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   味成分とカルシウムが豊富な
   「いわし削り」づくりを究める。

　黒潮の恵み豊かな駿河湾沿岸部の中でも、大
正初期から削り節製造が盛んな静岡県清水区
蒲原。1921年創業の合資会社高福は、このエリ
アのブランド商品ともいえる「いわし削り」を、
創業当初から手掛けてきた製造会社である。
「削り節といえば、かつお節がよく知られていま
すが、私どもは、かつお以外にもいわしやまぐ
ろ、さば、さんま、タラなど、他では取り扱いが
少なく珍しい魚の削り節を手掛けています。か
つお節は上品な味わいが特長で、言わば高級料
亭の味やすまし汁など、出汁そのものの味を大
切にする料理には欠かせません。一方でいわし
削りはインパクトがあって、パンチの効いた味が
魅力です。味噌汁などの濃い味にも負けず、コク
のある料理にはむしろ、いわし削りをおすすめ
したいですね」。そう語るのは、高福の営業部
長、原克治さんだ。
かつお節の旨味成分であるイノシン酸は、料理に
使うことで味を感じやすくなり塩分を控えることに
つながる。いわし削りの旨味成分も、かつお節と同
様にイノシン酸だ。削り節でとった出汁は、まさに
料理の引き立て役なのである。
さらに、いわしの煮干しはかつお節と違って10cm
ほどの小さなサイズであることもあり、魚を丸ごと

削るためカルシウムが非常に豊富である。イノシ
ン酸の旨みと魚の旨みを丸ごと活かした強い味わ
いを、料理に打ち出すことができるのだ。

　熱風乾燥と天日乾燥を使い分け、
　まるで焼き魚のような味わいを生み出す。

　いわし削りはかつお節以上に繊細な作業工程
が必要となる。まずは、国内で水揚げされた大き
さ10cm程度の良質ないわしの煮干しの中から
油分の少ないものを選別し、頭と内臓を手作業
で取り除く。そして、きれいな花削りに仕上げる
ために、小さくなった煮干しを適度な柔らかさに
なるように水を掛けて蒸し煮し、高温による熱風
乾燥を施している。
「多くの会社が天日乾燥を採用していますが、弊
社では熱風乾燥による処理を行っています。いわ
し削りはクセが強い味わいが特長ですが、より苦
味を抑えて香ばしい味わいに仕上げるために、高
温の熱風乾燥が効果的なんですよ。煮干しの臭み
を飛ばして、まるで焼き魚のような味わいに仕上げ
ることができます」と、専務の髙柳真太郎さんは製
法へのこだわりを語る。
煮干しの状態によっては、熱風乾燥の後に天日
乾燥を施すこともあるという。材料は天然の魚そ
のものだけに、仕上がりの味を大きく左右する製
法へのこだわりはとても繊細だ。

　独自ブレンドのニーズにも、
　短納期・小ロットで細やかに対応。

　「乾燥処理を終えたいわし節は、100年の歴
史で培った削り技術できれいに削り上げます。削
りの刃は、基本の刃はもちろんですが、より薄くふ
わっと仕上げてほしいお客様には、ダイヤモンド
粒子の入った超硬刃で削っているんです。飲食店
ごとに味のご要望が異なることも多く、カタクチ
イワシとウルメイワシを使い分けたり、さば削り
とブレンドをしたり、細かなご要望に対応できる
のが私どもの強みでもありますね」と髙柳さん。
他にもまぐろ削り、さんま削り、タラ削りとの混合
削り節や、糸削り、中厚削り、うず花削りといった
特殊な削り手法を駆使して、多様なお客様の個
別ニーズにも小ロット＆短納期で応えている。
「私どもの理念は『家族愛と笑顔があふれる食
卓の創造』です。コロナ禍においてリモートワー
クが増え、働き方はもちろん家族の在り方が見直
されるなか、生き方の価値観も多様化してきまし
た。そんな時代の食卓にこそ、人々はひとときの
安らぎや笑顔の瞬間を求めていると思います。
削り節、出汁は脇役ではありますが、常に食卓を
支え続けられるように、時代が求める味をご提案
していきたいですね」。提供するサービスは進化
しながらも、本物の味を追い求める高福の姿勢
は、100年間変わらず受け継がれている。

かつおやいわしをはじめとする削り節の一大産地として知られる静岡県清水区。合資会社高福は、この地で
100年にわたって削り節一筋に加工業を手がける老舗企業だ。いわし削りを中心に手間を惜しまない伝統
の製法にこだわり続けるものづくりに迫った。

　高精度な光学部品づくりの技術を活かして、
　農業と食のジャンルへチャレンジ。

　大阪と京都の府境にある大山崎は、鎌倉時代に
中世日本最大規模の油座として栄えた。現在は油
発祥の地である離宮八幡宮に石碑を残すのみだ
が、2020年に中世以来久方ぶりとなる油座商が産
声を上げた。それが、「大山崎油座商店」である。
同店が手がけるのは、日本ではあまり馴染みがな
い「カメリナオイル」。ヨーロッパでは3000年に
わたって親しまれてきた栄養価の高いオイルだ。
「カメリナとは、アブラナ科のカメリナ・サティバ
という植物で、そのオイルは天然の抗酸化成分、
オメガ3・6・9を理想的なバランスでたっぷり含ん
だヘルシーなオイルです。日本でもえごま油やアマ
ニ油に含まれることで知られていますが、カメリナ
オイルが優れているのは、加熱調理しても栄養素
がほとんど損なわれないこと。揚げ物や炒め物な
ど調理の幅を大きく広げ、しかも現代人に不足し
がちなオメガ3を効率的に摂取できる理想的なオイ
ルだと言えます」とその魅力を語るのは、大山崎油
座商店の母体である光学部品メーカーのナルック
スホールディングス取締役、北川清太郎さんだ。光
学製品メーカーである同社が、異分野である食品
事業を手掛けることとなった経緯を聞いた。
「昭和20年代に輸入岩塩の卸売業からスタート
し、光学部品メーカーとして邁進してまいりました

が、さらに持続的成長する300年企業を目指して、
10年ほど前から食と農業の分野でもこれまで
培ってきた最先端テクノロジーを活かしながら可
能性を拓くべく、新たにアグリ事業へ取り組むこと
となったのが始まりです」。アグリ事業では、食の
安心と安全供給を目指して、農地での野菜栽培を
はじめ、人工照明による植物工場などさまざまな
研究開発が行われている。カメリナオイルもそん
なプロジェクトのひとつだ。

　100%国産化にこだわって、原料の
　カメリナを日本の契約農家で無農薬栽培。

 「オンリーワンの商品をつくれないかと模索して
いたときに出会ったのがカメリナオイルでした。日
本では認知度が低く、当初はスイスのザンクトガ
レン産のオイルを輸入販売していました。しかし、
日本の農家さんの手でカメリナを栽培した、より
新鮮で高品質なオイルをつくりたい、とカメリナ
の栽培に適した場所と農家さんを探すことになっ
たのです」。
カメリナは、日照時間が長く乾燥した涼しい場所
を好む植物。しかも生命力が強く、マイナス14℃
でも発芽できて痩せた土地でも育つため、米の裏
作としても栽培が可能である。2018年からは標
高700mの高地、山梨県北杜市で、2020年から
三重県伊賀市の契約農家で、無農薬にこだわって

栽培が始まった。しかし、はじめから順調に収穫
できたわけではない。栽培も初めてなら、収穫の
タイミング、また圧搾工程においても製品として世
に出せるクオリティに仕上げるまでには、幾つも
の試行錯誤を繰り返した。

　高い栄養価を維持するコールドプレス
　製法で、風味豊かな味わいに仕上げる。

 「製造方法を模索するうちに、実は日本の食用
油の安全基準は、世界と比べるととても曖昧であ
ることが分かりました。例えば、抽出の手法とし
て、日本ではコストを抑えられる『溶剤抽出』が行
われているケースが多いのです。弊社のカメリナオ
イルは抽出方法も安心安全にこだわって、より風
味豊かに仕上げるコールドプレス製法を採用して
います」。スクリューですり潰しながら圧搾するこ
の製法は、熱による変質がなく、添加溶剤による
処理も行わず、より自然な手法でオイルを抽出す
ることができるのだ。こうして圧搾されたカメリナ
オイルは、元来のゴールドのような色味と高栄養
価を維持することができる上、エンドウ豆のよう
な味わいで調理にも使いやすい。さらに加熱調理
可能な唯一のオメガ3オイルという特長も手伝っ
て、食品業界でも注目を集めている。まだ誕生し
たばかりの100%純国産のカメリナオイルの今
後の展開に期待が高まる。

天下分け目の天王山・山崎の合戦で知られる大山崎で、次世代の健康油「カメリナオイル」をつくるナルッ
クスホールディングス株式会社。長年、光通信や自動車などの光学部品を手掛けてきたメーカーである。
未来を見据え「農業と食」のジャンルへ新たに乗り出した同社の取り組みにフォーカスした。

さまざまな種類の削り節を、
家族愛と笑顔があふれる食卓へ。

2021年で創業100周年を迎えた高福の専務、
髙柳真太郎さんとスタッフの皆さん。

削りの刃は希望の仕上げに合わせて、ダイヤモンド粒子
が入った超硬刃と基本の刃を使い分ける。

削り上がった削り節は即座に封入作業が行われ、
鮮度を保っている。

天然の抗酸化成分をたっぷり含み、加熱調理に使える
唯一の国産オメガ3オイル「カメリナオイル」

原料となるアブラナ科のカメリナ・サティバは、国産・
無農薬にこだわり、山梨県北杜市の契約農家で栽培。

「カメリナオイル」を手掛ける取締役の北川清太郎さん
と参与の横井賢二さん

6C20-06　合資会社高福　いわし削り

かつて油座として栄えた大山崎から発信する

6C20-38　ナルックスホールディングス株式会社　大山崎油座商店「カメリナオイル」

純国産の健康油、
オメガ3オイル。



30 31

　実家の水産加工品を活用して、
　新たな事業をスタート。

　新鮮な桜えびが水揚げされることで知られる
駿河湾・由比漁港。このエリアでは古くから桜
えび・しらすの水産加工卸業が栄えてきた。今
回取材に訪れたのは、海岸まで目と鼻の先とい
う立地にある、おいしい産業株式会社。駿河湾
ブランドの加工食品を企画製造販売する、
2017年にスタートしたばかりの会社である。
「弊社の代表である磯部の実家、株式会社ヤマ
トミは水産加工卸業を営んでいるのですが、幼
い頃から『ヤマトミは長男が継ぐことになるか
ら、次男であるお前は自分自身で起業するよう
に』と言われて育ったそうです。そして東京でIT
系の企業に勤めた後、30歳を機に静岡に戻っ
て、『実家の水産加工品を活かして、駿河湾産
の水産物の魅力をより多くの人々へ伝えるオリ
ジナル商品を企画販売したい』と立ち上げたの
がこの会社なのです」と創業の背景を語るの
は、同社で広報を担当する山口宏枝さんだ。
他にはないオリジナリティのあるものを、と磯部
社長が考案した第一弾の商品が「駿河湾産の生
桜えびのづけ」である。
「発想のもとは、この地域の漁師料理である
『生桜えびの沖漬け』なんです」。桜えびの産
地である駿河湾でも、生の桜えびは、年に2回水
揚げの最盛期を迎える春と秋にしか食べること

ができない希少なえび。そもそも国内で桜えび
が水揚げされるのは駿河湾のみという地域限定
かつ期間限定の珍しい水産品なのである。

　漁師料理にインスピレーションを得て
　つくった、無添加の「生桜えびのづけ」。

　「桜えびの鮮やかなピンク色を活かせるように
工夫して、白しょうゆの特製ダレでづけにして、添
加物を一切使わずに仕上げました」。商品企画に
あたって、静岡市産学交流センターの「静岡おみや
プロジェクト」に参加。専門家からのサポートを受
けながら企画検討を繰り返し、また製法の面では
実家のヤマトミにもアドバイスを受けつつ試行錯
誤を重ねて商品を完成させた。
「弊社の強みは、朝水揚げされたばかりの桜えび
をヤマトミが市場で競り落し、新鮮な状態のまま
の生桜えびを独自のIQF技術（※）で1匹ずつバラ
バラにしながら急速凍結できる製造ラインがある
ことです。素材の鮮度を保ちながら、地元の漁師
料理の味を全国にお届けできたら、という想いで
取り組みました」と開発当時を振り返る。

　駿河湾産にこだわった「おいしい」ものを
　つくり続ける。

　おいしい産業の商品ラインナップには、鮮度に
こだわった桜えびやしらすの加工品、天日干しにし

た乾物などの他にも、ユニークな商品がある。「駿
河湾産 桜えびの粉」もそのひとつだ。
「急速凍結する製造ラインでは、振動によって桜
えびのヒゲをふるい落とすのですが、以前は破棄し
ていたそのヒゲを有効活用しようと、無添加の調
味パウダーをつくりました。天日干しをして粉末に
することで、発色もよくなり、気軽にえびの風味を
つけられる調味料として好評です」。一方で2019
年は桜えびの記録的な不漁に悩まされた。そんな
中、駿河湾の新名物を開発しようと磯部社長が取
り組んだのが、浅海に生息する海藻「アカモク」を
使った加工食品である。地元の海で漁れるアカモ
クは、粘りがある食感で栄養価も高い。これを細か
く刻んで調味料で味付けし、商品化した。「桜えび
もしらすも満足な水揚げ量に至っていない状況の
中、アカモクはこのエリアでも注目の水産品です。
現在、漁協とアカモクの養殖などに取り組んでお
り、新たな可能性を開拓しているところです。もっ
と駿河湾ブランドの『おいしい』ものを、日本全国
の食卓へお届けできるように、これからも新たなこ
とにチャレンジしていきたいですね」。古くからあ
る地元の資源を、新たな目線で価値のある商品と
してブラッシュアップする。そんな若い起業家の
チャレンジに今後も期待が高まる。

南に駿河湾、北に富士山を望む自然豊かな静岡市清水区蒲原の地で、桜えび・しらすの加工販売業を
2017年にスタートした、おいしい産業株式会社。駿河湾で水揚げされた新鮮な海産物にこだわって商品
開発に力を注ぐ同社の創業当時のお話を聞いた。

　清酒ブランド「明石鯛」で世界への販路を
　拓き、蒸留酒造りの礎を築く。

　本州と淡路島をつなぐ明石海峡大橋を横目に
見ながら国道2号線を西へ少し走ると、銅製の
ポットスチルが並ぶ大きなガラス張りの蒸留所
が車窓から目に飛び込んでくる。それが、2017
年に清酒蔵の隣にオープンしたクラフトジンと
ウイスキーを造る「海峡蒸留所」だ。古くからこの
地で酒類醸造を手掛けてきた明石酒類醸造は、
時代の流れとともにしょう油やみりん、焼酎や日
本酒なども造ってきたが、第二次世界大戦での空
襲、阪神・淡路大震災による蔵の倒壊、リーマン
ショックによる打撃など、幾つもの逆風にさらさ
れるたび、都度立ち上がってきたという。
「国内での日本酒や焼酎の市場が低迷するな
か、生き残っていくには海外の販路を開拓する
ほかないと、ロンドンの食品展示会へ出展した
のが2005年のことです。それ以降約2年間、海
外の展示会へ年の3分の1は出展していました」
そう当時を振り返るのは、社長の米澤仁雄さん
だ。「現地の人脈を頼って模索する日々が続き
ました。日本酒があまり知られていない英国市
場で販路を拓いていくのは本当に根気の要る作
業でしたが、長年にわたって『明石鯛』の味や
魅力はもちろん、日本酒の造り方などを丁寧に
伝えながら販路を広げたことで、現地インポー
ターとの信頼関係を築くことができたのです」。
同社の日本酒は英国市場に徐々に広まり、現在

では英国中の一流レストランや高級ホテル、豪
華客船クイーンエリザベス号のメニューに「明石
鯛」が載るほどに、その名を知られるところと
なった。

　英国でテイスティングを繰り返し、
　日本のボタニカル50種から5種を厳選。

　日本酒「明石鯛」で、英国をはじめとする販路
を築いてきた明石酒類醸造が、ジンの本場英国で
あえてジャパニーズクラフトジン造りへのチャレン
ジを考え始めたのは、2015年頃のことである。当
時英国でも「クラフトジン」が流行しており、現地
の潮流を肌で感じていた米澤さんは「日本独自の
ボタニカルを使って、世界に通用するジャパニーズ
クラフトジンを造りたい」と、新たな酒造りに乗り
出した。「本場スコットランドの蒸留所で勉強さ
せてもらいながら、2017年には日本国内でスピ
リッツの製造免許を取得しました。
そこから本格的にジャパニーズクラフトジンのレ
シピづくりを始めたのです」。クラフトジンのレシ
ピは蒸留所によってさまざま。独自の配合でボタ
ニカルをブレンドすることで個性が決まる。「まず
は、伝統的なロンドンジンのボタニカル、ジュニ
パーベリー、アンジェリカ、コリアンダーを活かし
つつ、日本独自のボタニカルをブレンドするため
に、50種のボタニカルの蒸留サンプルを携えてロ
ンドンへ向かいました。日本らしさを追究しながら
も、『ジン』として評価される味に仕上げなければ

本場では通用しません。現地でテイスティングを重
ねながら、5種のジャパニーズボタニカルを厳選
し、オリジナルレシピを完成させました」。その国
産ボタニカルとは、兵庫県からは安富町の柚子、
養父市の山椒、三田市の煎茶、神戸市の紫蘇、そし
て和歌山県紀の川市の梅の5種類。独自のレシピ
に沿って、個々のボタニカルの特徴を引き出せるよ
うにそれぞれに合わせた蒸留方法で蒸留し、ブレン
ドしたという。

　ジンの本場英国で認められたクラフトジン
　を日本市場で販売スタート。

　「イギリスのグリニッジを起点に東経135度線
が走る子午線のまち兵庫県明石市にちなんで、
『東経１３５度兵庫ドライジン（135°E AST 
HYOGO DRY GIN』と名付けました」。メイドイン
ジャパンを全面に打ち出したクラフトジンは、
2020年に欧米で先行発売。本場英国でも高評価
を得て、生産が追いつかないほどの売れ行きをみ
せた。そして満を持して2021年11月より日本国内
でも販売をスタート。
「バー文化が根付いている英国と違って、日本で
のクラフトジンの可能性は未知数。でも飲み方の
提案など、取り組むべき課題はまだまだあります。
今後もさらに蒸留技術を磨いて、日本の酒を海外
へ向けて発信していきたいですね」。そう未来を
語る米澤さんは、海の向こうを見据えて目を輝か
せる。

「西灘」と称される酒どころ、兵庫県明石市でクラフトジンを造る明石酒類醸造株式会社。本格的な蒸留
所「海峡蒸留所」を構え、本場英国でもその名を知られる酒造メーカーだ。創業1856年の老舗企業が新
たに挑む、ジャパニーズクラフトジン造りの物語に迫る。全国へお届けしたい。

「おいしい」駿河湾の味を、

桜えびの色を活かして特製の白しょうゆダレで味をつけ、

無添加にこだわった「生桜えびのづけ」。

富士川の河川敷に生桜えびを敷き詰めて天日干しに

する。河川敷が桜色に染まるこの地区の風物詩。

桜えびを均一に並べ、手作業で異物除去を行う。

高さ約6メートルの銅製蒸留機、ポットスチル。

クラフトジンをはじめウイスキーなどを蒸留する。

伝統的なジンのボタニカル3種に加え、

厳選したジャパニーズボタニカルをブレンド。

2020年に欧米で先行発売し、ジンの本場英国でも

高評価を得た。和洋の伝統技術が融合した味わい。

6C20-09　おいしい産業株式会社　駿河湾産「生桜えびのづけ」

日本酒の酒蔵が本場英国で挑んだ、メイドイン兵庫の

6C20-52　明石酒類醸造株式会社 海峡蒸留所　兵庫ドライジン「東経135度線」

クラフトジン。

※IQF技術： Individual Quick Freezingの略称で、「一つひとつの急
速冷凍（1尾凍結）」を意味する。-40～-45℃で5分という短時間で凍
結するため、細胞壁の破壊がほとんどなく、桜えび本来の風味や美味し
さを楽しむことができる。




