胡麻油の香ばしさと大叔が
軸老の拝みを引き納す

海老を胡麻紬で素揚げに
じ︑人根おろしと小日切りの

ねぎ︑本川炎を添えて山し︑

好みで醤油をかガる︒胡麻
油の香ばしい風味と︑さっぱ

りとした人枇おろしが︑海
老の滋味をよりいっそも際立

りつとした食感も︑この料理

たせる︒揚げた海老のぷりぷ
のごちそうである︒

一江．〃前の魚介類と⊥て︑
庶民に親しまれた海老だ
が∴現存の高級食材とされ
ている車海老も︑当時は簡単

に捕れていたほど︑江い前は
目の前の海からあがってj

豊かな漁場だった︒・

た魚介類をさっよ調理して
んな昆台や肝がたくさんあっ

客に出す︒江い時代には︑そ
た︒それは汗．日の町には単身
で料理をする習慣があまり

赴作者が多く︑彼らには家
なかったということ︒そして
げ物など火をよく使う料理

火車を避ける意味でも︑揚
は外食に頗る傾向が大き
鬼平犯科帳﹄のモデルと

かったことにあるようだ‖

されている長谷川平蔵が火
付盗賊改長居だった天明〜

寛政には︑すでに江いの町に

・
・

麦などはもっぱら屋ム日で食べ

犀ム日が多くあり︑天剋羅⁚蕎
るもの止されていた︒㌧

艶やかな銀山色の魚は︑こ
のしろである︒脂ののったこの
しろを三枚にドろし︑千切り

にした牛革と大槻と緬に三

杯酢で漬ける︒このしろ︑牛
早春にかけて旬を迎える食

努︑大槻はいずれも晩秋から
材だ︒キエツと締まったこのし

一︻そばの軍あっまき

且

良質な国産蕎麦粉の手打ち麺とともに

路地に悍む¶みつまさ㌔大正14

錦糸町駅から歩いて5分の

第3水曜には︑三遊亭金時師匠に

客の頬をゆるませる︒喬数日の

と︑手打ちならではの口触りが

円︶︒麺のつるつるとした喉ごし

J
M
m 落語を満喫する悦び

年に創業された老舗で︑墨田区
よる落語会﹁みつまさ寄席﹂が

銘品名店会のひとつでもある︒
蕎麦はすべて二八蕎麦︒今は3
ロに運びながら味わう︑粋な落
語に魅了されたファンが後を

開かれている︒蕎麦と日本酒を

絶たない︒

代目の河西紀道さんと4代目
で作られている︒オススメは︑

の河西一道さんにより手打ち
国産蕎麦粉を使用した1日20
食限定の﹁別製せいろ﹂︵760

吊政五ずL

司で使われていた﹁三ッ判山

た﹁山吹﹂とは︑本来の江戸前寿

﹁宜味﹂が広がる江戸前寿司の味を
両脚の地に受け継ぐ
﹁江戸の粋薫りただよう山

吹﹂という赤酢のこと︒この赤

吹の﹂−ト∴政五ずし﹄の店先に

掲げられた旬の作者は︑江戸前

00円／1人前︶は︑酸味︑甘
み︑苦み︑辛み︑塩みという﹁五

酢を使った﹁与兵衛寿司﹂︵20

郎︒その政五郎の名を屋号に用

ニューだ︒

味﹂のバランスが取れた人気メ

寿司の祖とされる葦屋与兵衛

い︑味を受け継ぐのが︑40年以

の味を再現した︑もじ代目政五

上に渡って寿司を握る山口昌
男さんが店主を務める﹃政五ず
Lhである︒冒頭の句に詠まれ

※2010年4月以降はメニューとして取り扱っていない場合が
崇壬2010年4月以随はメニューとして取り扱っていない場合が

ござい5：すuご了承下さいo
U R L http：／／WWWknetorJP／mitumas／mitumlhtmI

ございます。ご了承下さい。

このしろの三盃漬
江戸前と江戸野菜
ろの弾力と︑シャキシャキとし

た野菜の好感の組み合わせ
が発しい音冊り

このしろは﹁三枚に下ろして

腹骨をすき︑塩をして酢で締
定法︒さらに梅干しと厨幸子

める﹂が江戸時代から伝わる

冊な味

を▲緒に潰け込むことで︑三杯
に什上げている︒牛華と大根

酷をまろやかにし︑卜

され︑滝野川牛番や練馬火根

は︑当時︑江．〃近郊でも栽培

さて︑このしろとはいかなる

といった江．り野菜も護生した︒

ない新f︑小肌の成魚で︑成長

ものか︒江い前節では欠かせ
に伴って嘉目前が変わる山枇
魚︒江戸時代︑寺子屋へ通い始

めるr供の成長を祈り︑親が
のしろだった︒ゆえに﹁丁の代﹂

稲仲神社にお供えしたのがこ

りになるほど人量にとれたた

という説もあれば︑飯の代わ

めに﹁飲代魚﹂という説も︒諸
説あるにせよ︑庶民の身近な
な
い
︒

食材であったことにかわりは

休 年末年給
通…JR両国駅東口より徒歩約3分

みつまさで食べられる「江戸の味わいメニュー」

魁03，3631ト5850

12
13

定
交

このしろの三盃漆
所・東京都墨田区両国4−27−3

且

海老の煮出し
所…東京都墨田区江東橋4−20−4
休‥∵土・祝（変更あり）
通・JR錦糸町駅南口より徒歩約5分
住
定
交

住

十枚五ずしで食べられる「江戸の味わいメニュー」

【田03・3632・00−11

営業時間…AM11．00〜PM3LOO、PM530〜なくなり次第終了（月〜土）AM1130〜なくなり次第終了（日）
AM1140〜PM200、PM500〜PM1000
営業時間

まろやかな三杯酢でさっぱりと

㌦

風甚攻ねぎ／海老の煮由し
江戸野菜の根深ねぎと・
旨みのあふれる海老を楽しむ

且
一

正当派ちゃんこ鍋と極上ふぐの妙味

失職ある老舗で知る

冒烹かりや
紬
m
m
J

一郎さんが取り揃えているの

ふぐの専門店︒3代目の刈谷真

は︑美味なとらふぐの白だ︒料

初代・刈谷由吉さんは元力
アレンジし︑それまで相撲界だ
円・10月〜3月まで︶の他︑ふぐ

理は﹁ふぐコース﹂︵19000

士︒出羽海部屋のちゃんこ鍋を

にも広めた︒特徴は︑鳥ガラと

けで知られていた料理を一般

刺ちゃんこコース﹂︵1400

とちゃんこがいただける﹁ふぐ
0円︶︑﹁ちゃんこコース﹂︵65

昆布でスープを取った﹁ソツプ

00円〜︶が用意されている︒

炊きちゃんこ﹂︒良質な水郷若

鶏や野菜がたっぷり入った醤
醸し出す︒もともとは天然とら

油味のスープは︑深い味わいを

始田楽

蛤の汁と醤油で味付けた

おからに︑醤油でざっと煮た

蛤と小ねぎを和え︑粉山椒
をふる︒醤油の香はtさが染
み込んだおからはバ口の中で
ふわっと溶け︑消えてなくな

る︒合わせる蛤はハ春が旬︒
廟の風味が凝縮された身は
ふっくら大人きく︑旨みもたっ

ぷり︒少しずつ︑しみじみと

∵﹂の料理︑当時も珍しかっ

味わいたい一皿である︒

たJぅで︑珍しい料理を集め
た﹃料理珍味集﹄︵1764年

刊行︶で紹介された︒

酢で炒めた地を︑焼き味
噌をすり混ぜた肝で食す︒
小

高級食材の組をふんだんに
やわらかいながらも締まっ

楽しめる一品︒

た身は︑噛むほどに磯の香り
は︑ほろ苦く︑コクがあり︑ま

を放つ︒そこに和えた組の肝

の肝に詰まっているような味

るで鞄の滋養のすべてが︑こ

る調味料︑と思わずうなって

わい︒これこか何ものにも勝
しまう旨さだ︒飽だけでは
う︑うなぎ⁚⁝・肝の美味を

ない︒餌︑かわはぎゞあんこ

﹁．

を知り尽くしていを証︒その

知っている日本料理は︑食材
奥深さに感服する︒・

の蕎麦の楽しみ方﹂を︑今に伝

江戸と今をつなぐ心意気を感じる
﹁されど蕎麦﹂の味
﹁たかが蕎麦︑されど蕎麦︒私

海老天を東京スカイツリー
に見立てた﹁スカイツリー天

えたいという想いがあるからだ︒

井﹂︵950円︶は︑滋味あふれ

は︑そのヶされどクの部分にこだ

す﹂︒そう語るのは︑店主の鈴木

※2010年4月以降はメニューとして取り扱っていない場合が
津2010年4月以降はメニューとして取り扱っていない場合が

−
︑
r

コクのある味噌で根深ね

ぎの甘さを引き出した﹁風
た熱々の海老に︑さっぱりよ

呂吹ねぎ﹂︒胡麻油で扱げ
した大根おかしと蛍の山葵

がよく合う﹁海老の煮出
し﹂︒どちらも蕎麦との相性
抜群︑酒の虜にもぴったりの

﹂品料理であ官

隆司さんだ︒しかも︑﹁されど

い︒江戸と今の東京を繋ぐべく

るかけ蕎麦と一緒に楽しみた

わって蕎麦を出したいんで

蕎麦〟にこだわりたい﹂と言う

考案されたひと晶だ︒

ものの︑﹃寿々喜屋﹄には一切の

気取りがない︒武士から一般庶
して親しざれていた﹁江戸時代

民まで︑多くの人々の日常食と

絶勝和え
休…日・祝

ございます。ご了承下さい。
ございます。ご了承下さい。

南京姶
休 日・祝（大相撲東京場所中は無休）
定

打で：かりやで食べられる「江戸の味わいメニュー」

闇03−3631・2851

海老の煮出し

定

風菖唆ねぎ

海老の煮出し

所
所

交
通 JR両国駅西口より徒歩約4分
営業時間 PM500〜PMlO・00（ご相談承ります）
交
通 JR両国駅西口より徒歩約7分
営業時間 AM1100〜PM300、PM530〜PM800

東京都墨田区両国1・9−8
住
東京都墨田区石原2−15・1
住

薄々冨屋で食へられるr江戸の味わいメニュー」

【担03．3622．0213

14

味も形もＬ品にＨＬがったかぽちゃ

松

μ戸の浪︒！のおいしさ︑山⁚宛昆

かくもうなぎは応昧なる
出Ｈを作り出すのか︑筒切
りにした・りなぎにささがき
ｔ必と飯を㈲え︑Ｈを注ぐ︒

川

器

ａでたかけちゃをー寧に衷
ごＬし﹃哨の４巾で条巾のよ
ヽりに絞ゐあしらいには︑ほど

をはらりとかけてかはらゃの

ーい日ｉぞ貧た小りと︑Ｘ なこ

鮮やかな茜邑と︑きな・ゐや
ハらか４公包がぶ﹄んレ も粋

かぼｒ︒ｙの素朴／ ＝みと︑−

なｅハ目わ見ぺ嵐情がある

目田な日ｙ．ゐ小リ︑Ｘ・な 函梱

陛しぃｌｒが１り⁚・あ．たの

・こ目わゼほこんなにも唄細で

カ ︲ｌ︒︲ｌしｔヽ﹈ほｔ．
僥．ｊのけ史は．懐６利坪の
こ叱が色濃かった示都のはり
かｈ倒的に︷いＭり心ｆた﹃
ら力Ｍ︲禰り・祐に便い︑＝か

仙．︱︱た囚た京都で１

・砂粕な︑ υの人たちは︑気

．の太なｎるのに使われてい

ｆ
１れき．ｌｒ約︑ｕり．にーり

Ｊ ？く川りでも￥ｆの又化

６のとしてにわＪた．後に︑よ

ｌ︒ｊ⁚ 閲眼﹃・た１りっｆた

沁花開く

ー ．は︑ｆｉ︑大紬桜餅︑団
ｊｊ−ｊｙ︒レ．﹃現氏．に伝わる

ＭｊＩ・辰今なしむ辰屋な

椙Ｑｊをｑみ出しをでぱ和

︲；り田規したらなみに．︲ロ

祗⁚四た．た姚ｒぃ封し︑友

砂哨や花に温糖一を使う

くＣ ﹃｀軽．い食べられた﹃のは︑
？勘︑ｓａ．水飴などからｎ〃
ｘ駄緊ｒであ．た

卜が楽しめる︒︲っなぎほ厳選

や肇節の料理﹃天ぶらのセ７

﹁花﹂︷各２６２５円こ・っな重

いる﹁川松 ︒霜門遣りにある

の熟心な・っなぎづくり︒に感勣

した国内麿を佃用膏鯉業者

し︑それを採供しぐいるとい

本店の真向かいの裏通りに﹇

る︑別館︒にほ椅子改の個買が

た上品な哺︒には︑川松の歴

・ワ︒そのやわらかく仕上か

史が感じられる

貪など︑心和むひとときを過

平日限定のうンダ﹃営≒月﹄﹃

こすのに轟一だオススメＵ

７室あり﹈Ｆ約製一揉持や会

落ち鱗いた゛囲気肪別館があ

の新霧以果﹃浅草で愛されて

川魚料瑠店として明治初期

伝続の昧が光る
極ｈうなぎと心づくしの会席料理

一
F'｀●

｜

江戸の味おいメニヱー

︻かぼちや餅

江戸の味わいメニュー

うなぎ雑炊
いレ塩梅になったと・ｙ心で︑卵

それだけのことなのだが︑い

でとｒそ疹川風に仕︱げゐ︒

やはや驚いな︑ひとくちすす

ｌｉ!Ｊ４４

ると︒コクがありなからも︑
４=１９１１ｐ
じーうの陶川とは︑まったく

うなざはどじょう！妊び︑

以なる昧わいなのであ乙

こ
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滋昧あふれる出汁の妙

町こ二

江戸野菜の根深ねぎ
甘みを際だてる江戸流の食し方

蛸を桜の花びらに見立てた
江戸っ子の粋な料理

﹁ねぎは根深に限る﹂
−そんな汁いったの威勢のい
い声が聞こえてきそうな一皿

である︒青々とした棄ねぎは
食す且旬は冬ご﹂の時期けみ

使わず︑n華の取扱のみを

さらに甘みを引き目し︑熱々

が増すねぎを︑火を通して

味噌は古くから伝わる調

を情サナ底面でいただく︒

噌︑川奈味噌と江戸でM因っ

味料だ︒▼八r味噌︑仙か味
た味噌はさまざまあるが︑
たのが江．P味昭だったりコクの

廿日の味噌として親しまれ
ある汀みと芳醇な香りが︑
く刻ん′だ庸章で√を加える︒

この昧僻の特徴︒これに細か
けさの中にもやわらかな辛

みが広がり︑ねぎとの棚性
刊鬼平犯科帳﹄の平蔵が余

は︑．一＝わずむがな︒

す料理の中にも︑﹁鴨脂と千
くる︒†件ねぎは︑文字通り

住葱の吸物﹂なる‖⁝が出て

分が多くなるよう改良され

丁住が原産のねぎ︒ い部
た‖⁝樺で︑独特な甘みがあ
ぎど謳われるり．関西では葉ね

り︑薫くずれしない極上ね

ぎを好むが︑江戸では根深
さて︑平成がそうであった

が︑11たり前であった︒

林やろうじゃないか︒

ように︑今宵はねぎを希に︑小

桜の花びらのような︑かわ
いらしくも風情ある仔まい︒

なるほど︑﹁桜蛸﹂とはよく名
付けたものだ︒湯引きしてき
りりと締まフた蛸に︑燕酒と

酢︑焼き塩で味付けるり深み
桝のなせる椎だ‖

のあるやわらかな酸味は︑煎
敲溝とは︑江戸時代に川い
られていた調味料で︑酒に梅
干しと鰹節を入れてぷ詰め
たもの︒魚や野菜の味を引き
技てると広く使われた︒ 分

で≠る調味料で︑醤油が広ま
る以前︑刺身の付け汁として
利川されていたというから︑
添えであるのは︑新緑の如

日本料理の奥深をが窺える︒
き−く日々とした山葵である︒当

時︑御殿場や伊豆の天城の山
肺をはじめ︑さまざまな料理

葵が江がへ運ばれ︑大流行︒
を彩った︒酢の物しかりぺ桜
流行のしゃれた食べ方であっ

蛸﹂に山葵の射み合わせは︑

そんな江いの頃に川心いを馳

たに違いない︒

会

せながら︑蛸をまたひと日︒
い︑奏でる︑趣深き味わい︒シコ

海のものと山のものが

気味よく︑楽しい︒粋好みの

シコと日の沖で遊ぶ蛸が︑小

ろう一日冊である︒．

汀いっrが︑好んで食べたであ

一︻駒形どぜう
暖簾をくぐり出会う
200年以上も愛され続ける美食

且

とその魅力を語る︒その味は臭

⁝
・
⁝
W
⁝
肌
叩

創業は享和元年︒武蔵国︵現
いの甘味噌仕立てに煮込まれた

みがなく︑驚くほどやわらか

はなく外国人にも評判だ︒江戸

優しい味わいは︑日本人だけで

が︑どぜう鍋やどぜう升を商
う︑めし屋を開いたのが始まり

在の埼玉県︶の出身だった初代

だ︒6代目の越後屋助七さんは
鍋を囲みながら︑江戸を舌でも

情緒あふれる座敷に座って鉄
堪能したい︒

﹁江戸時代から庶民に親しまれ
と食べることが亨きるけカルシ

たどぜうは︑頭から尾まで丸ご

スタミナ食でもあったんです﹂

ウムなどの栄養を摂取できる

一︻豊科理浅草
朝締めの新鮮な魚介類と

入り︑そこで仕入れを厳選する

美酒に酔いしれる
国際通り沿いにある︑外の喧

うかがえる︒昼の部では﹁和︵な

というから︑強固な信頼関係が
ごみ︶御膳﹂︵2800円︶︑夜の

嘆を感じさせない静かな日本
に︑ふらりと立ち寄りたくなっ

︵6820円︶が人気︒妥協を許

部では9品の会席コース﹁月﹂

料理店︒塞きやすいモダン空間

ン素材となる魚介環が三浦半

彩る︒

さない板前の心意気が料理を

てしまう︒特筆すべきは︑メイ

島の三嶋港や能登半島の穴水
ること︒調理長の長谷浩さんの

港などから毎日直送されてい

もとには毎朝漁師から連絡が

U R L http■／／www．dozeu．com／

風呂攻ねぎ

載蛸

ございます。ご了承下さい。

AM1130〜PM3，00、PM530〜PM1030
営業時間

ございます。ご了承下さい。
U R L・http／／WWWgabohcom／

※2010年4月以降はメニューとして取り扱っていない場合が
涼2010年4月以降はメニューとして取り扱っていない場合が

駒形とぜうで食べられるr江戸の味わいメニュー」

田03・3842・4001

24
25

通
交

休 日（祝祭日は営♯）
定

‥東京メトロ田原町駅3番出口より徒歩約3分

住
所 東京都台東区駒形1−7−12
定
休…衆目年末年始除く）
交
通 都営浅豊根浅草駅Al出口より徒歩約2分
営業時間・AMllOO〜PM900

所・東京都台東区西浅草2−1−12
住

浅草我房で食べられる「江戸の味わいメニュー」舶

旺彊03・3845義8853

蛤田楽一本で
江戸の酒のたしなみを知る

こんにゃくの石川
江戸で人気のこんにゃく料理を
話題の料理本から紐解く

串に刺して焼いた蛤︒焼き
たてに蕗味噌と縁鮮やかなふ
シンプルな手順の一皿で︑Hの

きのとうの花をのせる︒

巾でふわっも仏がるやわらか
まって︑奥深い味わいを生み州

な磯の香りと蕗味噌があい
している︒蕗味噌だけでなく︑

芥羊味噌︑椚椒味噌で食べで
．江バのつまみには︑奇をて

もいい︒

らったものはあまりない︒季節

を感じさせる素材の行きを
薬味で引き立て︑余計なこと
は山切せず︑‖食べれば﹁旨い﹂
のばかり︒それを食べながら︑↓

とうなってしまう︑直球なも

杯を兼ねるのは︑お腹を満た
楽しんでいるのに近い︒江▲Hに

すというより︑酒との時間を
はそういうたしなみを持う︑

さて主役の蛤だが⁚汀．〃時

粋な人々が多かった︒

代からすでに潮卜狩りの習
慣があり︑春先︑品川や芝浦
あたりで⁚腰をかがませ︑貝
の姿がよく見られた︒また︑

捕りに夢中烏なっている庶民
同じ日の殻しかかみ合わない

蛤は︑貞操の象徴とされ︑ひ
な祭りに食べる習慣が︑すで
みにもなったが︑行楽︑季節行

に江．〃時代にあった︒桝のつま

ひとつであったのだ︒

事に繋がる代表的な食材の

﹁芝膚．戴露 草 南瓜﹂

江一〃時代︑女が好む代表
的な物を︑語呂よく並べた

言葉である︒芝店︑竿︑南瓜
はよくわかるが︑こんにゃ／1

とは患外である︒ともあれ︑

当時こんにゃくは大変人気
があったらしい︒それは︑江戸
る︒弘化3年︵1846年︶刊

時代の料理本からも窺え
行の﹃殉素打珍﹄がそれで︑お
よそ百種類にも及ぶこんにゃ

この﹁こんにゃくの石川﹂も

く料理を紹介している︒

そのひとつ︒ちぎったこんにゃ

くを胡麻油で妙めて滞油を
さし︑白髪ねぎをたっぷり︒
たかがこんにゃくと侮るな

粉山警あしらいにして︒

をまとった煎りこんにゃぐ

かれ︒香ばしい胡麻油と醤油
は︑ 髪ねぎでさっぱりと什
卜がり︑ぴりりと舌に感じる

れひとつ欠けてはならない︑

粉山取によって完締する︒ど

時榊をかけずにささっと

完璧なる糾み人目わせだ︒

気の如い江一日っ子には⁚作る

こしらえられる七の料理︑
ほうと食べるほうのどちら
も戒宝したに違いだい︒ごほ

んのおかずにもよし︑酒の
偶がしっくりくると‖心うの

あてにもよ七︒冷柄より熱
だ
が
︒

一︻奪き掛野
江戸の雰悶気とスローフードの味に
酔いしれる贅沢

且
一

ているところも興味深い︒夜

の調味料である煎酒を使用し

⁝WM．
暖簾をくぐると︑そこは別世

る﹁篭盛り﹂が人気だ︒また︑31

は︑好みの串を炭火で焼き上げ

界︒1一〇〇年以上前の板戸や柱

を組み込んだ木造りの空間が

会﹂を︑裔数日第3土曜に開催︒

年続けられている﹁櫻田落語

広がり︑古き良き時代の雰囲気
スメは店主の櫻田勝彦さんが
れている︒

落語家の登竜門として注目さ

を堪能することができる︒オス

一膳めLL︵ラン≠限定・500

江戸食を再現した﹁江戸の昔の
円︶︒内容は︑無農薬の白米一合
と一汁六薬︒醤油が普及する前

茸︼一

5％別︶でいただくことができ

ス︵4725円〜・サービス料

クが濃厚な逸品︒懐石料理コー

浅草で見つけた隠れ家的名店で
懐石料理を楽しむ麗しき時問

一︻董寄書鹿
m
m
m
m
m
m
m

オススメは地陪席︒それは︑
が広がっているからだ︒掘りご

趣きある教書屋造りの別世界

ビス料5％別︶も人気だ︒また︑

コース︵各5250円〜・サー

先代が集めているという希少

る︒牛肉・鹿肉のしゃぶしゃぶ

腕をふるうのは︑京都で修行を

たつ席でゆったりと寛ぎなが

積んだ2代目の梅津良紀さん︒

でもク粋〟を堪能できる名店だ︒

価値の高い器も必見︒舌でも日

尊︑料理を楽しみたい︒厨房で

る︒とくにお客からの絶賛を受

風雅な味わいを創り出してい
けているごま豆腐は︑風味とコ

ご乱、ます。ご了承下さい。

PM430〜PM900（平日）PM1200〜PM200、PM400〜PM900（土）［PM900はラストオーダー］
PM1200〜PM800（El祝）［pM8：00はラストオーダー］※できれば予約（2名桜〜）

藻2010年4月以降はメ二ュLとして取り扱っていない場合が
ございますoご了承下さいo

U R L・http／／WWVVSakuradatv／

※2010年4月以降はメニューとして取り扱っていない場合が

AM1130〜PM200、PM500〜PMllOO

26
27

通…東京メトロ浅草駅2番出口より徒歩約3分

庚やき櫻田で食べられる「江戸の味わいメニュー」

田！03・3845・3995

姶Ⅶ粂
無
休

交

営業時間
営業時間

通・東京メトロ田原町駅3番出口より徒歩約3分、東京メトロ浅草駅2番出口より徒歩約4分
交

休
定

こんにゃくの石川
日
定

！こんにや

所…東京都台東区雷門1−15−12永答マンション1F
住
所…東京都台東区雷門1−13−13
住

㌣浅草雷門苦慮で食べられる「江戸の味わいメニューj

l田○ゝ3842・3943

はま号の酢煮
はまちを酢で煮る
︑り

四角に切らて酢で煮るこ

ているはまちを酢で煮るこ

とを酪煮﹂志︑ツ︒脂がのっ
とで︑さっぱりと七七上品を

味わ心に仕上がり慧菜の
イメージを強く持つ人にとっ

料理が濃い贋油昧﹂とい︑つ
ーては︑新鮮な味であろ・琵葱
をたっぷりのせ︑七味︑本山
葵をあしらい︑′醤袖をたら
が⁚倭tくふわっと口の中に

▼勺︒はまちの脂と酢の酸味

がれ︒ちなみに酢煮は︑はま

一︻大黒家天象薙且一

﹃大黒家天挺羅﹄だ︒天井が誕

浅草名物の天井といえば
900円︶︒ごま油だけで揚

4本盛られた﹁海老天井﹂︵1

えないほど大きな海老天が

江戸庶底発の極上井が
行列の絶えない人気店を作り出した

生したのは明治初期で︑江戸
と白米に︑濃厚でやや幸い独

げられたキッネ色の天姓罪

・⁝州⁝洲．

羅が発展し美という︒そんな
い味は﹁クセになる﹂と今日

特のタレがかかる︒その力強

庶民の中から生まれた天魅
昔ながらの珠玉触れること

れたい人気店だ︒

も客を唸らせている︒ぜひ訪

ができるのは︑明治20年に創
業された﹃大黒露天杜羅﹄︒4
ススメメニューは︑御飯が見

代目店主・丸山眞司さんのオ

七

試行錯誤の未に作り出した蕎麦のメ

※2010年4月以降はメニューとして取り扱っていない場合が
U R L http：／／WWWtemPUraCO．JP／

︑︑広がる︑熱々のうちに召し上

ちだけでなく︑貰いわしなど

醤周藩主撃あった庇

で作っても旨い︒ノ′

戸だが︑庶民が醤油を普通rに
と酢であり︑刺身などもそれ

使う以前の味付けの安は︑塩

強油が一般的に広まった後

で食べていねほどだった︒卯

しっかりと生き残り︑我々に

も︑酢をベースにした料理は
も馴染みの深いな毛すや︑二

杯酢︑三杯酢などの酢の物
ノが好きれ食べちれていた︒

五戸の軋乳はしばしば
﹁醤油︑甘からい﹂ど括られて
しぎうよ与だが︑すべてが味

が濃いわけではなく﹂淡い
ものは淡く﹂﹁からいもの晩
′

からくーと︑はちきりとしてい

るのが特徴だ︒

′

付いた蕎麦屋を目指して家族で切り

′

料理にも空間にもこだわった男の貴

せ︑焼物︑口直し︑止肴︑御食事︑水菓

う客も少なくないという︒今回紹介す

ニューはなんと約50種類︒選ぶのに迷

い多くのファンを魅了した︒宮嶋さんが

円・サービス料別︶︒夜の会席料理は

醤油ベースのつゆに︑細麺がよく合う︒

るのは﹁合鴨そば﹂へ1300円︶︒甘い
上品ながらも力強さが感じられる絶

予算に応じて用意してくれる︵1
な色や形から季節感が醸し出される

0円︶はふっくらと柔らかく︑肉のよう

な食感︒甘さとしょっぱさのバランスが

品である︒自家製の﹁にしん煮﹂︵90

絶妙で︑酒の者にぴったりだ︒また︑元

料理は︑日々の喧騒から心を解き放
見障子や曇り硝子から入ってくる陽

試しを︒

家製の﹁そばがきぜんざい﹂はぜひ一度お

の移ろいに︑ゆったりと流れる時間

希麦の匠が織りなす深い味は
食通たちを魅了し続ける

甘味処ならではのメニューも健在︒自

つ︒そうした料理を包み込むのは︑雪

0500円〜・サービス料別︶︒織細

子の﹁ミニ会席﹂︵予約制・5250

ランチメニューは先附︑御造里︑炊合

盛りをするうち︑地元の人だけではな

M
A
︒
②

重な遺産を堪能することができる︒

⁝
⁝
⁝
⁝
⁝

だ︒心の休め処がここにある︒評判は
口コミで広がり︑最近では若い人にも
人気︒浅草神社での挙式後︑ここで披
葦宴を行うカップルが増えている︒

芸能界やスポーツ界の著名人をは
屋﹃弁天﹄︒昭和25年︑花柳界で知られ

じめ︑多くの食通たちが注目する蕎麦

る柳通り沿いに現在の店主・宮嶋倦介
さんの母親が開業した︒蕎麦屋として

ございます。ご了承下さい。
〔宣重〕住所 東京都台東区浅草1−38−10 定休 無

育背の厳の新腰な高

M
A
︒
①
趣きある和風建築の中で
心ゆくまで寛ぐ特別な時間
﹁お参りの前にお団子とお茶を一
杯︑という感覚で立ち寄っていただけ

旺塑03・3844・1111（代）

働03・3874．4082

AMllOO〜PM830（土祝〜PM900）
営業時間
交通…東京メトロ浅草駅6番出口より徒歩約3分

はま号の酢ま
東京メトロ浅草駅6番出口より徒歩約3分
通

無
休
定

大黒窯実数躍で食べられる「江戸の味わいメニュー」

所…東京都台東区浅草1−31・10
園住

いはまちの酢為＝：ヒ別舘にて捉供．
営業時間…AMll OO〜PM830（士祝〜PM900）
皆兼時間‥AMll：30〜PMlO：00（日〜PM9：30）

たらと思って︒茶寮クとしています﹂︒

の立派な和風建築の停まいから︑︒料

若女将の山口清子さんは微笑む︒そ

であったが︑戦争による砂糖不足で転

スタートする前は汁粉を出す甘味処
向したのだという︒甘味処の時代も含
ているのだ︒蕎麦の人気が本物だとい

めれば︑100年近くここで商いをし

店名の由来は︑江戸最古の谷中七

うことがうかがえる︒

福神のひとつである︑上野恩賜公園に

l1、・
・
ノ■l

亭〟と呼ばれることが少なくないそう

割烹として創業したという︒宮代さん

営業時間・‥AM11：30〜PMll・00

28
、− − 才

だが︑初代・宮代清一さんはあくまで

細部にまでこだわり︑意匠を凝らした

はここを建てる際に造りや木材など

見事な座敷が完成した︒板前でも
あった彼は︑調理技術の向上や後継
紫綬褒章を受章︒敷地に一歩入れば︑

U R L…http：／／www．ichImatSu．CO．」P／

交
通…つくばエクスプレス浅草駅Aト1番出口より徒歩約7分
交

休‥水
定

所…東京都台束区浅草3−2118
住

通・t・東京メトロ巴原町駅3番出口より徒歩約3分
交

休…無
定

所‥・東京都台東区雷門ト15−1
住

指導に力を注いだ業績を評価され︑

【園03・384一ト0333

草
り掛する名店亮軒

