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SSI では、日本の酒継承プロジェクト「日本の酒 つなぐ」
の一環として、東洋大学 飯嶋ゼミナールが行った「日本酒
に合う肴の研究開発」に協力させていただきました。
本プロジェクトは、日本酒に触れる機会の少ない同世代

の人に日本酒の魅力を伝えることを目的としています。家
飲みにおける日本酒チョイスの為に、家庭でも簡単にでき
る肴のレシピを提案。また肴や料理との組み合わせにより
日本酒の魅力が増すことの理解をいただくものです。
彼らの約半年間の研究開発は４チームに分かれ、アンケー

ト調査から始まり、何度にも渡るミーティング、関係者へ
の企画プレゼンテーションおよび試食会内での実食販売等
から試行錯誤が繰り返されました。そして、本年 2 月 12 日
の「STYLE J. SAKE」のブースにて成果報告が行われまし
た。
開発された「酒の肴」はどれも学生らしさ溢れる斬新な

ものかつ、日本酒の知識を基に考案され非常に説得力のあ
るものでした。数量限定で販売した各チームの商品は来場
者から大変注目を浴びると共に好評を得られ、ほぼ完売と
いう結果でした。
そこで本書では、今回のレシピをまとめ、FBO 認定会員

各位に報告いたします。今回は商用目的として開発されて
いないため、そのまま飲食店での起用は難しいですが、
FBO 認定会員にとって何かしらのきっかけや気づきになる
のではないかと思われます。
最後に、日本酒の未来のために真摯に研究に取り組んで

いただいた学生らに感謝を申し上げると共に、この取り組
みが日本の酒の更なる発展に貢献することを切に願います。

日本酒に合う肴の研究開発
－ FBO研究レポートNo.46－

東洋大学飯嶋ゼミナール　×　日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会（SSI）

日本の酒継承プロジェクト「日本の酒 つなぐ」とは
本プロジェクトはこれから日本の酒を楽しんでいただ

きたい、特に成人を迎えたばかりの方々、外国人の方々を
中心に日本の酒の魅力を感じ、知っていただくことを目的
に、イベントやセミナーの実施、また様々な提案をするも
のであります。さらには、それらの方々に日本の酒の魅力
を伝えていただくべく提供者を対象にイベントやセミナー
を実施しております。

企画、プレゼンテーションの様子

STYLE J. SAKE でのブース販売の様子

STYLE J. SAKE での販売チームの集合写真

STYLE J. SAKE でのブース販売の様子
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さつま揚げと長芋 お好みのソースと共に 厚揚げの赤味噌たれと梅レンコン

うめまる、つけまる、じゃがまる ハムチターン

さつま揚げと長芋 お好みのソースと共に チームA

■ターゲット

■日本酒のタイプ 爽酒タイプ

若い世代全般

■開発のポイント

■材料（４人分）
・さつま揚げ（小）… 5 枚
・長芋…50g 

■作り方
①さつま揚げに平らに切り込みを入れる。
②長芋を適当な大きさに切り（短冊切り）、さつま揚げの間に挟む。
③それぞれのソースを混ぜ合わせる。
④お皿に盛り付けて、ソースをかける。

抹茶塩
 ・粉末抹茶…少々
 ・塩…少々

梅はちみつ
・はちみつ…こさじ 1
・梅肉…おおさじ 1

ガーリックタバスコ
・タバスコ…適量
・ニンニクチューブ…適量

わさび醤油麹
・醤油麹…おおさじ 1
・わさび…適量

ごまスペシャル
・黒ごま…適量
・ごま油…おおさじ 1

ソース

厚揚げの赤味噌たれと梅レンコン チームB

■ターゲット

■日本酒のタイプ 薫酒タイプ

20 代女性

■開発のポイント

■材料（４人分）
・厚揚げ… 1/2 丁

■作り方
赤味噌ソース

梅レンコンソース

赤味噌ソース
・赤味噌…大さじ 1
・砂糖…小さじ 2
・酒…小さじ 1
・みりん…小さじ 1
・くるみ…適量

梅レンコンソース
・レンコン… 100g
・梅… 2 粒
・大葉… 2 枚
・鰹節…適量
・白ごま…適量
・めんつゆ…… 小さじ 1

居酒屋などで広く親しまれている食材の中から、さ
つま揚げをメインの食材に選び、そこに長芋を挟む
ことにより食感も楽しんでいただける工夫をしまし
た。
両者とも醤油をかけて食べるのが普通ですが、若い
世代に興味をもってもらうために家に常備されてい
るものや、簡単に手に入るものを掛け合わせだけで
手軽に作れる5種類の斬新なソースを考案しまし
た。驚きや楽しさでその場が盛り上がることを意識
してあえてそれぞれの味わいが極端に異なるものに
しました。

食生活を気にかけている 20 代女性が興味を持つ、
手軽でヘルシーな食材の中から「厚揚げ」を選びまし
た。しかし、厚揚げは味わいが単調なため、異なる味
のソースを 2 種類添えることにしました。
まず 1 つは日本酒全般と相性が良い味噌をベースに
くるみの香ばしさを活かした「赤味噌たれ」、もう 1
つは薫酒の華やかな香りが引き立つよう、梅の酸味
を活かして大葉や鰹節、白ごまで風味豊かに仕上げ
た「梅レンコン」です。両者とも、くるみ、レンコンと
いうような歯触りの良い材料を使うことにより、食
感の楽しさも演出しています。20 代女性の情報収集
元になっている SNS 映えするようにビジュアルに
もこだわりました。

①全ての材料を耐熱皿に入れ混ぜる
②電子レンジ 500 ワットでとろみがつくまで加熱をする（ときど

き混ぜる） 
③厚揚げの上にたれをかけ、細かく刻んだクルミ振りかける

①レンコンをみじん切りにし、2 ～ 3 分酢水にさらしてからさっ
と茹でる

②梅と大葉を好みの大きさに刻む
③①、②とすべての調味料を混ぜる
④厚揚げの上にたれをかける

うめまる、つけまる、じゃがまる チームC

■ターゲット

■日本酒のタイプ 爽酒タイプ

若い世代全般

■開発のポイント

■材料（４人分）

■作り方

ハムチターン チームD

■ターゲット

■日本酒のタイプ 爽酒タイプ

若い世代（特にめんどくさがりな人）

■開発のポイント

■材料（４人分）

■作り方

日本酒に馴染みのない若者が日本酒を身近な酒に感
じてもらえるよう、「手軽さ」と「意外性」をコンセプ
トに 3 つの商品を開発しました。
食感や色合い、ネーミングにこだわり、手軽な材料で
作った「うめまる」「つけまる」「じゃがまる」は若者に
人気のクリームチーズやジャガイモスティック菓子
をベースに使いました。またそれぞれを韓国のりで
巻くことで、味わいの異なる 3 品に一体感とおつま
みに求められる塩味をプラスしました。

「うめまる」は梅干しではなく、あえてカリカリ梅を
使うことでほどよい酸っぱさに仕上げると共に心地
良いカリカリ食感をプラスしました。

「つけまる」はたくあんの甘味とクリームチーズの酸
味が融合してまろやかな味わいとなり、たくあんの
食感も程よいアクセントとなり楽しめます。

「じゃがまる」には、ワサビを用いることで、ツンとく
る風味と緑の色合いを加えました。今回はじゃがり
こサラダ味を使いましたが、別味の商品でアレンジ
するのも楽しいかもしれません。

若い世代の中でも特に「めんどくさがりな人」を対
象に、とにかく調理なしで「簡単」「安い」「美味
しい」をコンセプトに開発をしました。若い世代に
大人気のお菓子「ハッピーターン」を使い、「うま
じょっぱさ」を活かす食材をただ上に載せるだけと
いうシンプルさが魅力です。
爽酒と合わせることでリンゴジャムの爽やかな風味
と同調し、満足感が得られます。

うめまる 
・カリカリ梅…2 粒
・大葉… 2 枚
・クリームチーズ…30g
・韓国のり…4 枚

つけまる 
・たくあん…4cm
・クリームチーズ…30g
・韓国のり…4 枚

じゃがまる 
・じゃがりこ…1/2 箱
・お湯…50cc
・マヨネーズ…適量
・わさび…適量
・韓国のり…4 枚

うめまる
①カリカリ梅と大葉をそれぞれみじん切りにする。
②クリームチーズに①を入れて、ほんのりピンク色になるまで混

ぜる。
③出来上がったものを小さく丸めて韓国のり挟む。

つけまる
①たくあんをみじん切りにする。
②クリームチーズに①を入れて、ほんのり黄色になるまで混ぜる。
③出来上がったものを小さくまとめて韓国のり挟む。

じゃがまる
①「じゃがりこ」にお湯を入れ、1 分間おいておく。
②①にマヨネーズとワサビを入れて混ぜる。
③出来上がったものを小さくまとめて韓国のり挟む。

・ハッピーターン…4枚
・丸ハム…2枚
・クリームチーズ…14g
・リンゴジャム…8g

①ハッピーターンを半分に割る。
②ハム、クリームチーズを適当な大きさに切り、ハム、クリームチ

ーズの順に乗せる。
③リンゴジャムを添える。

東洋大学飯嶋ゼミナール　考案

「日本酒に合う肴」
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手軽に作れる5種類の斬新なソースを考案しまし
た。驚きや楽しさでその場が盛り上がることを意識
してあえてそれぞれの味わいが極端に異なるものに
しました。

食生活を気にかけている 20 代女性が興味を持つ、
手軽でヘルシーな食材の中から「厚揚げ」を選びまし
た。しかし、厚揚げは味わいが単調なため、異なる味
のソースを 2 種類添えることにしました。
まず 1 つは日本酒全般と相性が良い味噌をベースに
くるみの香ばしさを活かした「赤味噌たれ」、もう 1
つは薫酒の華やかな香りが引き立つよう、梅の酸味
を活かして大葉や鰹節、白ごまで風味豊かに仕上げ
た「梅レンコン」です。両者とも、くるみ、レンコンと
いうような歯触りの良い材料を使うことにより、食
感の楽しさも演出しています。20 代女性の情報収集
元になっている SNS 映えするようにビジュアルに
もこだわりました。

①全ての材料を耐熱皿に入れ混ぜる
②電子レンジ 500 ワットでとろみがつくまで加熱をする（ときど

き混ぜる） 
③厚揚げの上にたれをかけ、細かく刻んだクルミ振りかける

①レンコンをみじん切りにし、2 ～ 3 分酢水にさらしてからさっ
と茹でる

②梅と大葉を好みの大きさに刻む
③①、②とすべての調味料を混ぜる
④厚揚げの上にたれをかける

うめまる、つけまる、じゃがまる チームC

■ターゲット

■日本酒のタイプ 爽酒タイプ

若い世代全般

■開発のポイント

■材料（４人分）

■作り方

ハムチターン チームD

■ターゲット

■日本酒のタイプ 爽酒タイプ

若い世代（特にめんどくさがりな人）

■開発のポイント

■材料（４人分）

■作り方

日本酒に馴染みのない若者が日本酒を身近な酒に感
じてもらえるよう、「手軽さ」と「意外性」をコンセプ
トに 3 つの商品を開発しました。
食感や色合い、ネーミングにこだわり、手軽な材料で
作った「うめまる」「つけまる」「じゃがまる」は若者に
人気のクリームチーズやジャガイモスティック菓子
をベースに使いました。またそれぞれを韓国のりで
巻くことで、味わいの異なる 3 品に一体感とおつま
みに求められる塩味をプラスしました。

「うめまる」は梅干しではなく、あえてカリカリ梅を
使うことでほどよい酸っぱさに仕上げると共に心地
良いカリカリ食感をプラスしました。

「つけまる」はたくあんの甘味とクリームチーズの酸
味が融合してまろやかな味わいとなり、たくあんの
食感も程よいアクセントとなり楽しめます。

「じゃがまる」には、ワサビを用いることで、ツンとく
る風味と緑の色合いを加えました。今回はじゃがり
こサラダ味を使いましたが、別味の商品でアレンジ
するのも楽しいかもしれません。

若い世代の中でも特に「めんどくさがりな人」を対
象に、とにかく調理なしで「簡単」「安い」「美味
しい」をコンセプトに開発をしました。若い世代に
大人気のお菓子「ハッピーターン」を使い、「うま
じょっぱさ」を活かす食材をただ上に載せるだけと
いうシンプルさが魅力です。
爽酒と合わせることでリンゴジャムの爽やかな風味
と同調し、満足感が得られます。

うめまる 
・カリカリ梅…2 粒
・大葉… 2 枚
・クリームチーズ…30g
・韓国のり…4 枚

つけまる 
・たくあん…4cm
・クリームチーズ…30g
・韓国のり…4 枚

じゃがまる 
・じゃがりこ…1/2 箱
・お湯…50cc
・マヨネーズ…適量
・わさび…適量
・韓国のり…4 枚

うめまる
①カリカリ梅と大葉をそれぞれみじん切りにする。
②クリームチーズに①を入れて、ほんのりピンク色になるまで混

ぜる。
③出来上がったものを小さく丸めて韓国のり挟む。

つけまる
①たくあんをみじん切りにする。
②クリームチーズに①を入れて、ほんのり黄色になるまで混ぜる。
③出来上がったものを小さくまとめて韓国のり挟む。

じゃがまる
①「じゃがりこ」にお湯を入れ、1 分間おいておく。
②①にマヨネーズとワサビを入れて混ぜる。
③出来上がったものを小さくまとめて韓国のり挟む。

・ハッピーターン…4枚
・丸ハム…2枚
・クリームチーズ…14g
・リンゴジャム…8g

①ハッピーターンを半分に割る。
②ハム、クリームチーズを適当な大きさに切り、ハム、クリームチ

ーズの順に乗せる。
③リンゴジャムを添える。
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