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　ニューヨークでトップクラスのステーキハ
ウスの多くが、「ピーター・ルーガー・ステー
キハウス」に影響を受けていることは、あまり
に有名だ。
　「ウルフギャング、ベンジャミン、ベン&ジャ
ック…。いずれも創業者は元々、うちのウエ
イターでした」。指折り数えながらそう話す
のは、4代目共同経営者のダニエル・ターテ
ル氏。「ここで学んだ人たちが自分の店を持
つのは、良いことだと思う。それでもピータ
ー・ルーガーが特別であり続ける理由は、私
たち家族が秘密にしている、肉選び。これだ
けは真似できません」

家族経営のあり方
　今でも1日に6000〜1万2000件（!）の
予約電話が入るという、ニューヨークステ
ーキハウスの代表格であるにもかかわらず、
ピーター・ルーガーはニューヨーク外に進
出したことがない。現在、ブルックリン区ウィ
リアムズバーグとロングアイランド・グレー
トネックの2店舗のみ。満を持して決まった
3店舗目は、2020年オープンの東京店。米
国内を通り越して、いきなり海を渡った。
　事業を積極的に広げない理由は、1950
年にターテル氏の曽祖父が事業を引き継い
でから徹底している、家族経営スタイルだ。

老舗ステーキハウスの矜持
Jap io n  me e t s  Pe ter  Luger

Special
Interview

ピーター・ルーガー・ステーキハウス 共同経営者
ダニエル・ターテル氏

Photos by Peter Luger Steak House



5

ターテル氏と他3人の家族でレストランに関
する全てを管理しているので、2店舗でもす
でに手一杯なのだとか。
　牛肉選びの基盤を築いたのは曽祖母。
「男性しかいない、50年代の血なまぐさい
市場を毛皮のコートを着て歩き回り、非常
に注意深く肉を選んでいたといいます」。そ
の知識は娘たちに受け継がれ、現在もター
テル氏のおばや、いとこが肉の精査を担当し
ている。USプライム牛の中から厳選した、わ
ずか2%程度だけが客席に並ぶ。
　血の繋がりだけではなく、働いているウエ
イターも含め、みんな家族のように思ってい
るというターテル氏。「客の全員がスーツに
ネクタイを締めたファンシーな店ではなく、
カジュアルな店でありたいと思っています」。
常連客の中にはジーンズとTシャツでやって
くる人もいるそうで、ターテル氏は「どんな
人でも歓迎」だとにっこり。

変わる街、変わらない店
　「ウィリアムズバーグは、ここ数年で大きく
変わりました。以前は鉄工場が多い場所で
したが、曽祖父が店を継いだころには鉄工
業が衰退し、治安の悪いエリアになっていま
した。祖母が車を運転する際は、キッチンナ
イフを忍ばせていたくらいです」
　開発の進んだウィリアムズバーグには移
民や観光客が増えたが、メインの客層は今
でも地元ニューヨークに住む常連客だとい
う。彼らのお決まりの注文は、アペタイザー
のベーコン、ミディアムレアステーキ、そして
サイドにホウレン草とハッシュドブラウン。
　「時間のない観光客には、ランチ限定のハ
ンバーガーも人気。実は私もお気に入りの
メニューです」とターテル氏。
　これからも、今までと変わらないスタイル

を貫き続けることが、ターテル氏の目標だ。
　「みんなが私たちのやり方を愛してくれ
て、常連として長年通ってくれることを、何よ
りもうれしく思っています」

東京での挑戦
　初の海外店舗に選んだ東京は、「素晴ら
しい街。皆がディテールに気を配り、信頼を
置けるところが心地よいですね。一緒に働く
人々に自信が持てなければ、（海外出店は）
実現しませんでした」。
　東京店舗はニューヨークと「全く同じ」よ
うに展開することで勝負する。肉はアメリカ
から直送、メニューも今のところ本国のもの
から変えないそうだ。「まだ詳しくは明かせ
ないけど、最高のロケーションに巡り合いま
した」とターテル氏は含み笑い。
　1887年から守り抜かれたブルックリンの
伝統は、東京の人々の目にどう映るのか。タ
ーテル氏は期待に胸を膨らませつつも、今
日もニューヨークで常連を待つ。

Daniel Turtel◆「Peter Luger Steak House」
共同経営者。1887年創業の同店を、Daniel氏の
曽祖父Sol Formanが1950年に買収。現在まで
家族経営を続けている（peterluger.com）
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アメリカの味をもっとおいしく

310 W. 40th St. (bet. 8th & 9th Aves.)
TEL: 646-609–5200
farmtoburger.com

「All American」バーガー（セットで$20）は、ベーコン・トマトジャムがアクセント

ジャピオン厳選の10店

farmtoburger at Aliz Hotel
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　レンガ壁には、絵の具で描かれた雄大な
田舎の景色。店内には木箱や農具が積ま
れ、天井付近には木枠の本棚。ポートオーソ
リティー近くにあるアリズホテル内のハンバ
ーガー店「ファーム・トゥー・バーガー」は、
ネイバーフッドの雰囲気に反し、とても落ち
着いている。どこかで気軽に食事をしたい観
光客にとっても便利なロケーションだ。
　生産者の顔が見える、自然派の食材だけ
を使おうという概念「ファーム・トゥー・テー
ブル」を、アメリカのソウルフードであるハン
バーガーに反映させようという試みの店。聞
いてピンと来なくても、かさのあるハンバー
ガーを一口かじれば、そのこだわりはすぐに

分かる。みずみずしくてシャキシャキのレタ
スと玉ネギ。グラスフェド（牧草育ち）の牛肉
でできた、スモーキーでジューシーなパテ。
そして濃厚で雑味のないチーズ…。全てが
バランスよく調和しているからこそ実現する
高級感だ。
　スープまたはサラダに、フレンチフライが
付いて20ドルというセットはかなりお得。ビ
ールかミルクシェークを一緒に頼めば、正
統派なアメリカンディナーの完成! ベジタリ
アン向けのパテも注文可能。
　ちなみに、ブランチではベルギーワッフル
やアボカドトーストなど、ディナーとはまた
違ったメニューをそろえている。

ホットドッグやサンドイッチ、デザートなども充実。ホテル内だけあって、落ち着いた気品がある店だ

Photos by Noah Fecks
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44年変わらぬ正統派

17 E. 48th St. (bet. Madison & 5th Aves.)
TEL: 212-355-3345
hatsuhana.com

看板メニューの「Box of Dreams」（ランチ45ドル／ディナー48ドル）

ジャピオン厳選の10店

Hatsuhana
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　1976年創業のミッドタウンの老舗すし店
「初花」。創始者である父親の意思を継い
で、オーナーシェフを務める佐藤圭太さん
に、浮き沈みの激しいニューヨークで44年
間も続いている秘訣（けつ）を問うと、「昔か
ら何も変えていません。妥協せず、高品質な
すしを提供するという、当たり前のことをや
ってきただけ」と語る。
　「すしの醍醐味（だいごみ）はアラカルト」
という同店は、「お客さまが食べたいものを
食べたいだけ頼んでいただく、伝統的なすし
屋」の姿勢を貫く。とはいえ、カウンターでネ
タを注文する「通」になるのはなかなか難し
いので、まずは、木箱に並ぶ9個の小椀の中

に、9種の新鮮なネタをアレンジした「Box 
of Dreams」を味わいたい。
　食感の良さが際立つ固めのシャリの上
に、目利きのプロが厳選した日本直送のマダ
イやアナゴ、メーン州のウニ、タスマニアトラ
ウトなどが、あでやかに共演する。口に入れ
るや、上質の脂がとろりと甘く溶けていくサ
ーモン、トロ、ハマチ。ぜいたく極まる、まさに

「夢の箱」。
　その中からお気に入りのネタに出合った
ら、次はアラカルトで好きなだけ注文して、
すしの醍醐味を堪能したい。歴史が証す、本
物の味がここにある。

定番人気のトロ、エビ、ウニなどを筆頭に、充実のアラカルトメニュー。夏にかけては、ボストンマグロがおすすめ
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炭火で香る、日本のごちそう

60 Kenmare St. (bet. Mott & Mulberry Sts.)
TEL: 212-257-2335
unaginyc.com

「Medium」（1匹分、45ドル）はみそ汁と漬物の付いたセットで提供

ジャピオン厳選の10店

Unagi Restaurant
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　あるとき、千葉県・成田山の表参道で初め
てうな重を食べ、そのおいしさに心酔した、
オーナーのバレットさん。「この文化はアメリ
カではやる!」と確信し、自分の店を持つこと
を決意した。
　それが、ローワーマンハッタンで今年2月
にオープンした、うな重の専門店「うなぎニ
ューヨーク」だ。調理場を取り仕切るヘッド
シェフは、成田山で出会った、この道30年の
熟練料理人。
　ただ出されたものを舌で味わうだけでは
なく、「日本のうな重」がどんなものなのかを
ニューヨーカーに深く知ってほしいというの
が、バレットさんのこだわり。生けすで泳ぐウ

ナギを見せてから、注文を受けてさばく。
　日本から取り寄せた炭火で両面じっくり
焼き上げれば、オープンキッチンからカウン
ターに、垂涎（すいぜん）ものの香りがふわ
り。企業秘密のタレに絡めたら、身がふかふ
かで味の染みた、うな重の完成だ!
　甘辛いタレの味に混じって、ウナギ本来の
うま味がジワリと染み出る。ボリュームはあ
るが重くなく、飽きが来ない。あっと言う間
に食べ進め、気付けば重箱はきれいに空に
なっていた。
　ディナーは午後5〜10時まで毎日営業。
春から始まったランチは、火曜〜日曜日の
正午〜午後2時30分。

「肝焼き」は数量限定の希少メニューだ。そしてカウンターの背後には、生きたウナギがスタンバイ
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タイムズスクエアで博多の味

152 W. 49th St. (bet. 6th & 7th Aves.)
TEL: 646-964-4294
ichiranusa.com

「クラシックとんこつラーメン」（18ドル90セント）で、1960年創業の味を堪能

ジャピオン厳選の10店

ICHIRAN Times Square
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　とんこつラーメン専門店を展開する「一
蘭」が、この3月、米国3号店目となるタイム
ズスクエア店をオープンした。メニューは日
本と全く同じ味のとんこつラーメン一種類
のみ。その自慢の味に集中して欲しいとのこ
だわりから生まれた、個別に仕切られた「味
集中カウンター」で、じっくりとその一杯に向
かい合う。用紙に注文を書き込む「オーダー
システム」や、替玉注文時にチャルメラ音が
鳴る「替玉システム」なども日本と同じ。
　今回はチャーシューや半熟卵などのトッ
ピングがついた「おすすめセット」を選び、だ
しの濃さや油の量、麺の固さをカスタマイ
ズ。全く臭みのないとんこつスープに、自家

製の生細麺が絡んで食べやすい。唐辛子を
基本に30種類以上の材料を調合・熟成さ
せた「秘伝のタレ」は一蘭が元祖とされる。
　タイムズスクエア店限定のサイドメニュー
「プレミアム焼き豚」は、厚切りでほろほろ
と柔らかな食感。食前食後に「抹茶ビール」
や「抹茶プリン」もいける。ランチタイムには、
周辺のオフィスワーカーでにぎわうが、夜は
日本酒メニューも登場するので、ゆっくりデ
ィナーを楽しみたい。
　替え玉が無料になる「替え玉キャンペー
ン」と、「一蘭アプリ」にジョインすると20ポ
イントもらえる「ロイヤリティープログラム」
も実施中。ノーチップ制。

じっくり煮込んだ厚切りの「プレミアム焼き豚」（9ドル90セント）は必食。店内は全103席
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肉を極めた和牛ざんまい

341 W. Broadway (bet. Grand & Broome Sts.)
nikuteifutago.com

250ドル／300ドルコースは「肉匣」他9品、150ドルコースは3品付き

ジャピオン厳選の10店

Nikutei Futago
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　この夏、「焼肉ふたご」がソーホーに新し
いコンセプトの和牛専門店「肉亭ふたご」を
オープンする（9月開店予定）。庭園のある日
本家屋のようなたたずまいで、「個室でゆっ
くりくつろぎながら、和牛を味わっていただ
きます」とマネジャーの山田エリカさん。
　メニューは、和牛6種類の部位を詰め合
わせた「肉匣（ばこ）」をメインとした、会席風
の3コース。肉の選び方や切り方、調理法を
日々研究する「肉職人」たちが、その特徴を
生かした、さまざまな料理を提供する。
　北海道産のウニを刺身のサーロインで巻
いた「サーロインウニ巻き」に舌鼓を打った
後は、「肉匣」が登場。ふたを開けた瞬間、ず

らりと並んだ美しい和牛に思わず歓声が上
がる。かむごとに味が出てくるタン。上質の
脂がふわっと溶けるフィレ。サシの甘みが広
がるサーロイン。赤身のうま味が濃厚なラン
プ。そして希少部位であるジューシーなイチ
ボと、あっさりしたカイノミの食感を楽しむ。
「これだけの種類の部位を扱う店は、マンハ
ッタンでもおそらくうちだけ。ぜひ食べ比べ
てください」と山田さん。
　和牛三昧（ざんまい）の後は「盛岡冷麺」。
特製スープにこしのある麺がさらりとから
み、自家製キムチとユズの香りも心地いい。
日本にいるような気分で、ぜいたくなひとと
きを体験したい。

こしのある冷麺が、和牛を食べ尽くした後に心地いい。店内は完全個室5室で、接待に最適（外観はイメージ図）
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スコッチウイスキーの伝統

43 W. 32nd St. (bet. 5th Ave. & Broadway)
TEL: 212-563-1500
hotelstanford.com

「Smoky Old Fashioned」（19ドル）は最後の一口まで香りが楽しめる

ジャピオン厳選の10店

Stanford Hotel West Whiskey Bar
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　ヘッドバーテンダーのセイン・キムさんが
淡 と々、ウィスキーの歴史や土地柄、格付け
について語ってくれるこのバー。ここには顧
客から絶大な支持を得ているウイスキーカ
クテルがある。煙モクモクの、その名も「スモ
ーキー・オールドファッションド」。「昔からあ
る伝統的なカクテルですが、僕なりの工夫
を加えて提供しています」とセインさん。
　まず、大きなブランデー用グラスを逆さに
して、オークの木くずを焼いた白煙をグラス
に送り込む。次に手際よくカクテルを準備。
シングルモルトのスコッチウイスキー「ラフ
ロイグ」に、「アンゴスチュラ・ビターズ」とい
うトリニダード・トバゴ産のハーブリキュー

ルと、オレンジピールを加え、氷を入れたシ
ェイカーでシャカシャカ。
　準備が整ったらプレゼンテーションだ。逆
さのままのグラスを、お客さんの目の前でひ
っくり返す。モクモクとグラスからあふれる
白煙。そこに、勢いよくカクテルを注ぎ込む。
煙に顔を埋めるように一口飲むと、冷たいウ
ィスキーの喉越しが気持ちいい。そして次の
瞬間、舌と鼻腔を刺激する、スモークとオレ
ンジの香り。隠し味としての苦味のバランス
もいい。これだけを飲むために来る常連客
も多いという。
　サントリーウイスキーのフライトと、料理
のペアリングも新メニューに加わった。

ウイスキーと料理のフライト（89ドル）は、「Toki」と貝柱のソテー、「山崎」とカルビ、「響」とピクルス、「白州」とすし
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釣る楽しみ、食べる楽しみ

152 W. 24th St. (bet. 6th & 7th Aves.)
TEL: 646-905-2274
zauo-newyork.com

生けすで釣ったニジマスの半分を天ぷらに（煮付けと合わせて38ドル）

ジャピオン厳選の10店

ZAUO
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　店を入ると、右手に大きな生けす。雨がっ
ぱ風のビニールシートを被った客たちが、何
やら真剣に釣りをしている。自分で釣った魚
をその場で調理してもらって食べるためだ。
　サケ、ヒラメ、ニジマスなど、泳いでいる魚
は日によっていろいろ。釣るにはまず簡易釣
り免許をもらう。針先に餌をつけて釣り糸を
生けすに垂らし、ひたすら待つは禅の境地。
なかなか釣れなくても専門スタッフが助けて
くれるので、「ボウズ」の心配はなし。が、釣り
上げるタイミングがなかなか難しい。
　そうやって釣った魚は、タタキ、しゃぶしゃ
ぶ、フライ、塩焼き、照り焼き、煮付け、酒蒸
し、天ぷらと、好みの調理法にリクエスト。1

匹を複数の調理法で食すと楽しい。今回は
ニジマス1匹を、天ぷらと煮付けにした。大
きなサケなら、まずタタキにして、残りをしゃ
ぶしゃぶ、フライ、塩焼きにし、頭や骨はあら
炊きにしてみそ汁に。
　「釣った魚は無駄にしません」と高橋拓也
社長。普通なら残す背骨や尾ヒレも、この店
ではグルメの一品「骨せんべい」に。ニジマ
ス、カレイ、ヒラメの背骨を素揚げにしたも
ので、カリッとサクッと食感もよく、程よく塩
がきいて酒が進む。日本酒かビールが合う
だろう。
　3階にはロブスターやアワビもいる。釣ら
ずに注文するだけでも、もちろんOKだ。

魚1匹で優に2人分の量だ。店内には船や漁をモチーフとした装飾であふれていて、1階天井には船底が見える
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未知なる味覚のワンダーランド

249 E. 49th St. (bet. 2nd & 3rd Aves.)
TEL: 646-952-0364
yamadachikara-ny.com

トマトとモッツァレラのカプレーゼには、バジルソースを添えて

ジャピオン厳選の10店

YAMADA CHIKARA NY
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　串揚げがこれほど科学的で、ファインダイ
ニングとして懐石料理にも勝るとも劣らな
い食文化であったとは!
　ここは、東京・麻布の創作料理店「山田チ
カラ」のニューヨーク店。東京の店は、オー
ナーシェフ山田力さんが2007年に創業し
た有名店だ。
　一種独特な和欧折衷スタイルに、分子ガ
ストロノミーという科学的コンセプトを取り
入れ、新たな料理分野を開拓した。ハイエン
ドな串揚げコース料理という全く新しいジャ
ンルで、この街の食文化に斬り込む。
　例えばアミューズブーシュからして、いき
なり驚きの一品。「オリーブです」とスプーン

に乗せて出されたものは、実はオリーブのピ
ューレ、アルギン酸、そして塩化カルシウムと
で化学変化を起こした結果、という具合に。
　主役の串揚げメニューは、半熟ウズラの
卵に南フランスのサマートリュフを乗せたも
の、カキのベーコン焼き、ゴルゴンゾーラのリ
ンゴ蜂蜜ソース、餅のエスプーマソース添え
など。ちなみに「エスプーマ」とは、食材を泡
状にする調理法。山田さんがかつて在籍し
たレストラン「エル・ブジ」で学んだもので、こ
れを独自レシピにも生かしている。
　この店を一言で表現するなら、「味覚のワ
ンダーランド」。未知なる味覚の世界へよう
こそ。

すき焼きのウニ添えやミニ中トロ丼なども。メニューは常時変化するので、何度でも足を運びたい
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食べて飲んで、一緒に楽しもう

8 Stuyvesant St. (bet. 3rd Ave. & 9th St.)
TEL: 212-598-3041
villageyokocho.com

「竹コンボ」（13ドル）と、あっさりした「豚と大根の煮物」（6ドル50セント）

ジャピオン厳選の10店

Village Yokocho
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　日本食レストランが点在するイーストビレ
ッジ。1995年オープンの居酒屋「ビレッジ
横丁」は、前菜から焼き鳥、揚げ物、魚介・肉
料理、麺・ご飯、デザートまで、日本の居酒屋
の定番メニューをメインに、100品以上の
品ぞろえとお手頃価格で、息の長い人気を
誇る。「モットーは常連客を大切にすること。
そのために、お客さまの要望にできるだけ応
えていく姿勢を貫いています」と店長。
　売れ筋は、串盛り合わせの「竹コンボ」。
甘ダレがしっかりからんだ合ガモ、バラ、鶏、
牛、つくねは、お酒との相性も抜群。カリッ
と黄金色に揚がった、ボリュームたっぷりの
「げそ唐揚げ」も定番の人気メニュー。これ

目当ての客も多いというのも納得。
　季節ごとに変わる「シェフのスペシャルメ
ニュー」からは、「蒸しウニのポン酢あえ」を
オーダー。蒸してうま味をぎゅっと凝縮した
ウニと、シャキシャキのヤマイモの組み合わ
せがたまらない。「豚と大根の煮物」は、とろ
とろの豚の角煮と大根、ゆで卵に、あっさり
しただしのうま味が染み込んで美味。
　キムチやビビンバ、チゲなどのコリアン料
理も好評とのこと。料理に合うビールや日本
酒、焼酎なども充実。気の合う仲間と食べて
飲んで、楽しい時間を共有したい。
　ハッピーアワーは日曜〜木曜日の午後5
〜7時。

天井にずらりと並ぶちょうちんが、店のシンボル。「げそ唐揚げ」（7ドル）は「シェアプレートメニュー」の定番人気
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うまいネタとシャリ、それだけ

28 Grand St. (bet. Thompson St. & 6th Ave.)
TEL: 917-675-0771
takeshisushiny.com

サバは締めた後にスモークし、仕上げにショウガの搾り汁を少量掛ける

ジャピオン厳選の10店

Takeshi
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　2018年12月にソーホーにオープンした
すし処（どころ）。カウンター11席ほどの小さ
い店で、すし職人の佐藤剛志（たけし）さん
が1人で切り盛りしている。メニューはお任
せすしコースのみで、ランチが50ドル〜、デ
ィナーが75ドル〜、ウイークエンドスペシャ
ルが60ドル〜。内容はその日のネタ次第。
　剛志さんは、日本とニューヨークですし職
人として修業しながら、若い頃始めたボクシ
ングも続け、今も現役プロボクサーという変
わり種だ。自分の店を持つのはこれが初め
てで、「お客さんに僕のすしを食べて、喜んで
もらいたい」と張り切っている。「僕は『創作』
という言葉は使いたくない。おいしいネタ

に、おいしいシャリ、それだけ」。
　その剛志さんのすしは、ちょっと塩気を余
分にきかせ、酒のあてになるように工夫され
ている。シャリが大きめなのも特徴で、ネタと
の比率にも気を配る。客が女性か、男性か、
年齢は? など、細かく判断して、一人一人シ
ャリの量も微妙に調整するそうだ。シャリ酢
も２種類を配合し、一度沸騰させて酢を飛
ばすなどの手間を惜しまない。
　ネタの処理も細かい。サバは締めた後に
スモークし、仕上げにショウガの搾り汁を少
量掛ける。「擦ったショウガを乗せなくても、
搾り汁で十分」。それぞれのネタと、仕上げ
までとことん向き合う。

ホタルイカ3匹が乗った豪華軍艦は、酢みそで風味を引き立てる。モダンな店内でこだわりの握りを堪能しよう
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――⽇本の⿂を米国に発送するサービス、
「豊洲EXPRESS」について、詳しく教えて
ください。
　当社の⽇本の会社「TRUE WORLD 
JAPAN」が東京の豊洲市場で⿂を買い付
け、衛⽣基準を満たした⼯場で洗って梱包、
仕分けして海外に発送しています。当社は創
業以来40年以上にわたり、全⽶各地域に
根差して事業を拡⼤してきました。
　現在全⽶に23⽀店あり、各地域のレスト
ランやスーパーマーケットなど１万2000件
に鮮⿂を提供するシステムができているの
が強みです。特に⽇本の鮮⿂の品質には自
信を持ってお届けしています。

――買い付けはどのように⾏われますか?
　⽇本各地から⾼品質の⿂が集まる豊洲
市場での買い付けは、⻑年培ってきた仲買

（なかがい）との信頼関係の上に成り⽴っ
ています。⽇本の買い付け担当が毎朝早く
から市場に出向き、直接⿂を手に取って業
者と話しながら選び、⽶国に発送していま
す。築地から豊洲に市場は移転しましたが、
その関係やシステムは変わりません。

――⽇本からの配送⽅法はどのように?
　⿂は鮮度が命なので、温度管理には注意
を払います。⿂がニューヨークに到着した後
は、スピード勝負。買い付け後はすぐ仕分け
して配送、⽇本を出て顧客レストランに到着

するのは、業界でも最速かと思います。

――サービスが40年以上も続いている秘訣
（ひけつ）は?
　全て管理されたシステムが構築されてい
ることでしょう。特に衛⽣面には⼀番⼒を⼊
れています。社内の各部署に⾷品の品質管
理の担当者がいて、⽬を光らせています。

――⽇本の⿂が米国に浸透していく⼤きな
⼒になりそうですね。今後の取り組みは?
　⽇本⾷レストラン以外にも、今以上のマー
ケット拡⼤を⽬指しています。そのため弊社
独自の「TRUE WORLD FOODS EXPO」
を開催するなどの試みを⾏っています。
　当社が取り扱うすし商材の量はトップクラ
ス。また衛⽣的にも安全な品質を誇ってい
るので、「この会社に頼めばいい⽇本の⿂が
手に⼊る」というブランド像を作っていきた
いです。

最速で日本の鮮魚を米国に
40年の実績誇るパイオニア
「豊洲 EXPRESS」 by TRUE WORLD FOODS

全米23カ所に拠点を持つ鮮⿂卸業者、TRUE WORLD FOODSのサービスや
取り組みについて、同社ニューヨーク支店のセールスマネジャー、塩村直樹さんに聞いた。
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河原成美（しげみ）◆福岡県出身。1979年、レストランバー「AFTER THE 
RAIN」を開店、85年に「博多 一風堂」を創業。2008年に海外１号店

「IPPUDO NY」をオープン。19年3月末現在、グループの店舗数は国内外
で計266店。米国は「KURO-OBI」も含め計11店（ippudo.com）

「
一風
堂
」創
業
者  

河
原
成
美
氏

Special
Interview
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　「一風堂」など国内外で250を超すラーメ
ン店を手掛ける「力の源（もと）ホールディン
グス」。創業した河原成美会長兼社長はイ
ンタビューに応じ、ニューヨークをはじめと
した全米各地で事業展開を加速させると意
気込みを語ってくれた。米国は当面100店
を目指し、拡大路線を推し進める。
　1985年に福岡・博多で一風堂を立ち上
げた河原氏は、90年代以降、「世界に一風
堂を広める」との野心を燃やし、情報発信力
のあるニューヨークへの進出を探り始めた。
　98年に初めて訪れたニューヨークは、街
並み、公園、人々の活気、全てに鮮烈な印象
を受け、すぐにほれ込み、「明日にでも進出し
たかった」という。しかし2001年同時多発
テロの影響もあり、初出店は08年となった。
　満を持してオープンしたイーストビレッジ
店は、ラーメン1杯15ドル以上と、日本と比
べると高価格。だが、強気の設定にもかかわ
らず、ターゲットとした「“イケてる”ニューヨ
ーカー」にはうまく刺さり、連日行列の大盛
況となった。
　意識したのは、一風堂の従来の概念にと
らわれないこと。創業後ほどなくして全国に
店舗を拡大、成功を納めてきた栄光や成功
にすがることなく、「真っさらな状態から考
えた」。ウェイティングバーを設けるなど、お
よそ日本にはない店構えのラーメン店は客
の心を捉えた。
　メニューは、丸1日熟成したとんこつのう
ま味を抽出した豊かな香りの「シルキーなス
ープ」に博多らしい細麺がよくからむ“本流”

「白丸元味」や、自家製の香味油と辛みそを

加えて味の奥行きと調和が楽しめる“革新
派”「赤丸新味」など、日本でもおなじみの味
をそろえた。加えて動物性食材不使用の新
メニュー「ニルヴァーナ」シリーズも、ニュー
ヨーカーに受けている。
　盛況を受け、13年に2号店をウェストサイ
ド、17年には3号店を5番街に出した。ニュ
ーヨークでは1人の来店客が１時間ほど滞
在し、友人らとの会話を楽しみながら食事
をしているという。日本のお店と比べると入
店に時間を要することもあるが、列をつくる
客はうれしそうに順番を待つ。1日1000人
ほどが訪れ、人気はいまだ衰えない。
　そうした中、15年にはフードホールなど
を中心に、新業態の姉妹店「KURO-OBI」を
展開している。「より手軽にラーメンを味わ
っていただきたい」との趣旨で、注文から数
分で提供できる「RAMEN BAR」と銘打っ
て出店を加速していく。スープはまろやかな
鶏白湯（パイタン）、麺はコシのある中太麺。
　17年には持ち株会社が東証マザーズに
上場、18年3月に東証1部指定。25年をめ
どに日本と海外の計600店を目指し、快進
撃を続ける。会長兼社長として陣頭指揮を
執る河原氏は、「まだ何も成功しておらず、
満足していない」と謙虚に受け止める。矢継
ぎ早に次の策を打っていく構えだ。
　「1人のお客さまと1杯のラーメンに真摯

（しんし）に向き合う」というのが一風堂の
原点だと河原氏。19年はその原点に立ち返
り、「一億人の笑顔とありがとうを作ろう」と
いう目標の下、1杯1杯に精魂を込め、世界
にラーメン文化を広げていくと誓う。

１杯のラーメンに精魂込めて
Jap io n  me e t s  Ipp udo
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話題のイタリアン

アクア

　情緒ある赤レンガが並ぶサウスストリート
シーポートで、本場イタリアのコースト料理
を提供する「アクア」。新鮮な食材をふんだ
んに使い、海の恵みを最大限生かしている。
　本国イタリアで料理長だったレストランが
当時ミシュランの一つ星を獲得したという、
マッシモ・ソラ氏。斬新な解釈で繰り出す本
格派の中でもオススメなのが、「Polpo」（24
ドル）だ。香ばしい歯応えを残しつつ、柔らか
さとコクが自慢のボリューミィなタコに、さ

っぱりとしたズッキーニヌードルがほどよく
絡む。
 定番の「Apulia」（22ドル）も必ずトライし
たい。パプリカの鮮烈な赤とフレッシュモッ
ツァレラの白のコントラストがなんとも美し
い一皿。パスタも店で毎日手作りしている。

Acqua Restaurant
21 Peck Slip (bet. Front & Water Sts.)
TEL: 212-349-4433
acquarestaurantnyc.com

イタリアの海を舌で味わう
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話題の創作居酒屋

森

　パークスロープにある「森」。ダークトーン
の店内はこぢんまりしており、それを包む暖
かい照明が、いかにもブルックリンローカル
な居心地のよさを演出する。とはいえシンプ
ルなのはそこまでで、メニューは一味もふた
味もひねりの効いたフレンチ風居酒屋料理
だ。オーナーシェフのマイク・ディン氏が旬
な素材に合わせて2週間ごとに刷新する。
　この日のオススメは、見た目のインパク
トも大! な「Ikasumi Tagliolini Crevette」

（24ドル）。手作りのイカスミパスタを彩る
エビやイクラに小エビのソースを合わせた
一皿だ。居酒屋だけに日本酒やビールのチ
ョイスも考え抜かれている。月〜木曜日の
午後1〜6時にビールが最大で半額になる
という、ハッピーアワーもうれしい。

MORI
351 5th Ave., Brooklyn, NY 11215
TEL: 347-799-1175
mori-nyc.com

ブルックリンの仏流居酒屋
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人気のラーメン店

黒帯

　「本格派のうまいラーメンをリーズナブル
かつ素早く提供」をコンセプトに誕生した、
一風堂NYのセカンドブランド「黒帯」。テー
クアウト専門店なので、ランチやディナー、
ミーティングなどあらゆる機会に気軽に利
用できるのがうれしい。店舗も市内4カ所に
あって便利だ。
　イチオシは店名を冠した「KUROOBI」
（13ドル）。シルキーな鶏白湯ともっちりし
た細麺の相性がバツグンだ。パンチの効い

た香味油を混ぜれば、味の変化も楽しめる。
そんなラーメンのお供に人気なのがポーク
バンズ（8ドル）。こだわりの焼き豚にオリジ
ナルソースが絡んで、なんともいえないコク
が口の中に広がる。シャキシャキのレタスも
いいアクセントで食べ応えがある一品だ。

KURO-OBI
700 8th Ave. / 230 Park Ave. / 570 Lexington 
Ave. / 265 Canal St.
kuroobi.nyc

本格派を気軽にお持ち帰り



33

定番のすしと刺身

ブルーリボン

　「ブルーリボン」がニューヨークでホンモ
ノを提供する草分け的なすし店として、ソー
ホーに店を構えたのは1997年。20年以上
が過ぎた今も、当時と変わらない確かな味
を守り続けていることは、他でもない地元ニ
ューヨーカーたちが一番よく知っている。
　忘れらない、戻らずにはおれない食とはど
ういうものかを体現した、見目うるわしいす
しの前に、カンパチの薄造り（24ドル）をぜ
ひ試してほしい。最高の素材をシンプルに生

かすため、キリッとユズこしょうを合わせたク
リーンな味わいが、いかにもブルーリボンら
しい一皿だ。ちょっとしたハレの日には、伊
勢エビの刺身（48ドル）を。北大西洋産のロ
ブスターを丸ごと使った華やかさが、祝いの
席に色を添えてくれる。

Blue Ribbon Sushi 
119 Sullivan St. (bet. Prince & Spring Sts.)
TEL: 212-343-0404
blueribbonrestaurants.com

ブレない正統性を体現する味
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定番のアメリカン

マイケルズ

　今年30周年目をむかえるミッドタウンの
名店「マイケルズ」。ニューヨークいちとの呼
び名も高いコブサラダ（34ドル）が看板だ。
ブルーチーズやベーコンのパンチを甘酸っ
ぱいバルサミコ酢ドレッシングが包み込む。
「これぞ!」という隙のない味わいに、思わず
感服してしまう。
　洗練されたカリフォルニアキュイジーヌと
いうことで魚料理に目が行きがちだが、実
はステーキもおすすめ。28日間熟成させた

ニューヨークステーキ（10オンス、55ドル）
に、ハーブとブルーチーズが練り込まれたバ
ターを合わせて楽しみたい。リュクスな客層
で知られるが、店内に流れる空気は暖かい。
誰もが、十数年来のなじみ客のようなひとと
きを過ごすことができる店だ。

Michael's New York
24 W. 55th St. (bet. 5th & 6th Aves.)
TEL: 212-767-0555
michaelsnewyork.com

愛されて30年のコブサラダ
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人気のフレンチ

ル・ディストリクト

　2015年のオープン以来、すっかり金融
街のフレンチグルメ発信基地として定着した

「ル・ディストリクト」。会社員や観光客で常
ににぎわうスペースは、三つの「ディストリク
ト」とレストランエリアで構成されている。
　ハドソン川を一望できるブラッセリー

「Beaubourg」、32種類のグラスワインが
入れ替わりで楽しめるワインバー「Bar à 
Vin」、そしてミシュランの一つ星レストラン

「L’Appart」と、どんな機会にも使えるのが

いい。「マーケット地区」はフレンチフライや
バゲットサンドなどの定番からタルタルステ
ーキに至るまで、テークアウトもできるフー
ドコート。そしてデザート類やコーヒーが充
実の「カフェ地区」、買い物専用の「ガーデン
地区」がある。

Le Distict
225 Liberty St.
TEL: 212-981-8588
ledistrict.com

フレンチグルメの祭典を堪能

Photos by Le District
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定番のシーフード

ニックズ・ロブスターハウス

　マリーナに面した「ニックズ・ロブスター
ハウス」は、1955年創業の老舗シーフード
レストラン。新鮮な食材を使った料理をリラ
ックスした雰囲気で楽しめるとあり、地元民
だけでなく、隣接するゴルフコースを訪れる
人たちにも人気の店だ。看板料理はもちろん
「ロブスター」（時価）。蒸したロブスターを
溶かしバターでいただくアメリカンスタイル
で、シンプルな調理法だけに素材の質が問
われるが、「カナダ産は身が締まっていて、う

ま味があるんだ」と料理長のディミトリー・
カロウシスさん。他にもロングアイランド産
オイスター、アラスカ産キングクラブなど、食
材選びには一家言を持つ。夏の屋外テーブ
ルで風に吹かれ、海を眺めながらシーフード
を頬張れば、リゾート気分に浸れる。

Nick’s Lobster House
2777 Flatbush Ave., Brooklyn, NY 11234
TEL: 718-253-7117
nickslobster.com

海辺でシーフードに舌鼓
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　フランスで1862年に創業した「ラデュレ」
は、世の女性あこがれのスイーツブランド。
東京と横浜にも進出しており、鮮やかで色と
りどりのマカロンにはファンが多い。アメリ
カでは8年前、ミッドタウンのマディソンアベ
ニュー沿いに旗艦店がオープン。2年前には
レストランを併設した、当地2店舗目がソー
ホーにできた。
　ソーホー店の、オリーブグリーンにターコ
イズブルー、そしてローズピンクを中心とし
た柔らかくも優美な色調の内装、そして緑
の茂るフランス風の中庭は、「マンハッタンに
いながらパリ気分を味わえることにこだわっ

たものです」と、「ラデュレUSA」社長のエリ
ザベス・ホルダー氏は語る。

偶然見つけた、小さなパリ
　ホルダー氏はフランスにあるラデュレ社
の現オーナー一族の一人で、伝統と挑戦を
愛するパリジェンヌ。家族とソーホーに移り
住み、ソーホー店の物件探しを始めた際、ブ
ローカーが紹介した建物のすぐ近くに、中
庭のあるイタリア料理店を見つけたという。
　「ここなら素晴らしいラデュレが築ける」と
直感したホルダー氏は、ダメ元でブローカ
ーに物件を打診。数日後、なんとこの中庭付

フランスの愛した味をNYに
Jap io n  me e t s  Laduré e

Special
Interview

ラデュレUSA 社長
エリザベス・ホルダー氏

Photos by Ladurée
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き物件を押さえることができた。
　「アメリカのこういうところが好き。願えば
叶うことがある」とホルダー氏は笑う。

フランスの伝統と革新
　晴れてメニュー作成のステップに進んだ
ホルダー氏は、米仏の感覚の違いを目の当
たりにした。例えば、ニューヨーカーはラデ
ュレに「フランスらしい」定番のフレーバーを
求めるが、見た目はフランスよりカラフルで
ボリューミーな、「写真映え」するものが好
き。独立記念日や感謝祭など、フランスには
ない祝日限定フレーバーも欠かせない。人
気の食事のメニューもフランスよりシンプル
だし、アボカドや白パンといったニューヨー
クで定番の食材は、フランスのラデュレでは
取り扱っていなかった。
　「私たちの挑戦は、フランスのDNAを残し
つつ、いかにアメリカに合わせたローカライ
ズができるか、というものでした」
　メニューをアメリカ向けに変更するホル
ダー氏の方針を、当初本国は不思議がって
いたそうだが、現在は感化されたのか、フラ
ンスでもよりオープンマインドな思考の新メ
ニューが増えたという。「157年の歴史を持
つからといって、古臭くある必要はない。ラ
デュレには若くてユニークで、開放的であっ
てほしいんです」とホルダー氏。
　ソーホー店には日本からインスパイアを
受けたメニューもある。イースターには桜と
抹茶のフレーバーのお菓子を発表した他、
そばを使ったサラダ「トーキョーボウル」を
現在も提供。世界の新しい味覚の可能性を
模索している。

ゆっくり着実に築き上げる
　ラデュレの店舗は、アメリカに現在10軒。

この国での成功を確信したのではないか、
という問いには、「正直まだ分かりません」と
謙虚な回答が返ってきた。
　「アメリカの飲食業は競争が激しい。加え
て人々は本当に気に入ったレストランをリピ
ートする傾向があり、やや保守的だと思いま
す。フランスから進出して撤退した店も少な
くありません。だから私たちはマーケットを
研究し、クライアントとコミュニケーション
を重ね、ゆっくり事業展開してきました」
　ホルダー氏の目標は、ラデュレUSAを、ニ
ューヨーカーの人生のさまざまなシーンに
寄り添うブランドにすること。
　「ラデュレは祝いごとに向いたブランドだ
から、誕生日やウエディング、ベビーシャワ
ーなど、お祝い好きなアメリカ人にはぴった
り。そしていつか、ガレット・デ・ロワ（1月の
公現祭のお菓子）やブッシュ・ド・ノエル（ク
リスマスのお菓子）といった、フランスの伝
統も広まればいいな、と思います」

Elizabeth Holder◆フランス北部出身。1993
年に兄Davidが「Ladurée」社長に就任し、家族
経営がスタート。2011年より「Ladurée USA」社
長。2児の母でもある（laduree.us）
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40階で楽しむ、
極上の夜

310 W. 40th St. 

(bet. 8th and 9th Aves.)

dearirving.com

　タイムズスクエアに今年1月オープンし
たばかりの「ディア・アーヴィング・オン・ハド
ソン」。ルーフトップバーでもそうそうない40
階という高さから、マンハッタンの摩天楼を
360度パノラマで楽しむことができる。店内
はガラス張りのため、目前に林立する高層
ビル、眼下に横たわるハドソン川、そして遠
方にはジョージワシントン橋と格別の眺め
だ。どこからでも絶景が見渡せるのはかな
りポイントが高い。
　バースペースは2フロア構成。ジェーム
ス・ボンドのダンディーな世界を思い起こさ
せるシックな雰囲気を醸し出す40階、紫の
ベルベッドのソファーや、夕日をキラキラと
反射するビーズのカーテンなど、きらびやか

Dear Irving 
  on Hudson
 at Aliz Hotel

ルーフトップで
過ごす夏最新５店！
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なアールデコ調でまとめられた41階と、そ
れぞれ全く違うテイストを楽しめる仕様に
なっている。家具はすべて特注品だ。
　カクテルはオールドスクールなレシピを
ベースにしたものが多い。スピリッツ類はで
きる限り地元産にこだわっている。共同経
営者のアルベルト・ベネナティさんは、「夏
はオープンテラスカフェもいいけれど、ビル
の上にあるルーフトップバーには、またそれ
とは違った特別感がありますよね」と語る。
天気がいい日は40階のテラスで夜の心地
よい風に当たりながらお酒を楽しむことも
できる。ここなら間違いなく、五感を使って
ニューヨークを堪能する特別な夜が過ごせ
そうだ。

Photos by Noah Fecks
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225 Bowery, 11th Fl. 

(bet. Rivington & Stanton Sts.)

TEL: 646-343-4500

lastlight.nyc

　若いニューヨーカーでにぎわうローワー
イーストサイドに、今年4月にオープンして
話題の「ラストライト」は、このエリアにふさ
わしい普段着の似合う居心地の良さが魅
力的。カウンターに立つバーテンダーの背
後までガラス張りという店内は開放感にあ
ふれているが、同時にどこかレトロな大都
会の隠れ家的雰囲気も。カバン掛けフック
の曲線やスツールの色合いなど、デザイン
の統一性とこだわりが随所に見て取れる。
午後3〜6時まではカクテルが一杯10ドル
に。陽光の中、気心の知れた友と杯を傾け
るのもまた楽し。夜は夜で若さに満ちた街
の喧騒（けんそう）を、対照的にゆったりと
時間の流れるテラスから眺めるのもいい。

Last Light 
      at 
  Sister City

友と気のおけない
一杯を

Photo by Adrian Gaut

Photo by Krieger Photography

Photo by Adrian Gaut
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　今年5月、ウィリアムズバーグにオープン
したばかりの「サマーリィ」は、ニューヨーク
の夏をのんびり過ごすのにぴったり。「東海
岸で過ごすバケーション」をコンセプトに、
白やゴールド、シルバーを基調にした開放
的ながら洗練された落ち着きも残す空間。
避暑地ハンプトンさながらの夏を満喫でき
る。ハイブロウな大理石のバーカウンター
が設置されたテラスから、眼下に広がるウィ
リアムズバーグの夜景と対岸マンハッタン
のスカイラインを同時に味わえる、ぜいたく
なロケーションが売りだ。絶景のお供には、
キンキンに冷えたロゼワインと、ロブスター
やクラムなどニューイングランド地方風の
料理が夏らしさを添えてくれる。

東海岸流の
夏を満喫！

Photo by Summerly

Photo by Steve ViksjoPhoto by Summerly

97 Wythe Ave.

Brooklyn, NY 11249

thehoxton.com/new-york/williams 

burg/hotels

   Summerly 
         at 
The Hoxton
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　国連ビル沿いに昨年末新装オープンした
「オフィーリア・ラウンジ」は、ガールズナイ
トやデートにオススメ。古き良き時代は会
員制の女性向け社交場だったが一般に開
放された後は、かのフランク・シナトラもひ
いきにしていたのだとか。リニューアル後
は、シンメトリにデザインされたバーカウン
ターの圧倒されるような美しさが評判だ。
見目麗しいカクテルの数々もロマンチック
なシーン作りに一役買っている。一方ラウン
ジエリアは、チェッカー模様の床に赤いソフ
ァーとモダンな造り。ほろ酔い気分になっ
たら、ラウンジから続く少しカジュアルな屋
外テラスに出て、イーストリバーの夜風に吹
かれつつ、一息つくのもいいかもしれない。

歴史ある社交場が復活

3 Mitchell Pl., 26th Fl. 

(bet. Beekman Pl. and 1st Ave.)

TEL: 212-980-4796

opheliany.com

Ophelia 
　Lounge

Photos by 
Ophelia 
Lounge
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105 W. 28th St., 35th Fl. 

(bet. 6th and 7th Aves.)

TEL: 212-888-1095

moxy-hotels.marriott.com/nyc/

chelsea/the-fleur-room

　今年3月、チェルシーにオープンした「ザ・
フルール・ルーム」は、その名フルール（花）
のテーマで店内が統一されておりシックな
華やかさに心が躍らない女性はいないは
ず。随所にさりげなく飾られた生花がドレス
アップした客を一層グラマラスに彩る。
　銅製のバーカウンターや革張りの重厚
なソファーといったビンテージ家具が品の
いい温かみを演出。天井まで届く窓ガラス
からはマンハッタンを360度ぐるりと一望で
き、近景はエンパイアステートビル、遠景は
自由の女神と、観光で訪れている人を案内
するのにも最高のセッティングだ。ハーブテ
ィーやラベンダーなどの香り高いカクテル
を楽しみたい。

The Fleur Room 
         at 
 Moxy Chelsea

美しき夜に
花を添えて

Photos by 
The Fleur 
Room
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