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はじめに 
 
『愛を求めてやきとり漂流』は、2014 年 7 月から 2016 年 2 月にかけて、日経 BP 社の「オヤジ」向け
ネット媒体「JAGZY」に連載された、やきとり屋取材コラムです。 
 けっこう好評をいただき、多くの数の「いいね！」をいただきました。お店のほうからも、「記事を読
んで、お客さんが来られましたよ」と感謝のお言葉もいただきました。しかし「JAGZY」が終了したた
め、残念ながら打ち切りになりました。 

日経 BP 社内でも評判がよかったようで、「JAGZY」が終了後も、「日経 BPnet」、「BizCOLLEGE」に
転載され、現在は「日経トレンディネット」にアーカイブが残っています（2018 年 11 月 12 日現在）。 
 
 連載は全部で 30 回、29 軒取材させていただきました。このたび思い立って、その中から 10 軒を厳選
した、著者自選ベストを編むことにしました。 
 選んだ基準は、庶⺠的で癒やされるお店であること。漏れている中には、とんでもなくおいしいお店が
何軒かあるのですが、やや価格帯が高いということで選外となりました。紹介してくださった方の思い
入れを思うとお詫びするしかありません。 
 なお、しばらく行っていないお店も多いので、もしかしたら廃業されたり移転されたりしているお店
もあるかもしれません。 
 

以下は連載時のこのコラムの紹介文です。 
やきとり屋には、なぜかオヤジを引き付けるワクワク感があります。 
肉とタレが焼ける独特の匂いに誘われて、店の歴史が染み込んだドアを開けると、炭火コンロとそ

の上で徐々に色を変えていく串刺しの肉が目に飛び込んでくる。店内のざわめきに混じって、ジュー
ジューと肉が焼ける音が聞こえてくる。とりあえず頼むビールで喉を潤しながら、固いカウンターの
席でしばらく腹を鳴らしていると、カウンター越しに皿に乗った串刺しの肉が手渡される。さっきま
で焼くためにオヤジさんが握っていた串を今度は自分が握り、肉のうまみを味わうとき何かが伝わっ
てくる気がする。 

それが、日々失いかける何かを取り戻させてくれるものだとしたら、くさいけど「愛」と呼んでもい
いのではないか？ 

このコラムは、やきとり屋のグルメレポートではありません。店構えからやきとり屋に飛び込み、地
場で数十年続くその店の、愛し愛されるわけを探る、やきとり探検ルポです（なお「やきとり」は、鳥・
豚・牛の肉や内臓を串刺しにして焼いたものと定義します）。 

 
 読者のみなさまの暇つぶしにでもなれば幸いです。そして、もしお腹が空いてしまったら、ご紹介し
たお店に出かけてみてはいかがでしょう。 
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なぜ、オヤジたちはこの店に集うのか？ 
東京・人形町の甘酒横丁「焼き鳥 十五」 

東京・人形町の甘酒横丁にある「焼き鳥 十五」は、常連でも予約をしないと入れないことがあると
いう。実際、雨の月曜日にもかかわらず、夕方 7 時には 1 階も 2 階も満席になっていた。無口で実直
な店主に代わって、常連さんが十五の魅力を語ってくれた。会社も自宅も遠いのに、多いときは週に
数回来ることもあるという。なぜ、オヤジたちはこの店に集うのか？ 

 
 実のところ、僕はオヤジには 2 種類しかいないと思っている。酒を飲むときにウンチクをいうオヤジ
と、ウンチクなんていいから飲めやというオヤジ（ちなみに酒場に来ない人は僕の定義ではオヤジでは
ない）。そしてこのコラムは、アンチ・ウンチク派のために立ち上げたものである。グルメなウンチクを
知りたい方は、他を探していただけたらと思う。 
 
 ということで、ウンチク派がいなくなったので、ウンチクオヤジの悪口でも始めよう。マンガ「レモン
ハート」のマスターぐらいになると、あれは“博覧強記”というのであって、ウンチクの域を超えている。
あそこまでいけば尊敬に値するのだが、問題は“半可通”というやつである。でも、いました東京・銀座に
も。 
 
 やきとり屋じゃないが、銀座 7 丁目にある知る人ぞ知るワインバーＴでのこと。ここはマスターが年
に 5000 杯も試飲して、安くてうまいワインを探してきてくれる店だ。もちろん、ここのマスターは正真
正銘の博覧強記で、ウンチクではなくワインを楽しむための最低限の情報だけ伝えてくれる（ウンチク
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を語っているうちにワインがぬるくなるし）。それは味が膨らむ情報だ。 
 
 僕はワインのことを勉強する気がさらさらないので、Ｔに行ったら、いつも方針だけ伝えておまかせ。
そういう客がこの手の店では好まれるという計算もあるのだが。 
 
 ところが、こういう店にも来てしまう、半可通が。クリスマスイブだったか、中年男性と女の子のカッ
プルが入ってきた。イブでもあり、男のほうはやっぱり「決めたい」と思ったのだろう。しょうもないワ
インのウンチクを語り出す。ワインの勉強なんかしていない僕でも知っているような話だから、浅いこ
とこの上ない。マスターもちょっとイラッとしながら聞いているようだった。で、あのセリフを言ってし
まった。「ロマネ・コンティある？」。 
 
 僕は、思わずカウンター席から転げ落ちそうになった。店のコンセプトと真逆なものを頼んでいるわ
けで、どうして紛れ込んじゃったんだろうと……。その後、店の方針の説明なのか、説教なのか、たぶん
両方だと思うが、マスターが延々と話をしていた。このコラムは、こういうのがかっこ悪いなと思うオヤ
ジに読んでほしいと願うのだ。 
 

店は面構えで選ぶ 
 
 さて、本題。なぎら健壱さんが、名著「酒

しゅ
に交われば」（文春文庫）に、知らない店に一見

いちげん
で入るとき

の基準として「すがれた、年月を感じる店」に入ればいいと書いていた。僕もそうしているので、よく分
かる。簡単な話だ。⻑く続いている店は、ファンというか常連というかそういうお客がついている。なの
で、間違いは起こりにくいということだ。潰れるとしたら代替わりとか、後継者がいないのに店主が亡く
なったとかそういうタイミングだけだろう。 
 
 ただそれだけで選ぶと、時には店主が常連ばかり大事にしている店に当たるんじゃないかと思う人も
いるだろうが、そんなことはあまりない。「一見さんお断り」という店もあるが、それはそういうシステ
ムだから仕方ない。 
 
 特にやきとり屋は、その手の失敗が少ない。高級焼き鳥店（ちなみに「やきとり」は牛・豚・鶏の串焼
き、「焼き鳥」は鶏のみという本当なのか都市伝説なのか分からない定義をこのコラムでは採用）も存在
するが、基本は庶⺠の店。堅苦しい店、排他的な店ははやらないのだろう。実は、このあたりのことが今
回の取材でなおさらはっきりした。 
 
 ということで、基本は「すがれた、年月を感じる店」を探せばいい。人形町・甘酒横丁の十五もそんな
基準で見つけた店だ。 
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真っ赤なちょうちんが夕方の薄暗さに映える 
 

“つなぎ”で入ったのに腰を据えてしまった 
 

 昔のブログを見直したら、最初に十五に行ったのは 2012 年 5 月のことだと分かった。スカイツリーが
出来たばかりの頃で、妻と見に行った後、人形町で飲もうかという話になったのだった。目当ての店は他
にあり、妻がグルメサイトで探しだした店で記事を見ていて悪くないと思った。ただ、開店が夕方 6 時
ぐらいで、その時はまだ 5 時前。もう喉は乾いていたし、小腹も減っていた。開いている店があったら、
つなぎで軽く飲もうかと提案。ブラっと探していたら目に飛び込んできたのが「すがれた、年月を感じる
店」十五だった。 
 これは決して薄汚い店というわけではない。十五はよく掃除された店で、ちょうちんものれんもきれ
いだ。年月は隠し切れないものの、それはオーラとして伝わってくる。 
 
 メニューを見て、驚いた。安い。もしかしたら安かろう、悪かろうなのか？ ところが、一口食べて、
さらに驚いた。安くて良すぎだ。「あのさ、ここでじっくり食べていい？」と妻に尋ねると「私もそう提
案しようかと思っていたところ」と返ってきた。時間つなぎに入ったはずだったのに、すっかり腰を落ち
着けてしまったのである。 
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こののれんの先にオヤジのワクワク・ゾーンがある 
 
 嘘だと思うのなら、「やげん」を食べてみてほしい。やげんなんて、三角の骨に申し訳程度に肉がつい
ているものだと思うかもしれない。確かにそういうやげんは多い。でも、十五のは全く違う。鶏とは思え
ず、一体何という動物のやげんなんだと思うことだろう。 
 
 店主はとても忙しそうに立ち働いている。これは、いいやきとり屋というのはどこでもそうなので、覚
悟はしていたことだ。一瞬、「焼き鳥もうまいし、今日は取材なんかやめて、ただの客になろうか」とも
思ったが、そこは何とかするしかない。 
 
「やきとり屋だけの付き合い、それがいいんだ」 
 
 そこで、少し酒の勢いを借りて自己紹介を済ませ、仕事の邪魔はしないので、ときどき質問させてもら
うことと、写真を撮らせてもらうことを了解してもらった。結構強面

こわもて
な店主なので内心緊張したが、許可

をもらったので、さっそく取材。 
 
「ここは何年やってるんですか？」 
「僕が来てから 18 年。先代が始めたのが 30 年以上前ですね」 
「店の名前の由来は？」 
「うーん。先代がつけたんだけど、何か難しいこと言ってたなあ」 
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これは本当に鶏の「やげん」なんだろうか？ とにかく食べてほしい 
 

 
最初の一皿で、取材なんかもういいかと思いかけた…… 
 
 どうもよく憶えていないようである。無口なこともあるのだろうが、何せ忙しい店主である。仕方な
く、さらに注文を重ねることにした。そのうち 3 人連れが入ってきたが、「悪い、今日は入れない」と店
主が断る。時刻は 6 時半ぐらい。そして、ちょうど 2 人連れが入ってきてカウンターが満席になった。
どうも 2 人は常連さんのようだ。救世主が現れた！とばかり自己紹介をし、これも取材 OK と相成った。 
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とても忙しい店主の日比野孝志氏（40 歳、取材当時） 
 
「ご近所の方なんですか？ それとも会社がご近所？」と、差し障りのない質問から入る。どちらが答え
たかはご本人たちの希望で曖昧にしておく。 
「いや、それが会社も家も遠いんだ」 
「じゃあ、どういうきっかけなんですか？」 
「マスターが少年野球チームの監督で、息子たちがお世話になったの。ちなみに地区の優秀監督。野球が
らみのお客さんも結構多いよ」 
 
 店主の意外な素顔が垣間見えた。だが、そこを突っ込むとどうにもズレそうだったので、別方向に話を
進める。常連のお二人は通いはじめてから 10 年ちょっとになるという。先週は 2 回来たが、平均すると
月 2、3 回。会社から店まで 30 分程度、店から自宅まで 1 時間ちょっと掛かる距離だと推定できたので、
これはなかなかの足の運び方である。 
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常連の久徳さん（奥）と瀧川さん（手前）。会社の上司と部下の関係だそう 
 
「何がそんなに魅力なんですか？」 
「マスターの人柄と店の雰囲気かなあ。何も言わなければ放っといてくれるけど、話しかけると答えて
くれる。お客のことをよく見ているよ、彼は」 
「この前、こんなことを言ってましたよねとか、そういうことを記憶してくれてるとうれしくなるでし
ょ？ なので、また来ちゃう」 
 

十五の店主は、先代の言葉はあまり憶えていないようだが、お客に対してはきめ細かだ。愛を感じる。
そして「マスターと会話してると、癒やされるね。受け止めてくれる雰囲気がいい。仲間にブチブチ文句
を言うよりも元気になれる」という。いきなり、「癒やし」というキーワードがお客の側から出てきて驚
く。やはり、このやきとり屋には、オヤジを癒やす何かがあるようだ。 
 
「マスター、あれ出してよ」と 2 人が声を掛けると、出てきたのは⿊霧島でも赤霧島でもない、茜霧島。
焼酎事情に疎い僕は知らなかったのだが、まだ発売されたばかりで、現在入手困難なのだという。そうし
た茜霧島も、常連のために探してきてくれるのだ。これをロックで飲ませてもらったのだが、フルーティ
ーで、すーっと喉を通り抜けていった。 
 
「やっぱりカウンターがいいよね。こうやって隣の人と交流できる。カウンターで 1 人で飲んでる人が
いたら、大体いつも話しかける。うっとうしがられないかって？ 不思議とそういう客が来ない店なんだ
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よね。マスターがそういうお客を拒んじゃうみたい」 
「家でも会社でもない、プライベートでもオフィシャルでもない、そういう人と話をするのが楽しい。み
んなそれなりに悩んでいるんだけど、しがらみがない人に聞いてもらうと気持ちが楽になる。やきとり
屋だけの付き合い。それがいいんだ。常連同士もそんな感じだね」 
「まあ、そういうのが嫌なら友達と来ればいい。僕らはそういうのを面白いと思うから、常連なんだけ
ど、ちゃんとカウンターを予約してから来ることにしてる」 
 
 予約もなしにカウンターに座れたのは、やはりラッキーだったようだ。その上、話し好きの常連さんが
この日に予約していてくれたとは、二重にラッキーだ。 
 
えこひいきとは違う？ 気遣いのレベル 
 
「気付いてたかどうか分からないけど、僕らさっきから注文してないでしょう？ なのに料理が出てくる。
不思議に思わなかった？」 
「そう言われてみたらそうですね」 
「僕は血糖値が高いんで、それも考慮したメニューを勝手に出してくれるんだよ」 
「いわゆる『えこひいき』というやつですか？」 
「うーん。そういうレベルの話とは違う。憶えていてくれる上に、顔色も見ながらいろいろ判断してくれ
る」 

 
隠しメニュー？ 牛筋のポン酢煮込み。たまらない 
 

通いだしてから 3、4 年目ぐらいで、ダメ元で今の出し方を頼んだのだという。十五が愛される理由の



愛を求めてやきとり漂流 

p. 13 

1 つには、こうした気遣いのレベルが違うということがあるだろう。そして「あと、メニューに載ってい
ない料理もあるんだけど、それはこっそり常連に出してくれる」のだと。やっぱり、えこひいきでは…
…？ 
 
 そうこうするうちにすっかり時間が経ってしまい、他のお客さんにそろそろ席を譲らなきゃというこ
とで、お勘定を頼む。相変わらず安い。消費税をちゃんと取っているのかなといらない心配をしながら、
店主に最後の質問をした。 
「マスターが、これだけはこだわっているというものはありますか？」 
「こだわりですか。うーん。難しいこと聞くなあ……」 
 
 結局、答えは聞けなかった。ただ、先ほどから見ていると、やげんや鶏皮など表面をパリっとさせたい
材料のときは、先にオーブンで焼いている。もしかしたら「これだけは」という聞き方が悪かったのであ
って、こだわりはたくさんあるのかもしれない。 

 
表面をパリっとさせたいときに使うオーブン 
 
 こうして終わった「愛を求めてやきとり漂流」第 1 回の取材。ところで、ググってみても、やきとり専
門のライターはどうもいないようだ。居酒屋ライター、ラーメン評論家だってたくさんいるのに、なぜだ
ろう？ ちなみに 2013 年の統計ではラーメン屋は全国に 3 万 5330 軒、やきとり屋は 2 万 228 軒あるら
しい（「都道府県別統計とランキングで見る県⺠性」http://todo-ran.com/より）。確かにラーメン屋より
は少ないが、専門のライターがいてもおかしくない数だ。まあ、⻭科診療所数は 2012 年の統計では 6 万
8474 軒（同上）もあるらしいが、⻭医者ライター（⻭科医師で物書きという意味ではない）という人も
聞かないので、そういうものなのだろう。 
 

ということで、僕が第 1 号かどうかという“やきとりライター”の世界。当然取材ノウハウの確立もこれ
からということなのだが、今後の“突撃”取材記事、ご期待ください。 
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■取材日：2014 年 7 月 7 日 
■店名：焼き鳥 十五 
■電話：03-3669-3940 
■住所：東京都中央区日本橋人形町 2-11-5 
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正真正銘の「昭和のオヤジ」の店 
千葉県・⻄船橋「伊勢元（いせもと）」 

伊勢元は、JR ⻄船橋駅から徒歩約 2 分。北口ロータリーの向こう側にある路地をちょっと入ったとこ
ろにある。店構えに引きつけられた一見客が自分の直感の正しさをグルメサイトで誇り、60 代以上が
中心の常連さんたちがこの店でしか焼き鳥は食べないと言う――そんな店だ。70 歳になる頑固な店⻑
は、取材お断りと言いつつ、いろいろと語ってくれた。 

 
 今回は正真正銘の昭和のオヤジの店をご紹介したい。以前取材しようと思ってお店の前までやってき
たのだが、休業日だったお店だ。それで他の店を取材した。 
 とても気になるお店だったので、間違いなく入れるようにと少し早めに家を出たら、開店 30 分前ぐら
いに着いてしまった。ちょっと張り切りすぎたようだ。暖簾は出ていないが、店内に明かりが着いてい
る。5 時ちょっと過ぎに店が空いたので、飛び込んだ。 
 
いきなり取材を申し込む 
 
 中に入ると、5 人の従業員が迎えてくれた。奥の座敷で店⻑らしき人が伝票の整理をしている。焼き方
は店⻑と同年輩と思わる男性。その他に奥さんらしき人と、若い男女。 
 
 カウンターに腰掛けて、瓶ビールを頼んだ。「お通しは、しらすおろしとうずらおろしのどちらがいい
ですか？」と聞かれた。うずらおろしをお願いする。 
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個人的に懐かしいうずらおろしのお通し 
 
 そういえば、この連載も 8 回目になるが、過去 7 回でお通しに大根おろしが出てきた店は 1 つもなか
った。以前、よく通っていたやきとりが、大根おろしをお通しに出していたのを思い出し、ふと懐かしく
なった。だが、その店がどこだったか思い出せない。1 軒ではなかったと思う。 
 
 ビールを運んできてくれた若い女性に店⻑はどなたかを確認する。やはり奥で伝票整理をしている人
だった。「お忙しいところすみませんが……」と、取材を申し込む。 

今回は予約なしの突撃取材なのだが、店⻑らしき人を見た瞬間に、これは最初に頼んだほうがいいなと
思った。その直感はあたっていたと思う。 
 
店は歴史じゃないよ 
 
 店⻑の答えは、ほぼ予想通りだった。 
「うちは、取材とかそんなの全部お断りしてるんだ」 
 そうですかと帰るわけにはいかない。是非載せたい店だ。理由を聞く。 
「テレビとか雑誌の記事じゃなくて、自然の口コミで広がってきたし、広げたいんだ」 
「よく分かります。ただ、僕はこういう歴史のあるやきとり屋が大好きで、それを一軒でも多く紹介した
くてやっています。時々雑談程度にお話を伺うのと、写真掲載の許可がいただきたいだけです」 
「写真なんて撮ってどうするんだよ？」 
「実はネットの媒体に載せる記事なんで、写真がないとさまにならないんですよ」 
 僕は、スマホで過去記事を見せて、写真がいかに重要かを納得してもらった。 
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名前さえ教えてくれない頑固な店⻑の、年輪を感じる後ろ姿 
 
「わかった。じゃあ、自分で感じたことを書いてくれるのはいいよ」 
 僕が礼を言うと、店⻑は問わず語りに語り始めた。 
「うちは、45 年やってる。あんたはさっき歴史がどうこう言ってたけど、店は歴史じゃないんだ。毎日
が勝負なんだよ。1 回でも食中毒を出したら終わりだからね。人の命を預かってるんだ」 
 なるほど。ぐうの音も出ない。ただ、毎日の積み重ねが我々にも見えるから、そこに歴史を感じるのだ
が。 
「ところで、すみません。年齢とお名前を教えていただけますか？」 
「今年 70 歳になるけど、まあもっと若いつもりでやってるよ。俺の名前？ そんなのどうでもいいだろ
う？ 店の名前が伊勢元で十分だろう」 
 頑固だ。ちょと、しびれた。 
 
挽き肉系がすばらしい 
 
 店⻑は実は人懐こくて、いろいろと話しかけてくる。「会社はどこにあるんだ？」とか「今まで行った
店で良かったのはどこだ？」とか、まるでこちらが取材されているようだ。 
「実はこの店が 8 軒目で、まだ駆け出しなんですよ」と答えると、「頑張んなさいよ」と励ましてくれた。
情の厚い人だとお見受けした。 
 常連さんが来てくれて、ようやく「取材攻勢」から解放された頃、焼き物が出てきた。例によってメニ
ューの右側（タテ書きの場合）から、今回は 6 種類頼んだ。塩とタレも例によってお任せ。 
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左から特製ささみ焼き、たたき（つくね）、焼き鳥、ピーマン肉詰め 
 
 塩とタレで皿を分ける店がほとんどだが、伊勢元では同じ皿で出し、間にキャベツを挟む。なお、毎回
新しい皿に載せて出すスタイル。 
「焼き鳥」は、タレも肉も文句のない味。特製ささみ焼きは、伊勢元の名物の 1 つだと思われる。ささみ
を割いて広げて、そこに大葉を挟んで再び折りたたんで焼いたもの。ささみの旨味が完璧に引き出され
ている。 
 どれもうまいが、特筆すべきは挽き肉系のうまさだ。まずはつくね。口の中でほどけていくときに出る
旨味がすごい。ピーマン肉詰めも同様。引き続いて出てきた陣笠肉詰めもそうだ。陣笠とは椎茸のこと。
これだけ分厚く詰めた肉なのに、口の中でふわっとほどけるということは、ギリギリの加減があるのだ
ろう。 
 
年配の夫婦が孫を連れてくる店 
 
 常連さんは店⻑と同年代のご夫婦。あとから息子夫婦と孫が来るという。微笑ましい孫自慢が始まる。 
「うちの孫は舌が肥えててねえ、寿司屋に連れてくと、マグロでもトロより赤身がいいっていうんだ」 
 孫が、小学校 5 年生か 6 年生かでご夫婦の意見が分かれる。いずれにしろ小学校高学年だ。ちょっと
生意気な気もしたが、そんな孫が喜ぶうまい店ということで伊勢元に連れてくるのだという。地元の人
に愛されている店は、子供連れが多い――これは、経験的事実だ。 
 なお、僕はなんとなく男の子を想像していたのだが、来たのは勉強の出来そうな女の子だった。 
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陣笠肉詰めとなんこつ 
 
「舌の肥えた女子小学生」に対抗して、何となく通っぽく、「とりわさ」と常温の日本酒の組み合わせを
頼んだ。お猪口とグラスどちらがいいかと聞かれたが、迷わずグラス。とりわさにはコップ酒といきた
い。 

 
とりわさと常温の日本酒がよく合う 
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 ただ、今からちょうど 50 年前、東京オリンピックの開会式に合わせてワンカップ大関の発売が開始さ
れた当時は、酒は燗で飲むもので、冷やのコップ酒などは下品の極みだった、ということは押さえておき
たい。ワンカップ大関は、実は若者向けにアウトドアで日本酒を飲むという、新しい酒の飲み方を提案し
たものだったのだ。 
 
ぼんじりの真の姿を知る 
 
 まだまだ食べ足りない。つぎは、「どんどり」と「はつ」と「もつ（レバー）」を塩・タレお任せで頼ん
だ。 

 
左からはつ、どんどり（ぼんじり）、もつ（レバー） 
 
「どんどり」は、「ぼんじり」や「ぼっち」などと呼ばれることが多い、ニワトリの尻の部位。このよう
な形で焼かれたものを見るのは、僕は初めて。普通の店では、突起を 1 つ 1 つ切り分けて、串刺しにす
る。僕はフライドチキンの細かい骨ぐらいなら食べてしまうタイプなので、まったく気にならないが、こ
の焼き方だと細かい軟骨が残る。カリッと焼く自信がないとできない出し方ではなかろうか。 
 はつともつは、まったく文句なし。模範的だ。 
 
 最後に、「砂肝」と「かわ」を、塩で指定。お任せだと「かわ」をどちらで焼いてくるか興味もあった
のだが、ここはぜひ塩で食べてみたかった。そのほうが肉の良し悪しがよく分かるからだ。 
 今更だが、良い肉だというのがよく分かった。焼き加減も最高で、表面はカリカリだが噛めばジューシ
ー。砂肝も同じ食感。砂肝のサイズはこのぐらいが僕は好きだ。やたらと小さい店があるが、どうも食べ
た気がしない。大きすぎても顎が疲れる。 
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かわと砂肝 
 
シャイで頑固であたたかい 
 
 すっかり満足して、お会計を頼むと、「ちょっと待ってな。鳥スープが出るから」と店⻑から声が掛か
る。 
 飲み食いした後の疲れた胃にうれしい一品だ。じっくり煮込みながら、こまめなアク取りも欠かさな
いのだろう。澄んだ味がしみる。 
 
 最後にお礼を言って帰ろうとすると、店⻑がまたも「頑張んなさいよ」と声をかけてくれた。 
 
 頑張ります。 
 
 シャイで頑固であたたかい店⻑にまた会いたい、と僕以外のお客もきっと思うのだろう。 
 
■取材日：2014 年 10 月 14 日 
■店名：伊勢元 
■電話：047-433-0953 
■住所：千葉県船橋市⻄船 4-24-25 
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半年で常連をつかみ地域に溶け込んだ店 
東京・田端銀座商店街「ケムリ 参」 

JR 駒込駅から 10 分ほど歩くと、住宅街の中に突如現れる田端銀座。地元の人たちに愛される商店街
だ。その雰囲気に見事になじんでいる、焼き鳥屋「ケムリ 参」（東京都文京区）。実は、ここに店を構
えてから、まだ半年なのだという。それなのに、もう常連さんがついている。 

 
 文京区というのは不思議な地域だ。駅前にもいい飲み屋はあるのだが、地元の人と飲みに行くと、駅か
ら遠い所に連れていかれることが多い。他の区でももちろんそういう経験はあるのだが、僕の乏しい経
験からしても、文京区は特に際立っているような気がする。 
 田端銀座は駅から若干遠い、飲み屋の少ない商店街だ。大部分は北区なのだが、奥の方は文京区だ。そ
こにポツリと、でも溶け込んでいるのが「ケムリ 参」である。 
 
 開店は午後 5 時。着いたのは、5 時 5 分前ぐらい。のれんが出ているので入ってみたら、店⻑らしき人
が炭を起こしている最中だった。「すみません。もうちょっと待ってください」とのこと。5 時になると、
ちょうちんに灯がともる。これが開店の合図のようだ。 
 
他の店にはなさそうな、お通しがうれしい 
 
 開店時間を過ぎても、準備に忙しい店は多い。「ケムリ 参」もそんな店で、とりあえず生ビールを注文
して、しばらく様子を見ることにした。 
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田端銀座の奥のほうにポツリと現れる「ケムリ 参」 
 
 数分後、店⻑の奥さんが赤ちゃんを抱いて入ってきて、そのまま手伝いを始める。生ビールと一緒にお
通しを一緒に運んできた。赤ちゃんは、4 ヵ月の女の子だそうだ。 

 
熱々のこんにゃくの上に豚バラ肉のお通し 
 

お通しは、たぶん煮物だと思うのだが、汁気はまったくない。熱々のこんにゃくの上に豚バラ肉が載っ
ている。ちょっと新鮮な感覚だった。凝ってはいなくても、他の店になさそうなお通しはうれしいもの
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だ。 
 火は起こっているが、落ち着くのに若干時間が掛かりそうだったので、鳥サラダを頼む。これはあっと
いう間に出てきた。 

 
レタスものりもシャキシャキの鳥サラダ 
 
 そうこうするうちにようやく店⻑が落ち着いた様子だったので、取材を申し込む。過去の記事はある
かと聞かれたので、1 回分を印刷したものを渡した。説明が楽だと思って、実は今回から用意してきたの
である。いきなり役に立った。ただ、店⻑は「読んできます」と言うなり奥に引っ込んでしまった。ざっ
と目を通すだけだと思っていたので、ちょっと緊張してしまう。 
 
 そのうち、いかにも地元の人という感じの 60 歳ぐらいのご夫婦が来店。店⻑が出てきて接客を始める。
話しぶりからすると常連さんのようだ。 

取材の話はうやむやになったかなと思った瞬間、店⻑が口を開いた。「うちはぜんぜん問題ないですよ」。
そこですかさず取材を開始。店⻑は、今堀克俊さん。42 歳だという。 
 
 しかし、「でも、何でやきとり専門で書いているんですか？」と今堀さん。僕のほうが取材されてしま
った。 
「それは、まず僕がやきとりが大好きだからです。特に、こういう地元密着のお店を応援したいと思って
います。あとは、どうも他にやきとり専門のライターはいないらしいということですね。ラーメンはたく
さんいるのだけど」。そう返事をすると、「そういう人がいるのは、うれしいですね」と言われた。僕もう
れしい。 
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常連さんがお酒を土産に持ってきてくれる 
 
「やきとりを焼き始めてからどれぐらいになるんですか？」と聞くと、「まだ 1 年ちょっとです」と言う。 
それにしては、レトロ感の高い店だ。「居抜きで借りたんですか？」と聞くと、「いや。こういう感じの店
を持ちたかったので、改装しました」と言う。 
 
 今堀さんの話とネットで調べたことを総合するとこういうことらしい。「ケムリ 参」という店名は、
「ケムリ」の 3 号店という意味。「ケムリ」の本店は、世田谷区の新代田にある。2 号店は「ケムリつう」
という店名で、これは杉並区の方南町にある。チェーン店というよりは、のれん分けに近い形態のよう
だ。 
 
 今堀さんは、⻑年飲食店で働いてきた。「ケムリ」に勤めたら、店を出さないかということになり、台
東区の不忍池近くで「ケムリ 参」を始めた。ところが、ビルを壊すことになり、引越し先として見つけ
たのがここだったのだと言う。開店したのは、今年の 4 月。まだ半年だ。 
 
 カウンターの前に置いてあるちょっと珍しそうなお酒を見ていたら、「その辺のお酒は常連さんがお土
産に持ってきてくれたものだけど、ちょっと飲んでみます？」と薦めてくれた。わずか半年で、お土産を
くれる常連さんが何人かいるということだ。せっかくなので、中国酒を 2 種類、おちょこでいただいた。 

 
常連さんが持ってきてくれたお酒の数々 



愛を求めてやきとり漂流 

p. 26 

やきとり屋の数だけつくねがある 
 
 僕は、焼き物はメニューの先頭から順番に頼むことが多い。だいたいお薦めの順番に並べるものだか
らだ。だが、「ケムリ 参」のメニューは値段の安い順に並べている。そこで今回は頼み方を変えて、まず
は「み」「レバー」「つくね」「かわ」の、比較しやすい 4 種類を頼むことにした。タレ・塩はいつものよ
うにお任せ。店の特徴を知るのには、良いパターンだと思う。 
 なお、「ケムリ 参」では、1 種類につき 2 本以上ずつ頼むのが決まりだ。できれば 2 人以上で来店する
ことをお薦めする。 
 
 まずは、レバーとみがタレで出てきた。レバーはとろとろだが火はきちっと通っている。みは「せせり」
だ。こちらもジューシーなのに弾けるようなかみ応え。良い肉だ。 
「正肉」や「とり」、「ひな鳥」など店によって違うが、どの店にもこれぞ“やきとりの代表”という名称を
付けた品がある。部位は、もも肉か、せせり。まれに、むね肉の店もある。せせりは希少部位なので、こ
こを“代表”に持ってくる店は良い仕入先を持っていると考えてよい（「逆は必ずしも真ならず」で、もも
肉だから仕入れが悪いとは言えない）。 
 田端銀座商店街のオフィシャル・ホームページでの説明には、「焼鳥はすべて自家製！毎日新鮮な国産
の鳥肉と野菜を串打ち」とある。嘘偽りはなさそうだ。 

 
レバーと、み。タレ焼きはジューシー 
 
 次はつくね。これは特筆ものだった。表面がカリカリで、まるで揚げ物のよう。塩焼きかと思ったのだ
が、本体をのけると皿にうっすらとタレがついている。表面にさっとタレを塗って焼いたのだろう。香ば
しい。やきとり屋のメニューの中では、つくねは一番工夫ができるもの。なので、やきとり屋の数だけつ
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くねがあると言える。口の中で挽き肉がほどけるもの、タレが格別のもの、刻んだ軟骨の⻭ごたえが楽し
いものなどいろいろあるのだが、「ケムリ 参」のつくねは特に印象に残った。 

 
まるで揚げ物のようなつくね 
 
カリッカリッの塩焼きたち 

 
カリッカリッのかわ 
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 次に出てきたのが、かわ。カリッカリッで、見事に余分な脂が飛んでいる。もちろんパサパサではない。
備⻑炭の威力もあるだろうが、串の刺し方も上手なのだろう。 

 
エリンギにベーコンを巻いたもの。塩加減の良さに気付く 
 

 
期待通りのなんこつ 
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 ⿊板に「今だけ！！うまみたっぷりエリンギ 秋のきのこまき」と書いてあったので、注文した。 
 エリンギにベーコンを巻いて焼いただけの食べ物だが、これもカリッカリッ。「きのこまき」というよ
りは「ベーコンまき」だ。ベーコン巻きはしょっぱいことが多いのだが、「ケムリ 参」のはちょうどいい。
そういえば、かわもしょっぱくなかったな、と気付く。塩加減が上手なのだ。 
 こうなると「なんこつ」も試しておきたい。これも期待通りの味だった。 
 
「これ○○○が入ってますよね？」 
 
 さらに、トッピング系も試してみる。まずは、「ささみ明太子」。明太マヨネーズの量がうれしい。ささ
みはいわゆるミディアム・レアだが、レバー同様きちっと火が通っている。 
 

明太マヨネーズの量がうれしい 
 
 もう 1 つ、「とりチーズ」も、どのように焼くのかが気になったので、頼んでみた。目の前で見ている
と、何のことはない、せせりの上にスライスチーズを載せて焼いただけだ。だが、何やら隠し味がある。 
 
「これ、○○○が入ってますよね？」 
「ええ。そうですけど、それ書きますか？」 
「企業秘密ですか？」 
「いや、それほどでもないですけど……」 
「分かりました。とりあえず伏せておきます」 



愛を求めてやきとり漂流 

p. 30 

 ○○○が何かを知りたい人は、ぜひお店で注文してほしい。好きな人なら一瞬で分かると思うが。 

 
とりチーズには「隠し味」が 
 
 いろんな種類を食べてみたが、共通するのは焼き方が上手だということ。火起こしや串打ちなどの準
備段階から丁寧なのがいいのだろう。とても焼き始めて 1 年とは思えない。「ケムリ」での修業が良かっ
たのだろうか？ 
「ケムリでは厳しく鍛えられたんですか？」 
「いや、厳しくないですよ。緩いかな（笑）」 
 だとしたら、かなり「人材育成」に巧みな人がいるに違いない。 
 
サイドメニューのレベルも高い 
 
 サイドメニューもいくつか紹介しよう。まず、「味つき枝豆」は、だし汁で枝豆をゆでたもの。ゆで落
花生のような味わいだ。ビールとよく合う。 
 
 日本酒や焼酎の品ぞろえもなかなか渋い。岐阜の三千盛を頼んだ。かなり辛口の酒だ。升にグラスが入
ったものに注ぐ定番のスタイルだ。なかなか気前よく注いでくれる。 
 
 となると、さっぱりした和風の食べ物が欲しくなる。「きゅうりとみょうがのあっさり漬け」を注文し
た。漬け物のさっぱりした酸味にしょうがの辛みがアクセントとなって、箸休めにぴったり。もちろん日
本酒とも合う。 
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よくだしのしみた味付き枝豆 
 

 
箸休めにぴったりのあっさり漬け 
 
「レバハツ生姜煮」は、店内に入ったときから気になっていた。 

昔、おじいちゃんやおばあちゃんが、しょうがと砂糖などを材料に手製のお菓子を作ってくれてはいな
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かっただろうか。あの味がする。甘ったるいというのではなく、甘さ控えめのあめ湯のような味だ。これ
が不思議と辛口の日本酒と合う。渾然一体となって、口の中で複雑な味わいが広がっていくのだ。 

 
懐かしいお菓子の味がする「レバハツ生姜煮」 
 
「うちの店での晩ご飯、楽しい時間を過ごしてもらう」 
 
 接客で心掛けていることを聞いてみた。 
「その日の晩ご飯をうちでしてくれるのだから、楽しい時間を過ごしてもらうようにする、ということ
ですね」 
 なるほど。食事は毎日することだが、一食一食はかけがえのない経験だ。そのかけがえのない一食を、
自分の店で取ることにしてくれたことへの感謝――ということだろう。 
 
「どんな店を目指していますか？」 
「たまたま店を出した場所だけど、田端銀座を盛り上げる店になりたいですね。まずは、家族連れや年配
の人が入りやすい店作りかな」 
 半年で地域に溶け込めたのもうなずける。地元にあったら通いたくなる。「がんばってください」と声
を掛けて、店を後にしたのであった。 
 
■取材日：2014 年 10 月 26 日 
■店名：ケムリ 参 
■電話：03-3023-5155 
■住所：東京都文京区本駒込 5-47-5  
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常連が「最後のとりで」と呼ぶ店 
東京都港区「大船」 

東京メトロ白金高輪駅から徒歩 3 分。魚籃
ぎょらん

坂下にある「大船」は、創業 60 年の老舗やきとり屋だ。近
所の会社に勤める人を除けば、地元の常連客ばかりだが、店員もお客も人懐こい人ばかりで、まったく
排他性がない。ただ、有名になってお客が増えると自分たちが入れなくなるのが心配だ、と常連さんた
ちが口をそろえるので、団体で押しかけないようにはお願いしたい。 

 
 昨年、2014 年 6 月 23 日の夕方、僕は JAGZY 編集⻑の渡辺博則⽒と新コラム企画の打合せをするため
に、東京メトロ白金高輪駅から地上に出たところにある日経 BP 社を訪れた。僕が提案したのは、「常連
さんの集まる、すがれたやきとり屋を紹介する」という企画だった。 
「じゃあ、まずは現場に行ってみて、アイデア出しをしましょうよ」と編集⻑が言う。近所にぴったりの
店があるというのだ。それが、今回紹介する「大船」だ。 

大船は、いわばこのコラムの“発祥の店”なのだ。 
 
イメージ通りの店 
 
 僕のイメージ通りの空間が、そこにあった。1 階はカウンターで立ち飲み。詰めれば 12 人ぐらいは入
れるぐらいのスペースだ。立ち飲みでなくてもいいが、置くなら固定式の丸椅子が似合う。 
 
「何年ぐらいやってるんですか？」と聞くと、60 年になるという。カウンターに立つ若い人が 3 代目で、
奥で焼いている人が 2 代目らしい。初代店⻑はもう亡くなったとのこと。ずっと魚籃坂下に店を出して
いるのだが、15 年前に現在の店舗に引っ越したのだそうだ。 
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 さて、この連載もなかなかイメージ通りのお店を探すのが大変。それで 2〜3 店取材したところで、編
集⻑に「そろそろ大船に行きましょうよ」と打診したら、「いや、あそこは 10 店ぐらい行ってから、改め
て行くのがいいような気がする。何となくだけど」と言うのである。 
 しかたなく、試行錯誤しながら取材を進めてきたのだが、気が付けば 12 店を取材していた。年も明け
たので、改めて編集⻑に打診したところ「じゃあ、行きましょうか」ということになり、約半年ぶりに 2
人で訪れたのである。 
 
タコの柔らかさは「企業秘密」 
 
 大船に到着したのは午後 5 時 45 分ごろ。開店が午後 4 時半なので、入れるかどうか心配だったが、ち
ょうどカウンターの隅が開いていた。 
 寒かったのだが、とりあえず生ビールを頼む。あっという間に出てきたが、お通しがない。見ると、カ
ウンターに所狭しと大皿料理が並んでいる。焼き物を頼む前に、そちらが気になってしまった。どれもこ
れもうまそうなのだ。 

 
カウンターに所狭しと並ぶ大皿料理 
 
 我々の立った場所から、一番遠い所に里芋らしきものがあるが老眼でよく見えない。「里芋の煮っ転が
しですか？」と聞くと「タコと里芋の煮物」だという。「じゃあ、それを」と頼む。 
 里芋は煮崩れておらず、模範的な煮込み方。驚異的なのはタコで、とても柔らかい。「どうやって煮込
んだんですか？」と聞くと、ニコニコしながらも「企業秘密です」と取り付く島もない（一応 3 回聞いて
みた）。大根と一緒に煮ると柔らかくなるものだが、里芋でもそうなるのだろうか？ 今後、自宅で試して
みよう。 
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タコと里芋の煮物。タコが柔らかい 
 
まずは 120 円の焼き物を攻める 
 
 いよいよ焼き物を頼む。壁に貼ってあるメニューを見ると、右から 8 種類、120 円の串焼きが並んでい
る。まずは、右から 4 種類、「レバー」「ハツ」「タン」「しろ」を頼む。塩・タレは例によってお任せ。 
 
 最初にハツとタンが出てきた。これらは塩だ。味には好みがあり、もっとしょっぱいのがいいという人
もいるかもしれないが、大船の塩はかなり抑えめ。だが、肉のうまみは十分出ている。 
 
「これは（岩塩とかでなく）普通の塩でしょ？」と聞いたら、あっさりと「はい。そうです」と答えてく
れた。がっかりする話ではない。「ひねり」（指でつまんで塩を振ること）だと、手についた水分が炭の上
に落ちる。それを避けるために、容器から直接振りたいときは、普通の精製塩を使うと以前取材したお店
で聞いた。それと同じことだろう。 
 一方でミネラル分の多い塩にこだわる店もある。そのような店では焼く前に塗り込んだり、逆に調理
では使わず好みで付けてくれと言ったりする店もある。塩をフライパンで煎って水分を飛ばす店もある。
お客としてはうまければ何でもいいし、うまい店は考えているということだ。 
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ハツとタンは塩で 
 
 しばらくして、しろとレバーが出される。こちらはタレ。塩同様、タレもあっさりしている。これも肉
のうまみを引き立てるためだろう。 
 

 
しろとレバーはタレで 
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「タレは自家製ですよね？」と聞くと、答えは「はい」。作り方は、これも「企業秘密」と言われそうな
ので聞かなかった。 
 
 残りの 4 種類は、「カシラ」「ナンコツ」「純とり」「つくね」。まず、つくねがタレで出てくる。 

 
モチモチしたつくね 
 
 このところ立て続けに表面がパリパリで中がふわふわのつくねをいただいてきたが、大船のつくねは、
全体的にモチモチ。うまいし、それ以上に食べていて楽しい。つなぎは、小⻨粉や⽚栗粉ではないような
気がする。聞けば良かった。「店の数だけつくねがある」という持論は、まだ崩壊していない。 
 
 続けて塩で、「ナンコツ」「カシラ」「純とり」が出てきた。 
 ナンコツは豚のほう。コリコリしていて、これも食べていて楽しい。 
 カシラは、僕が今まで食べたカシラの中でいえば、ベスト 3 に入るもの。味がいいのはもちろん、かみ
応えがありながらほどよい柔らかさだ。 
 純とりは、もも肉。大船の一番人気らしい。今、この記事を書くために写真を見ているのだが、それだ
けで記憶が刺激されて、口中に唾液が勝手にたまってくる。 
 
にこみのギリギリ感 
 
 焼き物から、おつまみに目を移してみよう。まずは、嫌でも目に入るように柱に大きな張り紙をしてい
る「にこみ」。 
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ナンコツ、カシラ、純とり 
 

 
ギリギリ感がすばらしい煮込み 
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 スープは意外と薄味だが、しっかりした味。もつはトロトロで、大根はやわやわなのだけど、どちらも
煮崩れていない。プロの仕事なので、これが当然なのだろうけど、最近はそうでもない店も多い。それに
したって、この煮崩れる直前のギリギリ感はすばらしい。たまたま、そういうタイミングだった可能性も
あるが。 
 
 まだ焼き物を食べたかったので、おつまみ物はもう一品だけにする。目の前に置いてあったほうれん
草だ。注文すると、「おひたしがいい、それともゴマダレ？」と聞いてくる。ゴマダレを頼んだ。 

 
ほうれん草のゴマダレ 
 
 ほうれん草に、ごま風味のドレッシングをかけて、刻み海苔をトッピングしたもの。ドレッシングは市
販のものを使っているそうだが、好みの味だ。ほうれん草がしゃきしゃき。上手にゆでてある。 
 
大船は「止まり木」 
 
 僕らの隣で、3 人の常連さんが楽しそうに話をしていた。そのうちの 1 人がお勘定を頼んだので、その
タイミングで聞いてみる。 
「みなさん、ご近所の方ですよね？」 
「ええ。そうです」 
「大船を一言でいうとどういう店ですか？」 
 一人のお客がこう言う。「止まり木ですね。毎日のように止まりにきちゃう」 
 帰りかけのお客はこう言う。「何というか『最後のとりで』ですね」 
「なくなっちゃったら、どうするんですか？」 
「まずは、労働放棄（笑）。人生の終わりだもん」 
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 愛されている。 
「なぜ、そんなに好きなんですか？」 
「考えてもみてくださいよ。この 3 人は赤の他人なんですよ。それが集まって人生論なんかではなく、
どうでもいいような話をずっとしてたでしょ？ こんなことができる場所はなかなかない」 
 立ち飲みなので、さっと来て、さっと帰るお客が多い。大船でエネルギーをチャージして家庭に戻り、
翌日仕事に行くのだろう。福岡出身の編集⻑は、博多の屋台に似ているという。 

 
楽しそうな店の雰囲気 
 
初めて来た人が一品だけ頼むならこれ 
 
 この際だから、残りの焼き物もいただくことにした。「砂ぎも」と「手羽先」。塩で出てきた。 
 砂ぎもは“肉々”しく、それらしい臭みがある。このところ臭みのない砂肝を立て続けに食べてきた。も
ちろんうまかったのだが、臭みがあるのも砂肝らしくていい。 

納豆で似た話がある。納豆のにおいが苦手な人のためににおいを取る調理法がある。これはこれでおい
しいのだが、やっぱりにおいがないと物足りないという人もいる。砂肝も同じで、どちらもありだと思
う。 
 手羽先は柔らかく、普通にうまい。 
 
 最後にとっておきの一品を紹介する。 
 前回来た時に「今日初めて来たんだけど、これだけは食べて帰ってほしいというものはありますか？」
と聞いたのだった。薦められたのが「づけ焼き」だった。 
 カシラをにんにくしょうゆに付け込んだものを焼いた上で、さらに好みでおろしにんにくをつけて食
べるというもの。そもそも大船のカシラはうまいのだが、こうすることでさらに濃厚な味わいになる。 
 にんにく臭が気になる人は避けたほうがいいかもしれないが、僕の経験ではブレスケアのような口臭
消臭剤で何とかなるようだ（断言はしない）。 
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砂ぎもと手羽先 
 

これだけは食べて帰ってほしい、づけ焼 
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 なお、づけ焼きは 2 本セット。編集⻑は、「もうお腹いっぱいだし、明日も会議があるからなあ」と渋
っていたはずだったのに、出てきた瞬間に手に取っていた。 
 
外国人が日本のやきとりを知りたいと言ったら 
 
 何か料理が出てくるたびに、編集⻑と 2 人で「うまい」を連発していたのだが、この連載で紹介した店
であれば、それはどこも同じだと思う。 
 
 僕がこの機会に大船に行きたいと思ったのには理由がある。それは、外国人が日本のやきとりを知り
たいのでどこか連れて行けと言ったら、真っ先に連れて行くのが大船だと思うからだ。 
 
 どういうことか、ラーメンと比較して説明したい。日本のラーメンは多種多様であり、はやっている店
ならば、好みもあるだろうがどこもうまいと言っていい。しかし、「日本のラーメンを知りたい」と外国
人に言われたら、僕なら東京風のしょうゆラーメンのうまい店に連れて行くと思うのだ。これが僕の中
の典型的な日本のラーメンだから。 
 人によって違うのはもちろん構わないが、「典型的なもの」のイメージは誰にでもあるはずだ。僕にと
って、典型的なやきとりを出す、典型的なやきとり屋が大船なのだ。 
 
 ただ、4 回目ぐらいに大船を取材していたら、このことに気付かなかったかもしれない。10 店以上回
って、自分の中の典型とは何かと気付く――おそらくそういうものだろう。それに典型的な店だけを回
っていたら、毎回書くことが同じになる。それこそ 10 回も持たずに終わっていただろう。編集⻑の「何
となく」はなかなか大した直観だったと今にして思う。 
 
 ところで、取材を申し込むときに、横で聞いていた常連さんの様子が忘れられない。うれしそうだが、
困るというのである。うれしそうなのは大船を愛しているからだろうし、自分のチョイスを肯定されて
いるという気持ちもたぶんあるだろう。 
「困る」というのは、「自分が来た時に入れないようになったら困る」ということである。白金高輪駅が
できたのは 2000 年のことで、それまでは付近は“陸の孤島”ともいわれていた。そのため、地元の常連さ
んだけが集まる良い店が結構残っている。この記事で知った方も、どうか団体で大挙しては訪れないで
ほしい。 
 
■取材日：2015 年 1 月 15 日 
■店名：大船（おおふな） 
■電話：03-3441-4692 
■住所：東京都港区三田 5-20-7 
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人を連れて行きたくなる笑顔とおもてなし 
東京都・大井町「JAKO」 

大井町駅から徒歩約 2 分のところにある JAKO は、リピーター率 80％以上を誇る常連さんに愛されて
いる店だ。その秘密は、笑顔と料理をおいしく出してあげようというおもてなしの気持ちにあった。 

 
 品川から川崎にかけての京浜東北線沿いには独特の雰囲気がある。あくまで僕個人の感想ではあるが、
日本最大の工業地帯、競馬場、高速道路、空港などがもたらす荒涼とした感じの風景と、逆にそれゆえに
感じる人情が絶妙にマッチしているのだ。 
 そこでこの近辺を調べていたところ、ふと目に付いたのが今回紹介する JAKO（ジャコ、「JACO」とも
書く）だった。「リピーター率 80％以上」というキャッチコピーにひかれたのである。 
 
JAKO とは「じゃこ」のこと 
 
 開店は夕方 5 時。5 分過ぎぐらいに店内に入ったところ、僕が最初の客だった。 
 カウンターは全部で 6 席ほどだが、荷物を置く席も含めて 2 席分を惜しげもなく使わせてくれる。カ
ウンターの上の冷蔵庫を見ているだけで、これはうまそうだなと確信する。 
 ホッピーはないと言うので生ビールをお願いすると、すぐにお通しと一緒に運ばれてきた。 
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お通しのじゃこおろし 
 
「“JAKO”って、もしかしたらじゃこのことですか？」と聞くと、「そうよ」と店主の牧江さん（下の名前
ではなく名字）が答えてくれる。 
 この辺で、ちりめんじゃこと言えば、伊豆あたりを思い出すのだが、そちらの出身ではないそうだ。こ
のじゃこおろしが、実はあとで効いてくる。もし行かれることがあったら、お通しだからと言って、いき
なり食べ切らないでほしい。 
 
塩味の奴豆腐 
 
 焼き物を注文する前に、「初めてのお客にぜひこれは食べてほしいというものがあったら、教えてくだ
さい」と頼んだ。すると「塩味の冷奴がお薦めだけど」という返事。それは珍しいと注文することにした。 
 
 絹ごし豆腐を賽の目の倍ぐらいの大きさに切り、ネギ塩だれを掛けたものが運ばれてくる。量は少し
多め。1 丁分というところか？ 
 そのまま食べてもおいしいのだが、「皿にとってタレを掛けて召し上がれ」という。そのタレとは、い
わゆる「ラー油」である。ただ、厳密には「ラー油」ではなく、我流で作った自家製のタレだという。ご
ま油に唐辛子を漬け込んで、ごまも入れてある。さっぱりした冷奴によく合う。 
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名物「塩味の奴豆腐」 
 

 
自家製の「ラー油」 
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塩味が「ウリ」なので 
 
「串焼き盛り合わせ」があったので、それを頼むことにした。盛り合わせはお店の自信のある品を入れ
ることが多いからだ。値段も単品で頼むより全体で 50 円安い。 
 まず運ばれてきたのが、とろレバーとはつ。 

 
とろレバー（上）とはつ（下） 
 
 とろレバーというだけあって、半生である。火は通っていて、臭みは全くない。はつもプリプリっと
した食感でおいしい。 
 ただ、今までの店は、どちらかというと塩を薄めにしているところが多かったのだが、JAKO は塩が
きつめである。 
「塩は特別なものを使っているのですか？」と尋ねると、静岡から取り寄せた塩をよく炒ってあるのだ
という。なので、えぐみはなく、よくかむと甘みが出るとのこと。確かにその通りだ。 
 だが、薄味に慣れてしまっていたこともあり、やはり少し強く感じる。そこで、思いついたのが、じ
ゃこおろしをつけて食べることだった。これが、大正解。大根の甘みと塩味がちょうどよくマッチし
て、肉の味がとても引き立つ。 
 
 次に運ばれてきたのが、かしわ（もも肉ねぎ間）、手羽先、つくねの 3 本。 
 かしわと手羽先は塩味なので、同様にじゃこおろしと一緒にいただく。実に美味。 
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 つくねはタレを上からかけてくれる。玉ねぎとナンコツを細かく切って混ぜてあるタイプのものだ
が、とても柔らかい。聞けば、一度蒸してから焼いているのだと言う。なるほど、そういうやり方もあ
るのだ。つくねは奥深い。 

 
左から、かしわ、手羽先、つくね 
 
 塩味が中心なので日本酒が合うと思い、浦霞を注文した。これも大正解であった。塩だけもらって、
なめながら飲むのも乙だったかもしれない。 
 
常連さんが次々と 
 
 開店時の客は僕だけだったが、すぐに 50 過ぎと思われる男性客が入ってきた。予約席に座る。 
 牧江さんが「初めてでしたっけ？」と確認している。常連客が主体なので、初めてだと分かるよう
だ。そういえば、僕も聞かれたような気がする。しばらくしたら待ち合わせの女性客が入ってきた。こ
ちらが常連らしい。常連さんが新しいお客を連れてくるという、お店としては理想のパターンだ。 
 そういえば、バックカウンターにはずらっとキープボトルが並んでいる。常連客が多いのが一目でわ
かる。 
 さらに 10 分もしないうちに、今度は女性の 2 人連れが入ってきた。ウーロン茶を頼んでいる。ご主
人が帰ってくるまでの束の間の時間を主婦同士で楽しんでいるといった風情だ。 
「女性客が多いですね。ご近所の方ばかりですか？」と尋ねると、「いや。そうでもないの。遠方の方も
多いですよ」とのこと。 
 その後も、開店から 1 時間ぐらいで 2 組ほど常連さんがやってきた。地場のやきとり屋が込み始める
のは、だいたい 6 時ぐらいからなので、これは早いペースだ。 
 



愛を求めてやきとり漂流 

p. 48 

肉は築地の鳥
とり

藤
とう

から 
 
 牧江さんに、この店は何年やっているのかと伺うと、11 年目だという。ちなみに息子さんも同じ大井
町でやきとり屋を経営しているのだそうだ。店名を尋ねたら、「いや、息子はそういうの（取材）があま
り好きじゃないので」と教えてくれなかった。 
 
 塩がうまいので、3 品追加した。なんこつ、すきみ（首肉）、ヒナ皮だ。 
 3 品同時に出てきた。まずはなんこつを賞味。やげんではないひざ軟骨（げんこつという店もある）の
ほうで、かなり大ぶり。僕はひざ軟骨の⻭ごたえと脂感が大好きなので、この大きさはとてもうれしい。
ひざ軟骨好きには絶対のお薦めだ。「これこれ！これが食べたかったんだよ」とうなずくだろう味。 
 すきみは、いわゆる「せせり」である。JAKO のせせりはこりこり感があり、静岡の塩とマッチしてか
めばかむほど甘みが増す。 

ヒナ皮は、表面がカリカリながら、裏は脂が残っていて柔らかい。裏に脂を残しつつ焼くのは結構難
しいと大塚の与志万というお店で教わった。焼き加減にはこだわりがあるとのことだが、これはなかな
かの技ではないだろうか。 

 
左から、なんこつ、すきみ、ヒナ皮 
 
 肉が全般においしいので仕入れにこだわっているのかと聞くと、築地の鶏肉専門店鳥藤から分けても
らっているとのこと。大山

だいせん
鶏というぷりぷりした食感が特徴の鶏肉である。 

 



愛を求めてやきとり漂流 

p. 49 

皮まで柔らかいザンギ（からあげ） 
 
 入店してから 1 時間ぐらいに、調理場に男性が入ってきた。JAKO は 4 年目の大関さん。調理歴は⻑
いという。JAKO のサイドメニュー担当だ。 

サイドメニュー担当の大関さん 
 
 自家製コロッケがおいしいと聞いていたので注文すると、今夜はあいにく作っていないとの返事。「揚
げ物ならザンギはどうですか？」と薦めてくれるのだが、値段を見たら 680 円。「1 人だと多いでしょう？」
と聞くと、「ハーフで作りますよ」とうれしい返事。注文させてもらった。 
「ザンギ」というのは北海道の料理名で唐揚げのこと。餃子の王将では、骨なしの唐揚げのことを「軟炸鶏

エンザーキー

（エンザーキー）」と呼ぶが、この「炸鶏」がなまったものらしい。 
 JAKO のザンギは、肉がジューシーなだけでなく、衣も柔らかくフリッターのような食感だった。「唐
揚げの衣はカリカリでないと」と言う人も多いのかもしれないが、これはこれで肉の味付けと合ってい
ておいしい。 
 
 いい感じの甘さのタレに漬け込んだ肉のようだ。JAKO ではその日にさばいた肉をその日のうちに使
うので、漬け込む時間は数時間程度だと言う。 
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衣まで柔らかいザンギ 
 
お会計をしようとした瞬間に…… 
 
 今回は 2 軒取材する予定だったので、そろそろお会計をしようと思ったら、その瞬間に大関さんが
「これサービスです」と漬物の盛り合わせを出してくれる。 
 せっかくなのでいただくと、さっぱりとした酸味が口の中に広がる。これは日本酒を追加したくな
る。吉乃川をお願いした。 
 
 お代わりすると、最初のグラスに注ぎ足す店も多いのだが、JAKO では新しいグラスに注いでくれ
た。僕はこの手のことにはあまりうるさくないのだけど、中にはうるさい人もいる。そういう人を連れ
て行くとなると、やっぱりこういうマナーのいいお店に連れて行かざるを得ない、案外こういう配慮が
新規客の獲得に効果があるのかもしれない。 
 
 JAKO は全般的に配慮の行き届いたお店だ。お通しのじゃこおろしはやきとりととても合う。酒もやき
とりと合うということを第一に選んでいるようだ。もちろんやきとり自体もおいしいし、サイドメニュ
ーもしっかりしている。 
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さっぱりとした自家製ぬか漬け 
 
 帰りがけに牧江さんに接客の心得を伺うと「いつも笑顔でいることと、おいしくして出して差し上げ
ようという気持ちかしら」と言う。僕が JAKO に感じたのは大事な人を連れて来ても大丈夫だという安
心感だったのだが、牧江さんのこの言葉と僕の安心感は呼応しているように感じた。 
 
■取材日：2015 年 2 月 12 日 
■店名：やきとり JAKO 
■電話：03-3774-6860 
■住所：東京都品川区大井 1-10-7 
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「悪い客が来ない」都会のオアシス！ 
東京・大井町「きむきむ」 

東京・大井町は庶⺠的な店が立ち並ぶ、酒飲みには心からうれしい街だ。その中でも東急大井町駅の真
ん前にある「きむきむ」は、独特の異彩を放っている。「人間が好きだが、人の好き嫌いははっきりし
ている」というこわもての店⻑は、実は人情派だった。 

 
 前回の東京・大井町 JAKO の取材の後に寄ったのが、この「きむきむ」である。さすがに 2 軒目だと
あまり食べられなかったのと、少々酔っていたので写真があまりにもひどく、そこで 3 日後にまた訪れ
た。ところが今度は、天気は良かったのだが風が強すぎて休業。ようやく 2 月 27 日に再訪がかなったの
で、再度の写真撮影を兼ねて、やきとり全品と煮込みを食べさせてもらった。 
 店⻑から話を聞いたのは 2 月 12 日、料理の写真と感想は 2 月 27 日分という変則とはなったが、僕と
しては、きむきむを 2 度堪能できてうれしかった。 
 
安過ぎて心配になる絶品煮込み 
 
 きむきむは、屋台形式のお店である。さすがに冬は寒いのだが、それでもボツボツとお客は来る。だが、
「冬は夏場の 3 分の 1 だね。特に風が強いと商売にならない」と店⻑の福田さん（60 歳、取材当時）は
言う。 
 元々は天津甘栗の店があった場所らしい。福田さんはオーナーと知り合いで、7 年前からこの店の面倒
を見ているのだそうだ。 
 寒いので焼酎のお湯割りを頼むと、発泡スチロール製のカップに注がれて出てきた。手に持って熱く
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なく、しかもなかなか冷めない。これはありがたいと思った。 
 とにかく温かいものが食べたくなり、「バラ煮込み」を注文した。仕込んであるので一瞬で出てくる。
値段が 300 円なので量は期待していなかったのだが、カキ氷のカップいっぱいに入っている。しらたき
や厚揚げなども入っているのだが、肉も十分多い。 
 昨年、江⼾川沿いにある里見公園（千葉県市川市）にお花見をしに行った。最寄りのバス停から公園ま
での間にお店が立ち並ぶ路地があるのだが、そこで買った牛筋煮込みが絶品で、しかも安かった（これは
お薦めだが、すぐに売り切れる）。それでも 500 円だったと記憶している。それよりさらに安いなんて…
…。 
 僕は心配になり聞いてみた。「これ、もうけはないでしょう？」。すると、「まあね」との答えが返って
きた。 

 
「これで 300 円！？」のバラ煮込み 
 
焼き方が上手 
 
 焼き物を注文する。まずは、「つくね」。塩かタレかを聞いてくるので、タレでお願いした。ちなみにど
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ちらがいいかと聞くと、福田さんは基本的には塩を薦めるらしい。今回はあえて、このつくねと後に出て
くる「レバー」だけタレでお願いした。 

つくねはつなぎの多いタイプだが、ふっくらとしている。練り物が好きな僕にはたまらない食感だ。と
ろりとした甘目のタレが、このつくねとは相性がいい。焼酎のお湯割りとも合う。 

 
練り物のようなつくね 
 
「豚カシラ」と「ナンコツ」を追加した。豚カシラは⻭応えが良く、よくかむとうまみが広がる。ナンコ
ツは鶏のひざ軟骨で、前回紹介した JAKO のひざ軟骨もうまかったが、勝るとも劣らない。コリコリ感
もすばらしい上、肉のうまみも十分だ。大井町は、ひざ軟骨の聖地なのだろうか？ 

 
豚カシラとナンコツ 
 
 プロに向かって、焼き方が上手などというのもおこがましいが、肉のうまみが巧みに引き出されてい
ると感じた。聞けば、福田さんは飲食店業界にはもう 45 年もいるベテランだと言う。有名な肉料理店で
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修業を積み、六本木や銀座でイタリアンレストランをやっていたこともあるという。納得だ。 
 昼からはずっと仕込みをしている。きむきむは大井町だけでなく、同じ品川区の荏原町にもあるのだ
が（⼾越公園にもあったが、なくなった）、仕込みは荏原町店の厨房で一緒にやっている。だいたい昼の
1 時から、早い日は 12 時ぐらいから、ずっと仕込みをしているのだという。肉屋からその日に届いた肉
を切って、串に刺していく。 
 大井町店では、混む時期にはアルバイトを雇うが、冬は福田さんが 1 人でやっている。「後継者がなか
なかいないね、今は。仕込みができるようになる前に辞めちゃう。この店も⻑くないかもしれないな…
…」 
 それは、もったいない。いい若い人が来てくれるのを切に願う次第だ。 
 
これこそ、もうけがない 
 
 “メインディッシュ”に取り掛かることにする。ネットの口コミでも「大きくて安くてうまい」と評判の
「豚バラ」と「ねぎま」だ。 
 まずは、豚バラ。でかい！ 皿いっぱいだ。豚バラ串というより、ミニステーキである。これが 160 円
とは驚くしかない。味も文句なし。豚の脂身は好きだがカロリーその他が気になるという人は、他店を控
えてまずここに来るべし。 

 
これが 160 円はあり得ないだろうという豚バラ 
 
 ねぎまも豚バラに負けず巨大だ。こちらも 160 円。鶏の胸肉を使っているので、さっぱりしていてか
み応えがいい。モモ肉だとちょっとくどいかもしれない大きさだ。 
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豚バラに負けず巨大なねぎま 
 
 豚バラもねぎまもこの大きさなのに、肉もねぎもまったくグラグラせずに串に収まっている。福田さ
んによれば、この串打ちは大変難しく、できるようになるまで 3 年は掛かると言う。持ち帰りの人たち
が注文する人気メニューは、圧倒的にこの 2 つのそうだ。 
 
「しかし、これで持ち帰りだと、それこそ、もうけがないでしょう？」 
「そうだねえ」 
「利益は、やっぱりお酒で出すんですか？」 
「そう。だから『持ち帰りできます』という貼り紙は外しちゃったんだけどね」 
 
 でも、相変わらず持ち帰り客はひっきりなしにやってくるし、福田さんも「あいよ！」と機嫌良く返事
している。実を言うと、お店のホームページに「大井町店は持ち帰り専門」と相変わらず書いてあるし、
口コミサイトも同様だ。なので、仕方ないのである。福田さんは、このあたりノータッチのようだ。 
 それに、部活帰りの中高生が買っていくらしいのだが、福田さんはそれを喜んでいる節がある。「常連
の高校生が友達を引き連れてくることもあるな。ハンバーガー屋よりこっちのほうがいいんだって。砂
肝が好きらしいよ」。 
 渋い高校生がいるのだなあ。 
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おいしく食べてもらいたい 
 
 残る 3 品を注文する。まずはレバー。これは豚ではなく鶏のレバーだ。半生で柔らかいというような
レベルではなく、クリーミーなのだ。口の中でとろける。⻭でかむのではなく、上あごと舌で挟んで押し
つぶしながら味わってほしい。今回はタレでお願いしたが、塩も絶対にうまいはずだ。 
 
 最後に「砂肝」と「皮」。砂肝はコリコリとして肉々しい。皮はきれいに脂を落としてあるタイプ。皮
の量がうれしい。どちらもやきとり屋の砂肝と皮と言ったら多くの人が思い浮かべるオーソドックスな
タイプだと思う。 
 
 以前、東京・魚籃坂下の「大船」を取材した時に、「外国人が日本のやきとりを知りたいのでどこか連
れて行けと言ったら、真っ先に連れて行くのが大船だ」と書いたが、きむきむも捨てがたい。僕が学生時
代に食べていたやきとりの味がきむきむにはある。まさにオーソドックスなのだ。屋台風な店構えも外
国人を連れてきたくなる大きな理由である。悩ましいことになってしまった。 
 
「こだわりとか、こういう努力をしているとか、そういうのはあるんですか？」と尋ねると「まあ、大し
た努力はしていないけれど、おいしく食べてもらうことだけは心掛けているね」というあっさりとした
返事だった。仕込みにも焼き方にもその気持ちは感じる。 
 
「悪い客が来ない」 
 
 そろそろ帰ろうかという時に、僕より少し年上と思われるご婦人が入ってきた。会社帰りらしい。マス
ターに差し入れをして、今日は来ていないお客の話を始めた。ちょっと割り込ませてもらって、質問して
みた。 
 
「こちらには、どのぐらいの頻度で来られるんですか？」 
「2 日に 1 度ぐらい、いや、ほとんど毎日かな」 
「それはすごい。どこがそんなに気に入っているんですかね？」 
「やる気がないというか(笑)、商売っ気のないマスターがいて、悪い客が少ないところだね」 
 

福田さんが引き取る。「人間が好きなんだ。お客さんとは友達感覚。冬は 1 人でやってるから飲まない
けど、バイトがいる時期ならお客さんと飲むこともあるよ」。 
 でも、いや、だからこそか、お客さんの好き嫌いははっきりしているのだと言う。「自分は客だから（偉
そうにしていい）っていうのはまず嫌い。あと、周りに迷惑を掛ける客にはどなることもあるよ」。 
 それなら、悪い客は寄り付かないだろう。その辺を勘違いしている店も多いという話にもなったが、そ
こは割愛。ただ、福田さんと僕とで、良いと思う店が似ているのが面白かった。 
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クリーミーなレバー 
 

砂肝と皮はオーソドックスなタイプ 
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「お客さん同士が仲良くなってくれるのがいいよね。個室の店なんてのは面白くない」 
「お客さんとも良く話をしているようですけど」 
「1 人で来るお客さんって何かあるんだよ。女性は特にそう。話がしたいと思って来るんだよね。そうい
う人がスッと入れる店にしたい」 
 
バラ煮込みの、温かさの秘密が分かった 
 
 だから、福田さんは行列店にだけはしたくないのだそうだ。「田舎があって東京で頑張っているって子
が、実家からおとうちゃんを連れて来たこともあるよ。同い年ぐらいの子がここで出会って仲良くなる
こともある」。 
 
 先ほどの常連のご婦人が付け加えた。「このマスター、女好きだからさ、若い子のファンクラブもある
んだよね。どう思う？」。 
 どう思うと言われても(笑)。ただ、このマスター、女性にはモテそうな気がする。 
 
 話を聞いているうちに、バラ煮込みの温かさの秘密が分かったような気がした。作っている人が温か
いのだ。そして、味に深みがあるのは、人情の深さなのだろう。 

 
温かさを感じるバラ煮込み 
 
 よく「都会のオアシス」などという言葉を聞くが、今まであまりしっくりくることがなかった。しかし、
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きむきむにはしっくり来る。 
 地元の人も地方から来た人も来る。近くに住んでいる人も働いている人も来る。学生も会社員も来る。
年齢層も幅広い。客層は様々だが、みんなが安らぎを求めているのは共通している。砂漠でオアシスを見
つけてホッとする気持ちに近いものがあるのだろう。 
 
 これから先、常連さんが別の常連さんに会いたくてやってくるのに違いない。名残惜しいが、狭い店で
ある。その邪魔になる前に、きむきむを後にしたのだった。 
 
■取材日：2015 年 2 月 12 日、2 月 27 日 
■店名：やきとり きむきむ 大井町店 
■電話：03-3773-1551 
■住所：東京都品川区大井 1-2-20 
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店員と客が共同で良い雰囲気を作っている店 
千葉・津田沼「もつ焼き 坊ちゃん」 

平日の午後 4 時。店員さんがちょうど「営業中」の札をひっくり返しているところだったので、最初
の客だと思ったら、9 席しかないカウンターのうち 4 席が既にふさがっていた。千葉県では有数の乗
降客数を誇る JR 津田沼駅のすぐそばという立地も最高だが、「もつ焼き 坊ちゃん」が繁盛している理
由は他にもたくさんあった。 

 
 2015 年 4 月 5 日の日曜日、中学の同窓会幹事 3 人で、会場となるサッポロビール千葉工場＆千葉ビー
ル園（ここはお薦めです！）に下見に行って昼からしこたま飲み、その後 2 次会の会場を探して入った
店でさらに飲み食いをした。 
 もはや理性が吹き飛んでいたのだろう。千葉でも有数の繁華街の 1 つである津田沼に来たので、せっ
かくだから良いやきとり屋さんを探して取材して帰ろうと思い立ってしまった。そして、津田沼駅北口
に午後 4 時から開いている店を発見した。これが、今回紹介する「坊ちゃん」津田沼店だ。 
 この時点で腹八分目を超えていたのだけど、うまかったのですぐに串焼き 8 本を平らげた。掲載許可
をお願いすると即決で快諾いただいたのだが、翌日になって記事にするには取材不足だと感じ……。そ
こで、4 月 7 日にもう一度お邪魔して、前回食べていなかったもつ焼きも全て食べてみた。これが大正解
で、1 回目だけでは坊ちゃんの良さが伝わる記事が書けなかっただろうと思う。 
 
この人たちは何者？ 
 
 4 月 7 日、火曜日。津田沼から遠くない八千代台での取材を終えて、僕が津田沼駅に到着したのは、ま
だ午後 3 時半だった。坊ちゃんの開店は 4 時。しばらく近くの居酒屋でホッピーを飲みながら時間をつ
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ぶすことにした。学生さんが 5、6 人で、就活を振り返りながら企業の悪口で盛り上がっている。結構面
白かったのだが、実社会はもっと理不尽だよと教えてあげたくもなった。 
 
 4 時 5 分前に店を出て、目当ての坊ちゃんに着いたのは 4 時ちょうど。店員さんが「営業中」の札をひ
っくり返し終えたところだった。当然、僕が一番乗りだろうと思って、ドアを開けると、既に 4 人のお客
が来ていた。 
 坊ちゃんは船橋にもあり、そちらは 80 席ぐらいある広い店なのだが、津田沼のほうはカウンター9 席
の小さな店である。僕が入った直後にもう 1 人入り、数分後に夫婦と思われる 2 人組が入った。開店か
ら 10 分も立たないうちにほぼ満席になったわけである。 
 僕から見て左から、主婦同士らしき 2 人組、夫婦らしき 2 人組、僕、スーツ姿の初老の男性、近所の
人と思われる私服のお父さん、1 席開けて同じようなお父さん。全員が 50 歳より上と思われる。平均し
たら 60 歳弱ぐらいか。 
 この人たちはいったいどういう人なんだろう？ 僕もその日はスーツだったので、同じようにいぶか
しがられたのは間違いないところだが。 
 
人気の秘密は 3 つ！？ 
 
 開店したばかりなので、この 8 人が次々と注文をしていく。飲みなれた人ばかりのようで、他の人の
注文をさえぎったり、自分だけが頼み過ぎたりしないように、タイミングを見て注文している。客層が良
いのが人気の秘密の第 1 かもしれない。 

 
矢継ぎ早の注文を瞬時にさばいていくスピード感 
 
 その矢継ぎ早の注文を店員さんが瞬時にさばいていく。ドリンクもすぐに出てくる。9 席に対して店員
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が 2 人なので、無理な注文ではないだろうが、実にキビキビしているように感じる。このスピード感も
人気の秘密だろう。 
 
 返事もとてもいい。「喜んでぇ〜」と叫ぶようなマニュアル感満載の返事ではなく、「はいっ」という小
気味よい返事。お店にいる間「ちょっとお待ちください」という返事は一度もなかった。この押しつけが
ましさのない「もてなし感」も人気の秘密に違いない。 
 
すぐに出てくる一品料理 
 
 お通しはあるのだが、特筆すべきものではなかったので、焼き物を待つまでの間に何か 1 品欲しいと
ころ。そこでポテトサラダを注文する。 
 混んでいるのに、ほぼ一瞬で出てきた。大さじ 1 杯ぐらいのマヨネーズが添えてある。そのままで食
べればジャガイモ本来の味が楽しめる味加減なのだが、マヨネーズと一緒に食べると僕たちマヨラーの
愛する味に変わる。両方楽しめるわけだ。これはうれしい。 

 
マヨラー御用達のポテトサラダ 
 
 もつ焼き屋だから、もつ煮込みも外せない。これもすぐに出てきた。白もつ、こんにゃく、ごぼう、大
根、ニンジンを煮込んだものに刻んだ白ネギがトッピングされているという典型的なもつ煮込みである。
煮くずれないようにゆっくり煮込んだからこの味が出るのだろう、スープがあとを引くおいしさだ。飲
み干してしまう。 
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典型的なもつ煮込みだがスープがあとを引く 
 
全般に弾力のある鶏肉 
 
 坊ちゃんの串焼きは、メニューに載っているだけで 15 種類。豚肉が主で 7 種類、鶏肉は 5 種類、牛肉
が 1 種類、野菜が 3 種類。このうち野菜である「ねぎ」と「しいたけ」を除いた 13 種類と日替わりの 1
品をいただいた。鶏・豚・牛・野菜の順番に紹介していこう。タレ・塩はおまかせである。 
 
 まずは、「せせり」（塩）と「ねぎま」（タレ）。どちらも弾力がありながら柔らかい。ねぎまはもも肉な
のだが、最初はせせりかと思ったぐらいだ。 
 塩は容器から直接振りかけている。これは炭に水分が落ちない模範的な焼き方だ。タレは少し甘目で
やや粘りがあるが、決して甘過ぎず肉の味を引き立てている。せせりとねぎまのタレ・塩が逆でもうまい
だろうと思う。 
 
「鶏皮」は塩。これは首の部分の皮らしい。脂肪を全部落とすほうが焼くのは簡単なのだが、半分ぐらい
残してある感じで、パリパリとねっとりの両方の食感が楽しめる。 



愛を求めてやきとり漂流 

p. 65 

 
弾力のあるせせりとねぎま 
 

 
パリパリとねっとりの両方が楽しめる鶏皮 
 
「とりレバー」はタレ。僕の好きな、舌と上あごで挟んでつぶすという食べ方のできる柔らかさだが、し
っかりと火が通っている。坊ちゃんは、鶏と豚の両方のレバーがあるので、食べ比べるのも楽しみの 1 つ。 
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柔らかいがしっかり火が通っている、とりレバー 
 
「つくね」もタレ。店員さんが「ぜひ付けて召し上がってください」と、その場でカウンターの上の辛味
噌を手に取って皿にさっと塗ってくれた。つくね自体は淡白な味付けで、タレと辛味噌を味わうという
感じだが、かむうちに肉汁がジワッと染み出てくる。辛味噌は、単独で酒のつまみになるおいしさ。 

 
つくねと辛味噌の相性がいい 
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豚肉がうま過ぎる 
 
 続いて豚肉。さすが「もつ焼き 坊ちゃん」と名乗るだけあって、豚肉はどれも絶品だった。 
「レバー」はタレ。豚肉は全般に厚めに切ってあり、レバーもそう。プリプリの肉に甘いタレがジャスト
ミート！ とりレバーとは甲乙つけがたい。レバー好きなら両方頼みたいところだ。 

 
プリプリの豚のレバーに甘目のタレがジャストミート 
 
「かしら」と一緒に日替わりの「豚みの」を注文した。どちらも塩。かしらは模範的なおいしさ。豚みの
は胃で、本来はガツだが、こう呼ぶ店もあるようだ。コリコリしていて、かんでいるだけで楽しい。 

模範的なかしらと日替わりの豚みの 
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 他のお客の注文を聞いている限りでは、おそらく一番人気の「しろもつ」。これも、タレの甘さと相性
がいい。外せない 1 品だ。 

 
一番人気と思われる、しろもつ 
 
ここからは驚きの連続 
 
 ここまでも全部おいしかったのだが、ここからは驚きの連続だった。 
 まず、「豚ばら」の塩。肉が厚めなので、かみ応えがあり、しかもジューシー。さらにうれしかったの
は、玉ねぎが間に挟んであること。これに衣をつけて揚げたら、豚串カツではないか！ 
 僕は、豚串カツが大好きで、若い頃に高速道路の SA・PA で見つけると必ず食べていた。最近は豚串
カツを置く SA・PA がほとんどなくなったのが本当に悲しいのである。 

 
豚串カツから衣を除いたような豚ばら 
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 さらなる驚きは、「なんこつ」と「たん」。どちらも塩。 
 豚軟骨と言えば、骨だらけのコリコリ感を楽しむものを想像すると思うのだが、これはどこの軟骨な
のだろう。骨もおいしいが肉の部分がやたらと多く、しかもうま過ぎる。他にも食べないといけないので
あきらめたが、もっと欲しくなる。鳥の軟骨だと東京・人形町「焼き鳥 十五」のやげんがすごかったが、
それに匹敵する豚の軟骨だ。 
 たんも驚いた。こんなに味わい深い豚タンは初めてだ。さすがに牛よりは硬いのだが、肉の味わいはそ
れに近いものがあった。コリコリしていて臭みはなく、後味はあっさりとしている。 

 
他で食べたことがない、なんこつとたん 
 
牛も野菜もユニーク 
 
 牛肉は、メニューには「牛焼き」というものしかない。これは塩コショウで出てきた。 
 脂こってりなのでコショウはあったほうがいいだろう。すき焼きの牛脂の取り合いをしたことがある
ような人には、たまらない 1 品だ。普通の人にはやや脂っぽいかもしれない。 

 
牛脂好きにはたまらない牛焼き 
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 野菜は、「トマト豚肉巻」を注文した。頼む人が結構多く、見るからにうまそうだったからだ。これも
塩コショウだった。 
 プチトマトを薄切りの豚バラ肉で巻いたものを串刺しにして焼くという、ありふれた 1 品なのだが、
食べてみてびっくりした。かむと一気にトマトの汁が飛び込んでくる。この瞬間しまったと思った。口の
中をやけどすると直感したのだ。ところがほどよい熱さだった（猫舌の人は気を付けたほうがいいかも
しれない）。先にジワーっとトマトの味が広がっていき、続けて肉の味がしてくる。 
 どんな風にしたらこのようになるのだろう。プチトマトの皮はあらかじめむいてあるのだろうか？ 
そのぐらい、かむと簡単にトマトがはじけるのだ。 

 
トマトの汁がはじけ出すトマト豚肉巻き 
 
駅前にあるのが羨ましい 
 
 帰り際に常連さんに、この店の良さを聞いてみた。 
「気負いなく、さっと入れるでしょ。それから、店員と向かい合う。この呼吸が心地いいんだよ」 

なるほど。だが、この心地よい呼吸は、店員とお客との間だけでなく、お客とお客との間にもある。冒
頭で、お互いに邪魔し合うことなく、タイミング良く注文していく様子を紹介したが、お客が⻑居せずに
回転良く入れ替わっていくのもいい。常連同士で話が盛り上がるというのではなく、「心得ている」お客
が集まっているという雰囲気がとても心地よいのである。 
 
 そういえば、こんなシーンもあった。2 人連れが入ってきた時に、詰めれば座れるという状態だった。
お客からは後が見えないので、店員がすかさず「すみません。お二人なんで詰めていただけますか」とお
願いする。すると、頼まれたお客も「ああいいよ」とさっと隣に移る。こういうことが言えない店とつい
嫌な顔をしてしまうお客が案外多いのだ。 
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 店員とお客が共同で良い雰囲気を作っている店――これが繁盛の一番の理由ではないだろうか。 
 
 東京・大井町の「きむきむ」同様、駅前にあるのが羨ましいお店である。 
 
■取材日：2015 年 4 月 5 日 
■店名：もつ焼き 坊ちゃん 津田沼 
■電話：047-475-2914 
■住所：千葉県習志野市津田沼 1-2-14 
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赤坂で一番古いという焼き鳥屋 
東京・赤坂「鳥通」 

東京メトロ溜池山王駅からほど近い鳥通は、昭和 51 年開店。赤坂では一番古い焼き鳥屋だという。焼
き鳥はホッとする味とサイズで十分おいしいし、数多い料理にも外れがなく、サワーやハイボールの
氷にまでこだわっている。客層がとても良く、その客層を作っているのは店主の接客ノウハウだった。 

 
 このところ（注：連載時の話、本書ではそのような記事を外している）なんとなくグルメレポートのよ
うになっているのが気になっていた。 
 グルメレポートを否定する気は毛頭ない。やらせではなく、本当においしい店を紹介しているのであ
れば、それは多くの人を幸せにすることだ。 
 ただ、この連載は JAGZY 世代のオヤジたちがくつろげる店を紹介しながら、なぜその店でくつろげる
のかを探るのが目的だ。それができているのか、ちょっと心配になってきたのでる。 
 それに熱心な読者にはお分かりかと思うが、僕は全然グルメではない。どちらかというと味音痴だと
思う。グルメレポーターとして決してふさわしいとはいえないので、読者にグルメレポートと誤解され
たら困ってしまうのである。 
 
悩んでいると救いの神が現れる幸運な僕 
 
 ということでこの連載で僕は、5 回に 1 回は悩んでいるのだが、そのたびに必ず救いの神が現れる。と
ても幸運だ。 

今回の救いの神は、友人の島田徹さん（45 歳）。彼がアイティメディアのオルタナティブ・ブログに書
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いた記事のタイトルが、「40 過ぎのおっさんに『かかりつけ焼き鳥屋』が必要な理由」というものだった。 
 早速むさぼるように読み、「まさにこれだ！」と確信し、早速島田さんに「連れて行ってください」と
お願いしたところ、「そう来ると思ってました」と言いつつ、なかなかうんと言わない。「森川さんが最近
取材しているような、焼き鳥に命を賭けているような感じの店じゃないんですよ」というのがその理由
だ。 
「それこそこちらの望む店です」と強く主張して、ようやく承諾いただいた。待ち合わせるために店の名
前と場所を教えてもらう。「鳥通」という店で、東京メトロ溜池山王駅から徒歩 1、2 分のところにある。 

 
救いの神の島田徹さん 
 
スケーティングシャーベットホッピー 
 
 島田さんは、プラムザという Web システム開発会社の社⻑で、鳥通から徒歩 5 分ぐらいのところに職
場がある。温和な風貌だが、好き嫌いがはっきりした人だ。1 人で飲める店を探しに赤坂界隈を飲み歩き、
5 軒目にしてようやく気に入ったのが、鳥通だった。 
「赤坂界隈なので、ちょっと敷居の高い感じの店が多いんですよね。デートで使うような店も落ち着か
ないし、食べたら出ていけという感じの店も嫌だし」と島田さん。 
 と書くと、僕が好きな「すがれた」店と思うかもしれないが、鳥通はこぎれいな店で、うら若き女性が
1 人でも十分入れそうな店である（うら若き女性はいなかったけれど）。赤坂界隈ではこれでも十分庶⺠
的ということなのだろう。だが、ムードはたしかに昭和風だ。 
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 ホッピーを頼むと、ほどなくお通しと一緒に運ばれてきた。 
 
 お通しは、模範的といっていい関東風な味付けの煮物。ナス、大根、厚揚げを煮込んだものに、白髪ね
ぎをあしらっている。関⻄の人は味が濃いというだろうが、ビールやホッピーにはこのほうが合うと思
う。柔らかいが崩れない程度に、上手に煮込んである。 
 
 ホッピーはちょっと変わっていて、焼酎をシャーベット状に凍らせてある。新橋にも凍らせた焼酎を
入れる店があるが、見た目は若干違う。新橋のは丸く凍らせてあるが、鳥通のはシャーベット状の焼酎を
底に敷いてある。だが効果は一緒で、飲むほどにアルコールが濃くなっていく。 
 これには名前がついていて、「スケーティングシャーベットホッピー」という。ホッピービバレッジの
本社が同じ赤坂 2 丁目にあり、それで鳥通にも来る石渡美奈社⻑が、この氷をこぼして足を滑らせてし
まった。そのときに名付けたのだそうだ。 
 
 なお、ジョッキは冷凍庫で、ホッピーは冷蔵庫で、それぞれ冷やしている。これと凍らせた焼酎を合わ
せて「２凍１冷」と称している。 

以前はホッピーを置いていなかった。「赤坂らしく」ないからだ。置くようになったのは、お客が望ん
だからだという。 
 

 
関東らしい味付けの煮物と「スケーティングシャーベットホッピー」 
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赤坂で一番古い焼き鳥屋 
 
 開店は 39 年前（取材当時）の 1976 年。当初は赤坂イーデンビルで始めて、30 年前に今の場所に引っ
越した。店主の小川さん（60 歳、取材当時）によると、赤坂で一番古い焼き鳥屋らしい。当時の赤坂は
高級感が漂う土地で、焼き鳥屋はバカにされたのだと言う。 
「まあ、そうやってバカにしていた店のほうがつぶれちゃったけどね」と小川さん。時代の変化というこ
となのだろう。 
「でも、どうして焼き鳥屋を始めようと思ったんですか？」 
「先代のオーナーが、喫茶店と焼き鳥屋が好きで、道楽でどちらかを始めようと思ったのだけど、借りた
場所が焼き鳥屋向きだったんだよね」 
 何の気なしに始めた店が 40 年も続くものだろうか？ 
「5 年続ければ、何とかなるよ。それまでに 1 万人ぐらいの人が来るわけだから、誰かが思い出して来て
くれる」 
 5 年続ける秘訣を聞こうと思ったら、他の常連さんが小川さんに話しかけてきたので中断。聞けず仕舞
いだったが、接客の様子を見ていたらなんとなく分かった。接客については、後述しよう。 
 
ホッとする味の焼き鳥 
 
 島田さんの話では、焼き鳥はあまり期待できないが、料理には外れがないという。とはいえ、「やきと
り」のコラムである。メニューを見たら「7 本セット」というのがあったので、それを注文した。 

まず運ばれてきたのが、かしわ、レバー、つくね（以上タレ）と砂肝（塩）。 

7 本セットその 1：左からかしわ、レバー、つくね、砂肝 
 

残りは、他に注文したものが何品か来てから出てきたのだが、続けて紹介する。皮、野菜（今回はネ
ギ）、手羽先で全て塩。 
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7 本セットその 2：左から皮、野菜、手羽先（全て塩） 
 

まず、サイズがいい。 
僕もいい歳になったので、ボリュームたっぷりという大判サイズのやきとりはつらくなった。以前紹介

した「きむきむ」の豚バラやねぎまぐらいになると「名物」として、楽しくいただけるのだが……。 
 だが、世の中には渋谷の某名店のように、通常の 1.5 倍から 2 倍のサイズなのに 2 本からしか注文で
きない店もある。とてもおいしかったのだが、このコラムで取り上げる気にはなれなかった。 
 味も、十分おいしい。塩もタレも、焼き鳥と聞いて多くの人がイメージするものだろう。 
 
 どちらかを選ぶとしたら、塩のほうがいいかもしれない。特に手羽先がうまい。皮も、表はパリパリ裏
はねっとりという、僕の好きな焼き方だった。 
 7 本セットには、鳥スープもついてくる。出て来たのはずっとあとで、小川さんがタイミングを見計ら
って出してくれる。塩加減が良く、ラーメンのスープのようだ。⿊のつぶ胡椒が合う。 
 
マヨネーズはやはりアレ 
 
 メニューの数が多いのが自慢だという。たしかに多い。写真はごく一部だ。 
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メニューの多さが自慢 
 
 お店にあれば必ず注文するポテトサラダをお願いする。 
 これは、鳥通の人気メニュー。ひと塊を口に入れると、周囲はとろけてふわっとしているのだが、中心
はポテトの形が残っていて粘り気が強い。変わった食感で、記憶に残る。他でポテトサラダを食べても、
必ず鳥通のことを思い出すだろう。 
 

 
記憶に残るポテトサラダ 
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 ポテトサラダといえばマヨネーズ。そこで、マヨネーズがついてくる料理を 2 品紹介する。 
 ⻑持ちするつまみの代表エイヒレと、僕にとってはおろし生姜よりマヨネーズが嬉しいイカの一夜干
し。 

 
⻑持ちするエイヒレ 
 

イカの一夜干し 
 
 このマヨネーズはすぐ分かる。キューピーの赤キャップである。確認したら正解だった。若い人が好む
からだというが、たぶんオヤジのほうが好きだと思う。 
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客層がいい 
 
 島田さんに、鳥通のどこが気に入っているのかを聞いてみた。 
「まず、大将がいいですね。話しかけて来るかと思えば、しばらくほったらかしにする。そのバランスが
とてもいい」 
 それは、僕も感じていたところだ。 
 
「あと、客層がいいのか、他のお客さんがうるさくないのがいいですね」 
 周囲を見渡すと、なぜか白いワイシャツの人がほとんど。官庁系の人がたまたま集まったのだろうか？ 
お客の声が適度にザワザワしているのは、良質な BGM になる。 
「あとは、こうやって 1 人でカウンターに座っているのもいいのだけど、人を連れてきて恥ずかしくな
いのもいいですね。ちょっとした接待で 2 軒目に使うのに重宝します」 
 
仲間と数人で来るときにもいい。 
「ちょうどいいテーブルが空いていなかったら、テーブルのレイアウトを変えてくれたり、他のお客さ
んにずれるように言ってくれたりするので助かります」 
 店とお客が協力関係にあるのは、気持ちがいい。 
 
氷にこだわる 
 
 レモンサワーを注文したら、「うちは氷が違う」と小川さん。 
 氷屋の氷にこだわっているという。溶けにくいからだ。 
 たしかに、レモンサワーを飲み終わっても（僕は飲むのが速いのだが）、氷が大きく残っていて、酒が
薄まった感じがしない。凍らせている水の純度も高いのだろう、すっきりした飲み口である。 
 ガラナハイボールという変わったメニューがあったので頼んでみた。ドクターペッパーの味がする、
とは島田さんの弁。 
 鳥通では、ハイボールといえば角ではなく、富士山麓。これもこだわりの 1 つなのか？ 
 どれも氷屋の氷を使っていて、居酒屋ではなく、バーで飲んでいるかのようだ。 
 
おすすめ料理 2 品 
 
 島田さんにおすすめの料理を聞くと、きのこのホイル焼きがいいという。ちょっとずつ食べられて、冷
めてもおいしいというのがその理由だ。ダイエット中なので、低カロリーなのも嬉しいと付け加えた。 
 
 マイタケ、シメジ、エリンギをバターで蒸し焼きにしたもので、熱いうちもおいしいが、島田さんの言
う通り、冷めても味が落ちない。 
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冷めてもおいしいきのこのホイル焼き 
 
 小川さんにもおすすめを聞いてみた。「おすすめメニューに挙がっているのは何でもおいしいよ」と言
うのだが、どれか 1 つにしてほしいと無理を言うと、マグロのほほ肉（ニンニクしょうゆ焼き）を薦めて
くれた。 
 マグロのほほ肉は臭みのある部位で、これも例外ではなかったが、いい感じの臭みだった。ニンニクの
利かせ方が抜群だし、付け合わせのさらし玉ねぎと一緒に食べるとちょうどよくなる。⻭がすっと通る
柔らかさもいい。 

 
店主一押しのマグロのほほ肉焼き 
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⻑く付き合いたいなら 
 
 締めに茶そばを注文し、出てくるまでの間、小川さんに接客で心がけていることを伺った。以下、語録
風にまとめる。 
 
「低姿勢でなく、自由気ままにやっているのがいいのかもしれないね」 
「お客さんと親しくなり過ぎてはダメ。ある程度の距離を置く。⻑く付き合いたければね」 
「土地柄、政治家なんかも来るので、新聞はよく読んでるよ。経済の話なんかが盛り上がるからね。普通
のお客さんとならスポーツの話もいい」 
「初めてのお客さんには気を遣っている。やっぱりまた来てほしいからね」 
「地方から出張で来て、近くのホテルに泊まっている人には、その人の住んでいるところの話を聞いて、
きっかけを作る。よその土地のことだから、話自体も面白いよ」 
「中が見えるか見えないかぐらいの店が一番入りやすいんで、そうしている」 
「うちは 2 時までやっているのだけど、11 時過ぎに入って来るお客さんはもう終電はあきらめてじっく
り飲みたいという人が多いからなんだ。新聞記者とかテレビ局の人とかだね」 
 これから居酒屋を始めようという人には、貴重なノウハウではないだろうか。島田さんが気に入るの
も分かる気がした。 
 
 茶そばは、蕎⻨屋レベルの味。辛口の八海山とよく合った。 

 
仕上げの茶そばも蕎⻨屋レベル 
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 最後にお茶をもらえないかと頼むと、当然のように出してくれた。意外と「あがり」を出してくれない
店が多いのだが、鳥通では当たり前のことなのだろう。出てきたお茶はほうじ茶だった。 
 
■取材日：2015 年 8 月 19 日 
■店名：鳥通 
■電話：03-3586-0300 
■住所：東京都港区赤坂 2-8-14 ラミアール赤坂 1F 
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いろいろな意味でホッとした店 
東京・王子「串乃介」 

悪いときには悪いことが続くもので、4 軒連続でご縁がなかった。今月の掲載をもうあきらめかけたと
きに妻が見つけてくれたのが、JR 王子駅北口から徒歩 1 分の串乃介だった。この店との縁を取り持つ
という天の配剤だったのだろうか。連載のコンセプトど真ん中の店を見つけることができた。 

 
 今までもいろいろあった。掲載拒否も何回かあった。勇んで入ったのに、これは載せられないという店
も何軒かあった。しかし、1 回分の記事の取材でそんなことが連続して起こったことはなかった。 
 ところが今回は 4 回も連続したのである。 
 1 軒目は、ちょっとしたトラブルでダメになった。塩とタレを間違えて焼いてきたのだが、それを指摘
したあとのお店の対応が最悪。それでも料理はとてもおいしかったので、掲載を考えたのだが、「塩とタ
レなんか変わらないのに」という店員のひと言が耳に入ってきたので、断念した。 
 
 2 軒目は、新宿のはずれにある、隠れ家風の店だった。予約の電話ではとても愛想のいい感じの店⻑だ
ったのだが、きっと僕の顔が気に入らなかったのだろう。話しかけても適当に相づちの「塩対応」。おま
けにやきとりの塩加減も安定しない。まさに「塩害」だ。とはいえ特徴もあったので一応掲載許可はいた
だいたのだが、その後に「接客へのこだわりがあったら教えてください」と聞いたら、「ありませんね」
と言われて、これも断念。 
 
 次は、お世話になっている方に紹介をお願いした。ありがたいことにすぐに問い合わせてくださった
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のだが、取材を断られたとのこと。「年寄りが 1 人でやっている店なので、これ以上知らないお客を増や
したくない」のだそうだ。もっともな理由だし、無理も言えない。 
 
 考えた挙げ句、前回の取材帰りに紹介者と飲んだ王子の店がなかなか良かったので、そこを取材させ
てもらうことにした。休日だったので、妻を伴って行く。 
 そうしたら、その店が定休日でもないのに休み。開店時間前には確かに人がいたし、2 階の住居のあか
りも点いている。なのに何回電話しても誰も出ない。 
 
 潮時だな、と正直思った。何か自分に欠けているところがあるのだろう。思い当たることもないわけで
はない。いずれにしろ、天は「もうやきとりの取材はやめろ」と言っているのだ――。 
 
 雨でびしょぬれの野良犬のように、へこたれてしまった。その様子を見かねた妻がスマホで検索して
くれて、「昼から空いているというだけのお店かもしれないけれど良さそうだよ、行ってみようよ」と言
う。そこがダメなら、あきらめよう。 

こうして、かなり悲痛な覚悟で訪れたのが、今回紹介する串乃介である。 
 
カウンターに座った瞬間ホッとした 
 
 お店に入ったのは夕方 5 時半ぐらい。20 坪ほどあるお店には 7 人のお客が来ていたが、面積からする
と少なく感じる。一瞬ハズレかなと思う。あとで店員に聞くと、ちょうど空き始めたころで、さっきまで
は満員だったそうだ。ちなみに開店は 2 時だ。 
 お店の様子はすごくいい。いかにも昭和のやきとり屋である。カウンターに座った瞬間、ホッとした気
分になった。本当に失礼ながら、たとえやきとりがおいしくなくても、お店の雰囲気だけでもう十分記事
になると思ったのだ。とにかく落ち着くお店であるのは間違いない。 

 
気持ちが落ち着く店内 
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瞬間で出てくるドリンクと絶品の「すぐ出る」系 
 
 さっそくホッピーを頼む。これが瞬間で出てきた。ドリンクが早いのは、間をおかずに飲み続けている
感じの僕には本当にうれしい。 
 あとで振り返ると、妻はこのホッピーにとても満足したらしい。家でもホッピーをよく飲んでいるの
で、僕は実は気付かなかった。その理由は、翌日知ることになる。 
 
 なお、串乃介にはお通しがない。なので、「1 人 300 円以上、料理を注文してほしい」との貼り紙があ
る。もし行かれることがあったら、協力してあげてほしい。 
 我々がお通し代わりに頼んだのは、いわゆる「すぐ出る」系の枝豆とポテトサラダ。枝豆は茹で立てで
はないのだが、味が濃厚。枝豆にうるさい妻が称賛していた。 
 ポテトサラダも文句なし。マヨラーの僕は、マヨネーズたっぷりのポテサラを好む。だからスーパーで
買ったやつだと家でマヨネーズを足すこともある。ところが、串乃介のポテサラはマヨネーズが少なめ
なのにとてもおいしいのである。 
 イモ自体がうまい。聞けばかなり手の込んだ調理をしているのだそうだ。 
 

 
瞬時に出てくる濃厚な枝豆 
 



愛を求めてやきとり漂流 

p. 86 

 
マヨネーズが少なめなのにマヨラーの僕が気に入ったポテトサラダ 
 
塩加減が最高 
 
 やきとりで注文したのは、鶏もも、レバー、かしらねぎま、つくね串。つくね串はタレで、あとはおま
かせ。 

 
左手前から 2 本ずつ、ナンコツ、鶏もも、レバー、つくね串 
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 レバーはタレで、鶏ももとタンは塩で出てきた。もっちりした豚のレバーがよく焼けたネギと合う。 
 つくねは、僕が「練り物」系と呼んでいる、おでんに入れると良さそうなやつ。ホッピーにはこれが一
番という最強ペアだ。 
 鶏ももはこりこりしていて、噛むのが楽しい。 
 ナンコツは、豚のもの。これも噛みごたえが良く、いつまでも噛んでいたくなる。 
 鶏もナンコツも塩加減が最高で、薄味なのだが、まんべんなく味がついている。 
「これは刷毛で延ばしているの？」と聞いたら、手で振っているのだと言う。ただし、その前に酒を振り
掛けるのだと教えてくれた。 
 
他にない煮込み 
 
「創業以来変わらぬ塩ベース」とのコピーに惹かれて、煮込みを注文する。 
 これには驚いた。他で食べたことがない。なんととろみがついているのだ。中華風の調理法である。生
姜がよく利いていて、かなり温まりそう。 

 
とろみがある中華風の煮込み 
 
 いわゆるモツ煮込みとは違う。なので、初めてのお客が注文するときには、「うちの煮込みは、普通の
モツ煮込みとは全然違う」と説明するのだと言う。そうでないと「こんなの煮込みじゃない」と怒り出す
客もいるからだ。 
 実際シロなどの腸の部位は入っておらず、タンとハツ、カシラの 3 種の肉と大根、こんにゃく、ニンジ
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ンの都合 6 種類の具材を 2 日間煮込むのだそうだ。 
 
 妻がもうそろそろお腹いっぱいに近いと言うので、串焼きの追加は自分の分だけの 1 本ずつにした。 
 鶏かわ、かしらねぎま、豚バラ、およびぼんじりをおまかせで注文したところ、全部塩。実際、串乃介
は塩がうまい。 
 タレも悪くないが、肉がうまいのと塩加減が本当に上手なのでまずは塩で味わってから、タレにチャ
レンジするほうがいいように思う。 
 
 鶏かわはパリッパリ、かしらねぎまは東松山風で辛みそと抜群に合い、豚バラは甘い。どれも逸品だ
が、ぼんじりがギトギトしていないのが僕には最も好ましい。 
 若いころはギトギトしているからぼんじりが好きだったのだが、だんだん食べられなくなり、今では
あまり注文しなくなった。ただあまりに塩加減がいいものだから、もしやと思って頼んだら大正解だっ
た。 

 
左から鶏かわ、かしらねぎま、豚バラ、ぼんじり 
 
一品料理もすばらしい 
 
 まだ多少は付き合えると妻が言うので、一品料理のおすすめを聞く。 
 特製玉子焼きだと言うので、それとメンチカツを頼んだ。 
 玉子焼きはすぐに出てきた。表面はしっかり焼けているが、中はトロトロでネギはしゃきしゃきだ。こ
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れは「特製」の名に恥じない。 
 なお頼めば、しらす干しや納豆など好きなものをトッピングできる。 
 
 メンチカツは時間をかけて、じっくり揚げたもの。ひき肉をハンバーグのようにがっちり固めてから
衣をつけて揚げたものと見える。油っこさがなく、サクサク。 
 しつこいようだが僕はマヨラーで、メンチカツにはマヨネーズをたっぷりつけるほうなのだが、これ
にはマヨネーズは不要。イカリのテーブルソースとからしだけの方が、味がよく分かっていい。しかし、
イカリとは渋い。 

中トロトロ、ネギしゃきしゃきの玉子焼き 
 

 
マヨラーの僕がマヨネーズなしでおいしいと感じたメンチカツ 
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 店⻑らしき人に掲載の許可をもらおうとしたら、「今日は社⻑が来ていないので、明日の開店前に電話
をしてほしい」と言う。 
 ここまで 4 連続でダメだったので、ちょっと嫌な予感がしたが仕方ない。「大船」の記事を印刷したも
のと名刺を渡し、翌日改めて掲載許可をもらうことにした。 
 
ホッピーに助けられる 
 
 翌日、指定された時間に電話をしたところ、今週どこかで打ち合わせができないかと言われる。打ち合
わせまでしておいて、さすがに掲載はダメということもないだろうと思い、今から行きたいと伝えると
快諾してくれた。これで 2 日連続で王子に行くことになった。 
 
 午後 3 時過ぎに串乃介に着くと、店の前にそれらしき人が立っていた。目礼すると、「あ。森川さんで
すか？」と言う。串乃介の田邊勝久社⻑だった。 
 田邊さんはとてもきさくな方で、実は広報には力を入れているのだと言う。ただ雑誌やタウン誌なら
勝手は分かるのだが、Web 媒体はあまりよく分からないため、注力してこなかった。だから今回の取材
はありがたかったし、ただよく分からないからきちっと話を聞きたいということなのであった。 

 
串乃介の田邊勝久社⻑ 
 
 串乃介は来年で開業 20 年になる。ある事情で王子に居酒屋店を出したらどうなるかリサーチしていて
いたら、これはいけると思い、自分で店をやりたくなった。それで脱サラし、駅前の喫茶店だった店舗を
改装して、串乃介を始めた。 
 ホッピーには、かなり助けてもらったと言う。浅草出身の田邊さんには馴染みのあるホッピーだが、当
時王子にはホッピーを出す店は見当たらなかった。 
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「でも王子という土地柄にホッピーが合っていたんだろう」と田邊さんは言う。ホッピーを置くことで
お客が来るようになった。毎日 3 ケース売れる。これにはホッピービバレッジも驚いたらしい。 
 
 ホッピーには、ホッピービバレッジが推奨している「3 冷」という飲み方や、以前「鳥通」の記事で紹
介した「2 凍 1 冷」という飲み方がある。 
 だが串乃介のホッピーのウリは違う。それは、焼酎がとても多いことなのだ。 
 
 妻が串乃介のホッピーを気に入った理由はこれだった。サワー類が薄いと文句を言うタイプなのであ
る。いつも家でホッピーを入れるときは僕も妻も、まさにこの写真ぐらいの量を入れるので、僕は普通に
違和感なく飲んだのだが、言われてみたら量が多いのである。 
 この量がウケるとは、王子の人たちとは仲良くできそうな気がする。 

 
ホッピー用の焼酎――量が多い 
 
タクシー運転手対応で始めた午後 2 時開店 
 
 最初はかなり試行錯誤した。串を 1 本ずつ次々と置いていく東松山風の店にしようとしたこともある。
今でも辛みそに東松山の名残はある。 
 結局はお客に聞くことだと思い、いろいろな意見を聞きながら、3 年で今のスタイルにしたと言う。 
 お店とお客、あるいはお客同士のコミュニケーションの場になるようにしている。スポーツバー的な
雰囲気の店が理想だ。ちなみに野球だったら、全チームの試合が見られるようにケーブルテレビと契約



愛を求めてやきとり漂流 

p. 92 

しているそうだ。 
 
 午後 1 時過ぎに仕込みを始める。近所にタクシー会社があり、ある日夜勤明けの運転手さんが「冷や
奴があれば十分だけど、飲ましてくれないかな」とやってきた。 
 仕込みの最中なのでどうしようかと思ったが、お客のほうで気にならないならいいと思い、店を開け
ることにした。 
 
 僕もせっかく打ち合わせに来たので、3 時半ぐらいから、今度は客として飲み食いしたのだが、正直初
めての人は本当に入っていいのかとまどうかもしれない。 
 ただ、だいたいの時間は田邊さんが店の前に立っていて、入っていいか聞けば「いいよ」と答えてくれ
るに違いない。 
 
最後に驚き 
 
 昨日食べていないものでお勧めがあればと田邊さんに聞くと、馬刺しだと言う。馬刺しは供給が安定
しないので、「○○産」と銘打つことが難しいのだが、問屋にはできるだけ⻑野産のものが入るようにお
願いしている。その他では熊本産がいいそうだ。 
 こだわるだけのことはあって、たいへん旨味の強い赤身だ。よく噛んで舌の上で転がしながらいただ
いた。 

 
こだわるだけのことはある馬刺し 
 
 昨晩はハツがなかった。今日はあると言うので、タンと一緒に頼む。肉は文句なくうまく、そのうえ相
変わらずの安定した塩加減だ。 
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ハツもタンも安定のうまさ 
 
 特に勧められたわけではないのだが、気になっていたので注文した「やきとんシロ」。なお串焼きは原
則として 1 本ずつから頼めるが、これと砂肝だけは 2 本ずつとなる。 
 出てきたものを見て、「あれ？ 鶏かわなんか頼んでないのにな」と思う。しかし、食べてみると「ああ。
シロだ」と分かる。驚いた。脂好きには至福の味だ。脂が多いのにパリパリしている。あごが疲れ果てる
まで噛み続けたい逸品だ。 

 
驚きのやきとんシロ 
 
 お店は広いので、ある程度の人数の団体だったら受け入れてくれるとのこと。ただし、学生の団体はお
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断りしているそうだ。客層の中心が 50 代以上なので、あまりに騒がしいのは困ると言う。学生でも 1 人
とか 2 人なら OK だそうだ。 
「8 割がリピーターさんなので、店の雰囲気は守りたいんですよね。だから、変なお客が入ってこないよ
うに、店の前に立って門番をしているわけ。それで、『王子の関所』ってお客さんには呼ばれているんだ
よ」。 
 
 でも通行手形がなくても、たいていの人は温かく受け入れてくれるやきとり屋だ。スタッフもパッと
見は強面の人が多いけれど、それは真剣に仕事をしているだけで、話しかけると人懐こい、いい笑顔をし
てくれる人ばかりだ。 
 
■取材日：2015 年 11 月 1 日、2 日 
■店名：やきとり道場 串乃介 
■電話：03-3907-2626 
■住所：東京都北区岸町 1-3-2 
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やきとり屋で飲むのが好きだったので始めた店 
東京・下井草「弘城屋」 

⻄東京の典型的な住宅街であろう下井草。繁華街とは言えないが、それなりに商店や飲食店が点在す
る駅近くに弘城屋はある。閑静で住みやすそうな街の住人が、一人、夫婦、あるいは家族でくつろいで
いる文字通りアットホームな店だ。店主の人なつこさと独特の感性が、この居心地のよさを作ってい
る。 

 
 王子の串乃介の記事を読んだ方（以下 S さん）からメールをいただいた。⻄武新宿線の下井草にどう
しても「知ってもらいたい店」があるという。 
「ご夫婦とおぼしき 2 人でやっている店で、ホッピーもあり、通るたびに毎回立ち寄りたいと思うほど、
落ち着く店」とのこと。この連載の趣旨にピッタリのお店だ。 
「ぜひ行きたいので同行願いたい」とお返事したところ、「実家は下井草だが、現在の勤務地は静岡県な
ので難しい」という。残念ながら同行していただくのはあきらめて、どういうところがお気に入りなのか
を具体的に教えていただいた。 
 
・ 居心地がよく、まさに「アットホーム」 
・ 常連や家族連れが多いが、飛び込みの一人客でも気兼ねしないで済む 
・ キンミヤ焼酎の店で、当然ながら（僕・森川の好きな）ホッピーもある 
・ ポテトサラダがお薦め 
・ 基本 100 円のやきとんがお薦め。串の肉は大ぶりでなく、いろいろな種類を味わえる 
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・ ピザやパスタなど洋風料理もあり、低価格で楽しめる 
・ （結論的に）食べて飲む人には最高 
 
 上は、S さんの思いがこもった⻑文メールの中から、僕が特に共感したところだけをまとめたもの。メ
ールを読み終わった直後に予約を入れたのは言うまでもない。 
 
早速話しかけてくれる人なつこさ 
 
 夕方の 6 時にお店に入ると、既に 4 割ぐらいの席が埋まっていた。 
 焼き場の前のカウンターが運よく空いていたのでそこに陣取り、早速ホッピーを頼み、それからメニ
ューを見て、S さんお薦めのポテトサラダを注文した。 
 
 ホッピーを飲みながらポテトサラダを待っていたら、突然店主が話しかけてきた。 
「初めての方ですよね？」 
「あ。はい」 
「どうやって店をお知りになりました？」 
「実は、下井草がご実家の方からメールでご紹介いただきまして……」 
 人にもよるのだろうが、初めての店で緊張気味のときに、店主が話しかけてくれるというのはホッと
するものだ。 
 
 ホッピーの焼酎（なか）はキンミヤ焼酎。大衆的なやきとり屋のスタンダードだ。 
 オープンするときに、営業マンにドアのガラスに貼るステッカーを要望したら、なんとわざわざ作っ
て持ってきてくれたのだという。 
 なおキンミヤ焼酎に「大⻨」があるということを、今回初めて知った。 
 
ポテトサラダの世界は奥が深い 
 
 S さんが絶賛していたポテトサラダが来た。早速いただく。 
 それにしても、ポテトサラダというのはなんと奥が深いのだろう。いや、深さではなく広がりなのか。
どちらにしても、またしても初めての味と食感だった。 
 
 ふわっとしている部分が周囲にあり、中心に硬くもなく軟らかくもない、ちょうどいい⻭ごたえの部
分がある。マヨネーズが少し多めで、マヨラーにはたまらない。⿊コショウが目立たないのに存在を主張
している。大きめに砕いたゆで卵がたくさん入っている。 
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ふわっとしていて硬くもなく軟らかくもないポテトサラダ 
 
 この連載だけで 20 軒ぐらいのポテトサラダを食べたが、もはやどこが一番おいしいかなどと比較でき
ない。それほどポテトサラダは店によって違うし、出す店はどこも力を入れている。 
 
タレはつやも大切 
 
 S さんのお薦めはやきとんだったが、まずは鶏肉から攻める。塩・タレお任せで何種類か注文した。串
は 1 本から頼める。 
 
 最初に出てきたのは、せせりと皮。両方とも塩で出す店のほうが若干多いが、タレで出てきた。この 2
つをタレで出す店は僕の経験上、タレに自信があることが多い。 
 今までのお店であまり意識したことがなかったのだが、タレはつやも大切だと改めて感じた。お腹が
減っているときに、ここまでつやのあるタレ焼きが出てくると、それだけでうまさが倍になる。 
 肉ももちろんおいしい。せせりは⻭ごたえがあり、いつまでも噛んでいたい。皮は焼き加減がよく、カ
リッとして香ばしい。 
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タレのつやが食欲をそそるせせり（左）と皮（右） 
 
 さすがにキンミヤ焼酎を置いているお店なので、コダマサワーやガラナソーダなど、好きな人にはた
まらないドリンク類が置いてある。 
 まずはコダマサワー割り。つやのあるこのタレとまたよく合う。 
 他も一通り飲ませてもらったが、紹介は割愛する。 
 
庶⺠でよかったと感謝したくなる一品 
 
 S さんはメールに、「自分は江⼾っ子なので『冷奴』は外せない」と書いていた。江⼾っ子が冷奴を好
きというのは僕には初耳だったのだが、そこは信じることにして、メニューで探したところ、先に「煮豆
腐」という料理が目についてしまった。 
 江⼾っ子でない僕は、あっさりと煮豆腐に惹かれてしまい、こちらを注文してしまった。S さんには申
し訳ない限りだ。 
 たぶん冷奴もおいしいと思う（次はぜひ頼みたい）のだが、これはこれで大正解だった。 
 味は見たまま。甘めのダシが豆腐によく染み込んでいる。キンミヤ焼酎をサワー類で割って飲める店
ならではの味。「庶⺠で本当によかったです」と天に感謝したくなる。 
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見たままの味の煮豆腐 
 
塩もたまらない 
 
 ぼんじりは塩。脂はいい感じに飛んでいてカリッとしているのだが、脂っこさは残っている。これもサ
ワー類と最高の相性だ。 

 
カリッとしながら脂っこさが残っているぼんじり 
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 塩については詳しく聞かなかったのだが、あまりしょっぱくなく、肉の甘みを引き出すもののようだ。
塩加減もとてもいい。これは、他の塩味の串も同じ。 
 
やきとり屋で飲むのが好きだったので 
 
 店主に改めて挨拶し、いろいろとお伺いした。萩原弘城さん、48 歳。店名は店主の名前から取ったも
のだった。 
 健康関連の雑誌を発行する出版社にいたという。音楽が好きで、かなり本格的にクラッシック音楽（オ
ペラ）をやっていた。 
 
「飲食店の経験はないんですよ」と萩原さん。 
「そうなんですか！？ ではなんでやきとり屋に？」 
「やきとり屋で飲むのが好きだったもので」 
 
 自宅が高円寺で、地元で有名な「大将」というお店の常連だったそうだ。 

だが、そんな理由でやきとり屋を始めてはいけないと僕は思った。なぜなら、焼いているときは食べら
れないではないか――すると、僕の予想通りの答えが返ってきた。 
「腹を減らしながら、焼いてるんですよね」 
 
 でも、食べたらうまいだろうなあという気持ちが、料理のおいしさとつながるのだという。自分がうま
いものが好きなので、お客にもうまいものを食べてほしい――そのための取り組みの一環のようなのだ
が、理屈はよく分からない。ただ、実際に料理はどれもおいしい。 
 空腹と戦いながらこの記事をまとめているので、萩原さんの忍耐強さは尋常ではないと改めて感じ入
っていってしまう。 
 
鶏肉を次々と 
 
 鶏肉を次々と注文した。 
 
 まず、「とりはつ」と「とりれば」。とりればは「よく焼き」と「レア焼き」を選べるので「レア焼き」
にした。 
 見た目はタレっぽいのだが、両方とも塩。とりはつはモチモチした食感で臭みがない。とりればも同じ
く臭みがなく、肉の新鮮さが分かる。 
 
 つなぎはタレと思ったのだが、これも塩だという。コリコリ感は塩のほうが引き立つようだ。 
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とりはつ（左）ととりれば（右） 
 

 
タレに見えるが塩だというつなぎ 
 

砂肝は塩。味がぎゅっと凝縮している。これも新鮮さがよく分かる。 
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味が凝縮している砂肝 
 
 肉が新鮮なのは、鶏専門の肉屋から毎朝仕入れているからだ。人づてに聞きながら、探しあてた仕入れ
先だそうだ。 
 焼き加減を讃えると、これも苦労したらしい。 

普通に炭焼きコンロを使うと、食材から炭までの距離が遠いので、焼き上がるのに時間が掛かる。ある
高級店に行ったときに、炭の下に何かを敷いて底上げしていることに気がついた。 

試行錯誤を重ねて、うちわで火力を上げなくても早く焼けて、しかも火が通る距離を見つけたという。 
 

よそでうまいと思ったら再現 
 
「自分が食べたいものを出す」というのもポリシーの 1 つだ。 
 
 ある有名なやきとり屋の話になった。 
「あそこはやきとりよりもシュウマイのほうがうまいですよね？」と僕。 
「ああ、あなたもそう思っていましたか。僕もそう言いたかったんだけど、あそこのやきとりのファンだ
ったらと思って、言えなかったんですよ」 
「ははは。気が合いますね」 
「ただねえ。あそこのガツ刺しは最高なんですよ」 
 それで店に出そうと一生懸命再現したという。これはお願いするしかない。 
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 4 種類の調味料を、少しずつ配合を変えながら何度も試して、作り上げたのだという。実は、僕はその
店のガツ刺しは食べたことがないのだが、これがそうなら本家のガツ刺しも一度食べてみたいと思う。 
 なお名前はガツ「刺し」だが、どこの店でもガツは茹でたものを出すので安心してほしい。 

某有名店の味を再現したガツ刺し 
 
次はやきとん中心で 
 
 鶏肉がうまかったので、一通り好きな部位を食べてしまった。 

S さんお薦めのやきとんも食べなければいけない。基本は 100 円。とろ・ばら・たんの 3 種類のみが
120 円。安い！ 
 メニューの上から、かしら、かしらあぶら、はらみの 3 種類を 1 本ずつ注文した。 
 ３つとも塩。コショウも掛かっている。 

かしらとはらみももちろんおいしい。僕が一番気に入ったのは、かしらあぶら。ぼんじり同様、いい感
じに脂っこさが残っている。しかも大ぶりである。最初に頼んでいたら、こればっかり食べていたかもし
れない。 

 
 やきとんがおいしいお店で、しろは外せない。 

ゆがいてからタレにつけて焼く。これもまた、脂が落ちきらずに適度に残っている。そしてプリプリと
口の中で弾ける。 
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はらみ（左）、かしら（中央）、かしらあぶら（右） 
 

 
ゆがいてタレにつけて焼いたしろ 
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 次に立ち寄るときには、やきとん中心にいただくことにする。 
 
一品料理を次々と 
 
 やきとんを 4 種類でとどめたのは、気になる一品料理がたくさんあったからだ。 
 まずローストビーフ。炭でじっくり炙って作る。軟らかい肉に自家製のマスタードソースが絡まって、
このために注文した赤ワインがとても合う。 
 

 
赤ワインとよく合うローストビーフ 
 
 次に、うずらニンニク。メニューでは「その他」のカテゴリーに入っていたので、どんな料理か想像が
つかなかったのだが、実は串焼きだった。 
 他店では見たことがないが、これが意外と合う。うれしい発見だ。 
 
 自家製のピクルスは、甘味も酸味もちょうどよく、口の中がさっぱりした。 
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実は串焼きだったうずらニンニク 
 

 
口の中がさっぱりするピクルス 
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「締めに何か薦めてください」とお願いすると、焼きうどんはどうかという。 
昔、奥さんが賄いで作ったもの。茹でたうどんをバターで炒めて、醤油で味付けしたというシンプルなも
のだが、おいしかったのでメニュー化したのだという。 

  
バターと醤油の相性がいい焼きうどん 
 
気取りはないが静かな客層 
 
 駅前だが、閑静な住宅街が控えているだけあって、お客も全般に静かだ。にぎやかだが、大声は聞こえ
ない。しかしやたら上品ぶっているわけでもない。萩原さんも「気取りのないお客さんと楽しく話せるの
が幸せ」という。 
 10 席のカウンターの他に奥に 14 人まで入れる席がある。暖かい時期は、外にもテーブルを出すとい
う。なのである程度の人数でも受け入れてくれるが、住宅街のお店は、やっぱりそこの住⺠のもの。大勢
で行ったとしても、混ぜてもらうという気持ちでマナーよく飲みたいものだ。 

もちろん一見（いちげん）客が一人で入っても、気持ちよく受け入れてくれる。それは僕が体験した通
りだ。 
 
■取材日：2015 年 1 月 23 日 
■店名：炭火食堂 弘城屋 
■電話：03-3395-5619 
■住所：東京都杉並区下井草 2-40-20 
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おわりに 
 
 私にとってはいろいろと苦労もありましたが、思い出深い連載でもありました。 
 本文でも触れていますが、4 回連続で記事掲載ができなかったこともありました。最初の頃は、どのお
店も快く掲載を許可してくださったのですが、途中から本当にたいへんになりました。 
 それでも 1 年半も続いたのは、良いお店に取材できたときの喜びが大きかったことと、この連載を楽
しみにしてくれる方が思ったよりたくさんいたからでした。 
「大船」の記事に登場してもらった編集⻑で JAGZY が続いていたら、まだ連載していたことと思います。 
 
 やきとりライターとして生計を立てる夢は叶いませんでしたが、また同じような仕事があればうれし
いなと思っています。そのときは、できたらカメラマンはつけてもらえたらと思うのですけれど。 
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