
  

スペシャルグルメパンケーキ(コーヒー
又は紅茶付1,890円)
フレンチの老舗「マキシム･ド･パリ」が
手掛けるワインバーで現れた、五重塔の
ようにそびえたつ迫力の姿に思わず仰
天。しかし熟練のシェフがつくる故、遊
びでは終わらない。仏産カソナードを入
れた生地は粉の味が際立ち、噛みしめる
ほどに旨い。そして、たっぷりのマキシ
ム特製生クリームが非常に似合う。見た
目とおいしさに2度驚く、スペシャルな
パンケーキだ。

季節毎に内容が異なり、写真は春限定のストロベリー季節毎に内容が異なり、写真は春限定のストロベリーVer.Ver.。国産無塩バター・カナダ産。国産無塩バター・カナダ産
メープルシロップ・仏産ブルーベリージャム添え。パンケーキは、メープルシロップ・仏産ブルーベリージャム添え。パンケーキは、33枚や枚や88枚枚(!)(!)も選べも選べ
る。る。

Côte de Rouge(コート・ド・ルージュ)
東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー別棟 マキシム・ド・パリ1F
TEL 03-5545-4505
営業時間 11:00～23:00 金・祝前11:00～02:00 日・祝11:00～21:30
年中無休(施設休館日を除く)

スペシャルグルメパンケーキ



  

パンケーキ 都(みやこ)セット (ホットコーヒー、ホットティー付 1,100円)
趣味の珈琲焙煎が高じ、脱サラしてスペシャリティコーヒーの喫茶店を開業してし
まったマスターは、食べ歩きするほどの大のパンケーキ好きでもあった。子供のころ
の土日の朝食は、いつもパンケーキ。朝起きるとホットプレートには焼きたてのパン
ケーキが・・・楽しいお休みの日。それはマスターにとっては幸せの象徴だった。そ
んなマスターが独自配合のパンケーキミックスに北海道産バターやバターミルクなど
乳製品をふんだんに練り込み、専用銅板で丁寧に焼き上げる。しっとりと滑らかで、
優しい美味しさが潜んでおります。

たっぷりの北海道産あずきに濃厚生クリーム、そしてクルミがアクセントたっぷりの北海道産あずきに濃厚生クリーム、そしてクルミがアクセント
に。パンケーキメニューはに。パンケーキメニューは99種に及び、土日には限定のスペシャルパンケー種に及び、土日には限定のスペシャルパンケー
キも登場する。キも登場する。

珈琲茶香
東京都足立区千住１-２４-８
TEL 03-3870-2626
営業時間 11：00～19：00　土・日・祝11：00～18：00　定休
日水曜

パンケーキ 都(みやこ)



  

カイルア パンケーキカイルア パンケーキ(1,280(1,280円円))
Da CafeDa Cafeの「ダ」は「の「ダ」は「TheThe」のハワイ訛りだそ」のハワイ訛りだそ
うだ。ハワイで育った「ライオンコーヒー」をうだ。ハワイで育った「ライオンコーヒー」を
一番美味しく飲んでもらうために、ハワイ出身一番美味しく飲んでもらうために、ハワイ出身
KONISHIKII(KONISHIKII(元大関小錦元大関小錦))のプロデュースのものプロデュースのも
とに、日本でハワイを再現。カイルアで人気のとに、日本でハワイを再現。カイルアで人気の
パンケーキをアレンジしたりと本格ロコフードパンケーキをアレンジしたりと本格ロコフード
を気軽に食べられる店がココだを気軽に食べられる店がココだ!!

DaCafe 横浜あざみ野店

ハワイの「ブーツ&キモズ」のパンケーキを食べ感動したオー
ナーが5年の歳月をかけて完成させたオリジナルパンケーキ。
薄めの3枚重ねのパケーキ生地は、タロイモ粉をミックスする
ことにより、モチモチでフワフワでしっとり。ココナッツソー
スのミルキーな甘い誘惑は濃厚だがくどくはなく、生地の美味
しさと相まって、ペロリと平らげてしまう！

カイルアパンケーキ

横浜市美しが丘5-14-2
TEL045-903-5300
営業時間11:00～22:00 年中無休



  

季節限定パンケーキ季節限定パンケーキ
昨昨年年44月にオープンしたパンケーキとワッフルの専門店。牛乳を一切使わずヨーグルト月にオープンしたパンケーキとワッフルの専門店。牛乳を一切使わずヨーグルト
をたっぷりと加え低温でをたっぷりと加え低温で2020分ほど焼き上げてつくられるパンケーキ生地は、天使の羽分ほど焼き上げてつくられるパンケーキ生地は、天使の羽
のようにふわふわで、しっとりとろける至福の食感。季節毎にパティシエが華やかにのようにふわふわで、しっとりとろける至福の食感。季節毎にパティシエが華やかに
デコレーションして仕上げる一皿は、見た目も味わいも“デセール”と呼びたくなる出デコレーションして仕上げる一皿は、見た目も味わいも“デセール”と呼びたくなる出
来栄えだ。来栄えだ。
22月まで出されていた「バナナのムース クランブル添え チョコレートケーキ仕立て月まで出されていた「バナナのムース クランブル添え チョコレートケーキ仕立て
(1,400(1,400円円))」。」。

Deux Anges(ドゥ アンジュ)
季節限定パンケーキ

東京都渋谷区神宮前5-47-11
TEL03-6472-7075
営業時間 12:00～17:00/18:00～23:30 土曜12:00～
23:30 日曜12:00～22:00　月曜定休(祝日の場合は翌
火曜)

ワインやカクテルなどお酒も豊富で、夜のデザートタイムやオフの日をまったりと過ごすブラッスリーとしても最適のお店



  

かぼちゃサラダ
開今年開今年33月にオープンした『アトリエコータ』は、吉月にオープンした『アトリエコータ』は、吉
岡浩太シェフが客の目の前でつくりあげるカウンター岡浩太シェフが客の目の前でつくりあげるカウンター
デザート専門店。要望にも応えてくれるので「パンデザート専門店。要望にも応えてくれるので「パン
ケーキ」をお願いしたところ登場したのがこちら。ゴケーキ」をお願いしたところ登場したのがこちら。ゴ
ルゴンゾーラをふんだんに使用した生地の上に、焼いルゴンゾーラをふんだんに使用した生地の上に、焼い
たふんわりメレンゲ。メレンゲを割るとアマレットの
アイスクリームがソースとなって流れ出る。蜂蜜の甘
みとオリエンタルなスパイスの香りを添えて。

欧風料理「オーキッドルーム」にて用意される。食事系のスモークサーモン欧風料理「オーキッドルーム」にて用意される。食事系のスモークサーモン
＆サワークリームも選べるので、ふたりで利用してどちらも味わいたい。＆サワークリームも選べるので、ふたりで利用してどちらも味わいたい。

ATELIER KOHTA(アトリエコータ)
東京都新宿区神楽坂6-25
TEL03-5227-4037
営業時間 テイクアウト 10:00～20:00
カウンター 平日16:00～20:00、土日祝11:00～19:00
年中無休(カウンターは月・火定休)

アトリエコータパンケーキ

ATELIER KOHTA パンケーキ(1500円)



  

リコッタパンケーキw/フレッシュバナナ、
                         ハニーコームバター(1,400円)

「「billsbills」の日本国内」の日本国内33店舗目となる同店では、「店舗目となる同店では、「billsbills」初のキッズメニューを用意。東京湾」初のキッズメニューを用意。東京湾
を眺められるロケーションも素晴らしく、よりファミリーで楽しめる店となっている。を眺められるロケーションも素晴らしく、よりファミリーで楽しめる店となっている。

東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ シーサイドモール3F
TEL 03-3599-2100
営業時間 9:00～23:00(季節により変更の可能性あり) 不定休

リコッタパンケーキ
bills」お台場

“世界一の朝食”を提供するオーストラリアのレスト
ランター ビル・グレンジャー氏によるレストラン
「bills」のリコッタパンケーキは、あまりにも有名
で説明が要らないかもしれない。ふっくらしっとり
焼き上がった甘さのない生地に、メープルシロップ
をたっぷりとかけて頬張る幸福感。1度は食べておき
たい、ハリウッドセレブも日本人も魅了されるパン
ケーキだ。



  

バビーズサワークリームパンケーキ 
苺＆バナナ添え(朝食だとドリンク付950円、ランチだ
と単品950円/ドリンク付1,100円)

塩気のあるパンケーキと苺やバナナを同時に口へ運べば、別添えのメープルシロップを塩気のあるパンケーキと苺やバナナを同時に口へ運べば、別添えのメープルシロップを
かけなくても美味。きちんと温められた分厚いお皿のおかげで冷めにくい点も優秀。かけなくても美味。きちんと温められた分厚いお皿のおかげで冷めにくい点も優秀。

東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル2F
TEL 03-6441-0733
営業時間 平日8:00～23:00 土日祝11:00～22:00

バビーズサワークリームパンケーキ
バビーズ ニューヨーク アークヒルズ

ニューヨーカーに愛されているカフェ＆レストラン
「Bubby’s」の東京1号店となるアークヒルズ店が今年2
月にオープン。そこで朝食とランチタイムにいただける
パンケーキがこちら。サワークリームを使用した生地は
ふっくらやわらかく、口中でねっとりまとまる独特の食
感。パリッとした“ハネ”部分もホームメイドの嬉しい証
だ。



  

「まいどおおきにアヂトです」「まいどおおきにアヂトです」
そんなフレーズを掲げるこちらは、関西出身のそんなフレーズを掲げるこちらは、関西出身の""姉さ姉さ
んん""たちが切り盛りする、駒沢通りのカフェ。カフェたちが切り盛りする、駒沢通りのカフェ。カフェ
の魅力は、なんといっても、そのオーナーが作りだの魅力は、なんといっても、そのオーナーが作りだ
す世界観。料理は当然のこと、その空間とそこでのす世界観。料理は当然のこと、その空間とそこでの
過ごし方がファンを作りだす。その典型が過ごし方がファンを作りだす。その典型がaditoadito。。
創業以来の人気メニューはもちろんパンケーキ。ア創業以来の人気メニューはもちろんパンケーキ。ア
メリカ、カナダ、フランスト、東京などと呼び名をメリカ、カナダ、フランスト、東京などと呼び名を
つけたオリジナルなトッピングに食い意地がはってつけたオリジナルなトッピングに食い意地がはって
くる。生地にはヨーグルトをたっぷり使用し、しっくる。生地にはヨーグルトをたっぷり使用し、しっ
とりとシュワっとしたなんともいえぬ口どけだ。写とりとシュワっとしたなんともいえぬ口どけだ。写
真右はこれまたユニークなメニュー名の大人様定食”真右はこれまたユニークなメニュー名の大人様定食”

アヂト adito

ハチミツ漬けのリンゴをたっぷり、そこにマロングラッセをちハチミツ漬けのリンゴをたっぷり、そこにマロングラッセをち
りばめたおフランスなパンケーキはおいしくて後を引く。ミニりばめたおフランスなパンケーキはおいしくて後を引く。ミニ
サイズがサイズが55枚と、沢山重なったパンケーキの楽しさを演出。枚と、沢山重なったパンケーキの楽しさを演出。

パンケーキ

東京都世田谷区駒沢5-16-1
TEL03-3703-8181
営業時間12:00～24:00 定休日水曜　 ※祝営業

パンケーキ フランス(750円)



  

かぼちゃサラダ
マフィンやスコーンなどのベイクショップ。インマフィンやスコーンなどのベイクショップ。イン
グリッシュタイプのフラワーショップと併設さグリッシュタイプのフラワーショップと併設さ
れ、店内は香ばしさと生花の香りに満たされるナれ、店内は香ばしさと生花の香りに満たされるナ
チュラル系カフェだ。イートインメニューにはパチュラル系カフェだ。イートインメニューにはパ
ンケーキもそろえ、塩味の効いたカリッとフワっンケーキもそろえ、塩味の効いたカリッとフワっ
とした生地が個性的でクセになります。※とした生地が個性的でクセになります。※1515時～時～
ラストまでの限定メニュー。ラストまでの限定メニュー。

塩味の生地にチーズクリームをたっぷりとかけたパンケーキ。レモンが効い塩味の生地にチーズクリームをたっぷりとかけたパンケーキ。レモンが効い
たチーズケーキのようなパンケーキなのだ。たチーズケーキのようなパンケーキなのだ。

ナチュラル フード カンパニー

横浜市中区石川町1-13-12
045-681-7226
11：00～19：00 無休

パンケーキ

パンケーキ チーズソース(850円)



  

かぼちゃサラダ
人情味ある下町界隈が好きなオーナーが築人情味ある下町界隈が好きなオーナーが築5050年あまり年あまり
の一軒家を改装しの一軒家を改装し20082008年にオープン。隙間風さえ心地年にオープン。隙間風さえ心地
良いナチャラルな空間で、無添加にこだわったフードや良いナチャラルな空間で、無添加にこだわったフードや
自家製天然酵母パンなどを揃えている。パンケーキもこ自家製天然酵母パンなどを揃えている。パンケーキもこ
だわりの生地配合。米粉を使用ているがベーキングパウだわりの生地配合。米粉を使用ているがベーキングパウ
ダーは使わず、卵をしっかりと泡だてることにより、モダーは使わず、卵をしっかりと泡だてることにより、モ
チモチとしていてフンワリとした食感に仕上げている。チモチとしていてフンワリとした食感に仕上げている。

オーナーがニューヨーク滞在中にカフェで出会った出会ったパンケーキをア
レンジ。パインソース、生クリーム、バナナ、ピーカンナッツがたっぷり！

iriya plus cafe (イリヤプラスカフェ)
東京都台東区下谷2-9-10
TEL03-6273-1792
営業時間 11:30～20:00 土11:00～20:00 日11:00～19:00
定休日月曜（祝日の場合は営業）

ハミングバードパンケーキ

ハミングバードパンケーキ(750円)



  

空間プロデューサー 山本宇一氏が手がけた、野菜空間プロデューサー 山本宇一氏が手がけた、野菜
ブランド「ブランド「SOAKSSOAKS」のカフェ。日本の農家で大切」のカフェ。日本の農家で大切
に育てられた愛情たっぷりの野菜を使ったメに育てられた愛情たっぷりの野菜を使ったメ
ニューが並び、レンコンパウダーを主にしたオリニューが並び、レンコンパウダーを主にしたオリ
ジナルドーナツブランドの「ジナルドーナツブランドの「OK doughnutOK doughnut」も大」も大
人気。今大注目のカフェのパンケーキは同店の一人気。今大注目のカフェのパンケーキは同店の一
番人気メニューなのだ。番人気メニューなのだ。

SOAKS

ミートがトッピングされた、まわりはカリッ、中はしっ
とりと焼きあげられたパンケーキ。カボチャのパウダー
を使用している生地は、優しい甘味を楽しませてくれ
る。SOAKSの野菜パウダーとフレークを使用したバター
はニンジンとカボチャの2種。

パンケーキ ミート

東京都目黒区上目黒1-5-10
TEL 03-5794-3451
営業時間 11:30～23:00 (テイクアウト10:30～) 年中無休

パンケーキ ミート(1050円)



  

東京都渋谷区神宮前5-8-8
TEL 03-3407-8427
営業時間11:00～22:30※パンケーキの提供は11:00～17:00
年中無休

サーモンのローズティアラパンケーキ サーモンのローズティアラパンケーキ 
((グラスシャンパーニュグラスシャンパーニュ22杯とセットで杯とセットで
3,8003,800円円))
目の前に差し出された瞬間、歓声をあげて
しまうであろう大輪の薔薇。この艶めかし
く咲いた薔薇の正体は、自家製のスモーク
サーモンなのだ。支えるのは3枚重ねのパン
ケーキ。そしてキャビア入りのクリーム
ソースが更に贅沢を添える。シャンパー
ニュを片手に、ご褒美ランチとして利用し
たい。

表参道bamboo(バンブー)

「大人の心地よい空間」をコンセプトにした邸宅ダイニングで熟練のフレンチシェ「大人の心地よい空間」をコンセプトにした邸宅ダイニングで熟練のフレンチシェ
フがつくるパンケーキ。デザートパンケーキもあるので、カフェタイムにも楽しめフがつくるパンケーキ。デザートパンケーキもあるので、カフェタイムにも楽しめ
る。少人数用の優雅な小部屋があるのでパンケーキパーティなんていうのもいい。る。少人数用の優雅な小部屋があるのでパンケーキパーティなんていうのもいい。

サーモンのローズティアラパンケーキ



  

DAVID MYERS CAFE

ホットケーキ (680円)

北海道産小麦粉で作ったバナナのパンケーキ、キャラメルソース(1,260円)
アメリカ西海岸の料理界をリードする若手
シェフ、デイビット・マイヤー氏のデビッ
ト・マイヤーカフェ1号店でいただけるパン
ケーキ。北海道産小麦粉を使用した生地は
厚みがあり、ムワッと歯を押し返す弾力が
頼もしい。そこに温かいバナナととろ～り
キャラメルソース。この琥珀色美しいキャ
ラメルソースが、バニラビーンズたっぷり
で、隠し味のバーボンと相まって実にリッ
チな味わい。買い物途中の疲れと空腹を解
消してくれる一皿だ

添えられたホイップクリームも美味。飾りのントが、
爽やかなアクセントとして非常に役立っている。

自由が丘ベイクショップ

東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越6F
TEL 03-3561-7052
営業時間10:00～20:00(L.O.19:00)

パンケークス、オレンジバターとローストバナナ(1260円)

東京都目黒区自由が丘2-16-29 IDEE SHOP Jiyugaoka 4F
TEL 03-3723-2040
営業時間平日 10:30～22:30 土日祝 9:30～22:30

オーガニックを意識した、ベーカリー&ペイ
ストリー、オーブン料理のニューヨークスタ
イルのカフェ。店頭には焼きたてのパンや焼
き菓子が並び、ビル4Fの店内は生地が焼ける
香ばしさに満ちている。オレンジピールとオ
レンジ果汁とバターをホイップしてつくるオ
レンジバターが良い香りで食欲を刺激する。
とろりとオーブンされたバナナも美味で、雑
穀やオートミールを使用した生地のパンケー
キは朝食にもってこいの美味しさだ。

毎日10:30～16:30までの限定メニュー



  

デザートパンケーキ ミックスベリー＆豆乳ホ
イップ(450円)
シンガポールで大人気の豆乳スタンド「ミスタービー
ン」のブランド初となるカフェでいただけるパンケー
キ。店内のキッチンで絞りたての豆乳を使用した生地
は、薄めながらモチモチと食べ応えがある。デザート
パンケーキは他に「メイプルバター」や季節限定のも
のも。シャリッとした「豆乳ソフトクリーム」をトッ
ピングするのもオススメだ。

ビーン君と呼ばれスタッフに愛されているキャラクターの姿に和む。豆乳ドビーン君と呼ばれスタッフに愛されているキャラクターの姿に和む。豆乳ド
リンクとセットにすれば、ヘルシーで腹持ちのよい軽食に。リンクとセットにすれば、ヘルシーで腹持ちのよい軽食に。

mr bean 東京八重洲店
東京都中央区八重洲2-1 八重洲地下街 中3号
TEL 03-3548-4000
営業時間 平日7:00～22:00、土日祝9:00～22:00
年中無休(年末年始特別休業)

デザートパンケーキ



  

星乃珈琲店 109MEN's店

窯焼きスフレパンケーキ ダブル(680円)
ドトール・日レスホールディングスが近
年、全国展開をはかる自家焙煎、ハンドド
リップの寛ぎ珈琲チェーン。しかもウリの
メニューがパンケーキというから頼もし
い。オーダー後にじっくりと窯焼きすると
いうスフレタイプのパンケーキは厚みがあ
り迫力満点。多くの男性がパンケーキを楽
しむお気軽パンケーキパラダイスでもあ
る。シングル(1枚 530円)からもオーダー
でき、好みのトッピング（別料金）も選べ
ます。

焼きたてふわふわのスフレパンケーキです。適度な甘
さの生地が万人好み。ホイップバターと好みのシロッ
プ(メープル)を添えて。

らぽっぽ+CAFE

東京都渋谷区神南1-23-10 109MEN's 2F
TEL 03-3477-8038
営業時間　10:00～23:00

ふんわりおいものバニラビーンズパンケーキ ハニーメープル(473円)

東京都大田区蒲田5丁目13-1グランデュオ蒲田東館１F
TEL 03-5713-6450
営業時間 10:00～21:00

全国にさつまいも農園で育つブランドさつま
いもを使用した"おいもスイーツ"のチェーン
店「らぽっぽ」のイートインカフェ。
焼きたてポテトアップルパイ、スイートポテ
トといった定番人気商品と共に楽しめるのが
パンケーキ。パンケーキ種にサツマイモを練
り込み、フカフカほっこりとした生地に。
メープルシロップがつきますが、付け合わせ
の「おいものアイス」をパンケーキにディッ
プすれば ”冷熱スイーツ" に早変わり。

オーダーを受けてから鉄板で焼き上げる本格派。サ
ツマイモとバニラの甘い香りが食欲をそそります。



  

　

パンケーキ事情～終わりに
　パンケーキのルーツは古代エジプトという説があり、発掘品などから上流階級はハチミ
ツのパンケーキを食べていたことが知られている。パンケーキ＝小麦食文化であり、パン
(ブレッド)同様にそれぞれにお国柄が見られる。フランス語圏の「クレープ」、ロシアの
「ブリヌイ」などもパンケーキのバリエーションだ。
一方我が国にも独自のパンケーキがある。「お好み焼き」がそれだ。「Japanese-style 
pancake」。海外向けのガイドブックはそう訳され、小麦粉を水で溶いた生地に刻みネギ
などをのせて焼いた戦前に生まれた「洋食焼き」がお好み焼きの原型と呼ばれる。「どら
焼き」はbean jam pancake、「たい焼き」もfish-shaped pancake filled with bean 
jamと訳され、こうなるとお好み焼きもどら焼も「洋食」に思えてくるから不思議だ。韓
国料理のチヂミもパンケーキと呼べる。

　パンをはじめ、うどん、パスタ、中華麺、お好み焼き、たこ焼、パンケーキ、ピッ
ツァ、ケーキ、ドーナツなどと現代日本人は「粉モン」が大好きだ。
近年、日本は世界有数の小麦消費国であり、年間約550万トン、国民一人当たり年間約32
キロも消費している(米類は60キロ)。それらの約90%近くは輸入に頼っており、そのほ
とんどが製粉用。つまりそれらは米が「ご飯」というようにそのままの姿で消費されず、
小麦粉になり「粉モン」に製品加工されているのである。ちなみにコメの消費量は戦前に
比べて半分以下に、小麦は2.5倍となったそうだ。

　いったいいつから、こんなに粉モン好きな国民になったのだろう。

それはずばり「メリケン粉」によってだ。メリケン粉は主にアメリカから輸入した小麦粉
で、国内の製粉技術が劣っていた当時、品質の良いアメリカ産の小麦粉を区別するために
つけた名称である。敗戦後(1945年)の食糧難を賄うため、GHQ(連合軍総司令部＝米国政
府が設置した対日占領政策の実施機関)は支援物資としてメリケン粉(小麦粉)などの食糧
配給をし、国民はそれを水で溶いて具を入れて焼いたり、「すいとん」にしたりしてい
た。50年代以降、西欧諸国の復興は進み食糧事情が改善。そして朝鮮戦争の休戦により、
ほぼ無傷の戦勝国米国は、その豊富な食料事情で世界各国に小麦などの農産物などを輸出
していたが、状況が一変、大量の余剰を抱えることになる。その保管などのため米国の国
家財政は危機的状況に陥いることになり、改善策として1954年、米国はＰＬ480法（農
業貿易促進援助法）を成立させ、発展途上国に余剰農産物を輸出することを決めた。当時
の日本の状況に合わせこれを要約すると「アメリカの農産物(小麦)を円建で購入でき支払
は長期後払い」、「その農産物を日本国内で売却消費した場合、その代金の一部が日本の
経済復興に使え、米国は米国農産物の市場開拓費に使用できる」、「貧困層への援助、災
害救済援助、学校給食への無償贈与」と、表面だけ見ればただ同然と言えるこの法案は、
1951年のサンフランシスコ講和条約締結によって、形骸的な独立国となり資金援助を打
ち切られ財政難だった日本は、1956年、これに勇んで調印したのである。



  

　そして米国産主要農産物(小麦、大豆、トウモロコシ)の市場拡大のため、コメからパン
への主食転換(小麦粉の消費拡大)、肉、乳製品、卵の摂取の奨励(飼料としてのトウモロコ
シなどの穀物消費)、油料理の奨励(油脂の原料となる大豆などの消費拡大)といったキャン
ペーンが、日本国民の栄養改善という大義名分のもとに、市場開拓費を使い繰り広げられ
た。まずは「コメ主食では栄養不良になる」というネガティブキャンペーンをはる。そし
て製パン技術者の講習会を開いたり、キッチンカーが全国を駆け回り、栄養士が欧米型料
理の実演指導し、200万人もの国民に栄養改善指導をした。(キッチンカーでは小麦粉と大
豆油によるパンケーキやスパゲティの実演調理も行い、それをフライパン運動と呼んで油
調理を勧めたのだ)
ＰＬ480法によるこのようなプロジェクトは数百に及び、学校給食への小麦(パン)の無償
贈与などによって、粉食奨励がさらに進み、コメから粉食への一大転換が施され、粉モン
好きへの道が築かれていったのである。ＰＬ480法は単なる米国産の余剰農産物の解決だ
けではなく、米国農産物輸出拡大の一大マーケティングだったわけだ。(結果、今の日本は
その大量消費のため小麦、大豆、トウモロコシの９割前後を輸入に頼っている。日本は世
界屈指の食糧輸入大国となったのだ。)
　この法案による余剰農産物を受け入れは総額６００億円に及び、その代金の７割は敗戦
復興資金に当てられ、残りは当時の在日米軍の施設拡充と自衛隊整備の資金に充てられた
のだ。(戦後の防共戦略の一環として、日米相互防衛援助協定が結ばれ米国は日本に独自の
軍備を要求。自衛隊法が1956年公布された)
なにやら話がきな臭くなったが、せっかくのおいしい粉モンが焦げては野暮だから、日本
の粉食化の功罪はここで論ずるのは止めておく。続きはいつかまた他の場所で（笑）。

　仕舞いに。日本で初めてホットケーキをメニューに取り入れたのは神田須賀町の老舗
「万惣フルーツパーラー」といわれている。が、しかし本書を編集中の3月に、ホット
ケーキの元祖といわれる老舗がその歴史に幕を閉じたのは誠に残念である。

在りし日の万惣フルー
ツパーラー「フルーツ
ホットケーキ」

専用銅板で焼かれた伝
統のホットケーキに、
陶器の器に盛られた
たっぷりのバター。フ
ルーツを混ぜ込んだク
リームを添え、そのフ
ルーツとの相性を考え
てメープルシロップで
はなく、バニラのきい
たアングレーズソース
をかけて楽しむ。お出
かけをして舌鼓を打っ
たご馳走ホットケーキ
であった。
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