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日系企業における活用方法を解説
「TPP活用セミナー＆個別相談会」

2/1
HANOI

　日本貿易振興機構（ジェトロ／
JETRO）による「環太平洋パートナー
シップ（TPP）協定活用セミナー＆個
別相談会」が、市内のホテルで行われ
た。2015 年 10 月に TPP 交渉は大筋
合意に達しており、TPP が成立する
と、日本を含む参加 12 ヶ国の経済規
模は GDP で 28 兆 USD、世界の約 4
割を占める巨大な自由貿易経済圏が誕
生する。これを受けて、ジェトロ・ハ
ノイ事務所では、TPP を活用した市
場開拓を促進するため、ベトナム進出
日系企業を対象としてセミナーを開

催。当日の参加者は約 160 名を数え、
注目度の高さを裏付けた。
　セミナーでは、経済産業省の関連分
野における大筋合意内容について、経
済産業省通商政策局経済連携課から解
説があり、ジェトロからは、TPP の
活用について分野別の活用事例など、
具体的な説明が行われた。セミナー終
了後には個別相談会も実施され、参加
した各企業からは、「TPP 全体の把握、
活用方法について理解が深まった」、

「今後のスケジュールについても理解
できた」との感想があがった。

（上）会場となったメリア
ホテルには約160名の日
系企業関係者が集まった

（右）挨拶をするジェト
ロ・ハノイ事務所長の川
田敦相氏

「スターテレコム」社が「ファミリーマート」と提携
登録なしで使えるSIMカードを全86店舗で販売開始
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「 エ ー ペ ッ ク ス ベ ト ナ ム ／ APEX 
Vietnam」傘下の「スターテレコム／
STAR TELECOM」が、日系コンビニ
エンスストア「ファミリーマートベト
ナム／ FamilyMart Vietnam」と提携。
同社のベトナム国内プリペイドデータ
専用 SIM カード（データ容量 4.5GB、
６万 VND）および、データ＆通話＆
SMS 用（データ容量 3GB、通話 60 分、
SMS20 通、25 万 VND）の販売をホー
チミン市内のファミリーマート全 86 店
舗で開始した。同 SIM カードは登録不
要で、全サイズに対応。端末に挿入し

て「900」番に発信し、ガイダンスが
流れれば開通完了で、再起動後に即利
用できる。有効期限は開通後 30 日間。
　本業務提携に際し、「エーペックスベ
トナム」の藤井全彦社長は「これまで
約 20 年間、ベトナムにて日本人の皆様
に旅行を中心に快適さと便利さを届け
て参りました。思いは広がり、ベトナム
人の皆様にもご利用いただける日本式
通信事業が始まりました。まずはプリ
ペイドから、この新たな便利さをファミ
リーマートとコンビで届けて参りたいと
思います」と語った。

（上）エーペックスベトナ
ムの藤井社長（右）とファ
ミリーマートベトナムの
菊川昌彦GM

（下）かわいい星のイラス
トが目印

香川県の特産品オリーヴを有効活用
「空へ」で「オリーブ牛」発売記念イベント開催
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　オリーヴオイル抽出の際に出る絞り果
実を飼料として与えた香川県産「オリー
ブ牛」の輸出が開始。ベトナムでの販
路開拓、拡大を目的とした発売記念イ
ベントが日本料理店「空へ／sorae」に
て開催され、中嶋敏在ホーチミン日本国
総領事や浜田恵造香川県知事、ホーチ
ミン市の飲食店関係者などが参加した。
　オリーヴ国内生産量の 90% を占め
る香川県。香川県交流推進部県産品振
興課によると、オリーヴは約 110 年
前に香川県、鹿児島県、三重県の 3 県
に試験的に植樹され、香川県・小豆島

のオリーヴだけが根付き今日に至る。
　イベントでは、同店の北山陽二シェフ
が「オリーブ牛」の味わいを最大限に活
かしたメニューを考案。出汁ゼリーとい
ただくさっぱり冷しゃぶ、ヒレ肉の炭火
焼、贅沢にトリュフをあしらったちらし
寿司が振る舞われ、参加者の舌をうな

という言葉がぴったり。しっかりとした
味わいでおいしかったです」と焼肉店「浦
江亭」の福田明さん。同店では 2016
年 2 月 22 日（月）から 2 ヶ月間、オリー
ブ牛プロモーションを実施している。

プロモーション期間中、「オ
リーブ和牛ステーキ」150g  
19万5000VND++～。 
税・サービス料別途

2016年、春。右も左も分からずこの地へやってきた人もいるのでは？　
暮らしの環境は変われども、やるべきことは意外と変わらないもの。
その1つが毎日のご飯作り！　海外、ましてや大切な家族のことを
思うと、食品の品質や安全は当然気になる。
そこで今回は、在住者おすすめの食材ショップ＆編集部
イチオシのお役立ち情報をお届けします！
協力／伊藤忍、隅野史郎、ハノイたべもの研究会、ハノイ日本人婦人会、ホーチミン日本婦人アオザイ会

新人さんのための
                     ガイド肉魚 野菜

お魚、ど
こで

買っていますか？

※店舗や価格などの情報は2016年1月取材時のもの

ベト
ナム
でも

おいし
く安心

な

食卓を
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HCMC ガンカー

鮮度抜群の魚たちを食卓へ
澄んだ瞳のあなたに釘付け！

「新鮮な海の魚を探せず、食べる機会が減った」という声多数。市場やスーパーには、

川魚や鮮度が落ちて目が真っ赤に充血した魚が多く並ぶことも。

鮮度や安全性が心配な人に、口コミで広がり在住者の魚ライフを支える店を紹介しよう。

HANOI イオンモール•
ロンビエン店

　日本製の冷蔵ケースで温度や湿度を調整
し、賞味期限も厳密に管理。ノルウェー産
サーモンのほか、日本産のサンマ、アルゼ
ンチン産イカなどが並ぶ魚売り場では、ス
タッフが日本人料理人から定期的にトレーニ
ングを受け、要望に応じて刺身などにさば
いてくれる。デリカッセンエリアの中島水産
ではテイクアウト用の寿司が好評。 ノルウェー産サーモンが

メインの刺身セットは
３万 9000VND ～
15 万 9000VND

イオンモール•
ロンビエン店
 A E O N M a l l  L o n g 
Bien, 27 Co Linh St., 
Long Bien Dist. 
(04) 3269 3000 
8:00 ～22:00
http://aeonmall-long-
bien-en.com

衛生
面で
も

気を配っ
て

います

St
aff’s voice!

　魚 屋「コアイ／ Khoai」が、店
名を変えてタンディン市場近くに移
転。中 南 部 の 港 町 フ ァン ラ ン

（Phan Lang）産の魚を中心に約
15 ～ 20 種類が並ぶ。店主フイン

（Huynh）さんいわく「水深が深く
塩分濃度が高いファンランで獲れ
る魚は、弾力と甘みがあって旨い！
海底が砂だから、臭みも少ないん
だ」。日本語メニューあり。

Ganh Ca
87 Thach Thi Thanh St., Dist. 1
(08) 3820 6737 / 090 820 6737
7:00 ～ 18:00
Facebook：Hai San Ganh Ca

在住者が購入した「チヌ／ Ca 
Hanh」（上）と「キジハタ／ Ca 
Mu Bong」（下）。「キジハタは鍋に。
高級魚が格安で買えちゃいます！」

鮮度に自信が

あります！

Own
er’s voice!

　毎日ダナンから直送される魚は鮮度抜
群。養殖モノは一切ないというこだわりの
品揃えで、注文すると刺身やたたきにして
くれる。また、オーナーの瀬戸直樹さんが
目利きした生の本マグロも毎週販売。寿
司セット（上２人前 26 万 VND～、前
日までに注文）のほか、アジフライ、た
こ焼きなどの冷凍食品も人気。

この日の魚は、「マダイ」（1㎏ 57万
VND）や「ウマヅラハギ」（1㎏39万
VND）、「カツオ」（1㎏33万 VND）など。
刺身で食べられる鮮度

HANOI さかな屋

目が黒
くて、

えらが赤い
魚は

新鮮！

さかな屋 Hanoi
 213 Doi Can St., Ba Dinh Dist.
 (04) 6273 6877 
9:00 ～19:00 月曜
sakanaya.hanoi@gmail.com
http://ameblo.jp/1958331222

「外国人も安心して食べられる魚を届けたい」
とフランス人夫婦がオープン。熱心に調理
法を教えてくれるので、楽しく魚選びができ
る。ダナンやニャチャンなどで獲れた約 30
種類の魚介が並び、養殖魚はない。魚を処
理する調理場に窓を付けるなど、「目に見え
る安心」も大切にしている。

（上）ここまで大きなタコはめずらしい　
（下）「はまぐりのトマト煮込み／ Clam with 
Tomato」（11 万 VND）などの手作り惣菜
も人気

HCMC ヴィーピーシーフード

VP SEAFOOD
31 Tong Huu Dinh St., Thao Dien 
Ward, Dist. 2  (08) 3519 4070 
（火～土曜）8:00 ～19:30、（日・月曜）
8:00 ～14:00
www.vpseafood.com

調理法を教わるのが
楽しみなの

Costomer’s voice!

Sta
ff’s voice!

　日本のように名称が分からず、
戸惑うことがしばしば。また、調
理法が分からずに手が出せない魚
もあるのでは？　そんな悩みを解
決すべく、ベトナムでよく見かける
魚の特徴や調理法を伝授！

今晩の 食べたい
魚はどれだ！？

ゼイゴ を
チェック！

　体型が細長いムロアジは煮付け、目が大き
なメアジはたたき、マアジ（一般的なアジ）
はフライに。目が澄み、表面が輝いているも
のが新鮮。刺身にするなら12 ～2 月

　黄色い線 5 本がイトヨリ、3 本がソコイ
トヨリ。身崩れしやすいので、塩焼きや煮
付けで丸ごと調理が簡単

【カーヌック】アジ／ Cá Nục

【カーバックマー】

　見た目はマアジに似ているが、尻尾か
ら腹にかけて尖ったウロコ「ゼイゴ」がな
ければグルクマだ。サバ科の魚なので味
噌煮が合う

　鱗がついていれば新鮮。西京焼きや照り
焼きが一般的だが、ベトナムではトマトと調
理することが多い。ちなみに「Cá Chim」
はイボダイ

　西京焼きや煮付けなど濃い目の味付けが
最適。身崩れしやすいのでハリがあるもの
を選ぼう。刺身にできるものは滅多にない

グルクマ
Cá Bạc Má

【カードン】イトヨリ／ Cá Đổng

【カーチムデン】
マナガツオ／ Cá Chim Đen【カードゥー】

グチ／ Cá Đù　「シログチ」が有名。写真は
腹 が 黄 色 い「キ グ チ／ Cá 
Đù Vàng」。鮮度が落ちやす
い魚なので内臓をきれいに
し、塩を振って水気と臭みを
取る。丸ごと使うならネギや
ショウガと中華風蒸しに

ムニエルのほか、カレイのように
煮付けてもいける。身が厚いもの
を選ぶと食べやすい。砂が入って
いることがあるので、内臓は必ず
取り除く

VPオーナーのお
すすめは、

「グチのパン
粉焼き」!

　 VPでは、
グチの切り身も
販売している

　 VPでは、
グチの切り身も
販売している

【カールオイチャウ（カーボン）】

舌平目
Cá Lưỡi Trâu

( Cá Bơn)【カートゥー】
サワラ／Cá Thu

私、ア
ジで
は

ござ
いま
せん
！
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「幸せな鶏の肉や卵はおいしい」という
理念のもと、北部の提携農場でのびの
びと放し飼いし、病気のときはショウガ
やニンニクなどの生薬で極力治療、痛み
の少ない方法で絞めるなど独自のこだわ
りを持つ。国際安全標準に基づいて育
て、健康データまで明確に把握。パッケー
ジに生産地や日付が記載され安心。

ステーキ肉は
ここが 1番！

Costomer’s voice!

HANOI ナチュラリー
ベトナム

安全な

卵もあります

Staff’s voice!

骨なし鶏モモ肉（１㎏ 29 万 VND）、骨付
き鶏モモ肉（１㎏ 21 万 5000VND）の
ほか、カモ、牛肉、豚肉、サーモン、アサ
リも販売。有機野菜は火・金曜に入荷

Naturally Vietnam
4, Ngach 12, Ngo 67, To Ngoc 
Van St., Tay Ho Dist. 
(04) 6674 4130 / 0128 909 0158　
7:30 ～19:30  　　英語で電話また
はウェブサイトから注文
http://naturallyvietnam.com

HCMC ディンフォン
　オーストラリア産牛肉の専門店。鮮
度の高い生肉にこだわり、0 ～ 5℃
で温度管理をして空輸、翌日には
店 頭に並 ぶ。脂肪が 少ない生後
30 ヶ月の仔牛（YG）のモモ肉やリ
ブロースがスタッフのいち押し。また、
柔らかく臭みがない背中部分のスジ肉も
ファンが多い。グラム数や切り方の要望に
も柔軟に対応する。

（上）「スジ肉／ Vun Than 
Lung」400g6 ～ 7 万 VND

（下）リブロース「キューブロー
ル YG ／ Cube Ｒｏll YG」
1kg68 万 5000VND

Dinh Phong
【1号店】97 Tran 
Quang Khai St., Dist. 1 
※他 2 店舗あり  (08) 
6283 5888  （月 ～ 土
曜）7:30 ～19:30、（日曜）
7:30 ～15:30
www.dinhphongits.c
om.vn

　韓国食材店の２階が冷凍肉売り場。ベトナムの提携農
家から仕入れた豚肉とアメリカ直輸入の牛肉がメインで、
200ｇから薄切りやミンチにしてくれる。市場ではなか
なか手に入らないしゃぶしゃぶ用の「豚ロース薄切り／
Chuck Eyeroll」（1 ㎏ 16 万 VND）や、「豚バラ薄切り
／ Pork Belly」（1 ㎏ 16 万 VND）が人気 。

「豚肉ミンチ／ Minced 
Pork」（1 ㎏ 15 万
VND）や「牛肉ミンチ
／ Minced Beef」（1
㎏ 38 万 VND）など。
店頭では一部日本語表
記もあり

HANOI ハナロマート

Hanaro Mart
18 Nguyen Thi Dinh St., Cau 
Giay Dist. 096 364 8497（英語可）
8:00 ～ 21:00、（宅配受付）8:00
～ 15:00
　　英語で電話または SMS で注文。
20 万 VND 以上で宅配無料
http://hanaromart.vn

　肉一筋 15 年、韓国人オーナーのキムさん
が経営し、「鶏ささみ」やから揚げに最適な「骨
なし鶏モモ肉」、牛肉薄切りなどの便利な商
品が評判 。良質な肉を入手するために市場
で寝泊りして卸業者との関係を築いたり、日
本料理店を回って日本人の肉の使い方を研究
したりと、キムさんの探究心には脱帽！

（上）「鶏ささみ／ Chicken 
Fillet」1kg 13 万 9000VND 

（下）きれいな霜降りで脂身が少
ない豚トロは自慢の 1 品

HCMC ヴィナフレッシュミート
豚トロが

とにかく

美味しい！

SMSでも

注文できま
す！

Vina Fresh Meat 
 S67-1, Sky Garden 3, 
Phu My Hung, Dist. 7
(08) 5410 6185 
9:00 ～21:00
　　電 話またはオンライン
注文。20VND 以上から可能
http://vinafreshmeat.com

Staff
’s voice!

Cos
tomer’s voice!

　人気のハニーハムやローストビーフほか、
ドライコーナーもチェック！　加熱して水
分を抜くのではなく、長時間かけて乾燥さ
せた熟成肉ならではのまろやかさと深い旨
みを体験できる。中でもおすすめは、強
めの塩気が効いた生ハム「ブラックフォレ
スト」。マネージャーの森 大樹さんのお気
に入りは、チーズ入りソーセージ。

（上）「ブラックフォレスト
／ Black Forest」（100g
約 3 万 2000VND）ほか、
パルマハム、ハニーハム、
ローストビーフ　（下）チー
ズ入りソーセージ。ボイル
して食べると中のチーズが
とろ～り

NH FOODS
51 Ham Nghi St., Dist. 1 (08) 3829 3856 （月～土曜）7:00 ～
19:00、（日曜）8:00 ～ 17:00
www.nhfoods-vietnam.com.vn

※道の反対側（58 Ham Nghi St.）には、パック売りの香辛料が揃う食料雑貨店
「フオンハー／ Phuong Ha」(http://phuonghahamnghi.vn) も

　ベトナム人が好む部位に加え、骨なし
の鶏肉や豚ミンチ、ステーキ肉などチョイ
スが豊富。国内シェアトップ級の肉ブラン
ド「ヴィッサン／ VISSAN」と、オースト
ラリア産牛肉を扱う「レーザーフード／
Le Gia Food」の商品が中心で、量り売り
コーナーもある。平日の約 2 倍の商品が
揃う週末に訪れよう。

ベトナム人いわく、「スーパー
にはなかなかない豚足が！」。
30 万 VND 以上の購入で自
宅までの無料宅配サービス
もあり

HCMC ジャイアントHCMC エヌエイチフーズ 骨なし

鶏肉あり！　

GIANT
 B1F, Crescent Mall, 
Nguyen Van Linh St., 
Dist. 7   (08) 5412 1416  
8:00 ～22:00
www.giant.com.vn

定番
は

ハニー
ハム＆

ローストビ
ーフ

Costomer’s voice!
Costo

mer’s voice!

料金表を
発見！

朝の肉売り場は大忙し！

スケッチピックアップ！

ヴィッサン／ VISSAN
【本店】420 No Trang Long St., Binh Thanh Dist.
www.vissan.com.vn

鮮度が高く品揃えも豊富なのは毎 朝 6 ～7 時半
頃。この時間帯は慌しく作業中で、見物のみは
ご法度（コラム「ベトナムふしぎ発見！」参照）。

快く対応してくれたブース「トゥイット
（Thuyet） 1226」のおばちゃん。氷を
入れたボウルの上にミンチを置いて保存
するなど、安全面のこだわりも。

「ヴィッ サ ン」が
定めた 1kg 当た
りの料金表。他で
買い物をするとき
の参考にもなる。

「ヴィッサン」の肉がズラリ！

　実はベンタン市場に並ぶのは、内臓系以外は食肉
加工会社「ヴィッサン」が提供する肉類。「品質管理
がしっかりしており、安全性が高い」とベトナム人か
らの信頼が厚いブランドだ。料金は一律で、各ブー
スによってメインとなる部位や切り方に違いがある。

要望を
伝えてね

専門店やスーパーほか、市場を利用する在住者も多し。
朝早い時間帯が狙い目ということで、朝7時のベンタン
市場にレッツゴー！

HCMC

肉売り場ルポ！ in ベンタン市場

旨くて便利な肉はココにあり！
どうにもこうにも、肉好きなもので♥

「3 年前まで薄切り肉がなく自力でスライスしていました…」と、涙ぐましい体験を語ってくれた在住者。

最近は薄切り肉が買える店も増え、便利になりつつある。

中でも良質な肉や使い勝手の良い部位が手に入ると評判の肉屋はこちら。
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基本の安全野菜を買おう！
ベトナム安全基準からオーガニック野菜まで

まずは、国内外の安全基準を満たしている野菜から試してみよう。ベトナムの安全基準に沿った野菜としては、

「ベトギャップ／Viet GAP」認証野菜が一般的。「アイフォーム／IFORM」（国際有機農業運動連盟）に沿った化学肥料、

農薬不使用の「ピージーエス／PGS」認証野菜もハノイを中心に販売中だ。

ニ ンジ ン、ト マト、
ピーマン、ナスの値
段はやや高めで１袋
各 3 万 2000VND。
鶏肉、豚肉、卵も好評

　PGS認証野菜と、ベトナム農業省の規則に
沿って農薬の分布量や時期を抑えたものの
２種類 。オーガニック野菜は、残留農薬の
ない土壌を厳選し、化学肥料や農薬、防腐
剤を使用しないため農家が虫を自分で捕ま
える。朝採りの野菜が即日店頭に並ぶ流通
システムを整備 。

HANOI バックトム

Bac Tom
6 Le Van Huu St., Hai Ba 
Trung Dist.091 242 1006

（英語可）6:00 ～ 19:30
　　英 語 で 電 話 注 文。会 計
30 万 VND 以上または 5 ㎞
以内であれば宅配無料
www.bactom.com
※他 11 店舗

　「メコスター／ Mekostar」や「ダラット
ギャップ／ DALATA GAP」などの提供農家
にオーナーが足を運び、実際に食べて納得
した商品を提供。野菜は冷蔵室で保存し、
葉物も清潔に包装されている。人工光型植
物 工 場で 栽 培され たフリルレタス（4 万
9500VND）や「ニコニコヤサイ」などの取
り扱いもあり。

Yuki's 
54 Xuan Dieu St., Tay Ho 
Dist. (04) 3718 6192 8:00
～20:30
　　英語注文可。注文後１～２時
間以内に宅配。タイホー区は 20
万 VND 以上、他地区は 50 万
VND 以上で宅配無料
www.yuki-fruits.com.vn

HCMCHCMC オーガニックショップ
めずらしい

水菜が
あります！

　日本と同じ品種のカボチャやダイコン、ゴ
ボウなどの手に入りにくい野菜を含め、豊富
な品揃えが人気。ダラットやハノイ郊外の
ソックソン（Soc Son）県、ホーチミン市な
どから毎朝届く野菜は、国内の安全規則に
従って農薬と肥料の種類、使用量を厳しく
管理しながら生産されたもの。店のスタッフ
が洗い、きれいに包装する。

NAM AN MARKET
 21 Thao Dien St., 
Dis t . 2  (08) 3822 
2139  6:30 ～21:15
http://namanmarket.vn

　ダラットの広大な敷地に自家農場
を所有し、きれいな空気や上質な
土壌はもちろん、近隣農家が使用
する農薬が混ざった水を遮断するた
めに浄水システムを整備。８年をか
けて化学物質を含まない土壌へと
再生させ、完全な有機栽培へ移行
した。有機野菜以外に、国内外で
定められた基準を満たす安全野菜
も販売。

水菜（500g約4万VND）
など、在住外国人の要望
に合わせた野菜が揃う

Organik Shop
8 Thao Dien St., Dist. 2
094 777 42247:00～20:00
　　14時までにオンライン注文す
ると翌日宅配
http://organik.vn

　表面がでこぼこしており、手のひらサイズ。皮をむき半分に切り種
を取り除いてから調理。生で食べると青臭いので、塩をすり込んで。

　カボチャの茎に似ているが、産毛
が少なく柔らかくて食べやすい。根
元は固いので 5cm ほど折ってスジ
をとり、下茹でしてから調理する。

ハヤトウリのつる
Ngọn Su Su

バラエティ豊富なベトナム野菜の
中でも、気になっている野菜があ
る人必見。編集部が厳 選した使
いやすくおいしい素材を、毎日の
献立にぜひ活用して。

厳選！ 使える
ベトナム野菜

編集部
イチオシ！

　品種によって葉の形が異なり、
今回使用したのは朝顔のような葉。
少しほろ苦いが甘みがある。上の
柔らかい葉と皮をむいた茎を使う。

サツマイモのつる
Rau Lang

　皮をむいてカットするだけと調理が簡単で、沖縄
では日常的に食べられている野菜。ナスに似ており、
熱を入れるとトロッとした食感に。

ヘチマ／ Mướp

編集部

イチオシ
！

　ニラの花茎と先端に
ついた白いつぼみ部分
で、独特の食感が楽し
める。風 味はネギやニ
ラと比べてマイルドで甘
みが強い。

花ニラ
Bông Hẹ 

　シャクシャクッとした独特の歯ごたえが
特徴。包丁の刃で先端から引くように皮を
むく。手がかゆくなるので手袋を忘れずに。

ハスイモの茎
Dọc Mùng（Bạc Hà）

　体を冷やす作用があるとい
われ、ベトナム人はよく夏バ
テ防止にスープを作る。モロ
ヘイヤやオクラのような、ぬ
めりと粘り気が特徴。

ツルムラサキ
Mồng Tơi

農薬を

使ってないから

安心なの

「ベビーズッキーニ／
Baby Zucchini」

（約 2 万 5000VND）
は、ピクルスに

　肥大した茎の一部を食べるキャ
ベツの仲間。繊維が多い根元は切
り落とし、皮を厚めにむく。カブ
に似た食感で、冬は特にみずみず
しく甘い。

コールラビ／ Su Hào

ハヤトウリ／ Su Su 【スースー】

【ザウラン】

【ボンへ】

【ゾックタン（バックハー）】

【スーハオ】

【モントーイ】

【ゴンスースー】

【ムオップ】

Co
stom
er’s voice!

Co
stom
er’s voice!

輸入果物も

あります！

Sta
ff’s voice!

ベトナム野菜を使ってスケッチ的 夕飯作り！
①さつまいもと葉の
　炊き込みご飯
塩を入れて乾煎りした葉を
さつまいもご飯と混ぜ混ぜ！　
茶葉のような良い香りが漂う。

②さつまいもの茎きんぴら
硬すぎて噛み切れず失敗！　
湯通しが必要だった模様。

③コールラビの鶏そぼろ煮
甘みがあってカブよりいけるかも！　
火が通るのに時間がかかったが、
煮崩れ一切なし。

④ ハヤトウリ＆コールラビの浅漬け
コールラビの圧勝。
ハヤトウリはぬか漬け向きかも。
⑤ ヘチマとベーコンのスープ
癖がなく、トロッとした食感が
病みつきに。

①

③
②

④

⑤

ベトナム風豚肉炒め、シンプルに茹でて食べてもおいしい

ニンニク炒め、ベーコンと炒めて

パスタと和えるのもアリ

「ハノイたべもの研究会」による

と油との相性がよく、油揚げと

の煮浸しがおすすめ

ベトナム風豆腐スープ、オイ

スターソース炒め、生春巻

きに結びつけても上品

スポンジのように中が空洞なので、にゅうめ

んの具材にするなど、ダシを吸わせる料理に

千枚漬け、シチューやグラタン、チー

ズとの相性も良さそう

お浸し、ごま和え、思い切っ

てネバトロ丼！？

味噌汁、麻婆ヘチマ、沖縄料理ヘチマの味噌煮「ナーベーラーンブシー」

HCMC ナムアンマーケット

HANOI ユーキーズ

Co
stom
er’s voice!

保冷ルー
ムで

管理され、

味もグッド！

カ ボ チャ １ ㎏ ４ 万
9000VND、ブナシメジ
100g２万 9000VND、
ダ イ コ ン １ ㎏ ３ 万
5000VND、ゴボウ１㎏
20 万 VND
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わたしたちの   　　情報教えます

ベトナム人＆在住日本人の
お役立ちヒント集

使い方

野菜洗いには、
ホタテ貝殻の粉末を
　ホーチミン市在住者の間で話題な
のが、「ホタテ貝殻焼成パウダー」。
パウダーを水に溶かすと、除菌や殺
菌、洗浄力があるといわれる強アル
カリ水になり、野菜の表面に付着し
た汚れや農薬をきれいに落とす効果
が期待できると評判だ。ハノイの

「ユーキーズ」では、貝殻焼成カル
シウムから作られる 100% 天然由来
の 食 品 洗 浄 剤 を 販 売。50g12 万
VND（約 1 ヶ月分）。

① 野菜が浸かる量の水に対し、
小さじ 1 ～ 2 杯の粉末を溶かす

② 5 ～ 10 分置き、
水ですすぎ洗いする

※白く濁ったり黄色に変色したりする場合があるが、
野菜によって反応が違うため一概に残留農薬が多いというわけではない

秘

Hanoi HCMC
ユニマート／ uni mart
【2号店】1F, D2 Building, Giang Vo St., Ba Dinh Dist.
 (04) 3204 6888　 8:30 ～ 21:30
鶏肉が評判で、薄切り肉やミンチも手に入る。日本
食材がとにかく豊富

ハノイスモールグッズ／ HANOI SMALL 
GOODS（宅配）
　 　午前中の宅配は10時まで、午後は15 時までにオン
ライン注文（英語）　www.hanoismallgoods.com
豚肉の薄切りやステーキ用のリブアイ、ハムやソー
セージなど。注文は 500g から

ハノイセーフベジタブルズ＆フーズエクスチェンジ
／ Hanoi  Safe  Vegetables  & Foods 
Exchange（宅 配 ）
　　17:30 までにオンライン注文すると、翌日以降の
指定時間に宅配（日本語可）   http://vietfinest.com
豚バラ、ミンチ、骨なし鶏モモ肉やレバーなど。ベ
トギャップの野菜や果物もある

焼肉櫻
【コーザイ店】104 D5A,Tran Thai Tong St., 
Cau Giay Dist.  (04) 6276 8989（日本語可、受け
取り予約可）11:00～14:30 / 17:00～22:30　
各種焼肉用肉、特製焼肉タレ、豚＆牛バラのスライ
ス（100g ～）、鶏豚牛、合挽きの挽肉を販売

八十八商店 Hanoi
168A Xuan Dieu St., Tay Ho Dist.
 (04) 6326 3529（日本語可）
（店頭販売）11:00 ～ 14:00 / 17:30 ～ 22:00
豚バラや豚ロース、牛バラのスライス、豚・牛・鶏
ミンチ（300g ～）のほか、生麺なども販売

ハイフード／ Hifood
55B Hang Bai St., Hoan Kiem Dist.　 ※他 1
店舗あり  (04) 3943 3711  （月～土曜）9:00 ～
20:00、（日曜・祝日）8:30 ～ 19:30
www.hifood.com.vn
ノルウェー産サーモンを買い求める人多数。その他
のシーフードや肉の冷凍品、惣菜も販売していて、
地元の主婦で常に混雑する

しゅん（宅配）
 (04) 3247 4383 / 090 456 0141（日本語）　
（月～金）9:00 ～ 18:00　 土・日曜、祝日 ※留守
番電話で対応　　  登録制で毎週指定曜日に宅配
www.syun-vn.com
生産から流通まで日本人が徹底管理。安心の日本品
質の野菜が在住者の支持を集める

オーファーム／ ORFARM
1F, 72 Tran Dang Ninh St., Cau Giay Dist.
 (04) 3793 9966 / 091 883 6911（日本語）
6:30 ～ 21:00 ※他２店舗
http://en.orfarm.com.vn
日本の農業技術による有機野菜を販売。値段は高い
が良質。日本のカボチャも手に入る

ニコニコヤサイ 
【水曜直売会】L’arome, 207 Ve Ho St., Tay Ho Dist.  
090 841 2973（日本語）　hanoi@niconicoyasai.com 
　 Niconico YASAI HANOI
水曜 10:30 ～の直売会で、無農薬かつ無化学肥料
の野菜や、肉と卵を販売。好評の野菜セット（20
万 VND）は要予約

ジパング／ ZIPANG（宅配）
090 380 5963（Mr. 小谷） 8:30 ～ 17:00
日曜 hisanori@29ya.asia
　 　メールまたは電話注文（日本語）
創業 17 年の老舗。当地の食材事情を熟知した店主
が選ぶ肉や魚などが揃い、味と品質に定評あり

ボックスフォーピース
BOX 4P’s（宅配）
 090 670 3405 10:00 ～ 20:00 
　 　オンライン注文（日本語）    www.box4ps.com
厳しい生産基準をクリアした野菜や鮮度が高い獲れ
たての魚など、幅広い安心な食品が揃う

アンナムグルメマーケット
ANNAM GOURMET MARKET
 16-18 Hai Ba Trung St., Dist. 1 
 (08) 3822 9332 7:30 ～ 21:00
www.annam-gourmet.com
細長い日本式のキュウリやサラダに使える葉物が充

実。輸入食材もあり初心者でも利用しやすい

原田商店（宅配）
 (08) 3840 9826 / 090 829 5470
11:00 ～ 15:00 ※2016 年 3 月より、翌日配達に変
更予定　　 　電話注文（日本語）
鮮度抜群の魚を使った日替わり刺身盛り（8 万 VND
～）ほか、さわらの味噌漬け (6 万 5000VND) な
ど豊富な惣菜は食卓に大活躍

アクルヒスーパーマーケット
AKURUHI SUPERMARKET
 5 Le Thanh Ton St., Dist. 1  (08) 3822 9332 / 
090 394 1372（日本語）8:00 ～ 22:00
www.akuruhi.com

日本食材ほか、サーモン、タコなど 3 ～ 4 種類の
魚を用意。刺身の注文は来店前に連絡すると便利

小林商会（宅配専門）
090 383 3110 kobayashi@vinasea.com
　　 電話またはメール注文。マグロは、第 3 月曜まで
に注文すると月末または翌月 1 週目の週末に宅配
ニャチャン近海で獲れた魚介類が揃い、日本輸
出向けのキハダマグロの冷凍スライスやネギト
ロが在住者に人気

漢の食材店木村屋
25 Nguyen Dinh Chieu St., Ward 4, Phu 
Nhuan Dist.  093 345 569  10:00 ～ 18:00
　　電話、SMS、フェイスブック、LINE で注文。13
時までの注文で当日配達
　 漢の食材店 木村屋 -kimura ya-

毎朝市場に出向き厳選した魚介は、－30℃で急速
冷凍し鮮度をキープ。さんまのしょうが煮など
の惣菜も揃う

バーサック／ 3 SACH
 246 Nguyen Dinh Chieu St., Dist. 3 
 (08) 3930 2129  ( 月～金曜 ) 7:00 ～ 19:00  
( 土～日曜 ) 7:00 ～ 16:00　http://3sachfood.vn
小さなスペースに港町クイニョン（Quy Nhon）
産の新鮮な魚が並ぶ。自家農園で獲れた野菜もあり

ファミリーマート／ Family mart
20 Le Thanh Ton St., Dist. 1 24 時間
スーパーとして利用する在住者多し。豚肉の薄切り
や鶏肉が買えるほか、「あさぎり」のレタスや「ニ
コニコヤサイ」、ベトギャップ認証野菜もある

   

肉魚 野菜

野菜

野菜

肉

肉

肉

魚 野菜

魚 野菜

魚

魚

魚

使 え る シ ョ ッ プ ＆ 宅 配 リ ス ト

お役立ち 1 お役立ち 2

ベトナム人流！  野菜＆肉の洗い方　
食品の安全を危惧しているのは、ベトナム人だって同じ。そこで、
ベトナム人主婦に受け継がれる野菜＆肉の洗い方を教えてもらった

こんな商品もあり！
オーストラリア産の果物＆野菜用洗剤「ヴェジー
ウォッシュ／ Veggie Wash」。原料はアロエベ
ラ、レモンリーフなど。「ナムアンマーケット」
で販売中

葉物野菜は塩洗い

肉を洗うのは常識！

野菜は 3 回洗いが基本。まずは
水でざっと洗い、次は野菜が
浸かる水に塩を入れて 5 ～
10 分間つけ置き洗い。最後
にもう 1 度すすぎます。

日本では肉を
洗 わ な い の !?
購入する前に誰が触った
のか、どうやって保存し
て い た か 分 か ら な い の
で、肉を洗うのは常識で
す。スーパーの肉も洗い
ますよ。

私も葉物
は必ず塩
洗 い。皮 を 剥
いて食べる野菜は水
洗いだけでも OK。

肉をこするように水で洗
います。旨みが逃げるの

で、洗いすぎは注意。
す ぐ 使 わ な い 場 合、
水洗い後に冷凍庫で
保存して下さいね。

登場機会が多い豚肉の
部位の名称をマスター！

お役立ち 3 肉と魚の注文は
このフレーズで！

お役立ち 4

薄切り     →    Cắt Lát（カットラット）

※Làm＝～する、Ruột＝内臓

内臓処理   
  →    Làm Ruột （ラムズオット）

※Phi Lê＝おろす、2 Miếng＝2 切れ。
ベトナムで「フィレ」は、2 切れに切った骨なしの状態を指す

二枚おろし    →    Phi Lê 2 Miếng （フィレハイミエン）

モモ     →    Thịt Đùi（ティットドゥーイ）

ロース     →    Thịt Thăn Ngoại （ティットタンゴアイ）

肩ロース     →    Thịt Nạc Vai （ティットナックヴァーイ）
骨付きの部分が「スオンコットレット／ Sườn Cốt Lết」、
肉に薄い脂身がレイヤーのように混ざっている部分を

「ナックザム／ Nac Ram」と呼ぶ

ヒレ     →    Thịt Nạc Thăn（ティットナックタン）
「フィレヘオ／ Phi Lê Heo」とも呼ばれる

スペアリブ     →    Sườn Non（スオンノン）
南部では、骨が多い部分を「スオンザー／ Sườn Già」と呼び、
ダシをとるのによく使われる

バラ     →    Thịt Ba Chỉ （ティットバーチー）
南部では Ba Rọi（バーロイ）

ミンチ     →    Xay（サイ）

肉 編

魚 編

鶏肉ミンチに関しては、
フードプロセッサーで手
作りする在住者が多い

市場でもミンチにできるよ！

肉を叩いて薄くする     →    Đáp（ダップ）

コ ラ ム「ち ぇ り の す ぐ
ウ マ★ダ ン デ ィ ー の 酒
ツ マ」に、し ょ う が 焼
きのレシピあり！

※Cạo＝剃る、Vảy＝ウロコ

ウロコとり 
   →    Cạo Vảy  （カオヴァーイ）

市場では内臓処理とウロコと
りはセットで、ハサミで大胆
に頬部分をカットする。煮魚
など丸ごと 1 匹使う場合は少
し不恰好になるので要注意

肉魚

肉魚

野菜肉魚

野菜肉魚

肉魚

野菜肉魚

野菜肉魚

肉魚

野菜肉魚


