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NYであの和菓子が注目の的に。高級避暑地ハンプトンの
ハイエンドな食の祭典「Chefs & Champagne」

ニューヨーク郊外の高級ビーチリゾート、ハンプトンで行われた「Chefs & Champagne 」。全米から40人の実力派シェフ
が集まった

リッチなニューヨーカーにとっての避暑地、ハンプトン。マンハッタンから車で3時間ほどの場所
で、真っ白な砂浜が広がる自然に恵まれた高級ビーチリゾートだ。ここに別荘を持つセレブも多

く、人混みのマンハッタンを逃れこの地でゆっくりするのは、お金持ちの夏休みの定番。

毎年この時期、ハンプトンで夏を過ごすセレブたちがおしゃれをして、Wölffer Estate Vineyard
（ウォルファー・エステート・ヴィンヤード）というワイナリーに集まる。食の屋外イベント

「Chefs & Champagne（シェフズ＆シャンペン）」があるからだ。

食の祭典「Chefs & Champagne」へ日本の和菓子が参戦

今年は7月29日に開かれ、会場では40もの飲食ブースが出店。来場者はシャンペンやワインを片
手に小皿料理を優雅に楽しんだ。毎年、上品な1口サイズのアペタイザーは創作料理が主流だが、
その中でもひときわ異彩を放っていたのは日本の和菓子だった。

日本から参加したのは、うなぎパイで知られる春華堂の新ブランド「五穀屋」（ごこくや）。和

菓子の魅力を異なる切り口でニューヨーカーに紹介したいと、ニューヨークまでやって来たとい

う。

ミニチュアアーティスト田中智の個展、

銀座で4月27日から。指先サイズの世界に
ときめく

東京駅の新土産「PRESS BUTTER SAND
（プレスバターサンド）」。行列必至の

工房をレポート

漫画『スラムダンク』新装再編版が6月1
日より刊行開始！ 井上雄彦がカバーイラ
スト描き下ろし

2017年『アメトーーク！』読書芸人の好
きな本まとめ。代官山 蔦屋書店ほかTSUT
AYAでフェア開催【11月16日（木）放
送】

日本最大級ビアガーデン「ヒビヤガーデ

ン2018」日比谷公園で5月18日から開催

六本松 蔦屋書店  

【5月毎週木曜日開催！】絵本
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「五穀屋」のブース

当地で和菓子というとまず思い浮かぶのは、マンハッタンのマジソン街に店を構える源吉兆庵だ

ろう。日本好きな一部のニューヨーカーの間ではこの店は定番人気だし、庶民路線の柿の種やの

り巻きあられ、わさび味の豆菓子なども、だいたいどこのスーパーやデリでも手に入るようにな

った。...と書けば、ニューヨークで和菓子がすっかり定着しているように聞こえるかもしれない
が、やはり大多数の人は知らない（もしくは口にしたことがない）のが実情だろう。

この日パーティーを訪れた人々に、（おそらくはじめて目にする）日本の和菓子はどのように映

ったのだろうか？

食のアカデミー賞、JBFが主催

Chefs & Champagneの説明からしよう。主催は「James Beard Foundation」（ジェームズ・ビア
ード財団、以下JBF）。数々の功績を残した料理人ジェームズ・ビアードの名を冠した由緒ある
団体で、そこからの受賞は、料理界のアカデミー賞とも言われるほど権威があり、レストラン業

界で知らない人はいない。

「Chefs & Champagne」

そのJBFが声がけした40人のシェフ（そのほとんどがJBF受賞歴あり）がボランティアで集ま
り、それぞれ食のブースを設けるというもの。入場料は一般275ドル、会員は200ドル、VIPは375

の寺子屋　※31日除く
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ドルとまさに料金も“一流”だが、実力派シェフによる創作料理を気軽にテースティングできると
あり、毎年来場者で満員になるほどの盛況ぶり。グレートギャッツビーよろしく、老若男女誰も

が全身着飾っている様子からも、このパーティーをいかに楽しみにしていたかがうかがい知れ

る。

和菓子を体験したニューヨーカーの反応は？

五穀屋がこのパーティーで用意したのは、同社の商品である「よつわり」という、もなかの皮を

使ったアミューズ2品「焼きトウモロコシとローズマリー、醤油のフリーズドライ」「味噌ピーナ
ッツと水窪のアワ、ミントの香り」。監修者として参加したジャンジョルジュ東京の米澤文雄シ

ェフが創作した限定スィーツで、どちらも甘さ控えめでサクッと食べやすい。

五穀屋のよつわりもなかの皮を使ったアミューズ2品。

五穀屋からは、玉羊羹「五季」も提供された。

五穀屋のブースは、会場入り口近くと恵まれた場所だったのと、スタッフが涼しげな浴衣姿だっ

たため、来場者の目に止まるのに時間はかからなかった。どの人も初めて目にする和菓子に、

「これなに？」と覗き込むように興味を示す。スタッフが説明しながら差し出すもなかに戸惑い

を見せる人はおらず、どの人もためらいなく「パクッ」。どの来場者からも、絶賛の声があがっ

た。

京都岡崎 蔦屋書店

六本松 蔦屋書店

函館 蔦屋書店

蔦屋書店 多賀城市立図書館
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ハンプトンで不動産業を営むマシュー

さん（右）は、「これはMisoペースト
だね。ほかのブースの食べ物とはまっ

たく違う、斬新でユニークなデザート

だ」と気に入った様子。

 

マンハッタンから来たニコレットさん

とサラさんの2人組は、「この甘くて
クリーミーな中身とパリッとした皮

は、初めて体験した食感だけど、いい

感じね！」と、こちらも笑顔。

 

玉羊羹の五季を試食したスティーブン

さんとアランさん。「風船を潰すよう

なパフォーマンスがおもしろく、フレ

ーバーがあってとってもおいしいね」

「甘さや塩加減が控えめで、ヘルシア

ー（より健康的）だね」。

手巻きスパイシーツナも大人気

参加シェフはすべて実力派とあり、どのブースも人垣ができていた。その中でもほかに特筆すべ

きは、マンハッタンの高級創作ジャパニーズ、Zuma（ズマ）だ。

Zumaでは、西京味噌味のバゲットに和牛タルタルのトリュフ添えと、天かすつきスパイシーツナ
手巻きを提供。スパイシーツナと言えば、ニューヨークではどの日本食レストランでも大人気メ

ニューで、この日のパーティーでも開始後1時間半ほどで在庫切れするほどだった。五穀屋のもな
かといいZumaの手巻き寿司といい、アメリカ人の日本食への関心を改めて身近に感じた。

Zumaの西京味噌味のバゲットに和牛タルタルのトリュフ添
え。

 

Zumaのブース。皆、手巻き寿司を手渡しでもらっていた。

次回もし、五穀屋の親元である春華堂がパーティーに参加する機会があるとすれば、日本が誇る

べき傑作和菓子、うなぎパイもぜひ出展してほしい。今年以上のリアクションを見せるニューヨ

ーカーの笑顔が浮かんでくる。

（文：安部かすみ fromニューヨーク）

■店舗詳細

Chefs & Champagne

五穀屋

Zuma

■取材国：アメリカ 
安部かすみ（あべ・かすみ）

2002年に渡米し、在ニューヨークの新聞社でのシニアエディター職を経て、2014年からフリーの編集者、
ライターに。ニューヨークから食やエンタメ、テック系などのトレンドを発信中。編集者歴は日米で20年。

HP　 Global Press　 Blog　 Twitter

シェア

https://www.jamesbeard.org/events/chefs-champagne
http://gokokuya.jp/
https://www.zumarestaurant.com/
https://kasumilny.wordpress.com/
http://globalpress.or.jp/
http://kasumilny.exblog.jp/
https://twitter.com/kasumilny
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NY ニューヨーク 和菓子 うなぎパイ Chefs & Champagne Global Lifestyle カフェ ハンプトン

関連記事

NYの注目エリア「ブルックリン」専門ガイドブックが3月発売。現地ライターの口コミ満載

NY初の酒蔵「Brooklyn Kura」がオープン。日本酒をタップでアメリカ流に提供も

ニューヨーク五番街でリアル『ティファニーで朝食を』。オードリー・へプバーン気分で「The Blue
Box Cafe」へ

ニューヨーカーに人気の本屋2選。NYへ行ったら個性派書店へ！

ブルックリン名物「スモーガスバーグ大阪」10月開催！ 創業者インタビュー

関連タグ

この記事をシェアしよう。

フォトギャラリー

THE TIMEX JOURNAL 2017 今、ニューヨークで、やりたいこと。

作品詳細・レビューを見る

ニューヨーク 眺めのいい部屋売ります

ブルックリンの美しい街並を一望できるアトリエと屋上庭園付きの部屋

に暮らす結婚40年の夫婦。エレベーターのない生活が辛くなった二人が
巻き起こす、最低で最高の週末を描く。主演は演技派モーガン・フリー

マン。

作品詳細・レビューを見る

マダム・イン・ニューヨーク

夫と子どものために人生を捧げてきたごく普通のインド人主婦が、ひょ

んなことから家族に内緒でニューヨークの英会話学校に通い始めたこと

をきっかけに自信が芽生え、人生の新たな喜びを見出していくさまをハ

ートウォーミングに描いたインド発の女性ドラマ。主演はインドの国民

的女優で本作が15年ぶりの復帰作となったシュリデヴィ。監督は本作が
長編デビューのガウリ・シンデー。料理上手のインド人専業主婦シャシ

は、2人の子どもと忙しいビジネスマンの夫に尽くす日々。しかし家族
の中で自分だけ英語が出来ず、そのことをたびたびバカにされ不満を募

らせていた。そんなある日、ニューヨークに暮らす姉から姪の結婚式の

手伝いを頼まれ、家族より一足先にニューヨークへと向かうシャシだっ

たが…。

作品詳細・レビューを見る
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