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様です。これでハンバーグ
ずいちゃった大ちゃん。夙
川でなくても姫路でも有名
なところ、行ってきました。
大手前第一ビルにあるグリ
ル天平さんです。たまたま
時 分だったのですが、
行くと閉まってます。休み
なんかい、がっかり。よく
見るとオープンが 時 分、
そうかあと 分で有名なハ
ンバーグにありつけるんで
すね。いつもいっぱいで入
店できないと聞いていまし
たが、めっちゃラッキーや
ん。そのうち行列が長くな
る、みんな笑顔で待ってらっ
しゃいます。期待できそう
です。なになに「このお店
が気になっているあなたへ」
そうそう気になってるから
来たんやんか。「美味しく
なければ 円も要りません」
だって、すごい自信やんねー
天平ちゃん。累計３万個も
出てるんだって。「がらん」
とドアが開き「一番先にお
待ちの
お客様
どうぞ」
いいねぇ、
やっぱ
り日本
人は順
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「最近はステーキよりも

ハンバー
グ」登場
です。
ｇくらい
かな、お
いしそう
なデミグ
ラソース
がかかっ
ています。一番にハンバー
グへ、フォークで切ると淡
色の肉汁が、うゎたまらん
やん。一口目うっ究極やん、
極楽極楽。たまにいただく
から美味しいんやね。それ
とちょっと量少なめが良い。
レシピによると黒毛和牛×
イベリコ豚の黄金比率だそ
うだ。野菜は滋賀の契約農
家より取り寄せている。こ
だわりの一品でした。つづ
いて娘の頼んだビーフシチュー
です。これも一口、たまら
んですー。口の中で甘くと
ろけます、赤ワインとかで
煮込んでるみたい。いずれ
も家庭では絶対味わえない
極上品でした。オーナーの
意気込みが感じられました。
料理にプライドをかけてお
られます。これなら誰も文
句言わんわ。お見事「究極
のハンバーグ」でございま
した。参りました。ご馳走
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合う「季節の前菜 種盛り
合わせ５点盛千 百円・究
極のハンバーグ千 百円・
箸でちぎれるビーフシチュー
千 百円の３点よろしく
お願いします」「それとノ
ンアルコール 本」ここで
ケチってはいけません。帰
りの運転手さんのご機嫌を
損ねるのは得策ではない。
家族で行くと良いよね。い
ろんなものが味見できて最
高です。ウエイトレスさん
が「これがパルマの生ハム
でございます・・・・」５
種をぜーんぶ説明してくだ
さる。よく覚えましたね。
さすがは夙川、新開地と違
うわ。やっぱり前菜はいい
ねぇ、白ワインと同時に出
てくるか
ら、呑み
助にはう
れしいで
す。つづ
いてお待
ちかねの
「究極の
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ハンバーグがおいしい」
先日阪急夙川駅を探検、ちょ
うどお昼時だったので、何
かおいしいもん、変わった
もん、めずらしいもんない
かいなー？あれれ「究極の
ハンバーグ」すごい自信や
ん、「行ってみよか」と、
吸い寄せられました。トリ
ニティというイタリアンの
お店です。きれいなイタリ
ア風の白木のインテリアで
統一されていました。トス
カーナの民家風（行った事
ないけど）かな？今日は家
族３人、まずは「白ワイン
グラスで、料理は後ほど注
文します」これっていつも
の手ね。だってウエイトレ
スさんが帰らないと、白ワ
インがオーダーされないも
んね。女性は決めるのが遅
いからね。と言ってもオー
ダーをまとめるのは大ちゃ
んです。まずは白ワインに
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番と ルールが大好 き。気 持ち
よく テーブルに座 る。こ こで
も「 ビールとノン アルコ ール
と姫 路肉汁ハンバ ーグよ ろし
くお 願いします。 あとは 後ほ
ど注 文します」家 族で行 った
とき は大ちゃんが 先行で 部分
オー ダーする。女 性は迷 って
迷っ て全員決まる のに５ 分か
かる ことも。こう いった お店
は手 作りなんです よね。 隣の
テー ブルが先にオ ーダー 入っ
たら 、 分もお預けな んてざ
らで すもんね。も ちろん 一品
目が きたらみんな でつま むの
で、 家族の文句も 出ませ ん。
ちょっとビールとノンアルコー
ルの覇権争いが起こりますが、
ここはスポンサーを立てましょ
うね。ビールはサッポロクラッ
シッ クの瓶ビール 。なか なか
めず らしい。そし てコク があ
る。 自宅でも飲み たいく らい
だが 、うちでは発 泡酒の ノン
カロ リーでありま す（安 倍さ
んへ の政治不信に より税 金は
少な めと小さな反 抗をし てい
る） 。サッポロク ラッシ ック
のお代わりと同時についに
「姫 路肉汁ハンバ ーグ」 が登
場で す。オーナー いわく 「鹿
児島 産・宮崎産牛 と鹿児 島産
豚を 秘密の比率で 配合し 、つ
なぎ には地元の新 鮮たま ごや
淡路 島産たまねぎ をアメ 色に

なるまで
炒めて贅
沢に使用
していま
す。飛び
出す肉汁
に注意し
てお召し
上がりく
ださい」だって。「やったー」
ちょっと小 ぶりに目玉 焼き が
乗ってて、 ３日がかり のデ ミ
グラソース が隠れてち ょっ と
もったいないかもです。これっ
て目玉焼きかハンバーグかどっ
ちからって 迷うねー？ 一番 美
味しい食べ 方は？目玉 をぐ り
ぐりして黄身をたらしてから、
白身とハン バーグを重 ねて い
ただく事にします。うっこれっ
て肉汁たっ ぷりハンバ ーグ と
黄身にとろ とろさのコ ラボ な
んともいえ ましぇーん 。ほ ん
とに恐るべ しべし。お 父さ ん
の味見から 「ほな皆様 も頂 き
なはれ」で いっせいに フォ ー
クが出る。 家族で食べ るっ て
良いですよ ね。つば付 いた な
んて言わな いもんね。 だっ て
元は一緒だからね。最近は
「お父さん キタナーイ 、も う
有りえへん 、最低！」 なん て
聞こえてき ますよね。 あれ は
家族として 正しくなさ そう で
す。「子は 親の鏡」そ う思 っ

て親が正さ
ないとね。
続いて登場
はカニクリー
ムコロッケ、
オーナーい
わく「島根
産カニ身と
北海道産生
クリ ームをふんだ んに使 用し
てい ます。揚げる のが非 常に
難しく、シェフがこのテクニッ
クを 身に付けるの に３年 を要
しました。あつあつクリーミー
でと ろけるような カニク リー
ムコ ロッケをお召 し上が りく
ださ い」だって。 これも めっ
ちゃ 美味しかった です。 後の
メニ ューも食べた いもの ばか
りで すが、料金は 千 百 円く
らい で少し上等で す。特 別な
日に家族で楽しむお店ですね。
続い て姫路でハン バーグ とい
えば 最近オープン した「 ズン
バー グ」さんも最 高です 。仕
事タ イムだったの で仕方 なく
ノン アルと、てご ねハン バー
グ ｇ を注文しまし た。ほど
なく やってきたの は昼（ 中）
ジョ ッキ、びっく りして お姉
さんにビール
と違うよ、ノ
ンアルですよ
と確認するく
らいビールそっ

くり。入れ物
によって勘違
いするんだね。
これは良い作
戦です皆さん
も真似しよう
ね。ほどなく
「てごねハン
バーグ」も登場、なになに、
「一番メニ ューのてご ねハ ン
バーグ」と は「表面を 焼い た
あと、スチ ームで蒸し 焼き に
したハンバ ーグはふわ ふわ の
食感とジュ ワーッとあ ふれ る
肉汁がたまらいな！」だって。
だから鉄板 の上にのっ て熱 々
なんですね 。ひいひい 言い な
がらほうば る。「旨い 」（ 庶
民の味方で す）もやし もコ ー
ンも最高。 うれしいの は調 味
料がニンニ ク・胡椒・ 岩塩 ・
ステーキソ ース他色々 おい て
あること。 ここはちょ っと 旨
いもの食べ たくなった 時の お
店です。最 後に普段使 いの ハ
ンバーグは ベンハウス お向 か
いのサイゼ リア（社食 指定 ）
のハンバー グＡが最高 です 。
いつ行って もそれしか 食べ な
い。味も大 好き（庶民 味） や
し、スープ ・サラダ・ ライ ス
も付いてなんと 円ですよ 。
これなら時 間も懐にも 最高 で
す。
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