各テーブルに割り振られた番号が

分の縛りは私達から余裕を奪いました。もう食べ

30

夜中の３時。公共の交通機関は勿論ありません。周

船での食事は朝が７～７時半、昼が１～１時半、夜

〈航海2日目・予定外の夕食〉

て 分もせず食べ終わる人が殆どで

30

30

30

貨物船での食事は内容、味、そしてボリューム、

旧ソ連圏ならではの規律ある
お酒たくさんな船旅

も海の上では何故だか急に食べたくなってしまうん

ープはジャガイモがたっぷり入った鶏ガラスープ。

〈航海2日目〉

きました。

メイン料理は肉中心

そしてメインは牛肉のシチュー、ナスとズッキーニ

ザワークラウト入りスープ

ディルたっぷりのサラダ
本日のスープ
ビーツのサラダ
デザートのクッキー

80
鶏肉のオレンジソース

81

夕食



ムツヘタで見つけた珍しいパン

賛の声が絶えません。今回の初優勝の知らせで国中

のは本当に命がけです。幸運を祈ります。

にはスピード狂で運転が雑。ジョージアで車に乗る

夏場所以来。そして横綱、大関以外の成績優秀な幕

しい成績で初優勝しました。平幕優勝は２０１２年

と強靭な体が売りの栃ノ心が 勝１敗という素晴ら

角界のニコラス・ケイジと呼ばれる、甘いマスク

国です。

しれません。それだけ大きなポテンシャルを抱えた

では、日本人にとってメジャーな観光地になるかも

ない国かもしれませんが、今後の栃ノ心の活躍次第

って美味しいです。まだ日本人にとっては馴染みの

見しました。ジョージアのパン屋さんです。ジョー

ヘタの街をブラブラ散策していたら面白いものを発

そんな趣のある古都、栃ノ心の故郷でもあるムツ

色々な意味で珍しいジョージアのパン

内力士に与えられる三賞のうち、殊勲賞、技能賞も

いだけでなく、人も優しく、物価も安く、食べ物だ

がお祝いモードとなっています。ジョージアは美し

世界を色々と食べ歩いてきたけれど、
ジョージアのパンは何だかとっても珍しい。

ジアではパンをショティ（ SHOTI
）と呼びます。ア
ジアとヨーロッパをつなぐ場所に位置するジョージ

ジョージアという国、
そして栃ノ心の故郷ムツヘタ探訪

ジョージアの食事情

かみさん、家族や友達の他に、彼の故郷であるジョ

受賞する快挙でした。優勝インタビューで親方、お

かって キロメートル程の所にある街、ムツヘタの

栃ノ心はジョージアの首都、トビリシから西に向

アは、貿易の拠点として古くから栄え、色々な国の

14

場所連続の休場、そしてついには幕下へ落ちてしま

す事ができる山の上にある教会、ジワリ修道

お勧めのビューポイントは街全体を見下ろ

ジョージア料理は「世界のいいとこ取り」のよう

影響を受けながら独自の食文化を発展させてきまし

にまで遡ります。一番栄華を極めたのはイベ

出身です。人口は８０００人に満たない小さな街で

栃ノ心の故郷であるジョージアはアジアとヨーロ

リア王国の首都であった紀元前３世紀頃。で

ージアの人達にむけても感謝の気持ちを伝えた栃ノ

ッパをつなぐコーカサス地方に位置します。つい最

も紀元前５世紀に都をトビリシへ移されてか

た。

近までグルジアと呼ばれていた国で、スイスくらい

らは主役の座をずっと奪われたままです。首

すが、ジョージアを代表する観光地で、多くの観光

の大きさしかありません。そんな遥か遠くにある小

都としてどんどん発展していったトビリシと

心。そこで初めて彼がジョージアという国の出身で

さな国から今まで３人の幕内力士が誕生しているん

は異なり、ムツヘタの街は時代に見捨てられ、

客が訪れます。ムツヘタの歴史はとても古く紀元前

です。ジョージアがこんな形で日本とつながってい

取り残されたかのよう。でも現在に至るまで

います。そこから努力で復活し優勝を成し遂げた栃

院からの景色。クラ川とアラグヴィ川が合流

建造物群」の名前でユネスコの世界遺産にも

ノ心は見る人の心を揺さぶる力士。彼の故郷である

する場所に街があるので素晴らしい景観を楽

経の良さと力強さでメキメキと頭角を現し、期待の

ジョージアは元々格闘技が盛んな国です。空手も大

しむ事ができます。ただそこまでの公共の交
ならないのが難点。ジョージアはとても優し

変人気があり、栃ノ心も日本の相撲界に入るか空手
ジョージアはお隣のアゼルバイジャンにはかない

い人が多いのですが、運転がメチャクチャ荒

通機関がないのでタクシーを捕まえなくては
ませんが、昔からとても親日的な国です。日本を象

でオリンピックに出るかで悩んだといいます。

登録されています。

その高貴さは変わらず、
「ムツヘタの歴史的

るのは何だかとても不思議です。

ある事を知った人も多いのではないでしょうか。

20

新星とされながらも大怪我をして２か月の入院、４

栃ノ心が日本へやって来たのは 年程前。運動神
12

いです。くわえタバコに携帯でのお喋り、更

83

ムツヘタで見つけた
珍しいパン

未来の横綱が生まれた街
徴するような相撲界で活躍している自国の英雄に称

ジョージアの典型的なパン屋

ジョージア情報
ジョージア

ジョージア

ムツヘタで見つけた珍しいパン

ん。強いて言えばインドのナンに似ているでしょう

ンでもなく、アジアのような蒸しパンでもありませ

西欧のようなバゲットではなく、北欧のような黒パ

な料理なのですが、パンに関しては本当に独特です。

パン、ショティ。特に焼き立ての美味しさは言葉に

外側はこんがり香ばしく、中はフカフカもっちりの

のにかかる時間はだいたい

を貼り付けて焼き上げるのです。パンが焼き上がる

て火をおこし、釜の上部の壁を熱し、その壁にパン

れます。

と庭にショティを焼く小さな窯を持つ家も多く見ら

の方法でパンを焼き続けるのはジョージア国民が強

です。地獄のような作業ですが、それでも頑なにこ

ショティは焼き方だけでなく形も独特です。丸い

くそれを望んでいるからなのでしょう。田舎に行く

か。でもナンよりふっくらモチモチしています。世
できません。パンだけでもう他に何もいらないくら
形もあるのですがカヌーのような形で少し反り返っ
ているショティが主流です。これは新月を模したも

けなければなりません。観光客が多く訪れるレスト

窯が大きいと上半身を窯の中に入れてパンを貼り付

壁にペチペチとパンを貼り付ければいいのですが、

は変わりません。窯が小さければ少し手を伸ばして

は古代エジプトからだとされています。そんなパン

焼いてふっくらさせたパンを食べるようになったの

りして食べられていました。小麦を挽いて発酵させ、

タミアにまで遡ります。当時小麦は、茹でたり煮た

パンの歴史を紐解くと遥か昔、１万年前のメソポ

のだとされています。

ランではわざと大きな窯を作り、パン職人が上半身

発祥の地である古代エジプトに敬意を表して、ジョ
ージアではパンは神の化身とされている新月の形を

アは夏が殺人的に暑いです。パン屋では窯の熱で更

ティは小麦粉に全粒粉を加えて作るので、味や歯ご

独特なのは焼き方、形だけではありません。ショ

していると言われています。

に体感温度が高くなります。その環境で薪が燃えさ

たえも独特です。全粒粉とは小麦を丸ごと、皮も含

ジョージア料理の基本はパンとソースです。ジョ

ジョージア人は
パンの付け合わせでオカズを食べる

す。コーカサス地方では厳しい冬には野菜が手に入

ージアでは１日３食、常に山盛りのパンが食卓に登

は悪く、定職を持たない人が多いです。収入があま

するのに時間がかかります。ジョージアの経済状態

そして全粒粉のパンは小麦粉で作るパンより消化

これはパンと一緒に食べる事を前提に作られている

ジョージア料理は濃厚な味付けの料理が多いです。

てパンをソースに浸しながら大量に食べるのです。

焼いたりはせず、ソースと一緒に煮込みます。そし

ョージア料理を食べると喉が渇きます。そうなると

濃い味付け、しかもパンを大量に食べるので、ジ

場します。大家族になればなるほど肉などそのまま

りない家庭ではパンでお腹を膨らませる事が大変重

料理だからです。ジョージアのレストランではパン

なったパンなのです。

要です。全粒粉を使ったパンは腹持ちが良いので、

います。
取材：市川路美

はずです。特にジョージア料理は絶対に流行ると思

りずともジョージアは近い未来、一大観光地となる

すっかり魅了されてしまいました。栃ノ心の力を借

シャリな国。そして何よりも食べ物の美味しさには

物価が安く、温泉だってある日本人の好みにドンピ

高い国です。異国情緒がたっぷりで、人が優しく、

ジョージアは世界中を旅してきた私的にも評価の

どんどん注文しちゃって下さい。

が魅力の一つでもあります。皆さん心配する事なく

ョージアは食べ物、飲み物、何を注文しても安いの

レストランのハウスワインで充分美味しいです。ジ

です。とても質の良いワインを生産しているので、

ア、そしてジョージアも世界最古を主張している国

に関しては諸説があります。キプロス島、アルメニ

頂きたいです。世界で初めてワインが作られた場所

ビールも捨てがたいのですがワインも是非試して

文して下さい。

ジアはビールもとても安いので是非食事のお供に注

ビールが飲みたくなるのが人間というもの。ジョー

ソースに浸して食べて下さい。

かる窯の中に上半身を突っ込まなくてはならないん

でもこれ、結構大変な重労働です。特にジョージ

ます。

を入れてパンを貼り付けるパフォーマンスをしてい

うになりました。それでも壁に貼り付けて焼く方法

最近では薪を使わず電気を使う窯も使用されるよ

分くらいでしょうか。

界中色々な国を旅してきましたが、ジョージアのパ

パンより食物繊維、ビタミン、ミネラル、ポリフェ

めて挽いた粉の事を指します。普通の小麦粉で作る

の底で薪を使っ

て作ります。窯

いて泥を乾かし

ような形をして

もしくは井戸の

の窯は丸い壺形、

き上げます。こ

に貼り付けて焼

呼ばれる窯の壁

ョティはトネと

焼き方です。シ

一番の特徴は

した。

いです。

窯の壁に貼り付ける

ン、ショティのようなタイプのパンは初めて食べま

成形後のパン

りにくくなります。その野菜不足を補う為に理にか

ノールなどを多く含み、栄養価が高いパンとなりま

10

84
反り返りが特徴

85

トネ
（窯）

は注文しないと出てきません。必ずパンを注文して

この面でも大変理にかなったパンなのです。

レストランで注文するとパンは丸ごと1本分やってくる

ソースがたっぷりかかったオカズ多し

味の決め手は全粒粉



東南アジアのヨーロッパ

シンガポールは東南アジアに位置しながらヨーロ

度のたまものなのでしょう。ちなみに公衆トイレで

ち悪いほど清潔なのは、ひとえにこの厳格な罰金制

ミ一つ落ちていません。ハエや蚊もいません。気持

シンガポールの街は完璧なまでに綺麗さを保ち、ゴ

も違う様々な民族を、一つのシンガポール国民とし

ます。異なった宗教を持ち、言葉や文化、習慣さえ

境が揃っているので世界中の人達も移民してきてい

立つ多民族国家。景気も良く、ビジネスに適した環

シンガポールは中華系、マレー系、インド系で成り

シンガポールは魅力溢れる不思議な国。混沌としている
のに秩序がある。絶妙なバランスで成り立つ国は食べ物
だって絶妙なバランスで作られる。

ッパのような雰囲気を持つ不思議な国。とても小さ

使用後に水を流さなかった場合も１０００ドルの罰

罰金大国シンガポール

な国ですが、世界的に有名なものが色々と揃ってい

い都市ランキングの１位に輝いているシンガポール。

本であろうが申告して税金を払わなければなりませ

コも厳しく管理されていて、持ち込む際には例え１

ても、他の民族にはマナー違反と映ります。シンガ

のです。中華系の人達にとっては普通の行為であっ

口の大多数を占める華僑の人達の習慣を正す為のも

例えば唾を吐くと罰金。これはシンガポールの人

必要でした。

て統制するには罰金を伴った厳格な社会のルールが

罰金は衛生面だけに限った事ではありません。横

金です。

その中でも一番有名なのが厳しい罰金制度ではな

断歩道を利用しないで道路を渡ったら ドル。タバ

ます。
いでしょうか。 年間連続で、世界で最も住みやす
衛生的で、高い生活水準を誇り、常に雇用情勢が良

ん。１箱 本のタバコで８ドル近く。申告せずに持

16

好で、安定した政情を持ち、治安の良いシンガポー

50

では当たり前の事が禁止されている場合が多いので

シンガポールは罰金王国と呼ばれています。日本

な法律と刑罰制度です。

ル。それを支えているのがシンガポール特有の厳格

金です。

いが原因なのでしょう。こちらも５０００ドルの罰

たものでは地下鉄へのドリアンの持ち込み禁止。匂

薬の密売ともなれば罰金どころか死刑です。変わっ

ち込んだ場合は最高で５０００ドルの罰金です。麻

を築けるよう、明確で緻密なルールを作った国なの

ウンドを持った人達が衝突なく一緒に暮らせる場所

順に守っている国」と言うより、色々なバックグラ

ポールは「ガチガチに固められた罰則を全国民が従

ル、公共の場で唾や痰を吐いても１０００ドルです。

飲食も１０００ドル、鳥に餌をやっても１０００ド

ポイ捨ても最高で２０００ドルの罰金。電車内での

込んだだけでも１万ドルの罰金となります。ゴミの

ールでは販売が禁止されています。他の国から持ち

はデモや政府への批判も禁止されている、事実上の

そうなんです。忘れてはいけないのはシンガポール

れた明るい北朝鮮」と呼ばれるようになりました。

れた社会なので、何時からかシンガポールは「開か

これだけ罰金や規則が厳しく政府に完璧に管理さ

シンガポールには罰則がやたらめったらあるのに、

います。

徹底して罰則を基に教育している感じなのかなと思

う、嫌われる事はしないよう努力しなさい、と国が

いといけないから、周りの人達に迷惑にならないよ

いけれど、ビルの陰とか裏道には沢山落ちています。

実際に罰金を取られてる人を見る事は少ないです。

では何故シンガ

中にはタバコの吸い殻だってあります。信号だって

独裁国家だという

ポールにはこんな

警察官の前で無視して横断している人をよく見かけ

罰則として明記されてはいるけれど、そんなギチギ

に沢山の罰金制度

ますが、外国人である私達は必ず守った方が良いル

事。
「明るい北朝鮮」

が存在するのでし

ールである事は確かです。法律として存在はするけ

チに守られているような感じはしません。確かにシ

ょ う か。 そ れ は シ

れど実際にはそう厳守されている訳ではない。でも

に強く納得してし

ンガポールが多民

今現在でも１年に１０００人以上がむち打ち刑を執

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ

ンガポールのメイン道路にはゴミ一つ落ちてはいな

だと思います。全てが違っていて、どれも尊重しな

注意が必要です。例えばチューインガム。シンガポ

20

まいました。

族 国 家 だ か ら で す。
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シンガポール情報

シンガポールの食事情

シンガポールの
食事情

シンガポール

シンガポールのシンボル、マーライオン

アラブ人街

書籍紹介

であるインドネシアのロジャックはフルーツと野菜
だけで作りますが、シンガポールのロジャックは中
華風揚げパンのような揚げ物が入るのが特徴です。

びやか。東南アジアの気質なのでしょうか。
の赤紫色をしたカブ、そして中華風揚げパンのよう

ル、リンゴ、ターニップと呼ばれるヨーロッパ原産

甘さの中にピリッとした辛さがあるだけでなく、爽

かな酸味が特徴で、ロジャックのソースもこのタマ

フランス、日本、アメリカで料理を学んだシェフ横田渉が、
家庭でも出来るカリフォルニア風肉料理を紹介。
プロの料理人ならではの美味しくつくるコツ、アレンジが満載。

横田渉2冊目の著書。基本のおつまみからアレンジ料理まで
お酒に合う100品以上の居酒屋料理を掲載。
家庭での普段使いから人を呼んでの家飲みまで
幅広く使えるレシピ集。

contact@conveyfood.com
お問い合わせ先

販売価格 1,000 円＋税（送料別）

行されている国です。とりわけ麻薬犯罪に厳しい事

不可思議なシンガポールを
象徴する食べ物

色々なアジアがミックスされて、同時にヨ
な揚げ物。ちょっと高級店へ行くと中華クラゲやシ

高価なお店に行くとシーフードが入っていたりもし

ーロッパ的でもあるシンガポール。これから
ーフードが入ります。

魅力につながります。街並みや人柄だけで
やかな酸味があるのはタマリンドも入っているから。

多国籍国家シンガポールには様々な国の
リンドが本当に良い仕事をしています。タマリンド

横田 渉 著

でも有名で、オーストラリア人観光客が麻薬を持ち

「フランス菓子職人 三嶋隆夫」

シンガポールは本当に不思議な国。これだけ厳し

発行：オリーブプラン（株）素材のちから編集部

込んで死刑にされ、国際的に大きく批判されていた

菓子をつむぐ

ます。基本の具材はきゅうり、もやし、パイナップ

長尾 謙一 著

事を覚えている人もいるはず。旅行者なら面倒を避

販売価格 1,500円 ＋税（送料別）

く統制されているにも拘わらず印象は明るくて、の

どんどん観光客を増やしていく事でしょう。

なく食べ物だってアジアでありながらヨー
タマリンドは日本やヨーロッパなどではあまり見か

タレが特徴的で唐辛子が入った黒蜜のような感じ。

ロッパの洗練さがあります。そして同じア
ける事のない果実ですが、ラテンアメリカや東南ア

それにシンガポールの魅力はそのまま食の

ジアでも色々なアジアがミックスされている

食べ物が溢れています。中国、インド、マ
の他にもエビのペーストなどがタレに加えられるの

ジアではよく食されています。ほのかな甘さと爽や

レーシア、インドネシア、そしてヨーロッパ。
で何とも奥深いソースとなります。食べるお店によ

楽しさがあります。

各国の本場の味を色々な国を行き来する事
ってソースの隠し味が異なるので色々な場所で試し
果物と野菜を特製のタレで和え、最後に細かく刻

なく一挙に食べてしまえるのがシンガポー
行けば中華スープにインド系のメイン料理
んだピーナッツをトッピングしたのが、シンガポー

て頂きたいです。

を食べて、デザートはマレーシア系、なん
ル版ごちゃまぜロジャック。フルーツの甘さ、爽や

ルの魅力。ホーカーズと呼ばれる屋台村へ

て組み合わせを楽しむ事だってできます。
カリッカリに揚げた中華パンが良いアクセントとな

かさ、シャキシャキした歯ごたえに特製甘辛ソース、

かにもシンガポールらしい料理と言えばロ

の政情と実情を反映させた、まさにシンガポールの

そんなシンガポールを代表する、もうい

ジャック（ ROJAK
）です。インドネシア
が起源で、名前はマレーシア語で〝ごちゃ

象徴となる味です。シンガポールを訪れたらシンガ

るロジャックは美味しいだけでなく、シンガポール

まぜ〟を意味し、インドと中国の影響を多

カリフォルニア・キュイジーヌのとっておきレシピ

取材：市川路美

ポールの多国籍事情に思いを馳せながら是非味わっ

横田 渉 著

大に受けてシンガポールで発展した料理で

「男子厨房 居酒屋料理」

て頂きたい味です。

お問い合わせ先

contact@conveyfood.com

す。一言で言えばピリ辛ソースのかかった

「やっぱり肉料理」

秘伝のタレ

「心をこめてつくりました。」という言葉をよ
く聞きます。心のこもったお菓子はとてもお
いしいに違いありません。三嶋氏がお菓子
に込めた“心”とは。“ダックワーズ”、“マロン
パイ”、“ブルーベリーパイ”、“ムースカシス”、
“パッションの生チョコ”に込めた氏の深い想
いと、お客様に愛される一品がどのような
物語でできあがったかが詳しく丁寧につづ
られています。
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シンガポールらしく果物がたくさん

フルーツたっぷりサラダ、でしょうか。元

販売価格 1,500 円＋税（送料別）

info@sozainochikara.jp
お問い合わせ先

ピリ辛ソースと果物のハーモニーが最高

私の頭の中に、一つの言葉が浮かんだ。
「つむぐ」という言葉である。
「つむぐ」という言葉の意味は、繭や綿などから繊維を
引き出して、撚りをかけて糸をつくり上げるということだ。まさに、三嶋は菓子をつむいでいる気がする。／菓子をつむぐより

ける為にも是非とも守っておきたいルールです。

ダックワーズの創作者として知られる
三嶋氏の菓子に込められた想いとは



ンス料理の修業をして 歳でフランスに渡ります。今から考えるとシェフが修

北海道出身の岡本シェフは「シェ・イノ」の系列店で５年半、本格的なフラ

ような物語が隠れているのでしょうか。

リュフのヴィネグレット」です。さて、このポロ葱の料理に岡本シェフのどの

いました。ご紹介いただいたのは「ポロ葱のテリーヌ鶏のレバームース、ト

「一生一品」
、第３回目は、ルメルシマン・オカモトの岡本シェフにお話を伺

自分の憧れを確かめたくてフランスへ渡ります

岡本 英樹

「ポロ葱のテリーヌ鶏のレバームース、
トリュフのヴィネグレット」

さん

人生の中で一品だけ料理を選ぶとすれば、シェフは何を選ぶでしょう。

一生一品
vol.3

業したこの頃は「シェ・イノ」をはじめ多くの名店が競い合い、日本のグラン
メゾンがとても活気づいていた時代です。ですから、その修業の内容がとても
濃かったことは容易に想像がつきます。厳しい修業を経てようやく渡仏した岡
本シェフのはずですが、
「本場のフレンチに接して目から鱗、初めて見て感動
した、食材や調理法に驚いた。
」というようなお話はほとんど伺えず、それま
でのシェフが新たな物を手に入れたいと溢れる想いを持って渡仏したのとは、
少し違う印象を受けました。それどころか最初に働いたパリの「ギー・サヴォ
ワ」では、たった４ヶ月ですべてのセクションを回り、パティシエまでやって

しまいます。修業した日本のフレンチのレベルの高さが分かります。ですから、
岡本シェフはご自分の憧れを叶えるために、そして自分の技量を確かめるため
にフランスへ渡ったように私には感じられました。
「トロワグロ」では１年７ヶ月働きます。しかし、スタートはパティシエから
でした。パティシエの仕事は７ヶ月間続き、なかなか調理場へは入れてもらえ
ず、ちょっといじけていたようです。しかし調理場に回ってからは、ポワソ
ン・ショードではイタリア人のスタッフとタッグを組んで魚を焼き、ソースを
つくりました。自分たちのことを〝チームエトランジェ（外国人チーム）
〟と
ネーミングしたりして楽しそうに「トロワグロ」の料理に没頭していきます。
ヴィアンド・レギューム（肉料理の付け合わせ）は１２０人分を４品ほどひ
とりでつくりました。ひとりで早出して休憩時間もなく働き遅く帰る。そんな
生活を続けました。でも、この時間はシェフの宝物です。岡本シェフはフラン
スの古本屋で買った〝ピエール・トロワグロ〟の本に、ピエール・トロワグロ
本人にサインしてもらって今も大切にしています。
「オカへ」と書いてあるそ
のサインからは、岡本シェフへのやさしい気持ちを感じました。
「トロワグロ」の後、
「ミッシェル・トラマ」
、
「ジャック・シボア」で働きフ
ランスに渡ってから４年半後に帰国します。

ビストロで食べたポロ葱の料理が気になりました
「ポロ葱のテリーヌ」は、フランスのビストロで食べた料理にヒントを見つけ
ます。仲間とワイワイと食べている時に、ポロ葱をただ湯がいてギュッと絞っ
ただけのものがドンと皿にのって出てきました。これにお客が自分で塩胡椒し
て、ビネガーとオリーブオイルをかけて食べるというとてもシンプルなもので
すが、これが滅茶苦茶おいしかった。フランスに来る前にはポロ葱をそんなに
おいしい食材とは思っていなかった岡本シェフは、パクパク食べながら、
「ポ
ロ葱を主役にした料理をいつか絶対につくってやろう。
」と、ポロ葱の力強さ
をはじめて知ったそうです。
ポロ葱をたっぷりと使った料理は、
「トロワグロ」にも「ミッシェル・トラ
マ」にもあったそうですが、中にフォアグラやアーティチョークなどいろいろ
なものを入れて細工されていて、岡本シェフは「これもいらない、あれもいら
ない。
」とご自分の料理を頭の中で組み立てていました。

日本で学んだ技術を試しながら
憧れのトロワグロで働く

30
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トロワグロでは7ヶ月間パティシエとして働く
トロワグロのそうそうたる料理人たち
ピエール・トロワグロと

● Chef's Profile
岡本 英樹 さん

「ポロ葱のテリーヌ鶏のレバームース、トリュフのヴィネグレット」

一生一品

北海道出身。高校卒業後、建築士を目指し働きはじめるが、偶然出会った料理の
楽しさに魅せられ転身。ホテルニューオータニ、
シェ・イノで学び渡仏。ギィー・サ
ヴォワ、
トロワグロ、
ミッシェル・トラマ、
ジャック・シボアと有名な星つきレストラン
で修業し帰国。そのほとんどが三ツ星。青山アン・カフェ料理長、博多全日空ホテ
ル料理長、
ドゥ・ロアンヌ料理長を経て、2012年ルメルシマン・オカモトを開店。

師匠に認められた料理
「ポロ葱のテリーヌ」は、おいしい塩水をつくり、これを沸かしてポロ葱を茹
でます。ドレッシングはトリュフとグレープシードオイルとビネガー。使うビ
ネガーは３種、違った酸味を組み合わせます。ミキシングしますが、わざと分
離した状態で提供します。レバームースはやわらかくクリームのようです。お
客様には「ぐちゃぐちゃに混ぜてお召し上がりください。
」と言葉を添えます。
いかにポロ葱の力強さを表現するかを試行錯誤して完成させました。
帰国して何年もたって、ホテルの料理長をしていた時に、師匠の井上氏から
連絡があります。氏が恵比寿につくる新店の料理長に抜擢されたのです。岡本
シェフは一生懸命に断ったそうです。師匠が出す店なら素晴らしい先輩方がた
くさんいるし、確かにシェ・イノで長く修業したとはいえそれは系列店で、本
店で直接師匠の下で働いた経験はなかったからです。おいしいソースはつくれ
ても、師匠のソースはつくれない。
しかし、井上氏はおっしゃったそうです。
「トロワグロもピエールとミッ
シェル、親子の新旧だ。私は恵比寿でそれをやりたい。
」と。きっと世代から
世代へと渡る料理の魅力を表現したいということだったのでしょう。岡本シェ
フは「それなら僕は師匠の子の役をやればいいのか。師匠の料理がつくれなく
てもいいんだ。
」と吹っ切れたそうです。お客様に「ポロ葱のテリーヌ」を食
べていただき、次に師匠のスペシャリテ〝マリア・カラス〟を食べていただこ
う。これが自分の一番分かりやすい料理で一番分かりやすいコンセプトだから。
以来、
「ポロ葱のテリーヌ」は今も岡本シェフのスペシャリテです。そんな
岡本シェフの葛藤を知ってか知らでか、未だに井上氏はシェフに会うとおっ
しゃるそうです。
「お前、まだネギつくってんの？」

ピエール・トロワグロのサイン本
かつて建築士を目指したセンスが
丁寧に一皿を仕上げる
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「ポロ葱のテリーヌ鶏のレバームース、トリュフのヴィネグレット」

一生一品
茹でたポロ葱に、オイルとビネガー、トリュフのドレッシング、そして鶏のレバームース。フォアグ
ラやジュ・ド・トリュフも取り入れたが、結局ここに戻ってくる引き算されたフランス料理。

ポロ葱のテリーヌ鶏のレバームース、
トリュフのヴィネグレット

文／長尾 謙一

Contact

「素材のちから」お問い合わせ先一覧

“機械を使う手づくり”は矛盾しなくなった
スタッフ募集のポスターを
店頭でよく見かけるようになってもう何年になるだろう。
人手不足が変わらないなら、
ないものは別のもので補う。
機械を使っても手づくりは生み出せる。
重要なことはその使い方だ。

P.02

「黒王」

P.24

株式会社 NS ファーム

編集長・長尾謙一

出す〟ために使われています。機械を使うとお菓子が同じ

になると思うかもしれませんが、どれひとつとしてそんな

お菓子はお店にありません。それどころか、機械を使って

生み出した時間でさらにひと手間かけています。

機械の導入にあたってはその使い方を相当お考えに

なったに違いありません。人手不足が慢性化する今では、

論理的には矛盾する〝機械を使う手づくり〟というものが、

現実的には矛盾しなくなったような気がします。コーヒー

マシンにはボタンを押すだけでコーヒーが抽出できるフル

オートマチックマシンと人が豆を挽いてマシンに充填する

セミオートマチックマシンがありますが、バリスタがセミ

オートマチックマシンを使ってつくり上げるコーヒーのお

いしさは、これと同じことではないでしょうか。

洋菓子専門店の厨房に対して固定したイメージを持って

いたことを反省しました。

外食市場ではどうでしょうか。世界的に見て日本の外食

は極めて特殊で、業態の種類が多くさまざまですが、機械

を工夫して使うことによって深い専門性のある料理やサー

ビスが生まれるのではないでしょうか。きっとそれまでに

なかった価値を発揮するに違いありません。回転寿しのコ

ンベアーやスチコンはその例といえます。

私はオーブンで肉を焼く時にはステンレスのパイ皿にの

せて焼きますが、金属は熱伝導率が違うはずです。皿がア

ルミや鉄ならばどうなるのか？ 鋳物や陶器ならどうなる

のか？ それぞれ焼き上がりは違うはずだし、それに合う

料理があるかもしれない。私ができる工夫はないか？ そ

んな風に考えながら合羽橋道具街を歩くと料理が素人の私

でもワクワクしてきます。

「気になることがある」

編集後記

慢性化していく人手不足の
先にあるものは何か

先日、取材で都内の洋菓子専門店にお邪魔しました。売

り場は 坪ほどで特に広いわけではありませんが、お客様

の前にも後ろにも、右手にも左手にも、おいしそうに見え

る距離感でたくさんのお菓子が空間を埋めています。さら

に生ケーキは 種類、それからまったくコンセプトの違う

見事なアントルメが 台ほど専用ショーケースに並びます。

オーナーシェフに伺うと店頭のお菓子は250種類以上も

あるそうです。ここ１店舗で年間５億円以上を売り上げる

そうで、これだけのお菓子をお店に出すには、製造スタッ

フは相当な人数が必要でしょう。

お話を伺ってから、厨房を見学させていただきました。

気が付いたのは厨房に機械が多いことです。チョコレート

菓子をつくる時に使うテンパリングマシンはもちろん、生

地を絞るデポジッター、冷凍したムースなどをインプット

したデータの形に高圧の水で自在に切り分けるウォーター

ジェット・カッティングマシンや、震える２枚刃が生ク

リームでデコレーションされたケーキを見事に美しくカッ

トする機械もありました。こうした機械があるならブラス

トチラーやショックフリーザーはもちろん、さらに大きな

冷凍冷蔵設備もあるはずです。和菓子屋さんが使う包餡機

まであるそうです。

手作り感をコンセプトにする洋菓子専門店の厨房の風景

としては少し驚きました。こうした機械はもともと大量生

産においていかにコストを下げるかを目的に使われはじめ

ましたが、このお店では〝無駄を省いて高付加価値を生み
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首都圏広域食材ユニット
〒 174-8651
東京都板橋区宮本町 38-8
TEL：03-3558-9028
東日本食材ユニット
〒 980-0811
仙台市青葉区一番町 2-10-17
仙台一番町ビル 9F
TEL：022-726-6650
中日本食材ユニット
〒 465-0024
名古屋市名東区本郷 2-180
TEL：052-760-1608
西日本食材ユニット
〒 531-0076
大阪市北区大淀中 1-12-9
サンバードビル 21 5F
TEL：06-6451-0117
URL：www.sbfoods.co.jp/

株式会社インタークレスト

〒 105-0014
東京都港区芝 3-15-5
ジョイヴィレッジ芝公園 4F
TEL：03-6453-9737
FAX：03-6453-9732
URL：www.intercrest.co.jp/

P.28

「きびなごＩＱＦ／
きびなご・カリッと
フライ」
■お問い合わせ先

株式会社インタークレスト

■お問い合わせ先

〒 105-0014
東京都港区芝 3-15-5
ジョイヴィレッジ芝公園 4F
TEL：03-6453-9737
FAX：03-6453-9732
URL：www.intercrest.co.jp/

キユーピー株式会社
フードサービス本部

〒 150-0002
東京都渋谷区渋谷 1-4-13
TEL：03-3486-3062
FAX：03-3486-6177
URL：www.kewpie.co.jp/prouse/

P.16

■お問い合わせ先

エスビー食品株式会社

■お問い合わせ先

〒 890-0053
鹿児島市中央町 1-10
TEL：099-812-7060
FAX：099-812-7059
URL：http://nsfarm.jp/
農場：鹿児島県姶良市蒲生町
上久徳 508-1

「具沢山ドレッシング
オニオン／
具沢山ドレッシング
和風」

「セレクトスパイス
（セロリーシード）
」

ホール／ハーフ＆クリーン／
テール」

農業生産法人

P.10

P.44

「ブラジルロブスター

■お問い合わせ先

人が手で切るよりも綺麗だ

本誌で取材させていただいた素材のお問い合わせ先です。
どれもプロフェッショナルのための “ちからある” 素材です。

P.48

■お問い合わせ先

新田ゼラチン株式会社

P.32

「冷凍魚
ポーションシリーズ
ノドグロ／舌平目／イトヨリ鯛」

「オマール海老味噌
マヨネーズタイプ／
カニ味噌
マヨネーズタイプ」

■お問い合わせ先

ラス・スーパーフライ株式会社

P.52

友田セーリング株式会社

〒684-0046
鳥取県境港市竹内団地 80 番地
TEL：0859-47-2100
FAX：0859-47-2101
URL：www.tomoda.co.jp/

P.36

■お問い合わせ先

エスビー食品株式会社

「イナアガーK」
■お問い合わせ先

P.20

伊那食品工業株式会社

「天然芝海老（生）
ＩＱＦ」

〒399-4498
長野県伊那市西春近 5074
TEL：0265-78-1121
FAX：0265-78-6803
URL：www.kantenpp.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社インタークレスト

〒 105-0014
東京都港区芝 3-15-5
ジョイヴィレッジ芝公園 4F
TEL：03-6453-9737
FAX：03-6453-9732
URL：www.intercrest.co.jp/

P.40

「クリスマス島の塩」
■お問い合わせ先

クリスマス・アイランド 21株式会社

〒174-0063
東京都板橋区前野町 2-18-8
TEL：03-5915-0291
FAX：03-5915-0290
URL：www.christmas-island.co.jp/

大阪支店
〒556-0022
大阪府大阪市浪速区桜川 4-4-26
TEL：06-6563-1511
東京支店
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町 2-8-12
TEL：03-6667-8251
URL：www.nitta-gelatin.co.jp/

「カツとカレーが、
出会って100年！
〈赤缶〉
」

■お問い合わせ先

〒104-0042
東京都中央区入船 3-7-1
星和京橋ビル別館 4F
TEL：03-6772-7440
FAX：03-6772-7445
URL：www.rassuper.com/

「もちのび」

P.62

首都圏広域食材ユニット
〒 174-8651
東京都板橋区宮本町 38-8
TEL：03-3558-9028
東日本食材ユニット
〒 980-0811
仙台市青葉区一番町 2-10-17
仙台一番町ビル 9F
TEL：022-726-6650
中日本食材ユニット
〒 465-0024
名古屋市名東区本郷 2-180
TEL：052-760-1608
西日本食材ユニット
〒 531-0076
大阪市北区大淀中 1-12-9
サンバードビル 21 5F
TEL：06-6451-0117
URL：www.sbfoods.co.jp/

「ふわふわムース
（チーズ／カスタード／チョコ）」
■お問い合わせ先

キユーピー株式会社
フードサービス本部

〒 150-0002
東京都渋谷区渋谷 1-4-13
TEL：03-3486-3062
FAX：03-3486-6177
URL：www.kewpie.co.jp/prouse/
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“ 素材の品質と作り手の心を料理の現場へ伝える ” フリーマガジン

素材のちから Face to Face
第 29 号 2018 Spring
編集発行人
長尾謙一
デザイン
石田由理雅
堀越美保
海外スタッフ
市川路美（スペイン）
（イタリア）
（黒海）
（ジョージア）
（シンガポール）

ホームページ

素材のちから

撮影
長尾謙一
佐藤大作（スタジオダイ）
北住奈津子（スタジオダイ）
ライター
長尾謙一
安田俊亮

Face to Face

http://www.sozainochikara.jp

料理製作
横田渉（株）
コンベイ
第 29 号
2018 年 春発行
無料
発行
「素材のちから」編集部
info@sozainochikara.jp
印刷
泰輝印刷株式会社
掲載商品お問い合わせ

掲載されている商品にご興味のある方
はホームページ「商品お問い合わせ
フォーム」より、お問い合わせください。

次号予告

素材のちから

30

Vol.

Summer
2018年夏発行予定

FREE（無料）

FACE TO FACE
第 30 号もさらにたくさんの「素材のちから」をお伝えしていきます。

作り方や産地、それぞれのこだわりをわかりやすく紹介します。
●ご意見・ご感想がございましたら下記アドレスへご連絡ください。

info@sozainochikara.jp

