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ブルーレイ『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』 発売・販売元：(株) ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
© 2014 Sous Chef, LLC.  All Rights Reserved.http://chef-movie.jp/ 

映画「シェフ」は、「米国食品の多様性と美味しい地域料理（リージョナル・クイジーン）」を完全にサ
ポートしたストーリーとなっています。　映画ではサブタイトルの通り、アメリカ人三ツ星シェフが
訳あって有名レストランを辞めてしまいます。失意の旅行先マイアミでご当地ホットサンドの美味
しさに遭遇し、家族と仲間に支えられながらフードトラック・ビジネスをはじめます。ロサンジェル
スへ戻るアメリカ大陸横断の旅の途中、ニューオリンズ、オースチン各地をめぐり、地域の食材を
採用し、アメリカン・リージョナル・クイジーンに仕上げていく様子が楽しく、美味しく描かれていま
す。実際、近年格段に美味しくなったフード･トラック・ビジネスが全米の都市で隆盛を誇っており、
ミラノ万博2015でも紹介され、新たなアメリカン・クイジーンの重要なひとつとなっています。

『アイアンマン』監督が本当に作りたかった映画…
それは、毎日一生懸命なあなたに贈る

“ちょっといっぷく”ムービー！

『アイアンマン』監督が本当に作りたかった映画…
それは、毎日一生懸命なあなたに贈る

“ちょっといっぷく”ムービー！

三ツ星
フードトラック始めました

ジョン・
ファヴロー監督・脚本
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アメリカン・グルメ・フードトラック・クイジーン
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グルメ・フードトラックであるためには

成功のための秘訣

何故そんなにも人気なのか？

他に類をみない素晴らしいセンスを追求して
いるシェフによって運営されていること。新規
レストランをオープンするほどの資金は持っ
ていませんが、美味しい料理を提供するため
の起業家精神と情熱を持っていること。グル
メ・フードトラックを開業することは、シェフ
が一躍脚光を浴びることを可能にし、シェフ
自身のレストランをオープンするための道筋
にもなっています。
　日本の屋台と違うところは、カスタム・ビル
ドされた大型トラックを使用し、車内には給

排水設備はもちろん、オーブン、冷蔵庫、グリ
ラーなど調理に必要な全てのキッチン設備
が整い、車内でこだわりの調理ができること
にあります。メニューにもこだわりがあり、ア
メリカの地域料理や伝統料理をベースに、思
わず納得の健康メニューやサステイナビリ
ティー（持続的）、環境保護の方向性をもつメ
ニューが考案、販売されています。
　グルメ・フードトラックは、出来たての熱々
料理や、気候に合わせた適温のお料理をお
客様に手渡せる設備をもっているのです。

フードトラックが世に出てから既に何十年も経ちましたが、ここ数年間、アメリカでは新し
くて力強く、そしてグルメなフードトラック革命が起きました。それまでのフードトラックが
提供していた、食欲をそそらず興味もわかない食べものから、アメリカの起業家精神を表
し、美食と創造的な食のシンボルとして主要なアメリカ食文化のひとつに変貌したのです。
　フードトラックの変革にはいくつかの理由があります。2008年におきた米国投資銀行破
綻に端を発する米国経済の低迷により、フードトラックビジネスが脚光を浴びるようにな
りました。新らしくレストランを開業するよりはるかに低く初期投資を抑えられること、目覚
しく発展するソーシャル･ネットワーク（SNS）により、巧みで機敏なマーケティング戦略が
実現できたため、新しいフードトラックビジネスが見事に当時の食ニーズに応えたのです。
　ブーム初期の頃、それまでになかった美味しい料理を提供するいくつかのフードトラッ
クが一夜にして大ブレークすると、ニューヨーク、ロサンゼルス、オースチン、ヒュースト
ン、タンパ、ポートランド、セントルイス、ワシントンDCを中心に、全米の大都市で新たな
グルメ・フードトラックが次 と々出現していったのです。

人気のフードトラックは必ず新鮮で品質の高
い食材を使っています。本当の手作りで、スク
ラッチ（たとえばパン生地をこねるところから、
ローストする肉をマリネするところ）から調理
し、こだわりのメニューを提供しています。メ
ニューや屋号に関連したネーミングも、一捻り
したユニークな名前を考え、トラックもカラフ
ルでオシャレなデザインに仕立てています。　
　TwitterやFacebookを器用に使いこなしな
がら沢山のフォロワーをつくり、トラックのい
る場所や営業時間を常に知らせていることも
重要な秘訣です。もちろん駐車スペースの良
し悪しが肝心。良く売れる場所、時間は人気の
フードトラックでも取り合いになり、日によっ
て場所が変わり、時間によっても場所を変え
ることがあります。日中は、人通りの多いビジ
ネス街で、ファスト･フードではない美味しい食
べ物を探している人や、社員食堂の食事に飽
きた人たちに狙いを定めています。夜や週末

になると、若い人や富裕層たちが集まる場所の
隣の駐車場や、市が指定したストリートなど
でグルメ・フードトラックを見つけることがで
きます。
　独特のスタイルを持つか、こだわりのテー
マを貫いているため、一台のフードトラックが
提供するメニューは限られています。たとえば、
あるフードトラックはメニューがホット・サン
ドだけだったり、他車はワッフルだけを提供し
たり。シェフの得意分野で勝負するのですか
ら、そのメニューがつまらない食べ物である筈
はなく、お客様がちょっと驚くようなメニュー
に仕立てられています。そのためエスニック・
フードがセレクトされることが多く、ちょっと
ありえないアジア料理とメキシコ料理のフュー
ジョン（融合）や、ハッとするようなフレーバー
のカップケーキだったり、本格的なバーベ

キューのお肉や、愛情こもる手作りのパストラ
ミを惜しげもなく使った豪華サンドイッチなど
など。他にも、食欲をそそる良い香りのパイや、
デザートの数々、グルメ･アイスクリーム、本格
的な釜で焼き上げるピザ、食べればアメリカ
人の気持ちをゆったりとさせる手作りベーコン
を使った料理から、なんとペットフードやペッ
ト用アイスだけを提供する犬猫ペット専用グ
ルメ・フードトラックもあります。
　全米にとても沢山のフードトラックがあるた
め、今では。消費者がトラックを追いかけなく
ても、ひとつの場所で自分の好きなトラックを
探すことができる大きな集会が、多くの都市
で開催されています。2013年には、フロリダ州
タンパ市がフードトラックの大集会をホスト
し、99台のトラックが参加しました。

ひとつひとつが個性的で、豊富な種類から選
べる選択の自由と、大手レストランチェーンと
は別の可能性をいつも提案しています。また、
最新のグルメフードや、最高に新鮮で高級な
食材を追求する人気のフーディー・カル
チャー（グルメ/美食）な最先端の人々をうま
く活用しています。ソーシャル・メディアの発
達は、便利さだけでなく、人気トラックの
「追っかけ」達が、彼らお気に入りのトラックが
どこにいるかを追跡するスリルに引き込んで
くれます。
　今では、フードトラックを特集するテレビ番
組がいくつもあります。フード･ネットワークの

「ザ・グレート・フードトラック・レース」や、
クッキング・チャンネルの「イート・ストリー
ト」では人気のフードトラックを紹介していま
す。2010年５月にシカゴで開催された全米レ
ストラン協会のコンベンションでは、140平米
に及ぶフードトラック専用展示コーナーが設
けられました。以来、2011年からは、あの有名
な「ザガット」レストラン・ガイドがフードト
ラックを格付けしています。各都市でも毎年
のベスト・フードトラックを表彰しており、
ニューヨーク市のヴェンディー・アワード
（Vendy Award）が良く知られています。2014
年にはビジネスのサポートと、権利を守るため

全米フードトラック協会が設立されました。　
　そしてミラノ万博2015のアメリカ・パヴィリ
オンでは、フードトラック・ネーションのタイ
トルで、グルメ･フードトラック・クイジーンが
紹介されています。このようにアメリカでのグ
ルメ・フードトラックは豊かで多様なアメリカ
の食文化のひとつとして確固とした地位を築
き上げているのです。

Partners in Agriculture 共に育む豊かな食卓 アメリカの食と、日本の食を結ぶWebサイトです。ぜひ検索してください。

米国大使館
農産物貿易事務所(ATO)

所長 レイチェル・ネルソン

今回、アメリカン・グルメ・フードトラック・
クイジーン・ガイドブックを発刊することができ、
日本の皆様と情報共有できる機会に恵まれ
大変嬉しく思っております。このガイドブックを通じて、
最新のアメリカ食文化を皆様に知っていただき、
日本で、また次回アメリカを旅行する際に、
多彩なアメリカ料理を楽しんでいただけることを願っています。
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アメリカン・グ
ルメ

フードトラック
・クイジーン

消費者向けサイト » www.myfood.jp 米国農務省日本事務所 » www.usdajapan.org

●アメリカの食を「食べる」「作る」「知る」

●アメリカの農産物・食材・と食文化に関するフレッシュな情報
　を提供

●食糧安全保障、食品安全性の情報

●米国農産物輸出サポート

@USDAJapan@myfood_by_Lisa
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グルメ・フードトラック・クイジーン マップ
Gourmet Food-Truck Cuisine Map

The Cuban, Florida 
 フロリダ・マイアミ風キューバン・サンドイッチ

Bignet, New Orleans 
ニューオリンズ・ベニエ

P’o Boy, Louisiana
ルイジアナ・ポーボーイ

The Elvis, Tennessee 
 テネシー・ザ・エルヴィス ザ・キング

Chopped Beef, Texas 
テキサス・BBQサンドイッチ、

Musubi, Hawaii 

American Jar Salada

ハワイ・ランチョンミート・スシ

Burritos or Tacos, California 
カリフォルニア・ブリトス

French Dip-Roast beef Sandwich,
California 
カリフォルニア・ロースト・ビーフ・サンドイッチ

Lobster Roll, Main
メイン・ロブスターロール

Grilled Cheese, Wisconsin 
ウィスコンシン・グリルド・チーズ・サンドイッチ

Fried Walleye, Minnesota 
ミネソタ・フライド・ウォールアイ

Pork Tenderloin, Indiana 
インディアナ・ポーク・テンダーロイン

Pastrami on Rye, New York 
ニューヨーク・パストラミ オン ライ

Fried Clam Roll, Rhode Island
ロードアイランド・フライド・クラム・ロール

アメリカンジャー・サラダ

The Grinder, Connetcticut
コネチカット・グラインダー

Pulled Pork, North Carolina 
ノースキャロライナ・プルドポーク

SeaFood Sandwich, Alaska
アラスカ・シーフード・サンドイッチ
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Gourmet Food-Truck Sandwiches
米国産の豊富な食材をたっぷり使ったサンドイッチはグルメ･フードトラック（ＦＴ）の人気メニューです。パンはシェフの好み
で様々です。サブやホギーと呼ばれる細長いパンが代表的。日本のコッペパンよりサイズが大きく歯応えがあります。仕上げ
にはパンの表面にバターやオリーブオイルを塗って焼き上げ、表面をカリッとした食感にします。食パンはライ麦パンや全穀
粉が多く利用され、高い風味が特徴。バン（ズ）もロールパンやブリオッシュのレシピだったり、ゴマがたっぷりのったリッチ
なパンを使い、違いを出しています。ここに紹介するメニューはアメリカの地域を代表する伝統メニューのほんの一部です。 Grilled Cheese Sandwich, Wisconsin

Pastrami on Rye, New York

The Cuban, Florida

The Elvis, Tennessee

Beignets, New Orleans

「クバーノ」とも呼ばれ、フロリダの豊富な食材で作った
ところ、とても美味しくできたので広まりました。手作り
のローストポークに、スライスしたハム、チーズとピクル
スを半分に切ったロールパンにはさみ、仕上げにバター
（又はラード）をパンの両面にぬり、グリルに押しつけ、
中身を密着させながらカリッと焼き上げるのが特徴。

カウボーイ時代からの歴史を持つサンドイッチ。
ブリスケットやショートリブなどのバーベキュー
（BBQ）用部位をゆっくりと燻製又はロースト。焼
いた肉をBBQソースにからめ、たまねぎのみじん
切り、輪切りピクルスをさみます。パンは温めたソ
フトなバンを使うのがトラディショナルですが、
お好きなスタイルで楽しめるサンドイッチです。

トーストしたライ麦パンに粒マスタードをたっぷり
塗り、スライスしたパストラミ（塩漬けしてから燻製
し、スパイスをまぶした肉）をたっぷりはさみます。
パストラミは牛肉のほか豚、鶏、ターキーもあります。
マンハッタンの「カッツ・デリカテッセン」が発祥と
いわれています。毎日新鮮なパストラミが手作りさ
れ、これでもかと盛り付けられています。

「プルド」は、触るだけでほろほろにほぐれる程にやわらか
くなる、その状態を指します。調理方法は、赤身肉（肩ロー
スや時には丸ごと豚一頭）を使用し、中低温度でゆっくり
と長時間調理（ローストまたはBBQ）します。低温で長時
間調理すると肉全体がとてもやわらかくほぐれやすくなり
ます。調理前のマリネにも、あえるソースにもヴィネガーの
酸味を効かすのがノースキャロライナ・スタイル。ブリオッ
シュ・バンを使うと味がしみて一層美味しくなります。

マイアミ風キューバン・サンドイッチ

ニューオリンズ ベニエ

テネシー ザ・エルヴィス

Alaskan Seafood Sandwich
アラスカン・シーフードサンドイッチ

Chopped Beef Steak BBQ Sand, Texas
テキサス BBQサンドイッチ

ウィスコンシン グリルドチーズサンド

ニューヨーク パストラミ オン ライ

Pulled Pork Sandwich, North Carolina
ノースキャロライナ プルドポーク

＜主な材料＞
・豚肩ロース
・オレンジジュース
・ライムジュース
・スライスハム
・スライスチーズ
・ピクルス
・マスタード

＜主な材料＞
・ビーフ ブリスケット
・タマネギ、ピクルス
バーベキューソース
・瓶入りBBQソース （又は）
・缶トマト
・ケチャップ
・アップルサイダービネガー
・糖蜜

トロトロに溶けたチーズをはさんだサンドイッチは「ク
ロックムッシュ」とも呼ばれ、スライスしたハムと炒めたタ
マネギ、薄切りトマトを、２種類以上のスライスチーズでは
さみ、パンの表面にバターをぬって焼き、慎重にサンドを
返しながら、パンが黄金色、チーズが程よく溶けるまで
じっくり焼き上げます。

＜主な材料＞
・ジャックチーズ
・チェダーチーズ
・スイス風アメリカンチーズ
・ハム
・バター

文字通りエルヴィス･プレスリーがこよなく愛したサ
ンドイッチとして知られていますが、南部では以前
から良く知られていたレシピともいわれています。
ピーナッツバターとバナナが主な材料。ピーナッツバ
ターをパンにぬり、バナナはあらかじめ砂糖をかけ
て焼いておきます。加えてお好みでレーズン、マシュ
マロ、ベーコンをはさんでオリジナルに。フライパン
やグリルにバターを溶かし、パンを焼き上げます。

＜主な材料＞
・ピーナッツバター
・バナナ（キャラメライズ）
・レーズン
・ベーコン
・マシュマロ （パンに塗り易いよう、
  細切れにしたもの）

アラスカ産の真鱈やオヒョウなどの白身魚を唐
揚げにし、熱いうちにチーズをのせ、冷たいマヨ
ネーズソースをかけて、ゴマ付きバンにはさみま
す。シーズニングしたグリルド・サーモンや、ボイ
ルしてほぐしたキングクラブの身を使ってもアラ
スカ産天然シーフードならではのリッチなサン
ドイッチが味わえます。

＜主な材料＞
・真鱈（ポラック）
・鮭（サーモン）
・ホワイトソルガム（唐揚粉）
・シーフードシーズニング
・チーズ（スライス）
・マヨネーズ
・レリッシュ（ソース用）

ベニエはアメリカ南部生まれの四角い揚げ
パン。外はサクサク、中はモチモチ。粉砂糖
やシナモンシュガーをまぶしてアツアツをい
ただきます。珈琲との相性は抜群で、1860
年代にオープンしたカフェ・デュモンドのベ
ニエはニューオリンズの名物になっています。

デザートを販売するFTはスイート・フードト
ラックとも呼ばれ、新鮮さと作りたてが売り
です。プディングやクレープ、オーガニック・
アイスクリーム、搾りたてのジュースなど種
類も豊富です。

＜主な材料＞
・特製小麦粉ミックス
・水、牛乳、
・揚げるための植物油

＜主な材料＞
・パストラミ  
      ビーフ、ポーク、ターキー等
・ライ麦パン
・粒マスタード

＜主な材料＞
・プルドポーク（豚肩ロース）
・赤ワインビネガー
・レモンジュース
・マヨネーズ
・コールスロー

フードトラック・ビジネスとインターネットやSNS（ソーシャル・ネットワーク）は相性がよく、グルメ・フードトラックやスイーツ・フードトラックの情報は
ネットで手軽に検索できます。 英語で「gourmet food truck」や「sweet food truck」 とタイプすれば、沢山の情報が検索できるでしょう。アメリカ旅行
に出かける際は、地名も英語で入力してください。更にフレッシュな情報が入手できます。どうぞお好きなグルメ・フードトラックを経験してみてください。


