
□ Ben
□オーストラリア

□ Girlfriend
□日本

□ Andrew
□米国
　（カリフォルニア）

□ Derek Logan
□米国(アリゾナ)

□ Sumedh 
　Mokashi
□米国 ( デトロイト )

写真／内藤サトル
インタビュー／クリスティヌ・ラヴォワ = ガニョン

2011年 9月16日午後
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□ Sarah
□米国
　( ワシントン DC)

□ Emila
□米国
　( ワシントン DC)

□ Sprite
□タイ

□ Wife+child
□タイ

□ Son
□英国

□ Passimo
□イタリア

□ Terry
□英国 □ Caroline

□英国

□ Todd Shiller
□米国 ( デトロイト )

雷門前で出会った
皆さんの言葉

日本の人々も観光客
も、お寺では宗教を
大いに尊重する態度
を示しているわ。

浅草は東京の真
ん中にあるの
に、違う世界の
ようね。

気に入った !　楽し
くて、ワクワク感が
あって、クール。買
い物、食事、お寺の
組み合わせがいい
ね。一か所でいろい
ろと楽しめる。

浅草は本当にす
ごいよ。色彩が
気に入ったし、
ここの人々は誰
もが親切だ。

仲見世通り
の店は賑
わってるね。
興味津々。

お店の人たちが
本当に感じ良い
ので、何度でも
来るように皆に
薦めたい。

僕たちは雷門、浅草
寺、仲見世が好き。
日本文化を発見でき
るし、ショッピング
が楽しめる。

入場料を払わなく
て済むから、友人
と訪れたり、家族
と一緒に長時間過
ごすのにいいわ。

日本に 24 時間しか滞
在できないという外
国人がいるとしたら、
訪れる場所として第
一に薦めるべきは浅
草だね。

お寺や仏像といった宗教的
側面、それに土産屋から飲
食店と、すべてが揃ってい
るから。学校の生徒たちも
来ているので、日本の教育
の一端も観察できるわ。

初めて来たん
だ。何でも見て
やろう、という
気持ちだよ。

お煎餅を作っている
ところが見られるし、
素晴らしいお寺があ
るわ。大きな履物（草
鞋）が気に入ってい
るの！

□ Clara
□アイルランド

美しい。

シャイと言われる日本人だ
けど、実はオープンマイン
ドで、段取りが良くて、気
さく。言葉の問題なんて無
いよ！　ペンと紙と地図さ
えあれば大丈夫！

浅草は魅力的。美し
い場所だし、お寺は
最高。お神籤を一つ
買ったら、大吉を引
き当てたよ！

□ Ray Angel
□英国

□ Frederico　
□コスタリカ

クールな土産物
があるね。お茶
とクッキーをお
土産に買った。

We Love
 ASAKUSA
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撮影／内藤サトル　　取材／ JQR 編集部

お寺を歓楽街が囲むように発展した浅
草は、まるでオモチャ箱のような街。
歩くだけでも楽しい街に、さぁ出掛け
ましょう。

入門編
の浅草案内
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628年3月18日に二人の漁師が網にかかった観音像を発見して以来、
浅草は東京の文化の中心地として栄え、多くの人々に愛されてきた。
この浅草に生まれ育った荒井修さんに、その歴史を聞いた。

文扇堂4代目が語る、
浅草ストーリー

浅草ってどんな街ですか？

W
e Love ASAKUSA
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　「街が生まれたとき、浅草はす
でに農民、漁民、商人が出会う
交易の地でした。江戸時代にな
ると、漁師が発見したことで有
名な観音像を祀る本堂を中心に、
浅草寺は威容を誇るようになり
ます。しかし、大きな建物の維
持管理に苦労しました。そこで
寺は中央の参道に面しての商店
の営業を許可したのです。その
見返りは、境内の清掃でした」こ
う話を始めた荒井修さんは、そ
の仲店に店を構える扇職人の４
代目である。
　「当時の浅草は江戸の玄関口
で、他所からやって来る人々は、
仕事や住まいを見つけるために
まずは浅草に立ち寄ったんですね。
浅草は地の利が良く。ここを起
点に多くの掘割を利用し、高級
料亭で賑わっていた両国や、遊
郭のある吉原などへ、様々な品
物が運ばれたのです」
　パリやニューヨークと同様に、

江戸は当時、トレンドの発信地
でもあったのだ。一方、全国か
らやってくる人々も、売り込み
や宣伝を目的に、各地の最新の
物品を浅草に持ち寄ったのである。
　「歌舞伎や落語といった新しい
芸能もここで生まれました。浅
草は文化のメッカでした」
敗戦直後の 1948 年に生まれた
荒井さんによると、子供の頃の
浅草は「仮本堂」以外には何も無
い荒廃した町だったという。浅
草寺から始まって周囲の神社仏
閣や建物が少しずつ再建され、
それに伴って活気が戻って来る
様子を、自身の眼でつぶさに見
てきた荒井さんは、「壊滅したと
思われた浅草再生の生き証人と
なれた自分は幸せ」だと語る。
　「新宿や銀座に代表される、新
しさと変化を身上とする他の街
とは一線を画し、浅草は独自の
在り方を保持すべきですね。日
本の歴史、伝統、文化を代表す

るユニークな場所であり続けな
いと、人々の往来もやがて途切
れてしまうでしょう。浅草の商
売人も住民もアイデンティティ
ーを守ることに心を砕いていま
す。日本人であろうと外国人で
あろうと、ここを訪れる人は客
人ですから。区別などしませんよ」
　浅草を熱く語る荒井さんだが、
実は浅草を離れることを何度も
考えたという。扇子の原材料で
ある竹が手近にあって、仕事が
しやすい土地に引っ越そうと思
ったのだ。だがその度に、自分
の心と魂に引き留められて浅草
に残った。そして今、この地で
歌舞伎役者たちと様々なプロジ
ェクトを練り、それを実行に移
すのを楽しみにしているという。
　2012 年春、スカイツリーの
開業に合わせて、浅草は三社祭
700 年祭を祝う。その際には、
江戸時代さながらの店や見世物
小屋が再現されるという。

写真 / 内藤サトル　インタビュー・文／クリスティヌ・ラヴォワ = ガニョン　
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浅草寺に続く参道 250メートルに89のお店が軒を連ねる、
日本最古の商店街“仲見世”。さて、あなたは何を買いますか？

『梅林堂』雷門から入ってすぐの豆菓子専門店。
店頭に並ぶ豆の種類が驚くほど豊富。豆にも
“ 旬 ” があるという。200g 刻みで購入可。☎
03･3841･6197　map A

『富士屋』浴衣や着物、袴から、鮮やかな衣
装まで扱う和装専門店。外国人観光客の人気
のお土産は漢字のはちまき ( 各 254 円 )。日
本好きな海外のお友達へ。☎ 03･3841･8486
map G

『評判堂』大正の終わりに考案された「げん
こつ」（525 円）発祥の店。雷門がパッケー
ジになっている「雷おこし」（850 円）はお土
産に♡☎ 0120･37･8557　map B

『瓢たん屋』店先につるされた大きな瓢箪が目印の、仲見世元年から続く店。撥や駒、そして稽
古本など、三味線に関わる付属品を専門に扱っている他、和の小物や根付などの象牙細工なども
扱っている。三味線の稽古本を入れる袋生地を使ったガマ口 (750 円 ) や、小さな折鶴が付いたピ
アス (750 円 ) がお土産におすすめ。☎ 03･3844･0842　map I

『さんえす』ズラリと並んだ鮮やかなポック
リ（11800 円〜 ) が目を惹く履物専門店。お
土産用から普段使いまで、幅広く取り揃って
いる。☎ 03･3841･0223　map C

『遊膳 モリタ』指の形や厚み、そして持ち方によって、その人に適した箸があるはず。素材や重さ、
そして柄など、充実したラインナップから選べる箸の専門店。写真はあわびの貝殻を散りらして
漆で仕上げたた夫婦箸（各 1370 円）と、様々な色と形の箸置き ( 各 530 円 )。名前を入れられる
土産用の箸もある。お気に入りの箸ならご飯も美味しい♡　☎無し　map D

『川崎屋』昔懐かしいおもちゃから民芸品まで、
玩具や江戸民芸小物のお店。ずらりと並んだ
こけし(1100円〜)は、日本の元祖“カワイイ”
だ。☎ 03･3841･5337　map J

『亀屋』ひと昔前まで、街のあちらこちらで
見かけたお煎餅屋の趣を今に残す。浅草見物
の合間に、手焼せんべい（全 8 種 500 円／ 5
枚〜）とお茶で一服。☎ 03･3844･7915　
map K

『西島商店』和傘、舞踊傘を中心に扱う傘の
専門店。美しい和傘は部屋のディスプレイや
お土産に最適。写真は梅の絵が書かれた土産
用の傘（1000 円）。☎ 03･3841･8560　map 
E

『助六』江戸趣味小玩具を扱うお店。小さく
精巧な細工が施された玩具が並ぶ。写真は縁
起物の「ざる犬」( 右 3500 円 ) と「赤ふくろう」
( 左 3800 円 )。☎ 03･3844･0577　map L

『荒井文扇堂』舞踏家や歌舞伎役者さんも贔
屓にしている扇子の専門店。季節や物語をモ
チーフにした扇子（8200 円〜）は 4 代目主
人の手描き。☎ 03･3844･9711　map F

『木村家本店』様々な表情で見た目でも楽しい人形焼き。しっとり＆ほくほくした厚手の生地に
甘い餡がぎっしり詰まっている「人形焼き」(300 円 4 個入り）は、小腹が空いたときに。職人が、
焼き器を素早く扱いながら次々に「人形焼き」を焼き上げる姿も、見ていて飽きない。香ばしく甘
い匂いが漂ってきたら、この店の近く。☎ 03･3841･7055　map M
※仲見世内は食べ歩きが禁止されています。

『コマチヘア』髪結いに足りない地毛を補うための “ 添え髪 ” や “ 髢 ” のお店として創業。髪を彩
る髪飾りから仮装用のカツラまで、頭に注目を集めたいときに訪れたい。女性向けのお土産には
写真のかんざし（左、中 3465 円、右 6090円）が人気。本物そっくりの食玩キーホルダー (1200
円〜 ) は、悪戯好きの男性に。☎ 03･3841･5523　map H

Ｇ
Ｈ

Ｋ

Ｍ
Ｌ

Ｅ
Ｄ

ＢＡ
Ｃ

Ｆ
Ｉ
Ｊ

Ｎ
ａ
ｋ
ａ
ｍ
ｉ
ｓ
ｅ
－
ｄ
ｏ
ｒ
ｉ



W
e Love ASAKUSA

18 192011 November 2011 November



W
e Love ASAKUSA

HOPPY STREET

浅草寺の西側、花やしきに向かう
通りの両側には居酒屋が連なって
いる。１軒また 1 軒と店が開き、
その隣にまた 1 軒。そうして時
が流れ、いつの頃かホッピー通り
と呼ばれる居酒屋通りができた。
飲んべえの聖地、つまり庶民の憩
いの場所である。

ホッピー通りに最初に店を構えた
のが「鈴芳」だという。カウンタ
ーに座り、煮込みとビールを頼ん
だ。焼き物の煙が燻る店内。酔客
の笑い声と飛び交う店員の声が、
心地良い BGM になる。
店は午後から開いているが、赤提
灯が灯る頃の雰囲気は格別。一日
を、ほろ酔い加減という幸せで締
めくくるなら、最高の場所だ。

誰が詠んだかホッピー通り

☎ 03･3841･6081
月・ 水 〜 金 12:00 〜
22:00（L.O.21:30） 土・
日 9:00 〜 22:00（L.
O.21:30） 定休日：火曜

鈴芳

牛すじ（650円）

オススメの一品

☎ 03･3841･7587
月〜金 11:00 〜 23:00 
土・日・祝 10:00 〜
22:00 定休日：無

大衆酒場
岡本

モツ煮（600円）

オススメの一品

☎ 03･3841･7364
月〜土 11:00 〜 23:00
日・祝 9:30 〜 23:00
定休日：無

大勝

ホルモン焼き（700 円）

オススメの一品

20 212011 November 2011 November

写真／高井知哉　文／ JQR

庶民が憩う聖地にて
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創業から50 年、ひたすら天然
物にこだわりつつも、「とら
ふぐちり」（6300 円、最上
8400 円）と、手軽な価格で
ふぐ料理を提供しているのが『三
浦屋』だ。ふぐ料理屋の多く
がコース中心のメニューを立
てる中で、“ ふぐ料理は大衆
の味 ” と、料理は全て単品で
頼めるの。つまり、好きなも
のを懐具合に応じて食べられ
る訳だ。この他、スッポンや
蟹などの魚介類も充実。気の
置けない人と訪れたい。

気軽に味わえる天然ふぐ
三浦屋

東京都台東区浅草 2-19-9　☎ 03･3841･3151　 12：00 〜 22：00
10 月から 3 月は無休、4 月から 7 月は水・木曜日、8 月は休業、9 月は水曜日

店の前の生け簀にはトラフグが泳ぎ、
向かいには神輿が飾られている。

運ばれてきたのは「大入江戸前
天丼」（3500 円）。天麩羅で半ば
持ち上がっている丼の蓋を取る。
すると、ふわっと立ちのぼる香
ばしいゴマ油の香りに包まれ、
豪快に盛りつけられた海老やキ
スなどの魚介が現れた。鰹を使
って出しを丁寧に取り、煮詰め
て作るつゆに揚げたての天麩羅
をサッとくぐらせ、アツアツご
飯の上に盛る。素材の魚はその
日の朝に市場に並んだもの。新
鮮な魚が手に入らないと主人は
店を開けないという。なので “ 売
り切れご免 ”。早い時間に足を
運びたい。

豪快で華やかな盛り付けの天丼
まさる

東京都台東区浅草 1-32-2　☎ 03･3841･8356
11:00 〜 14:00（材料がなくなり次第閉店）　 水曜、日祝日

砂糖や化学調味料は一切使わず、芳
醇な出し汁を根気よく丁寧に取る。

大正時代から親しまれてきた
鰻の老舗。浜松産の鰻を使用
し、昔ながらの伝統の味を大
切に、甘すぎないタレでさっ
ぱりと焼きあげる鰻重 ( 松
/2100 円、竹 /1470 円 ) は、
程よい焦げ目が香ばしく、
身はふわっと柔らかい。手
頃な値段を頑なに守ってき
たので、高騰し続ける鰻の
仕入に頭が痛いと女将さん。
そんな『小柳』には、ちょく
ちょく立ち寄る近所の常連な
ど、ファンが多い。

香ばしく柔らかい人気の鰻重
小柳

東京都台東区浅草 1-29-11
☎ 03･3843･2861

11：30 〜 21：00　 木曜日

喜ばれる鰻重のお土産も注文可。2
階の座敷は、宴会の予約もできる。

住宅街の並びに突然現れる、
古き良き時代の面影。居酒屋

『山之宿』の暖簾をくぐると、そ
こには懐かしい浅草の風情が
満ちていた。古びた柱や梁に
は張り巡らされた千社札。流れ
る三味線の音。自家製「うの花」

（400 円）を肴に辛口純米大
吟醸の「新政」で一杯。この
店の主は、鳶の七代目というか
ら、生粋の江戸っ子だ。天井
を始めとする内装は、そんな職
人ならではの技が随所に見られ、
心安らぐ空間を作り出した。程
よく食べて飲んで、〆は「オイ
ルそば」（700 円）がおすすめ。

浅草の面影を今に
楽しめる居酒屋

山の宿

東京都台東区花川戸 2-17-2　☎ 03･3844･4730
11:30 〜 14:000 ／ 17:30 〜　 日曜・祝日

天井は木を編み込んだ網代造り。ま
るで傘に守られているかのような趣。

江戸時代から人々が行き交った浅草には、庶民が愛し続けてきた飾らない “食い物屋 ”が多い。
そんな名店の中から、ほんの一握りを紹介。浅草でお腹が空いたときに、ぜひお立ち寄りを。浅草グルメ案内
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言
問
通
り

つくばエクスプレス

仲見世雷門

雷
門
通
り

江戸通り

江戸通り

三ノ輪方面

隅田川

隅田川

ゆたか

浅草

日本橋方面

駒形どぜう

小柳

まさる

弁天山美家古寿司

山之宿

三浦屋

花やしき

伝法院

宝蔵門 浅草寺本堂

江戸通りに店を構えて 210
年になる『駒形どぜう』の看
板メニューは、その名の通り
の「どぜうなべ」（1750 円）。
小さな七輪に鍋で供されるの
で、しっかり煮付けてご飯の
おかずにするも良し。火が通
る頃合いを逃さず、さっと掬
えばあっさりとした酒の肴に。
あとはねぎをたっぷり乗せ、
好みで七味や山椒をふんだん
にかけて食べる。どじょうは
淡泊で骨も柔らかいため、頭
から丸ごと味わいたい。店の
造りも、そこここに江戸時代
の面影があり、外国からのお
客さんも多い。

その厚みに驚かされる『ゆた
か』の「ロースかつ定食」（1950
円）。使用しているのは、脂
が甘く柔らかい群馬県産の
やまと豚。手間が掛かるが
取り置きせず、小まめに仕
入れて肉の旨味を逃さない。
自家製のパン粉を使うのは、
薄くサクサクした衣に仕上
げるため。鮮度のよい綿実
油を使い、ジューシーなが
ら軽い食感のとんかつを揚
げる。もちろんソースはウ
スターソース。創業 60 年の
技である。

昔ながらの野趣あふれる味わい

肉の旨味を軽い食感で堪能する

駒形どぜう

とんかつ ゆたか

あまり “ 売ること ” は考えず、調
理に時間、素材にお金をかけて、
とご主人。

一階の入れ込みは、座敷に低いテ
ーブルが並ぶ。創業当時から変わ
らないスタイル。

冷蔵庫など無い江戸時代に、
職人の知恵と技が生み出し
た江戸前寿司。1866 年に創
業した『弁天山美屋古』は、
傷みやすい魚を安全で美味
しく仕上げるこの “ 江戸前 ”
の技を、今に受け継いでい
る寿司屋。才巻海老、赤貝、
鮪ヅケ、平目の昆布〆、穴
子の爽煮、玉子など、下ご
しらえを極めた握りは、い
ずれも感激する味わい。コ
ースは『松』（握り６カン、
巻物３切 /2100 円）から。“ お
好み ” もお好みで。

江戸前の技を極めたひと握り弁天山美家古寿司総本店

甘酢にさらす、湯引きし煮きり醤油
に漬ける、など、先人の知恵が戸前
寿司の財産。秋から冬はカジキの昆
布〆、コハダ、ブリなどがオススメ。

MAP

東京都台東区駒形 1-7-12　☎ 03･3842･4001
11:00 〜 21:00（L.O）　 年中無休（大晦日と元日は休業）

東京都台東区浅草 2-1-16
☎ 03･3844･0034（予約可）

11:30 〜 14:30（14:00L.O.）
／ 17:00 〜 22:00（21:00L.O.)

月曜・第３日曜日

東京都台東区浅草 1-15-9　☎ 03･3841･7433
平日 11:30-14:00（L.O.）／日・祝日 11:30-14:30、16:30-20:30（L.O.）
水曜（水曜が祝祭日の場合振替あり）、他月 1 回水・木連休
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