第66回 松阪肉牛共進会、開催

松阪牛 の

2015 年
日
11月 22
7 時〜

日本一が決まる日
数ある日本の銘柄牛。その頂点に立つのは松阪牛だ。

特に兵庫県但馬・淡路産の黒毛和種の雌牛を 900 日以上肥育した牛は、
「特産松阪牛」と呼ばれる別格の牛となる。
毎年 11 月に品評会「松阪肉牛共進会」が開かれ、
2015 年には威風堂々の 50 頭が臨んだ。
そして 2 時間に及ぶ審査の結果、飼育日数 1007 日、
体重 686 キロのももみや号が、第 66 代女王の栄冠に輝いた。
構成／ JQR 編集部

写真／内藤サトル

大勢の観客が見守る中、番号を呼
ばれ、待機場所のテントから審査
会場へと向かう。いずれも肥育農
家が大事に育てた立派な牛だ。
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見てうっとり！ 値段にびっくり!! もちろん味は !!!

最高の和牛と言われる「松阪牛」
それは美しくも旨い肉の芸術品
日本には 200 以上のブランド牛があり、それぞれ品質を競っている。
中でも 3 大銘柄牛と呼ばれるのが「松阪牛」「神戸牛」「近江牛」である。
そのひとつ「松阪牛」は、肥育農家が数頭の規模で、手塩に掛けて育てたもの。
その魅力を紹介する。
取材・文／ JQR 編集部

写真／内藤サトル

高 京・伊勢丹新宿店。 買い

ないメスの黒毛和種であり、血統

物客で賑わう地下１階の食品フロ

や出生、出荷、流通などの情報が

アには惣菜や弁当、乾物から和洋

「松阪牛個体識別管理システム」

のスイーツ、そして日本各地から取

に登録されていることが「松阪牛」

り寄せられた名産や世界の珍味が

を名乗れる条件になる。「松阪牛」

並ぶ。 生鮮食料品コーナーの一

は日本人にとって憧れの肉であり、

角を占める肉屋の冷蔵ケースは通

特別な祝い事がある時のご馳走な

路に沿って 20 ｍ以上も続き、銘

のだ。実は、この「松阪牛」には

良ければ牛舎から散歩に連れ出し

柄肉のラインナップを眺めながらそ

「特産」というもうひとつ別のカテ

ブラッシングするなど、牛の世話に

ぞろ歩くと、「松阪牛」の看板を

ゴリーが存在するのだが、そのこ

明け暮れる。このように一頭一頭

掲げた松阪牛の専門店に行き着

とはあまり知られていない。

をしっかり管理して育てるとなると、

級デパートとして知られる東

域で肥育した、出産を経験してい

く。ひとつのブランド肉に特化した

長期肥育した
肉屋は、私が知る限りここだけであ
兵庫県生まれの「松阪牛」が
る。冷蔵ケースに鎮座する松阪牛
「特産松阪牛」になる
の迫力あるサーロインの塊。その

断面は鮮やかな赤身に細かなサシ

6

松阪牛は深みのある赤身肉と溶けやす
い上質な脂が特徴。

肥育農家一戸で数多くの牛は扱え
ない。
条件にはもうひとつ「兵庫県産
の子牛」があり、それらを満たして

牛の肥育農家は、一般的に子

「特産松阪牛」が誕生する。その

が散りばめられている。ランボソ、

牛を仕入れてから600 日程度育て

出荷数は、松阪牛全体のわずか４

ミスジ、イチボ、ヒレと、美しく並

て出荷する。ところが「特産松阪

％ほど。年間で３００頭足らずという

んだ肉のラインナップ。まるで牛肉

牛」はそれよりも 10ヵ月ほど長く、

希少な牛なのだ。

の美術館の趣だ。この店では松

900 日以上育てなければならない。

阪牛のＡ５ランクだけを扱い、しか

つまり十分太った牛を、生かしたま

歌山で調教された但馬産の子牛を

も熟成させているため値段も驚くほ

ま熟成させると言う訳である。もち

家畜商が田畑を耕す役牛としてこ

ど高い。ちなみに最高級のサーロ

ろん、肥育農家にとってはその期

の地域に連れてきたもので、かつ

インは 100g で 10800 円（税込

間は大きなリスクとなる。えさを食

ては３～４年働いて引退した牛を、

み）
。それでも巨大な塊は日々目減

べなくなったりケガをしたり、時には

１年程度育てて肉牛として出荷して

りし、数日で更新される。

脂肪が硬くなる脂肪壊死症などに

いた。このようなストーリーがある故

「松阪牛」は別格のブランド牛

かかる恐れもある。肥育農家はよ

に、「松阪牛」は経済的効率とは

である。三重県内の定められた地

り体調の管理に気を配り、天気が

無縁の道を歩んできたのである。
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いずれも毛並みが良く立派な牛たち
居並ぶ姿は壮観だ

そもそも松阪牛のルーツは、和

審査会場に並ぶ牛たち。優劣を見極めるた
めに、牛は何度も入れ替わる。長い待ち時
間の間、手持ちぶさたの肥育農家は、この
牛を育てた日々を思い出すのだろうか？
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松阪牛個体識別
管理システム
購入した松阪肉の詳細は「松阪
牛個体識別管理システム」を利用
して知ることができる。

まず「松阪牛シール」に記載され
ている 10 桁の数字を確認。

日 ったのは明治になってからの

いからに他ならない。それは、

こと。 明 治 5 年（1872 年 ）に

柔らかな肉質

明治天皇が牛肉を食してから急速

②甘く深みのある上品な香り

に広がり、その需要に応えるため、

③脂肪の溶け出す温度が低く舌触

松阪は良質の牛の産地として牛を

りが良い

県外に出荷するようになった。

からである。その美味しさを研究し

本人が牛肉を食べるようにな

現在、「松阪牛」は生産者団

主幹研究員の三宅健雄さんによる

る複数の関係団体によってブラン

と、松阪牛の大きな特徴である口

ド管理され、販売の多くは松阪肉

溶けの良さは、不飽和脂肪酸に

牛協会の会員店に支えられてい

由来するものだという。

しくは「松阪肉販売店指定証」が
飾られ、冷蔵ケースに並ぶ肉の前

すると
「個体情報」
「農家情報」
「と
畜・出荷情報」が表示される。

「不飽和脂肪酸は融点が低く、そ

いる。このシールは肉の証明書に

れによって肉が柔らかくなり、脂の

なる。肉一片に至るまで管理する

口溶けがよくなるのです」

理由は、
「松阪牛」と偽って廉価

飼育がひと月延びるにつれて不

な肉を消費者に売りつけることを防

飽和脂肪酸は約 0.5％増え、その

ぐためである。

ため長期肥育する「特産松阪牛」

その対策に三重県松阪食肉公

の肉は特に柔らかくなると、三宅さ

社は 2002 年 8 月、国に先駆け

んが解説する。その脂は冷蔵庫の

松阪牛の個体識別管理システムを

中でしっかり冷やしても、耳たぶくら

導入。肥育されている松阪牛に数

い柔らかく、常温では脂が透き通る

字 10 桁を割り当て登録し、生産

ほどだが、写真には白く写りづらい

農家から、と畜、流通まで一元管

のが難点だ。

理している。消費者はＨＰにアクセ

「特産松阪牛は、しっかり冷やして

スし、
「松阪牛シール」に記載され

から撮影しないと、霜降りが鮮やか

ている数字を「松阪牛個体識別

な白に写りません。べとつくように

管理システム」に入力すると、牛

写ってしまうのです」
につれて強くなり、甘みが増すとい

加えて肥育農家と肥育日数まで知

う。その旨み成分にはアミノ酸やイ

ることができる（左の囲み参照）
。

ノシン酸が欠かせないが、驚いたこ

また、と畜日や出荷日、枝肉購買

とに、「特産松阪牛」ではアミノ

者の住所、電話番号も記載されて

酸の数値は低く、一方、イノシン

いるので、購入した肉の安全面で

酸の数値が高い傾向にあると言う。

も安心できる仕組みだ（日本語の

研究は始まったばかり。データを

このように「松阪牛」のブランド
が守られる理由は、何より美味し

待機場所に誂えた巨大なテントの下
に、よく肥えた「特産松阪牛」が勢
揃いした。どの牛の出来映えが良い
か、まずは、肥育農家やセリに参加
する業者の間での目利きが始まる。

また、和牛香も飼育が長くなる

育場所、3 代前までの牛の名前、

みの表示）
。
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美味しさの理由は
不飽和脂肪酸とイノシン酸

には「松阪牛シール」が置かれて

の名前から生年月日、出生地、肥

8

ているのが三重県畜産研究所だ。

体である松阪牛協議会を始めとす

る。その店内には「協会員証」も

次に三重県松阪食肉公社のＨＰ
http://www.mie-msk.co.jp
にアクセスして、「牛肉用個体識
別番号検索」に数字を入力。

①きめの細かいサシ（霜降り）と

集めている段階だが、近い将来、
特産松阪牛のおいしさの秘密が科
学的に証明されるだろう。

審査員は総勢 6 名。１席と 2 席では
セリ値が 1000 万円以上も違う（66
回の共進会では 2600 万円）
。誰が見
ても納得いく説明が求められるため、
審査員は真剣に牛の品評を行う。
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見事一席を射止めて満面の笑みを浮かべる北村幸成さん。ももみや号は今年（2016 年）5 月に開催されるＧ７伊勢志摩サミット
にあやかり 3310万円で競り落とされた。

毎 阪牛の品評会「松阪肉牛

るには躊躇する迫力だが、その瞳
はつぶらで優しい。牛は見かけによ

と、副審査長の三宅健雄さん

共進会」。会場となる松阪農業公

らず臆病な性格だと聞く。確かに

（前ページで登場した三重県畜産

園ベルファームには松阪はもちろ

テント内は 50 頭が繋がれていると

研究所の主幹研究員）が解説す

ん、近隣の津や伊勢から大勢の

は思えないほどの静けさである。

る。 審査員は牛の間をせわしなく

年 11 月に開催される、松

を見極めるために、何度もこの作

もはや素人目では優劣がつけがた

農家の誰もがこの品評会の優勝を

業を繰り返す。

く、肥育農家は固唾をのんで審査

目指して切磋琢磨し、それが特産

優秀賞一席獲得は大きな名誉
衆目の中、厳しい審査が続く

員たちの協議を見守っている。や

松阪牛の品質を極めて高い位置

がて意見がまとまったようだ。審査

に留まらせているのである。

長の県畜産研究所の岡本俊英主

12 時から始まった褒賞授与式

観客が押し寄せる大きなイベント

9 時を回り、いよいよ審査が始

移動し、ぐるりと360 度からチェッ

「何せあんな値段が付きますから」

幹研究員がマイクを手に取った。

には三重県知事や松阪市長が臨

だ。 昨年（第 66 回）の予選会

まった。拡声器から番号が告げら

クする。時にしゃがんで真下から覗

と、三宅さんが言う。「あんな値段」

関係者に走る緊張の瞬間。丁寧

席し、入賞者を祝福した。続いて

にエントリーしたのは 88 頭。50

れ、該当する牛が、育ての農家に

いているが、それはお腹の辺りに

とは何か？ それはセリ値のことで

に寸評を述べ、出品番号 15 番、

13 時から公開でせり市が始まっ

頭が本選へと進んだ。 肥育農家

引かれて審査会場に向かう。審査

傷や皮膚病がないかを調べるため

ある。1 席と 2 席との差がとても

ももみや号の名前を読み上げた。

た。競り人の声にあわせて電光掲

が 3 年近く育てた自慢の特産松阪

員は6 名。補佐する6 名が加わり、

だ。足の内側がほんの少し腫れて

大きいのだ。ちなみに今回の 1 席

会場内では大きなどよめきと歓声が

示板に数字が並ぶ。3,700,000-、

牛の中から、厳正な審査を通じて、

総勢 12 名の審査団だ。まずチェ

いても見逃さない。

のセリ値は 3310 万 円。2 席は

上がり、出品者である北村幸成さ

3,800,000 -、3,900,000 -、

その年の女王が決まる。

ックするのは、体の大きさ、バラン

最初の審査が終わると牛は一旦

671 万円だった。その差は実に

んとももみや号は、早速報道関係

4,000,000-と表示されたところで

ス、毛並み、足首の締まり、など

テントに戻る。しばらくするとまた呼

2639 万 円。 平 均 的な牛の 15

者に取り囲まれ、インタビュー責め

拍手が湧いた。平成 14 年（2002

と会場に到着し、待機場所となる

である。

ばれ、今度は数頭を比較しながら

頭分にもなる。従って、審査も公

にあっている。

年）には一席の牛に 50,000,000

巨大なテントに入っていく。いずれ

「もともとは繁殖牛の基準ですね。

優劣を決めていく。並ばせて比べ、

平を期さなければならない。

も体重 650 キロ前後。立派な角

適度な筋肉が付いて健康的な体。

並びの順番を変えて、また見比べ

を持ついかつい顔の巨体は、近寄

肥育牛はそれに肉を乗せたのが理

る。審査員たちは牛の僅かな優劣

朝 7 時を回った頃から牛が続々
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想です」

「松阪肉牛共進会」での優秀賞一席獲得は大きな名誉。表彰セレモニーから競りまで、大勢の観客が詰めかけ、セリ値が
上がる毎に大きな拍手で祝っていた。
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審査が進むにつれ、審査会場
には優良な松阪牛だけが残った。

昭和 24 年に始まった「松阪牛

円の値がついた「松阪肉牛共進

肉共進会」は、特産松阪牛を育

会」。松阪牛のブランド魂が凝縮

てる肥育農家のハレの日だ。肥育

された一大イベントなのである。
2016 vol.27
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ふたり合わせて

優勝8 回！

肥育農家のレジェンド

［久保巳吉さん・栃木治郎さん］

ふたりに聞いた牛のこと
松阪市飯南町深野地区は、松阪牛の発祥の地として知られる山村である。
その地で長年松阪牛を育ててきた名人の、立派な牛の育て方。
構成／ JQR 編集部

写真／塩川真悟

餌をやらん訳にはいかんし、やり過

た。腹に脂がのってくると食べなく

に 1 回欠かさず掃除します。あと

ぎると体調を壊したりして失敗する。

なる傾向がある。

は病気です。熱のある牛は顔を見

そうなると悲しいですな。
：大きな体してますけど。

す。藁を長く切ってやる人もいるし。
短く切れば量を食いますね。
：煮ても煮なくても、育ちは変わ

深野地区最年長の現役肥育農家。86 歳。
松阪肉牛共進会で一席 5 回を獲得。

：ビールは食欲増進に。餌さ
え食っていればやりません。

ちょっと怖い感じがします。
：体は大きいけれども繊細で

ルを飲ませたりして回復を待ちま

す。子牛がここに来た当初は怖が

す。昨年も自分なりに良い出来の

るけど、3ヵ月も経つと人なつこくな

：12 の頃から 70 数年もやっ

牛がいて 9 月に 670Kg あったの

ります。犬と一緒で、歩くとどこま

ているから。嫌いやったら朝早く起

でいけると思っていたのが、急に

でもついてくる。可愛いですよ。

きられませんもんね。朝、餌を食べ

食べなくなって痩せてしまった。

ていると安心ですけど、残している

：そうなると品評会で勝てる牛に
はならない？

：松阪牛の高い評価をどう思って
いますか？
：ブランド品だと鼻高くしている

と心配ですな。病気になった時は

：変わりません。育ってきたら

：楽しい。はよ起きてな。暇

むしろを敷いて牛と一緒に寝たこと

：なりませんね。その牛の食

だけではダメだと思いますね。他の

麦やトウモロコシを蒸して圧ぺんに

さえあれば、牛舎から出して牛を暖

もあります。好きだからやってこら

欲は回復しなかったので、これでは

県は松阪を追い越せ追い抜けって

して与えます。

かなところに連れて行きブラッシング

れたと思います。

10 月 24 日の予選会にすら出せな

勉強を重ねているから。

：共進会で一席を獲る育て方っ
てあるのですか？

：ご自分の目が届く範囲で飼うと

します。美しく太ると嬉しいですよ。

いと判断して、残念ですが売ること

餌を残すと、なして今日は食わない

にしました。計ったら 620Kg まで

のかなと、ほこほこ考えることもあり

落ちていた。たったひと月で 50Kg

ます。

も痩せるんです。幸い肉質が良く、

ど、それが限界です。牛のことをよ

したら、何頭ぐらいまでですか？

牛が病気の時は
心配で一緒に寝たことも

とにかく、よう食べる牛を当てたら

ＪＱＲ（以下Ｊ）
：子牛を選ぶとき

いいですよ。体型のいい牛を買っ

：育てた牛が品評会で一席を獲

東京の百貨店が買ってくれました。

く知っている人が毎日 1 回は見て

のコツはありますか？

てきて。餌を 3 年間衰えずに、平

ると嬉しいですよね。愛情も湧いて

：長く育てるには大きなリスクがあ

回らないとダメですね。200 頭飼

久保巳吉（以下久保）
：柔らかい

均 2Kgを食べてくれる牛ならいい

くる？

子牛。皮膚の柔らかいの。カチカ

ですわ。けれども食い止まりが来る

チの牛は、いい牛には育ちません。

とあきまへんけどな。

Ｊ：子牛の時から違うのですね。
：体型も大事です。背中の通

：方法は分かりませんけどな。

：食い止まりになった時はどうす
るのですか？

りますね。
：兵庫産の牛には 1 日に 5

：そうですね。毎日の生活に
張り合いが出てきます。生き物だか
ら。 品評会で優勝しますとね、そ
れから 12 月 20 日頃までの 1ヵ月

栃木治郎（とちぎじろう）さん
深野地区の現役肥育農家。83 歳。松阪肉
牛共進会で一席を 3 回獲得。

Kg の餌を 2.5Kg ずつ 2 回に分け

と肉が乗りません。あと、肘は真っ
直ぐ。そうした子牛を選びます。飼

ＪＱＲ（以下Ｊ）
：理想の子牛は？

20ヵ月で 750 キロになります。

い始めの頃は腹を大きくするよう

栃木治郎（以下栃木）
：背中が真

：牛も産地や雌雄によって育ち

に、飼料をようけやります。そうせ

っ直ぐで。ハリが良く、足もすらり

が違うのですね。飼料に特別なも

んと3 年持ちません。特産松阪牛

ときれいな子牛を選びます。

のはありますか？

は 900 日飼わないかんから、まず

：骨格やスタイルですね。

の間、飼うのが本当に心配ですわ。

：あと腹ですね。腹の大きな

胃袋を大きくするように心がけます。
：どんな飼料ですか？

牛はよく食べます。

：あまりうまいものはやりませ

：子牛選びに失敗したことはあり

ん。藁や牧草ですね。

ますか？

：藁は煮ますか？
：昔は煮て食わしよったけど、
今はそのままですな。飼料の与え
2016 vol.27

暇さえあれば牛をブラッシングするという久保さん。牛と過ごす時間はこの上なく
楽しいと話す。

っていた人がいましたが、それなら
150 頭にして、数が少なくても立
派に育てた方がいいと思います。

庫産の雌の子牛を 900 日飼わな
ければならない。一方、九州産の

：まずビタミンを与えますね。

：30 頭くらいまではいけるけ

て与えます。特産松阪牛はその兵

目が行き届く頭数を
大切に立派に育てる

りとか足の踏ん張り具合。猫背だ

12

：牛は巨体なので、近寄るには

：牛を育てるのは楽しいですか？

らないと。

久保巳吉（くぼみきち）さん

：ビールも飲ませる？

：無理に食べさせるにはリスク

て分かる。

があります。そのような時にはビー

たりすると餌食いません。
ね。振り返ってどうですか？

ビタミンが欠乏すると来ますから。

方法は？

：デリケートですな。厩変わっ
：長い間牛を肥育されてきました

方はその人その人によって違いま

：食べなくなった牛に食べさせる

牛は1日に 10 〜 12Kgも食べて、

：餌はどこも同じだと思います。
輸入飼料で藁だけは国産。輸入
飼料は麦が一番です。
：食べないこと以外に心配なの
は？

：この牛だと思って毎回買って

：夏の暑い時です。 一番牛

くる訳だけど、700 日くらいでダウン

が弱る季節。ハエもわきます。ガ

してしまったことも何度かありまし

スが溜まらないように、牛舎を 1 日

牛を散歩に連れ出す栃木さん。牛がス
トレスなく過ごせるように、牛舎を清
潔に保つことは日課だ。
2016 vol.27
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（左）特産松阪牛の特徴は、
柔らかな肉ときめ細かなサ
シ。但し、脂の融点が低い
ため、冷蔵庫から出すとわ
ずかな時間で脂が流れ出し、
赤と白のコントラストが際立
つ写真にはならない。肉質を
見極める上で難しいところ。

地元の老舗肉屋が語る極上の理由

手間を惜しまず育てる風土が
美味しい松阪牛を生み出した

（右）松阪牛は、山間の自然
が残るのどかな場所で育つ。
澄んだ空気、清らかな水も、
美味しい肉牛を育てるために
欠かせない。松阪は、その条
件を満たす恰好の場所だ。

和牛は今や世界的に認められる食材。
中でも「松阪牛」は霜降りできめ細かな肉質と、甘く融点が低い脂が魅力だと言う。
その美味しさの理由や味わい方について、
精肉店「丸中本店」の中村社長に話をうかがった。
写真・塩川真悟、取材・文／中井シノブ

奈 伊勢湾に面する海側までの

うになったと、中村社長。戦後は

平地に広がる松阪市。江戸時代

ビールを飲ませ、焼酎を体に塗り、

には紀州藩に属し、伊勢商人を輩

散歩に連れ出すなど、さまざまな試

出するなど商業町でもあった。そう

みが行われ、より高い肉質を産み

した地理的な背景から、松阪は古

出した。

良県に隣接する山側から、

くから海の幸、山の幸に恵まれた

では、「日本三大和牛」のひと

都市として発達。明治になると退

つとして人気を極める「松阪牛」

役した農耕用の牛を販売するよう

の味は、他の和牛と比べどこが違

になり、今では食用の牛を育てる

うのだろうか？

名産地となっている。

「とにかく脂が甘いんです。融点

丸中本店

中村 太社長

松阪牛が一躍その名を広めるき

が低くすぐに溶けて流れる。そのう

っかけになったのは、昭和 10 年

え肉質もきめ細かくて柔らかい」

に東京で開かれた『全国肉用牛

その言葉の通り、食べるとまず

山間から流れ湧き出す美味しい水

畜産博覧会』での名誉賞の受賞

肉の旨味が、そして噛むほどに上

を与えて育てている。よりよい肉を

である。以来ブランド和牛の筆頭と

質な牛肉特有のいい香りが広が

安く販売するためにも、自家農場

して、味と品質を守り続けてきた。

る。飲み込んだ後も、脂の甘味と

が必要だと話す。

「食用牛の飼育が始まって以来、

肉の風味が軽やかにすっと溶ける

松阪では家族経営の小規模農家

ため、後味もさわやかだ。

が牛を育ててきました。牛舎に多
数の牛を詰め込まないので飼育数
は少なく、すべての牛の状態を見

14

てた結果、肉質のいい牛が育つよ

美味しさを味わってほしいから
新鮮な肉を並べたい

ふすま、とうもろこしなどを飼料に、

店内が客であふれることもあるが、キビキビした接客と連携で次々と対応していく「丸中本店」のスタッフ。気軽に調理や食べ方の相談に
ものってくれる。

丸 年。松阪の牛肉専門店「和

たため、その味には人一倍敏感だ。

の時。今では誰よりも松阪牛贔屓

だが、「家を継ぐ」という想いはな

だと笑う。

その農場では、兵庫県産のメス

田金」に勤めていた初代が、「上

かなか湧いてこなかったと言う。大

の子牛を 900 日以上育てた「特

質の肉をできるだけ安く、多くの人

学を卒業して企業に勤めたのも、

気軽に応え、料理に合う部位や

産松阪牛」と、全国から厳選した

に食べてもらいたい」という志のも

自分は「精肉店のおやじになれる

調理法を伝授する。バックヤードで

メスの子牛を 600 日以上育てた

と、戦後に独立して店を開いたそう

のか？」という不安があったから。

は熟練の職人たちが、素早く肉を

「松阪牛」を生産している。店頭

だ。３代目にあたる中村社長は、

実家に戻ろうと決心したのは、父

カットし店頭へ並べる。「松阪肉」

中 本 店の創 業は昭 和 23

店頭のスタッフは客の質問にも

ながら、大切に育ててきたんです」

「松阪牛」が本来もつ味を大切に

には、「松阪牛」の A5、A4 ラン

そんな祖父や父の姿を見て育っ

の病がきっかけだった。体調が悪く

をより美味しく食べてほしいという中

飼料にこだわり牛舎を清潔に保

したいと、丸中本店でも先代の時

クの肉を主に、黒毛和種のメスの

た。何とも贅沢な話だが、物心が

なった父を助けたいと会社を辞め、

村社長の思いが、活気ある店の

つなど、牛のストレスを軽減して育

代に専用牧場と契約し、麦わらや

肉や総菜などを販売する。

つく頃から「松阪牛」を食べてい

店を手伝うようになったのは 30 歳

雰囲気に映し出されているようだ。
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高ければ美味しいというわけではない
より料理に合った肉を知ることが大切

る日の午後も、丸中本店に

あ はひっきりなしに客が訪れて
いた。松阪牛をキロ買いする豪儀
な客もいれば、コロッケやメンチカ
ツなど揚げたての総菜を夕飯の一
品に買って行く客もいる。コロッケ
は、なんと1 日に 2000 個も売れ
るそうだ。
「コロッケやミンチカツなどにも、
松阪牛の小間切れを使っているの
で美味しいですよ。コロッケでも、
口に入れると濃い肉の風味が広が

注文を受けてから揚げるコロッケ。1 個 86 円。上コロッケは 108 円。

ります」
その言葉に我慢できなくなり、そ
のコロッケを買って頬張った。確か

16

では実際に、どんな部位がどん

BSE、口蹄疫の騒動があったと

に違う。じゃがいものなめらかさや

な料理に適しているのだろうか？

きには客が全然来ず、苦労したと

甘味はあるが、それよりも、ドーン

中村社長が解説する。

いう。TPP など、将来への不安も

と肉の香りが主張して突き抜け、

「ロースやリブロ―スはすき焼きや

ある。それでも「松阪牛」というブ

噛んでいると肉の旨味がじわじわと

しゃぶしゃぶに。しゃぶしゃぶにす

ランド牛を次代へ繫いでいくことが

わいてくる。こんな肉々しいコロッ

ればより脂が落ちるから、脂が苦手

大切だと話す中村社長。その想い

ケは食べたことがない。このコロッ

という人も大丈夫。フィレ肉やサー

が、日本の豊かで個性的な食生活

ケが 1 個 86 円とは……。10 個、

ロインはステーキや網焼きで。ステ

を支えていくのだ。

20 個と買っていく人がいるのも納

ーキにするなら少量ではなく、大き

得だ。

な塊がいい。表面に焼き色をつけ

「100ｇ3000 円のシャトーブリア

たら、アルミホイルに包んでバッ
トな

ンは、確かに特別な味わいがしま

どで休ませ、じっくりと中に熱を入れ

す。だけどそんな肉を毎日食べるの

る。肉汁が流れでず、しっとりとや

は無理でしょう。上等なお肉はハレ

わらかで、ジューシーなステーキが

の日だけでいいんです。 普段は、

焼き上がります。塩だけでも美味し

バラ肉を焼き肉に、ひき肉でハン

いですが、山葵をつけてさっぱりと

バーグをつくればいい。バラ肉やひ

味わうのもおすすめです。もも肉な

き肉も松阪牛なら確実に美味しくな

ど赤身はローストビーフに。スジ肉

りますから。その美味しさを知ること

は煮込みにホルモンは焼き肉にし

が、上質を知ることにつながります」

て味わってほしいですね」
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ネットショップでも購入できる丸中松
阪牛カレーは 1080 円。松阪牛がたっ
ぷり入っている。

写真左は肉の加工全般を担当
する専務取締役の中村元さん。
中央が中村社長、右は事務を
取り仕切る社長夫人の中村智
代さん。風格ある看板からも、
丸中本店の歴史が感じられる。
2016 vol.27
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地元松坂で味わう

●ステーキ

地元松阪で味わいたい

松阪牛 グルメ案内
日本三大和牛のひとつ「松阪牛」は、美味しさもさることながら、値段も高い。
リーズナブルで気兼ねすることなく、
最高級の「松阪肉」を食べられる。そんな地元のお店を紹介しよう。
写真／塩川真悟、高見尊裕

取材・文／中井シノブ

西洋肉料理 岡

しか使わない」と、
「自 分が見極めた松阪牛
店主の岡勲さん。大切なのは、自分の
料理に合う肉を仕入れることと言う。ステーキ
肉は、20 日間ほど自家熟成させて、さらに旨味
を凝縮させる。火をいれては休ませることを繰り
返し、焼き加減を確認し、テーブルに運んだ後
も、鉄板の上で少しずつ火が入ることを計算し
て焼き上げる。すっとナイフが入るフィレは、口
に入れると静かにほどけながら高い香りを放つ。
細かく砕いた天日塩の塩梅も抜群で、ソースな
ど一切いらない極上の味わいだ。
東京のイタリア
料理店で修業を
積み、父の後を継
いだ 2 代目の岡
勲 さ ん。 素 材 重
視などのエスプ
リも大切にする。

日本酒でフランベしてバターを添えた「フィレステーキ（200ｇ）」。スープ、サラダ、
パンかライスが付いて 8000 円（税込）

DATA
松阪市内五曲町 115-20
TEL:0598-21-2792
時間：11:00 〜 14:20（LO）
17:00 〜 20:20（LO）
休日：火曜、第 2 水曜

●寿司

壽し萬
創 介類を主に、その時季一番のネタ
業は昭和 26 年。伊勢湾産の魚

を味わえる寿司店。現在は三代目と四代
目で店を切り盛りする。「松阪牛は、信頼
する店から毎日仕入れます」と若店主の
修一郎さん。さしみでも食べられる新鮮な
A5 ランクの肩とバラの間の肉をさっと炙
り、握りにして出す。口に入れた途端に
溶け出す脂の程よい温度。さっぱりした酢

こんな人にオススメの店です

飯や山葵が、その旨味を引き立てる。「牛

松阪牛の地元で本物を味わいたい

四代目の近藤修一郎さん。
大阪の寿司店のほか、海外
の寿司店でも腕を磨き、実
家の「壽し萬」に戻った。

トロ巻」や「松阪牛肉吸」なども人気で、
「松阪牛の寿司はここで」と通う客も多い。

気兼ねなくリラックスして食事を楽しみたい
松阪牛を適正な価格で食べたい

DATA

料理の値段は表記がある場合を除いて税別です
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松阪牛の握り各 800 円。肩とバラの間の肉を塩か山葵で味わう。

松阪市平生町 14 ゆめの樹通り
TEL:0598-21-1891
時間：11:00 〜 13:30（L.O.）
17:00 〜 21:30（L.O.）
休日：木曜

19

地元松阪で味わいたい

◎焼き肉

◎すき焼き

一升びん 本店

味と香りの松阪牛

松阪牛グルメ案内

かめや

創 買いし、すべての部位を大衆

業から 54 年、松阪牛を一頭

「味 レーズに、創業の昭和 23 年

的な値段で供してきた焼き肉店であ

以来、A5 ランクの松阪牛のみを商

る。霜降りの特選ロースやカルビだけ

ってきた。すき焼きのほか、ステーキ

でなく、幻のホルモンといわれる、柔

やビーフハンバーグステーキなど洋食

らかで肉厚な小腸など、鮮度が命の

メニューもあり、牛肉通を楽しませる。

ホルモンが味わえるのもこの店の魅力

映画監督の小津安二郎や松下電器

だろう。味の決め手は、創業以来の

（現パナソニック）創業者の松下幸

「秘伝の味噌ダレ」。当時はまだまだ

之助など、各界の著名人がしばしば

一般的に食べられなかったホルモン

足を運んだことでも、この店の力量が

を、より美味しく食べやすくと、味噌

知れる。「特選松阪牛すき焼き」は、

をベースにして作ったという。部位に

綺麗なさしの入ったロース肉を、厚め

よって厚さや大きさを切り分けるの

に切って肉感を味わわせる。味付け

も、肉を知りつくす店ならでは。三重

は砂糖と秘伝のかえしのみ。すっと

県で 12 店舗を展開するこの店だから

脂身がとけて濃い旨味が広がり、何

こそ、その新鮮な旨味を、毎日変わら

度でもおかわりしたいほど。

と香りの松阪牛」をキャッチフ

ず味わえる。

女将の西村美紀
子さん。コクが
あるのに後味は
すっきりした秘
伝 の か え し は、
女将のみが知る
一子相伝の味。

「上質な牛のい
ろんな部位の違
う味わいを楽し
んでほしい」と
店長の大田雅元
さん。

DATA
松阪市京町 508-4
TEL:0598-21-0109
時間：11:30 〜 20:00
準備や売切れ次第で終了
することもある。
休日：無休（臨時休業あり）

DATA
肉質の良さがわかるきれいな霜降り。手前から上赤身 1450 円、
（左）あぶり焼 2300 円、
特選ロース 2500 円、
（右上）上カルビ 1750 円。七輪で網焼きにすると余分な脂が落ちる。

20

2016 vol.27

松阪市南町 232-3
TEL:0598-26-4457
時間：11:00 〜 22:00（L.O.）
休日：無休

特選松阪牛すき焼きは 1 人前 9700 円
～ 2 万 1800 円。写真は 1 人前 1 万
5800 円の肉。赤身と脂身のバランス
がよく、口に入れた途端に溶けていく。
まずは牛肉を、その後野菜や豆腐を焼
いて、最後には肉汁をご飯にかけ、肉
の旨味を余すことなく味わう。
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