ホントにふか～い 発酵調味料の世界

愛しの
マムダフルライフ！
南北に伸びる全長3260kmの長大な海岸線を有するベトナムは、
水産業発展の歴史と共に、
豊富な魚やエビなど
をはじめとした魚介類から作った発酵調味料
「マム／ Mam」
の習慣がある。
その中でもやっぱり、
「コレを入れたらベト
ナム料理になる
！」
ともいえるほどベトナム料理に欠かせないのは、
魚醤「ヌックマム／ Nuoc Mam」
だ。他に、
ペースト
状のマムなどもある。
ベトナムの発酵調味料の世界を覗いてみよう
！
※記事の情報は2019年9月取材時点のものです ※店舗等の都合や現地情報により内容が異なる場合があります

ヌックマムの国内名産地 十人十色の歴史模様

Thanh Hóa

Nghệ An

タインホア

ベトナム食文化の魂
定番の魚醤ヌックマム

Bình Định

ゲ ーアン

ビンディン

名産地の中でもかなり古い歴史を持

1848 ～ 1883年の嗣徳（トゥドゥック

200年の歴史があるといわれる有名な

つ。ムロアジ（Ca Nuc）やボラ（Ca

／ Tu Duc）
帝時代から認知度は高かっ

ヌックマムブランド「ヌックマムゴーボイ／

Doi）
、アンチョビ
（Ca Com）といった魚

たが、
匂いが強いと有名だった。タンパク

Nuoc Mam Go Boi」の誕生の地。ムロ

など、複数の種類の魚が使われている。

質が多く含まれるムロアジ（Ca Nuc）
、
ま

アジやアンチョビのほか、イワシ（Ca Moi）
、
カーソン
（Ca Son）などの魚、
「チュオップ

魚と塩を混ぜたものを、直径1m以上

たはサバ
（Ca Thu）
も使われる。「ヴァン

の木製樽に入れる。竹製の蓋でしっか

タム／ Vang Tam」という木から作った

／ Chuop」
と呼ばれる魚と塩を合わせたも

りと覆い、蓋の上に多くの石を置いて魚

樽の中に、
獲れたての魚の場合は魚と塩

のをファンラン
（Phan Rang）省などから仕

を絞る。この魚と塩を混ぜたものにぬる

を5対1の割合で、海ですでに塩漬けたも

入れることが多い。それらと粗 塩を、幅

い塩水を足しながら、何回もひっくり返し、

のであれば塩の量を軽減する。9 ～12ヶ

1.5m、長さ2m、高さ1.5ｍの長方形の木

1年近くかけてヌックマムを作り上げる。

月かけて醸成させ、出来上がったものはさ

箱の中に交互に入れ、その上に地元にし

らにいくつかの工程を経てヌックマムが

か生えていない植物「ラーキー／ La Ki」
を

完成する。

編んだ畳を被せる。最後に、丸い石を上に
置いてヌックマムができるまで待つ。

ヌックマムの歴史は、1000年も前に始まったといわれている。
海に近い各地の港町によって、それぞれ使用される魚や作り方が異なる。
ヌックマムについて、ベトナムの経済新聞『ダウ・
トゥ・チュン・ホアン／Dau Tu Chung Khoan』
の
記者トゥアン・カイン（Tuan Khanh）さんに教えてもらった。

Phú Quốc

フークオックでは使用する魚はアンチョビのみ。アンチョビにもいろいろな種類があるが、

フークオック

高品質なヌックマムを生み出すのは、「ソックティエウ／ Soc Tieu」、「コムドー／ Com
Do」、
「コムタン／ Com Than」の3種だ。

＊情報提供協力：Dau Tu Chung Khoan
参考：http://infographic.tinnhanhchungkhoan.vn/2016/magazine/2016/7/hanh-trinh-nghin-nam-nuoc-mam-viet/index.html

1

2

997年から始まった ヌックマムの歴史
ジョージ・マカートニー（George Macartney）
というイ
ギリス貴族の旅行記によると、中国へ渡った1793年の

4．

存在していたのだ。その他、多少の国の歴史書にも掲
載された。

旅で、ベトナムのダナンの港に寄り、
そこで
「四角形にス

海外の記録にもヌックマムについての記載が発見さ

ライスされた牛肉を、とても美味しいタレにつけて食べ

れている。1つは、1621年に書かれた、ベトナムのイエ

る」料理を紹介された。そのタレがまさしく
「ヌックマム」

ズス会宣教師のクリストフォロ・ボリー（Christoforo

だった。また、3人のベトナム人研究者が実施した研究

Borri）の回顧録「ダン・チョン／ Dang Trong（旧ベト

によると、1479年に完成したベトナム編年体の正史

ナム南部）
」
だ。
「ダン・チョンの人々は、
魚をよく食べ、
魚

「大越史記全書／ Dai Viet Su Ki Toan Thu」には

を柔らかくするための魚の塩漬けソースが大好きで、釣

997年に行われたとある行事にヌックマムの記録があっ

りが盛んだ」
と書かれており、
ヌックマムの存在が確認さ

たことがわかった。ヌックマムは1000年以上も前から

れた。

漁網を引っ張り上げた際に魚をラケットで拾い上げ、
不純物を取り除いた上で海水で洗浄し、
すぐに魚と
塩を3：1の比率でかき混ぜ、船倉に運ぶ。
その場で魚と塩を混ぜるこの方法は魚の身を分解しないため、
可能な限りのタンパク質を残すことができ、
出来上がったヌックマムの臭みも抑えることができる

漁獲シーズンは7 ～ 12月

3

4

5

各地のヌックマムには それぞれの歴史が存在する
長い海岸線に沿って、
タインホア
（Thanh Hoa）省や

のヌックマムが好評だった。また、19世紀末には、ハイ

ビンディン（Binh Dinh）省、フーイエン（Phu Yen）省、

ズオン
（Hai Duong）省のタインラム
（Thanh Lam）区、

ビントゥアン
（Binh Thuan）
省などベトナム国内にはヌッ

ドンザン
（Dong Giang）地区で作られたヌックマムは国

クマムを生産する地域がたくさんある。各地で作り方や

内最高級のものといわれていた。

使用される魚の種類は異なり、歴史の過程でそれぞれ
のヌックマムの人気も変化してきた。
1819 ～ 1840年の明命（ミンマン／ Minh Mang）

現在、人気が高まりつつあるのは、
フークオック
（Phu
Quoc）島のヌックマムだ。約200年前に製造が始まっ
たとされているが、脚光を浴びるようになったのは1950

帝の時代では、王族に捧げるための専用の品物として、

年頃のこと。人気の裏には、豊富な魚の種類など自然

ナムディン（Nam Dinh）省とニンビン（Ninh Binh）省

の恵みと特別な作り方がある。

塩をすり込んだ小魚は
「チュオップ／ Chuop」
と呼ば
れる。漁船が港に到着したら木製の樽に入れ、圧搾
製法で発酵・熟成させる

フークオックでの標準的な発酵プロセスは12 ヶ月、
ま
たは15 ヶ月。該当年月が経過したら、
ヌックマムを取
り出し始める。最初に絞り出し高級品となる30度以
上のタンパク質を含む一番搾りの魚醤と、
その後絞
り出す20度以上のタンパク質を含む二番絞りの魚
醤がある

一番絞りの液体の一部と塩をタンクに入れてかき混
ぜ、
再び液体を絞り出す。
この方法で、
自然製法で最
も高い42度というタンパク質を得られる

今注目のヌックマム

Hạnh Phúc

各地に住む100人のベトナムのお母さんに聞き取り調査をした。ベトナム家庭でよく使われるヌックマムTOP10を紹介しよう。

美味しくて
値段が手ごろ、
パーフェクトです！

昔、家がこの工場の近
くにあり、新鮮な魚を
使っているのを見てい
たので安心してずっと
使っています。

23 人
/100人

1980年にフークオック島で設立された

ニャチャンで漁獲した魚を使用する。
2000年から連続で「ベトナム産の高品質

小さな工房だったが、今では規模を拡大さ

な商品」として認証を受けている、国内で

せ、日本にも輸出するほどの人気ブランド

好評を得るブランドの1つ。

にもなっている。

が選びました！

3人

/100人

1906年に設立された、昔なが
らのブランド。赤い像のロゴが特
ほか、
ホーチミン市とハノイ市内に
はショールームも設置している。
商品の種類は様々あり、ベジタリ
アン用のヌックマムもある。
ショールームのスタッフさ
んが積極的におすすめして
くれるから気になります。

プのブランドで、
フークオック島で獲れたカタクチイワシ
を使い、
そのままフークオック島で生産している。マーケ
ットリサーチ会社カンターワールドパネル（Kantar
Worldpanel）が発表したレポートによると、2014年か
ら3年連続で
「消費者に好評なブランドTOP３」
にラン
クインしている。
産地：フークオック島 参考価格：2万2000 ～ 5万VND
https://mamnamngu.com

技 術も取り入れている。「 バロナ ／

／ Ca Com Than」を使用したヌックマム

Barona」ブランドではその他にも、子ど

はめずらしい。

も向けのヌックマムも販売している。

産地：フークオック島
参考価格：
（500ml）2万4000VND
＠ThuanPhatFoods

産地：フークオック島
参考価格：
（50ml）1万2500VND ～
www.barona.vn

1

Ông Kỳ

オン・キー

フークオック島の生産工
場にある数百の樽には、担

Tĩn

ティン

ワインのような高級
感があるボトルが特徴。

当者の名前や発酵させて

300年もの間受け継

いる魚の種類、魚を入れた

がれているファンティ

時間、醸造期間などすべて

Thanh Hà

タインハー

1918年から地元で
長年親しまれていた技
法でヌックマムの生産
を開 始。現 在、年 間

エットの技術で作られ

200万ℓのヌックマム

たヌックマムだ。

を製造している。

理している。
産地：フークオック島
参考価格：
（525ml）9万2500VND ～
http://nuocmamongky.vn

ヴィンテージ感があふれている。
「ベト
ボトルのラベルが気
になっちゃいます！

産地：ファンティエット省 参考価格：
（500ml）27万9900VND
https://nuocmamtin.com

産地：フークオック島
参考価格：
（250ml）6万5200VND ～
www.thanhhaco.vn

各ブランドのヌックマムは「ロッテ／Lotte」や「ビッグシー／BIG C」、
「コープマート／Co.opmart」など、
市内のスーパーで購入できる。特に種類が多く揃い、アクセスしやすい下記スーパーが便利だ。

票されている人気ブランドの1つだ。
産地：フークオック島
参考価格：
（220ml）3万8000VND ～

クチイワシの1種である「グレーアンチョビ

ど、製造工程をしっかりと管

ヌックマムを生産。ボトルの見た目も

以上にわたり連続して消費者より投

伝統的な技術とともに、低温殺菌技
術や瓶詰め充填プロセスなどモダンな

の情報を詳しく記録するな

50年以上前からフークオック島で

ナム産の高品質な商品」として15年

ヌックマムのほかにも多種多様な調味
料を生産・販売している会社。中でも、
カタ

1/100の少数派、でも美味しい！

フン・ティン
食品・飲料業界の大手企業マサン
（Masan）
グルー

Vị Xưa

自然素材から作られ、保存料は含
まれていないので安心して使って
います。

Hưng Thịnh

工場から直接購入し
ています。伝統技法
でヌックマムを作っ
ているのを自分の目
で見たので安心して
使い続けています。

が選びました！

ヴィ・スア

清潔感が漂っていて
おいしいです。見た
目はインパクトがあ
り素敵です。

/100人

が選びました！

産地：ファンティエット省
参考価格：
（150ml）2万3000VND ～
http://nuocmamlienthanh.vn

私の好みの味。つけダレとし
て使うときも、料理を作ると
きも、これ 本で解決！

17

人

2人

/100人

トゥアン・ファット

徴で、各スーパーで販売している

大手ブランドなの
で信頼感がありま
す。値段も手ごろ
なので普段使いし
やすいです。

が選びました！

Thuận Phát

リエン・タイン

家族みんな、濃くな
いヌックマムが好き
で、いつから使って
いるか覚えていない
ぐらいずっと使って
います。

産地：ニャチャン市
参考価格：
（500ml）8万6900VND
www.584nhatrang.com.vn

産地：フークオック島 参考価格：
（250ml）6万9000VND
https://nuocmamhanhphuc.com.vn

Liên Thành

スーパーにも近所
の商店にもあり、
簡単に手に入るの
でとても便利！

584 Nha Trang

584ニャ・チャン

な
き！
伝統的
ので好
マムな
ヌック

が選びました！

この10年、これしか使っ
ていません。味が濃厚で、
蒸し魚につけて食べるのが
すごく美味しい！

が選びました！

当初は、伝統技法でヌックマムを生産する

るから
ってい
法で作
全員の
伝統技
、家族
があり
安心感
す。
合いま
好みに

/100人

5人

/100人

ハイン・フック

お家ご飯のことを一番わかっているのはお母さん。
「どこのヌックマムを使っていますか？」と、ハノイとホーチミン市を中心に、国内

Nam Ngư
37人 ナム
・グー

が選びました！

し、
うどいい
味はちょ
だし、
もきれい
。
液体の色
ないです
匂いがし
あんまり

ん
ベトナムのお母さ
100人に聞いた

6人

/100人

ず、
ぱすぎ
しょっ
で、
ないの
。
甘すぎ
味です
どいい
ちょう

うちではこのヌックマムが活躍中！

HCMC

Big C An Phu
B1F, Parkson Cantavil, Song Hanh St., An Phu Ward, Dist. 2
 (028) 3740 2504 8:00 ～ 22:00

Vinmart – Vincom Center Nguyen Chi Thanh
HANOI 1F, Vincom Center, 54A Nguyen Chi Thanh St., Ba Dinh Dist.
 (024) 6284 4848 8:00 ～ 22:00

「ヌックマムのヨーロピアン」とは？
20年以上にわたりベトナムに暮らし、
「ラ・ヴェルティカル／ La

ファンティエット省でフランス植民地時代に設立された「レエンタ

Verticale」などハノイのレストラン数店舗で活躍しているシェフ、

イン」。1917年から現在のホーチミン市に拠点を移し、1922年

ディディエ・コルロー（Didier Corlou）氏は、
「ヌックマムのヨーロ

から現在まで、本社の立地は変わっていない。長い歴史を持つこ

ピアン／ Ong Tay Nuoc Mam」と呼ばれている。新聞や雑誌、

のブランドの代表に、ヌックマムのラベルの解読や、チェックのポ

テレビ番組など、ベトナムの各メディアに何回も取り上げられた

イントなど色々な情報を教えてもらった。

有名な料理人だ。2019年には同じタイトルで、彼についてのド
キュメンタリー映画が作成された。同ドキュメンタリーで、彼はベト

スーパーや商店、市場のほか、ホーチミン市とハノイ、タイニン（Tay Ninh）省、ベン
チェー（Ben Tre）省のショールームで販売している

ナム各地を訪ね、ヌックマムを購入し研究するなど、ヌックマムを
はじめとしベトナムの食文化を愛する様子を見せた。

HCMC（本社）

HANOI

 243 Ben Van Don St., Dist. 4
 (028) 3943 07904
※ほか市内に複数店舗あり

 64 Truong Dinh St., Hai Ba Trung Dist.
 (024) 3220 2164

Q

ヌックマムのラベルには様々な情報が載っていますが、
何が書かれているんですか？

ニーの使用割合を表します。例えば、
「ニャンゴック」
という

てみよう。約2000㎡の敷地を14のエリアに分
け、
ファンティエットのヌックマムの300年にわた
る歴史を再現している。漁師の生活や、現地
「ニャンゴック／Nhan Ngoc」
：
一番絞り液の割合（60％）、タン
パク質の量（250+-10ｇ／ℓ）

ブランドに書かれている、60％とは、
ヌックマムニーが60％
「ニャンバック／Nhan Bac」
：
一番絞り液の割合（40％）、
タンパク質の量（180+-10ｇ
／ℓ）

が多く残っているので、後味に甘味を強く感じられます。タ
ンパク質の量も、高いほど濃厚で芳醇な味がします。

A

ありますね。

弊社でも113年に創業したときから

作法「カン／ Can」
も学べる。ボトルデザインが
Tin」はここで販売している。

ど、魚本体にあるタンパク質（チャットダム／ Chat Dam）

Q

ヌックマムの歴史、作り方を体験しながら知識
を得られるほか、美味しいヌックマムを判断する
おしゃれな「ヌックマムティン／ Nuoc Mam

使われているということです。この割合が高ければ高いほ

一番絞りヌックマムのみの
商品もありますか？

海と砂丘で有名な観光地ファンティエット
（Phan Thiet) 市への旅行を計画するなら、
「ラン・チャイ・スア／ Lang Chai Xua」に行っ

用語として知っておくと良いのは「ヌックマムニ―／

という意味ですね。最も高級品で、ラベルにはヌックマム

ヌックマムミュージアム
2019年5月にオープンしたヌックマムの博物館

弊社の商品を例にとって、
解説しましょう。

Nuoc Mam Nhi」で、
ヌックマムのタンクの一番絞りの液

FB@ lang.chai.xua.phan.thiet.mui.ne

Q

A

ヌックマムは魚から作られているので、
ベジタリアンは食べられないですね。
実は、ヌックマムの中にはベジタリアン
料理にも使えるものがあるんですよ。

もちろんそれは、魚から作られ

販売を続けています。厳選された高品

たヌックマムではなく、塩水に色

質の魚を使用し、15 ～ 18ヶ月をかけて

をつけてヌックマムのように見え

醸造させます。絞った液体は琥珀色で

る調味料を使います。弊社では

良い香りがします。タンパク質の量は

長 年の研 究を積み重ね、パイ

35％以上も含まれています。

ナップル汁を使ったベジタリアン

この種類は、茹でた野菜や魚、肉に

料理専用のヌックマムを開発し

つけて食べるのがおすすめです。調理

ました。色も味も、普通の魚醤と

せずにそのまま使ってもいいし、少しニン

似ていますし、ベジタリアンでも

ニクとチリを入れてもおいしいです。

この調味料を存分に楽しんでい
ただけます。

その３

Bao Tang Nuoc Mam Lang Chai Xua
 360 Nguyen Thong St, Phan Thiet City, Binh
Thuan Province
 090 111 1666  9:00 ～ 18:00
【大人】10万VND、
【身長100 ～ 104cmの子ども】
7万VND、
【身長100cm以下の子ども】
無料
＠lang.chai.xua.phan.thiet.mui.ne

アボカドとヌックマムの
意外なコラボ

その 5

可愛いヌックマムが
ハノイに登場！

最近、ニンニクとチリが入ったヌックマムのつけダレと、生

ファンティエットで獲れた新

のアボカドを白いご飯に乗せた食べ物の写真がSNSに投稿

鮮な魚介類をハノイの人々に

され、話題になっている。
「珍しい」
や、
「変わっている」
と言っ

届ける食材配達会社「カーモ

た意見が多いが、この料理は実のところ、ダックラック（Dac

イ／ Ca Moi」
が、
それらの魚を

Lac）省でよく食べられる名物。ご飯がまだ温かいうちに、熟

使用したオリジナルのヌックマ

成したアボカドをヌックマムにつけて食べる。シンプルで、思

ム（500ml19万9000VND）

わずハマってしまうほど美味しい料理だと言われている。

その 4

ダナンのヌックマム
生産方法が文化遺産に

文化スポーツ観光省は2019年9月、南中部沿岸地方ダ
ナン市にある「ナムオー／ Nam O」村で生産された、数百
年の歴史を持つ「ナムオー魚醤（ヌックマム）作り」が国家
無形文化遺産に認定されたことを発表した。このヌックマム
の全行程は手作業で、1年にわたって醸造される。

の販売を開始した。ワインの
ような可愛いボトルが魅力的
で、
お土産にも最適。

Ca Moi
 34a/52 To Ngoc Van St,
Tay Ho Dist., Hanoi
 096 496 4964
 8:00 ～ 20:00
www.camoi.vn

は
ヌックマム
面白い！

A

その.2

ヌックマムの今

その.1

あるある豆知識

100年来のブランドが教える
ヌックマムの楽しみ方

「マム」はまだまだある！

この料理とチ！
ベストマッ

ペーストのような発酵調味料
魚

大きく分けると、魚と小エビがある。

Mam Ca Linh

写真提供：ソンフオンフーズ／ Song Huong Foods
 【ホーチミン市】D20/542 Trinh Quang Nghi St., Phong Phu Ward, Binh Chanh Dist.、
【ハノイ】24/208 Nguyen Van Cu St., Long Bien Dist.
 (028) 7300 7007 www.songhuongfoods.com ※コープマート
（Co.opmart）
やビッグC（Big C）
、
ビンマート
（Vinmart）
など、
市内の各スーパーで販売

マムカーリン
1瓶5万6000VND

Banh Dap

リンは雨が多い時期に、
メコンデルタの
各地、
特にアンザン
（An Giang）
省で大
量に獲れる魚。米麺ブン
（Bun）
を使った
料理が多いのもこの地域の特徴。

バインダップ

Type

魚

Mam Ca Com

マムカーコム

1瓶2万6000VND
原料：カタクチイワシ、塩、砂糖、
ニンニク、
チリ
魚の身がそのまま入っている。ゆで肉
や野菜につけたり、米麺ブン（Bun）
スープのベースとしても使われる。

この料理を食べるなら

原料：
リン
（Linh、
魚の1種）
、
塩、
ティン
（Thinh、粉焼きライス）
、砂糖

焼いたライスペーパーで
米粉のクレープ「バイン
ウット／ Banh Uot」
を挟
んだ、噛みごたえのある
中 部の名 物 料 理。カタ
クチイワシのマムにつけ
て食べる。通 常の店 舗
ではマムは既に調合され
ておりそのまま食べられ
るが、魚の臭みを抑える
ために少しチリを入れる
のがおすすめ。

この料理とチ！
ベストマッ

 74 Ho Bieu Chanh St., Ward 11, Phu Nhuan Dist.,
 086 906 7434  8:00 ～ 21:30 4万2000VND (3個)
@coquyenxuquang

【HCMC】ウティニャークエ／ U Thi Nha Que
 290/27 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist. 3  090 364 04 86
 11:00 ～ 23:00 36万8000VND
U Thi Nha Que

【HANOI】ラウマムニンキエウ／ Lau Mam Ninh Kieu
 3, Ngo 43, Hang Bun St., Cau Giay Dist.  086 861 8888
 10:00 ～ 23:30 35万5000VND
＠laumamninhkieu

Bun Dau
Mam Tom

ブンダウマムトム

この料理を食べるなら
【HCMC】コークエンスークアン／ Co Quyen Xu Quang

カーリンのマムをスープ の
ベースに使ったスープ鍋で、
米麺ブン
（Bun）
と、
イカやエビ、
豚肉のローストなど多種多様
な具と一緒に食べる。少し臭
みは強いが濃厚で深い味わ
いを作るため、マムをお湯に
入れて沸かしてから魚の身を
絞り、
その出汁だけを使う。

Type

液体のヌックマムのほかにも、発酵調味料の中にはペースト状もしくは固形の「マム／Mam」もある。

この料理とチ！
ベストマッ

この料理を食べるなら

米麺ブンと揚げ豆腐、
ゆで肉などを、
マ
ムトムにつけて食べるシンプルな料理。
マムトムを美味しくするためにはキンカン
と砂糖を入れて混ぜる。酸っぱい味が
好きな人はキンカンを全部絞るのがい
いが、好みに合わせて半分だけ絞って
もOK。砂糖も同じく、好きな甘さの好み
に合わせて入れよう。

Type

魚

Mam Nem

マムネム

1瓶2万5000VND
原料：カタクチイワシ、
ヴィネガー、
ニン
ニク、
チリ、保存料
（E200）
「マムカーコム」と同じくカタクチイワシから
作られたが、魚は細かく挽かれている。基
本的に、生春巻きや豚肉とハーブをライス
ペーパーで包む「バインチャンクオンティッ
トヘオ／ Banh Trang Cuon Thit Heo」
な
どにつけて食べるタレとして使われる。

ブンマムネム

ボールに米麺ブン
（Bun）
と
ゆでた豚肉やニンニク、野
菜など様々な具材を入れ、
味の主役となるマムネムを
かけて食べる。店によって
用意されるマムネムの種類
は多 少 異なる。魚の独 特
な臭みをなくすため、辛口
で調理される場合が多い。
マムネムを味見しながら少
しずつ入れて、
しょっぱさも
調整しよう
！

この料理と
ベストマッチ
！

この料理を食べるなら
【HCMC】ブンマムネムコーノ／ Bun Mam Nem Co No
 19/13 Nguyen Thi Minh Khai St., Dist. 1  090 679 2984
 8:30 ～ 14:30、16:30 ～ 21:30 5万VND
@bunmamnemcono

【HANOI】ホアンベオ／ Hoang Beo
 40 Duy Tan St., Cau Giay Dist.  096 759 0037
 10:00 ～ 21:30  3万5000VND
www.banhtrangcuonthitheo.info

Type

小エビ

Mam Tom

マムトム

1瓶3万5800VND

【HCMC】ブンダウホームメイド／ Bun Dau Homemade
 1 Nguyen Van Trang St., Dist. 1 （028）6689 5577  10:00 ～ 23:00
6万8000VND https://dauhomemade.vn ※ほか市内に5店舗

原料：小エビ、塩、保存料
（E200）

【HANOI】ブンダウチュンフオン／ Bun Dau Trung Huong

Bun Mam Nem

Lau Mam

魚のマムスープ鍋

 49 Ngo Phat Loc St., Hoan Kiem Dist.  (024) 3926 0662  8:30 ～ 20:00
 2万0000VND ～

小エビを発酵させたマムで、特に北部で
有名な調味料。ヌックマムの代わりに使
われ、
ゆでた肉などと一緒に食べたり、米
麺につけて食べるのも定番。

この料理とチ！
ベストマッ

フエ（Hue）の名物料理で、
ベースにマムルオックを使
用している。家庭では、千
切りしたレモングラスにこ
のマムを入れて、水分が抜
けるまで炒めたものをスー
プに入れるところもある。味
わいがより濃厚になり、美
味しさが倍になる。

Type

小エビ

Mam Ruoc

マムルオック
1瓶7万4500VND
原料：
「ルオック／ Ruoc」
（小エビのよう
な魚介類）
、塩
ニンニクとチリ、
ライムと一緒に混ぜたらゆで
た豚肉につけて食べる。
ミンチと一緒に炒め
ても美味しい。

Bun Bo

牛肉の米麺ブン

この料理を食べるなら
【HCMC】ブンボーガイン／ Bun Bo Ganh
 2A Le Quy Don St., Dist. 3  (028) 6684 4446  6:00 ～ 22:00
4万5000VND ※ほか市内に２店舗

【HANOI】ブンボーフエオースアン／ Bun Bo Hue O Xuan
 5D Quang Trung St., Hoan Kiem Dist.  (024) 8586 8788
 6:00 ～ 22:00 4万5000VND ～
@Bunbohuoxuan

