Willow 特別企画

◆すきやばし次郎

No

.3

料理評論家

山本益博の食通信
（4 回シリーズ）

「JIRO」
今年の４月、国賓として来日したアメリカのオバマ大統領と安倍
日本側からのお毒見役もいて、その志願者が大勢いたという。
首相が銀座のすし屋「すきやばし次郎」で会食したことが日本中の
さて、カウンター席について、ゆっくりとすしを楽しむのかと思い
話題になった。なにしろ、国賓が来日した際の会食の場は、皇居
きや、いきなり実務会談が始まってしまったという。それもかなり緊
の豊明殿か迎賓館に限られていて、銀座の雑居ビルの地階にある
迫した空気が流れていたらしい。だから、正直に言って、和やかな
すし屋での会食は異例中の異例だった。
ムードというのは一切なく、お互いの意見交換の隙にすしをつまん
そこでの会食の模様は報道陣がシャットアウトされたため、いろ
でいたというのが実情だった。
いろな憶測を生むことになってしまった。その最たるものが、オバ
それでも、左利きで箸を上手に使いながらすしを食べるオバマ大
マ大統領は「次郎」さんが握ったすしを残した、というものだった。 統領が相当なすし好きであることはすぐに分かったという。まぐろ
そこで、「次郎」さん本人から伺った事実をお伝えしようと思う。「す
のちゅうとろを握ってお出しすると、それを召し上がった大統領は、
きやばし次郎」へ首相官邸から連絡があったのは、わずか１週間
思わずウィンクを返してきたという。
前だったという。今でも時々いたずら電話があるので、翌日に違う
こういう素敵なエピソードが全国の人に伝わらないのがとても残
部署から今一度連絡してきてほしい旨を伝えると、今度は外務省か
念である。そうして、オバマ大統領は、「次郎」さんが握ったすしは
ら連絡があり、それでようやく本当のことだと思ったという。
すべて召し上がられた。ただ、最後のたまごまで行き着かなかった
会食は午後７時からという依頼に「次郎」さんは、その日予約さ
だけである。
れたお客様におすしを召し上がっていただいた後、８時半からであ
会食があった二日後、私がいろいろお尋ねした中で、こんな質問
れば、お引き受けいたしますと答えた。つまり、１日貸し切り状態
もしてみた。
にせず、昼夜の仕事をきちんと済ませてから、両首脳をお迎えした 「大統領と総理大臣の前で、緊張するようなことはありませんでした
わけで、「いつも同じことを繰り返しながら、繰り返しおなじことはし
か？」それについての「次郎」さんの答えは「すしに関しては、誰
ない」という職人仕事のお手本のような毅然とした姿勢を示してく
にも負けないと思っているので、ここで握っている限り、緊張したこ
れたことが嬉しい。
とは今までもいちどもありません」。
前もって安倍総理からのお願いが二つあったという。一つは「す
両首脳が会食を済ませて、「次郎」さんが客席にまわると、オバ
しを握るタイミングは様子を見ながら、ゆっくり出してほしい」とい
マ大統領が全員に聞こえるように「私の人生で、一番美味しいすし
うことだった。じつは、かつて安倍総理を「次郎」へお連れしたのは、 でした」と言われたという。それに対して「次郎」さん、
「恐縮です」
「ヤナギヤ」の柳屋社長と私だった。
と答えたのだが、「どんなふうに訳したのかね？」と笑っていらした。
大統領はそのあと自ら「次郎」さんに握手を求め、それから出口
に向かいながら足を２、３歩進めた途端、くるりと振り返り、
「次郎」
さんの肩を軽くポンと叩き「一緒に写真を撮りましょう！」と提案して
くださった。どんな有名な方がいらしても、
自ら写真を申し出ない「次
郎」さん、このときはとても嬉しかったという。
「次郎」での会食はホワイトハウスからの要望だった。これはア
メリカのドキュメンタリー映画「二郎は鮨の夢を見る（原題 JIRO
DREAMS OF SUSHI）
」の影響であることは間違いない。アメリカの
26 歳の若者が「次郎」さんの仕事、人柄に魅せられて３か月に渡っ
て撮影された映画で、今や世界中でヒットしている。
今回、
オバマ大統領が「JIRO」へ出かけたことが話題になり、連日、
テレビ、ラジオ、新聞などで報道されたが、からかい気味の報道が
多かったのが誠に残念である。国賓として来日した、世界で一番影
（すきやばし次郎にて安倍総理と日水機メンバー）
響力のある大統領が、ほかでもない「すし」を食べたことに意味が
その時、「次郎」さんがテンポよくすしを握るのを見て、今回の
あるのだ。大統領がすしをつまんだ瞬間、「すし」がフランス料理
要望になったのだと思う。それには「承知しました」と答えた。もう
と並んでグローバルスタンダードになったのだ。すし業界はこぞっ
一つは「酒は獺祭を出してほしい」という要望だった。それについ
て万歳を叫んでもいい歴史的瞬間だった。これを指摘したニュース
ての「次郎」さんの答えは「うちでは『賀茂鶴』をお出ししています」
キャスターが一人もいなかったというのは、なんとも情けない。
で、結局、その晩は安倍首相が隣の県のお酒でオバマ大統領をお
もてなしすることになってしまった。ここでも「いつもの通りにやり
http://www.masuhiro.jp <info@masuhiro.jp>
プロフィール 山本 益博（MASUHIRO YAMAMOTO）
たい」という「次郎」さんの仕事の哲学を貫いたわけである。立派
1948 年（昭和 23 年）東京生まれ、早稲田大学第ニ文学部卒業。卒論「桂文楽の世界」が
としか言いようがない。
そのまま出版され、評論家としての仕事をスタート。ＴＶ「花王名人劇場」（関西テレビ系列）
「次郎」さん側からお聞きしたことはただ一つだけ「目の前に包
のプロデューサーを務めた後、料理中心の評論活動に入る。料理評論（「東京・味のグランプリ」
「グルマン」）の傍ら、料理人とのコラボによるイヴェントも数多く企画、1985 年、東京・有
丁がありますが、よろしいでしょうか」ということだったが、それは
楽町レストラン「アピシウス」でジョエル・ロブションのディナーを企画プロデュースしたこと
そのまま許されたという。なにしろ、大統領が目の前で料理人が調
をきっかけに、レストランの催事、食品の商品開発の仕事に携わるようになる。また、ＴＶ「探
理したものを直接そのままいただくことなど、歴史上初めてのこと
検レストラン」（テレビ朝日系列）では、小淵沢の駅弁「元気甲斐」の商品開発、荻窪のラー
メン屋開業プロジェクトに参加した。2001 年には、
フランス政府より、農事功労勲章（メリット・
だったそうで、「次郎」のお勝手（調理場）にはホワイトハウスの
アグリコル）シュヴァリエを受勲。近年は、医療企業との健康長寿食プロジェクトや病院の介
料理人が食材などをすべて、味見しながらチェックしていたという。
護食の料理・食事・サービスに関するアドバイザーも務めている。

中央区銀座4-2-15 塚本ビルB1F
（電話）
03-3535-3600
（営業時間）
昼11：30 〜 14：00
夜17：30 〜 20：30
（休日）
日曜・祝日、土曜夜、
8月13−17、年末年始
（席数）
23
※本店のご予約受付時間
9：00 〜 20：00（営業日のみ）
※ご予約はご希望日の前月１日
（休日の場合は翌営業日）より。

http://www.sushi-jiro.jp
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今年90歳！世界最高齢ミシュラン3つ星料理人。
しかも7年連続。
すきやばし次郎は銀座の一等
「すきやばし次郎」小野二郎さん 地、 雑 居 ビ ル の 地 下 に あ る。
昭和 40 年から現在の塚本総
業ビル B1F にて創業。世界的
に有名なレストランの格付け
本、「ミシュラン・ガイド東京
版」で最高の評価となる三ツ
星を 7 年連続で獲得。

「写真・管洋志」

新書籍のご案内

文 ; 山本益博

写真；泉健太、管洋志

「JIRO Gastronomie すきやばし次郎のすし図鑑」
9 月に小学館から「JIRO Gastronomie すきやばし次郎のすし図鑑」が刊行されます。
（ポケットブックサイズ）
（1,080 円予価）
１、
「すきやばし次郎」のネタ帖 30 種を写真と文で紹介。英語訳つきです。
２、
「次郎」の鮨を美味しく食べるレシピつき。二郎さんの握る鮨を上手に食べられれば、世界中のすしが上手に食べられます。
（美味しくならない食べ方も写真付きで解説。たとえば、酢飯が人肌で舌の上に優しくのるように配慮されているにもかか
わらず、鮨をひっくり返して食べる。外国の方にも多くいらっしゃるそうです。また、カウンター席（つけ台）は握られ
た鮨を手早くつまむ場所であるにもかかわらず、肘つきながら、隣りの連れとにぎやかにおしゃべりをする、など）
３、
「すきやばし次郎」のトリセツ。予約の仕方からお勘定まで全て説明されています。

GNT企業100選

世界19ヶ国へ広がる美味しさと、ヤナギヤの技術。

ローバルニッチ
ッチトップ企業100選に
ップ企業100選に
グローバル
ロシア

フランス
スペイン
モロッコ

ヤナギヤが選定されました
ヤナギヤが選定されました！
！

経済産業省が選定を進めていた
「グローバルニッチトップ企業 100 選」に
リトアニア
ヤナギヤが選ばれ、3 月 17 日に経済産業省にて表彰式が行われました。
ベラルーシ ウクライナ
選定は今回が初の試みで、評価基準は、世界シェアと利益の両立、独創
中国
性と自立性、代替リスクへの対処、世界シェアの持続性とのこと。100 社 アメリカ合衆国
イタリア
韓国
を選定する事で次世代の見本とする考えです。
選定された企業の業種は、機械・加工が 52 社、素材・化学が 20 社、電気・
電子が 15 社、消費財・その他が 13 社。中国地方からは 4 社、山口県では
インド
タイ
1社、
ヤナギヤが所属する日本食品機械工業会からは6
社が選定されました。
マレーシア

トップ企業100選とは？
GNT グローバルニッチ
経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp より
企業

ブラジル

オーストラリア

経済産業省は、国際展開に優れ、我が国経済のけん引役とな
る企業を支援し、国際競争力の向上を確保していくことを任務
としています。
この観点から、グローバル展開に優秀と認められる実績がある
企業を「グローバルニッチトップ企業（＝ GNT 企業）」として
顕彰するとともに、こうした企業の経験値を一般化し、GNT 企
業を目指す企業に対する経営の羅針盤を示すことを目的として、
「グローバルニッチトップ企業 100 選」を選定。
評価のポイント
①世界シェアと利益の両立、②独創性と自立性、③代替リスク
への対処、④世界シェアの持続性等に着目し、
「グローバルニッ
チトップ企業 100 選」として 100 社、100 選に準じる企業を「ネ
クスト GNT」として 7 社選定しました。
今回選定された企業の取組事例の情報発信を通じて、さらの多
くの企業がグローバル市場に挑戦、飛躍するための羅針盤とな
り、我が国企業の競争力向上につながることを期待します。

経済産業省で開催された表彰式

表彰状と盾

茂木経済産業大臣の挨拶

2 組に分かれて記念撮影！ヤナギヤはＢグループ
柳屋社長：最上段左から 2 番目
写真提供：かまぼこ通信 小山様

■･･･当社出品展示会 2014全国主要見本市・展示会情報（下半期７月〜 12月）
会

期

７月

2日〜4日

16日〜18日

展示会名

主

催

者

電話＆URL

開催地

８月
９月

東京

医療機器、医療環境設備、看護・介護支援機器・用品、
リハビリ機器ならびに医療情報システム等を総合的に 東京ビッグサイト
展示・実演

関係者（一社）
日本病院会
のみ （一社）
日本経営協会

03-3403-8615
http://www.
noma.or.jp/hs/

東京

魚、シーフード、水産加工品、鮮度保持技術、食品加
工技術

東京ビッグサイト

関係者
（一社）
大日本水産会
のみ

03-5775-2855
http://www.
exhibitiontech.
com/seafood/

東京

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の見本市

東京ビッグサイト

無料

㈱ビジネスガイド社
東京ギフト・ショー事務局

03-3843-9851
http://www.
giftshow.co.jp/

東京

給食（学校・病院・福祉）の調理システム・技術・資
材や給食用食品・介護食品に関する総合展

東京ビッグサイト

有料

フードシステムソリューショ
ン（F-SYS）実行委員会

03-3503-7319
http://www.f-sys.
info

東京

製造管理システムをはじめ、検査、分析、衛生対策、
フードセーフティジャパン
品質管理、フードディフェンス等、
「食の安全」技術 東京ビッグサイト
（FSJ）2014
が一堂に集う専門展示会

有料

03-3503-7827
http://www.f-sys.
info

東京

06-6263-0075
http://www.
giftshow.co.jp/

大阪

03-3580-3052
http://www.hcr.
or.jp

東京

国際モダンホスピタル
ショウ2014

第78回東京インターナ
ショナル・ギフト・ショー
秋2014

1日〜3日

第41回 国際福祉機器展
H.C.R.2014

7日〜10日

8日〜10日

大阪マーチャン
ダイズ・マート
（OMM ビル）

（一財）
食品産業センター
（公社）
日本食品衛生協会

関係者
㈱ビジネスガイド社
のみ

（社福）
全国社会福祉協議会
（一財）
保健福祉広報協会

月

福祉機器・介護用品等

東京ビッグサイト

無料

TOKYO PACK 2014
（2014東京国際包装展）

包装資材 / 包装機械 / 包材加工機械 / 食品・医薬品加
工機械 / 包装・環境関連機材 / 包装デザイン・サービ
ス / 流通・物流システム機器

東京ビッグサイト

無料 （公社）
日本包装技術協会

03-3543-1189
http://www.
tokyo-pack.jp

東京

食品開発展2014
（Hi Japan/S-tec Japan）

健康・機能性食品素材・原料、食品の安全性・品質向
上を目指す分析検査・衛生管理資材・環境・製造技術

東京ビッグサイト

有料

UBMメディア㈱

03-5296-1017
http://www.
hijapan.info

東京

8日〜10日 ファベックス関西2014

総菜デリカ・弁当・中食・外食業界向けの業務用食品、
インテックス大阪
食材、機器、器具、容器、包装、その他サービス等

有料

日本食糧新聞社

03-3271-4816
http://www.
fabex.jp/kansai

大阪

関西デザート・スイーツ・
8日〜10日 ベーカリー&ドリンク展
2014

和洋菓子・ベーカリー・カフェ・飲料業界向けの業務
用食品、食材、機器、器具、容器、包装、その他サー
ビス等

有料

日本食糧新聞社
協同組合全日本洋菓子工業会

03-3271-4816
http://www.
fabex.jp/kansai

大阪

03-5644-7221
http://www.
nikkan.co.jp/eve/
senjyo/

東京

15日〜17日 2014洗浄総合展

インテックス大阪

各種洗浄機器・システム、各種溶剤、回収機器・装置、
東京ビッグサイト
周辺機器、他

（公社）
日本洗浄技能開発協会
有料 日本産業洗浄協議会
日刊工業新聞社

原料、OEM、パッケージ / 容器、研究開発機器等、化
粧品開発分野に関わるあらゆる製品・サービスが一堂
に集結する専門店

東京ビッグサイト

関係者 リードエクジビション
のみ ジャパン㈱

03-3349-8509
http://www.
cosme-i.jp

東京

九州ラーメン産業展 2014、九州うどん・そば産業展
2014、九州パスタ産業展 2014、九州居酒屋産業展
2014、九州ホテル・旅館産業展 2014、九州店舗環境
改善展 2014

マリンメッセ福岡

関係者［九州］
外食ビジネスウィーク
のみ 実行委員会

0120-686-352
http://kyushyugaisyokubusiness.
jp/

福岡

福祉・介護機器の展示商談、並びに最新の福祉情報発
信のための展示会

西日本総合展示場

無料

HOSPEX Japan 2014
医療・福祉施設における建築・設備エンジニアリング、
12日〜14日（第43回日本医療福祉設備 医療機器、医療・福祉関連情報システム、介護・福祉 東京ビッグサイト
学会 併設展示会）
設備機器・用品、他

有料

（一社）
日本医療福祉設備協会
（一社）
日本能率協会

03-3434-1988
http://www.jma.
or.jp/hospex/

東京

グリーン・イノベーション
水に関するプラント・装置・機械 / 水処理機能製品、
12日〜14日 EXPO2014
東京ビッグサイト
部材 水関連プラントの管理・運営技術
「第4回 水イノベーション」

有料

（公社）
化学工学会
（一社）
日本能率協会

03-3434-1988
http://www.jma.
or.jp/green/

東京

健康・自然食品及び伝統食品、健康器具、オーガニッ
ク食品、衣類、化粧品等 / 機能性食品、サプリメント、 東京ビッグサイト
ボディケア商材、等

有料

03-3512-5675
http://www.
biofach.jp

東京

20日〜22日

第5回 化粧品開発展
-COSME Tech 2014-

［九州］
28日〜30日 外食ビジネスウィーク
2014

7日〜9日

月

11

入場料

03-3349-8509
http://www.
interphex.jp/

第52回
服飾・インテリア・生活雑貨、アクセサリー、テーブ
25日〜26日 大阪インターナショナル・ ルウェア、食品、デザイン雑貨、レジャーグッズ、美
ギフト・ショー秋2014
容 & 健康関連商品、販促ツール、ノベルティ商品、他

10

場

関係者 リードエグジビション
のみ ジャパン㈱

フードシステム
17日〜19日 ソリューション
（F-SYS）
2014

17日〜19日

会

第27回インターフェックス
医薬品・化粧品・洗剤を製造・研究開発するための、
ジャパン
あらゆる機器・システム・技術が一堂に集結する専門 東京ビッグサイト
医薬品 化粧品 洗剤
技術展
研究開発・製造技術国際展

第16回「ジャパン・
20日〜22日 インターナショナル・
シーフードショー」

3日〜5日

主 な 展 示 内 容

※展示会場へは、
今一度主催者まで
ご確認の上、お出かけください。

P.P.C 2014
第16回 西日本
国際福祉機器展

20日〜22日 オーガニックEXPO

23日〜24日

2014
豆腐＆大豆食品フェア

26日〜28日

国際粉体工業展東京2014
POWTEX TOKYO 2014

豆腐及び大豆食品・関連製品の試食・販売、豆腐・大
豆食品製造機械及び資機材の展示、食育関連イベント
（手づくり豆腐体験）等

東京ビッグサイト

製造・プロセス機器、計装、測定、ラボ機器、材料、
東京ビッグサイト
エンジニアリング他

無料

西日本国際福祉機器展
実行委員会

ニュルンベルクメッセ
日本代表部

093-511-6800
http://www.
北九州
convention-a.jp/
fukushi

（一財）
全国豆腐連合会、
日本豆
腐協会、
（一社）
日本豆腐機器工
050-3786-1028
業会、
全日本豆腐機械連合会、
関豆ブロック協議会

有料 （一社）
日本粉体工業技術協会

03-5297-8855
http://www.
appie.or.jp/

東京

東京

