愛され続けるベトナムの国民食
ミーゴイ

Mì Gói 三昧

ベトナムで即席麺（ミーアンリエン／ Mi An Lien）
と言えば、中華麺（ミー／ Mi）
を包んだ
（ゴーイ／ Goi）
袋麺「ミーゴイ／ Mi Goi」
が主流だ。近年はいわゆる
“ラーメン”
以外にも、
フォーやブン、
フーティウなどのベ
トナムならではの米麺やカップ麺も売り上げを伸ばし、種類豊富に展開されている。小腹を満たすだけでな
く、食堂の人気メニューとしての位置も築き上げたミーゴイ＆即席麺の魅力を見てみよう。

※記事の情報は2021年1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

ミーゴイのある風景

ているのはミーゴイを調理したローカルフード。
安くて早くてウマイ、庶民の味をご賞味あれ。

My Ga Tan Mai Huong

ミーガー
タンマイフオン

ハノイ旧市街のストリートフードに欠かせ
ない逸品と言われるのが、
この「ミーガータ
ンデン／ My Ga Tan Den」
（7万VND）
。
肉も骨も黒い烏骨鶏の薬膳スープに中華
麺を合わせた料理で、
長時間じっくり煮込ん
だ肉は柔らかく、
旨味が溶け込んだほろ苦い
スープと麺の相性は抜群だ。好みでライム
塩や胡椒を加えていただこう。普通の鶏肉
を煮 込んだ「ミーガーチャン ／ My Ga
Trang」もあり、
こちらは6万VND。
 12 Hang Cot St., Hoan Kiem Dist.,
Hanoi
 (024) 3927 1703
 9:00 ～ 22:00 要問い合わせ

サイゴンっ子曰く、
「安くてウマイ屋台飯は路
上にある」。中でも「サイゴン動植物園／ Thao Cam Vien
Sai Gon」の入口に早朝から出店する、牛肉の焼きそば「ミー
サオボー／ Mi Xao Bo」屋台は肉も野菜もたっぷりでお得感
アリ。夕方はホーチミン市3区の「マリーキュリー高校／ Marie
Curie High School」の周辺が賑わってい
る。屋台が出るのは下校時刻の16 ～ 18
時頃。ミーゴイ入りモツ煮込み「ファーラウ
／ Pha Lau」
（2万5000VND）を地元民
に混じって頬張ろう。
Marie Curie High School
 159 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist. 3, HCMC
（屋台はLe Quy Don St. 沿いに出店）

Thao Cam Vien Sai Gon
 2 Nguyen Binh Khiem St., Dist. 1, HCMC
 (028) 3829 1425 7:30 ～ 17:30
thaocamviensaigon.official

オックチュールン
さまざまな貝を好みの調理で味わえる貝料
理専門店。ビールと一緒に味わうつまみと言
えば「バイ貝のコーン炒め／ Oc Huong Xao

貝の旨 味 成 分が
麺 に 染 み 込 んで、
食 欲をそそる！

Bap」
（6万5000VND）が定番だが、この店
では
「ヤシ貝／ Oc Giac」を空心菜、
ミーゴイ
と炒めて醤油で仕上げた「ヤシ貝のミーサオ
／ Mi Xao Oc Giac」
（8万5000VND）
も外
 76 Nguyen Van Thu St., Dist. 1, HCMC
 098 362 4930  11:00 ～ 22:00
 要問い合わせ

せない。炒めた香ばしい麺は、ソフトな歯ごた
えのヤシ貝と相性抜群だ。

HCMC
モツ、
レバー、肉団子
などがあれこれ 楽し
める「ファーラウセッ
ト ／ Pha Lau Set」
（15万9000VND）

Phung Thien

フンティエン

牛や豚のモツとココナッツミルク、ウコン、
シナモン、八角など
のスパイスを煮込んだ「ファーラウ／ Pha Lau」は、ベトナム南
部特有の屋台料理。通常はパンと一緒に食べることが多いが、
ミーゴイを煮込んで提供する店も多い。サイゴン駅近くの食堂
「フンティエン」では「ヴィフォン／ Vifon」社のミーゴイを使用。
縮れ麺がマイルドなスープによく絡む。一緒に提供されるタマリ
ンドソースを加えると、
より甘くてフルーティーな味に。
 228 Nguyen Phuc Nguyen St.,
Dist. 3, HCMC  090 953 7768
 14:00 ～翌2:00
 要問い合わせ

HCMC

貝だけでなく、
エ
ビやタコもトッピ
ング。
おいしさ増
し増し！

Di Lan

イーラン
ベトナム南部は海産物が豊富なため、貝料
理の数は数えきれないほどある。「イーラン」で
はピリ辛のスープにシジミとマテ貝、
ミーゴイを加
えた「ミーオックヘン／ Mi Oc Hen」（3万
5000VND）
が看板メニューで、子どもから大人
まで幅広く愛されている。旨味成分をたっぷり
含んだスープは皆飲み干している様
子。キンカンをきゅっと絞ると、すっ
ぱ辛いスープに味変する。ぜひ
ローカルスタイルでお試しあれ。
学生たちの定番
おやつとしても人気

 2/4 Ngo Van So St.,
Dist. 4, HCMC
 090 953 7768
 7:00 ～ 19:00
 要問い合わせ

魚 介たっぷりの焼き
そば「ミーサオ／ Mi
Xao」
（5万VND）も
イチオシメニュー

貝の 旨 み が 溶 け 込 ん だ
旨 辛 ミ ーゴイ

サイゴン動植物園と
マリーキュリー高校
周辺の屋台

小 腹 が 空い た ら
路 上 で ミ ー ゴイ

HCMC

Oc Chu Lun

屋 台メシの 定 番 と
ミーゴイ が 融 合 し た ら ？

ハノイ 旧 市 街
スト リ ートフードの 定 番

HANOI

体 を 温 めるた
め、冬を乗り切
る 健 康 食 とし
ても人 気

HCMC

ト中のカップル。みんなが夢中になって食べ

箸 もビールも 進 む ！
ヤシ貝の 焼 き そ ば

王道系

ランチタイムの会社員、放課後の学生、デー

進化系

時代の流れとともにミーゴイ料理も変化を遂

ミーゴイのある風景

げている。低価格だけどガッツリ食べられる進
いる人気の店をピックアップ。

優 し さ がに じ み 出 る
アット ホ ーム な 味

HCMC

Mr. Mi

ミスター・ミー

市街地のビル内という立地ながら、のんびりとした空気
が流れる
「ミスター・
ミー」は、ベトナム人夫婦が営む麺料理
の店。どのメニューも特製のピリ辛ソースで和えた麺が
ベースになっていて、
チャーシューやフィッシュボール、
卵など、
好みのトッピングが選べる。夫婦においしさの秘密を尋ねる
と、
「息子が考案してくれた、
この特製ソースかな」
と教えてく
れた。また食べに来ようと思う、
家庭的な味だ。
スープは別添えの
「香港
式チャーシュー麺 ／ Mi
Xa Xiu Hong Kong」
4万5000VND

HCMC

学 生 が 夢 中 な 韓 国スタイル ！
トッポッキ 入 り ミ ー ゴイ

化系ミーゴイの中から、若者の胃袋を掴んで

 63 Pasteur St., Dist. 1, HCMC
 要確認
 9:00 ～ 22:00
 要問い合わせ

Phuong

フオン
夕方になると食べ盛りの学生で溢れる「フ
オン」は、
「トッポッキ／ Topokki」や「牛肉入
り焼きそば／ Mi Xao Bo」、
「牛肉入りマカロ
ニ炒め／ Nui Xao Bo」
といった屋台飯の店。
特に女子高生たちが夢中なのは、
ミーゴイ入
りの「トッポッキ」だ。もちろん、
トック（餅）
、オ
デン、ウズラの卵も入っていて高カロリーとわ
かっていても、やみつきになる。ミーゴイは食
べ応えのある
「コレノ／ Koreno」を使用。
 17 Ngo Thoi Nhiem St., Dist. 3, HCMC
 090 698 0574  要確認

実 家に
帰ったよう
な気 分に

好みでチリソースを
追加しよう

レモンが効いたオージービーフとチリ
「スパイシー牛肉麺／ Mi Bo Cay」
（7
万9000VND）
。手ごろな価格ながら満
足度の高さが若者を中心に支持を得て、
たちまち人気となった。スタミナをつけた

万5000VND）は、スパイシー麺に目玉
焼きをのせたシンプルなメニューだが、お
やつにぴったり。

 17, Ngo 82, Chua Lang St., Dong Da
Dist., Hanoi  036 319 1000
 10:30 ～ 14:30 / 17:30 ～ 21:00
 要問い合わせ
@onamahouse

ヒュエン Huyen

 38/2 Nguyen Cong Hoan
St., Phu Nhuan Dist., HCMC
 なし  9:30 ～ 17:30
 要問い合わせ  金曜

店主、
ヒュエンさんは、
ちょっとした有名人だ。毎日、鍋の
横に鎮座しながら大きな声を張りあげ、スタッフに指示を
出しながら自分もせっせと手を動かし、大量の注文をさば
いている。
麺の湯上げや味付け、スープを器に注ぐのは彼女の
仕事。料理が来るのを待つ客は皆、彼女の仕事に釘
付けだ。看板メニューは「塩唐辛子入りまぜ麺／ Mi
Tron Muoi Ot」
（7万VND）
。チリソースとコショウが効
いたパンチのある味の麺は、タマゴやエビのすり身が
入ったスープと合わせて食べると、
マイルドになる。
「強く
ておおらか」、
そんな言葉が似合う味だ。

ざっくばらんな
店内もいい味

い時に、迷わずかぶりつきたいメニュー
だ。
「目玉焼きのせ麺／ My Trung」
（3

HCMC

フーニュアン（Phu Nhuan）区の路地裏にある店の
め、
店があるた
近くに似た
印に！
この看板を目

ソースで炒めた麺の組み合わせが光る

名物おばさんがつくる
こだわりのまぜ 麺
黙々と自分の仕事を
全うするほかのスタッフ

オナマステーキ

YouTubeで
話題の店に
行ってみた！

定位置。
鍋の横が
か
ずっと何 いる
て
しゃべっ

野菜の付け合わせ
も嬉しい♪

いくつか
の
まとまっ 注文が
た
調理スタ ところで
ート

Onama Steak

がっつり 食べたいと きは
ミーゴイ ＆ステーキの黄 金コンビ

HANOI

放 課 後、塾 へ
行く前 の 学 生
が 腹ごしらえに
やってくる

」
入りまぜ麺
「塩唐辛子 ら、
まずは
た
っ
な
が気に
yen Mi Tron
YouTubeで「Hu ！
索
検
と
」
Muoi Ot

みんな大好き

み んな 大 好き

ミーゴイカタログ2021

Vietnam Nissin ベトナム日清

ミーゴイカタログ2021

創業者の安藤百福が世に送り出した「チキンラーメン」は、世界初の即席麺。
ベトナムでは有名料理研究家の監修を得るなど、現地の食文化にマッチした味に仕上げている。

カップヌードル・
タイライムポーク味

カップヌードル・
ジャパニーズシーフード味

ベトナムには50社余りの即席麺メーカーが存在する。中でもトップシェアを持つメーカーの人気商品は実にハイクオリティ。
朝食に夜食に、
おやつに。個性豊かなミーゴイを食べつくそう！

Cup Noodles Japanese Seafood
1万5000VND

67g

カップヌードル・
シンガポールチリクラブ味

Cup Noodles Thai Lime Pork

302kal

1万5000VND

74g

Cup Noodles Singapore Chilli Crab
271kal

1万5000VND

92g

309kal

Acecook Vietnam エースコックベトナム
1995年にベトナムで即席麺の製造・販売を開始してから25年以上。
国内シェア50％を超える企業へと成長した。国内販売のみならず、世界35 ヶ国にも輸出している。

モダン・タイ風トムヤム鍋味

ハオハオ・酸っぱ辛いエビ味
Hao Hao Tom Chua Cay
75g

350kal

国民から
愛される
味

3500～4000VND

Ly Modern Lau Thai Tom

6500～7000VND

67g

283kal

ポークリブのフーティウ
Hu Tieu Suon Heo

7000VND

70g

魚介の旨味が凝縮したスープ。具が多く、
食べ応え
がある。
ベトナム人の嗜好に合わせて、
調理時間は
日本では3分のところ、1分30秒に設計している。

266kal

コクのあるポークスープにライムのすっきりとした
酸味が後を引く、
タイの風を感じる一品。辛味オイ
ルは別梱包になっているので、辛さを調整しよう。

韓国激辛スープ味

韓国激辛チリチキン味

Mi Cay Korean Hot Chili Chicken

デニャット・牛肉のフォー
De Nhat Pho Bo

65g

266kal

ハンガー・豚足入りブン
Hang Nga Bun Gio Heo

6500VND

75g

295kal

ベトナム南部の名物米麺フーティウを閉じ込めた
品。あっさりスープに、
しっかりと歯ごたえのある麺
がよく合う。優しい味なので、朝食におすすめ。

8000VND

68g

365 Xi Quach Thit Bam

218kal

3500VND

64g

188.2kal

シウカイ・シーフード味
Siukay Seafood

1万1000VND

128g

524kal

真っ赤な
スープ！

5500～6000VND

赤いスープで、
まさにトムヤム鍋を食べている気分！
ネギとエビのかやくがしっかりと役割を果たし、
旨味
が凝縮したスープはすべて飲み干したくなる。

236kal

極細
好 麺
き
たま には
らな
い

同社の売上の半数を占める大ヒットシリーズ「ハ
オハオ／ Hao Hao」。エビと野菜の旨味、
ライム
の爽やかさが飽きのこないおいしさの秘密。

71g

365・ミンチポーク味

Korean Hot & Spicy Soup

刺激
あり も旨味も
ます

8000VND

蓋を開けた瞬間、異国情緒のある香りに包まれる。
スープにとろみがあり、
カレーを食べているような気
分に。
カニカマやタマゴとスープとの相性も抜群だ。

タイのヒットシリーズをベトナム生産でも販売。茹で
た麺をシーズニングで和えて作る。
とにかく辛い
（痛
い？）
が、
しっかりおいしくクセになる味。

ただ辛いだけではなく、
チゲ鍋を食べているかのよう
な奥行きのある旨味が口の中に広がる。キャベツ
やネギ、
キノコなど、
野菜をたっぷり加えて食べよう。

ダイエット中の強い味方、低カロリーのノンフライ
麺。あっさりスープが優しく、量が少なめで夜食に
最適。麺はコシがあり、
ヘルシーなのに満足度高し。

Asia Foods アジアフーズ
スープは粉末とペーストの2種類で、牛肉の旨味を
再現。コショウが効いていて、後味はやや辛め。
フォーは舌触りなめらかで、
店で食べるものに近い。

豚肉のダシをしっかりと感じるスープに、
コシの強
い極細の米麺ブンがよく絡む。
コリアンダーと赤唐
辛子が味のアクセントになっている。

パッケージのイラスト通り、
目が醒めるほどの激辛
だが、果敢に食べ続けるとその旨みにハマり、箸が
止まらなくなる。食べ終えた時はなぜか達成感。

エースコック、
マサンに次いで第3位のシェアを誇る地場系メーカー。
即席麺や即席おかゆなど、安価で世代を超えて愛される普遍性のある商品を展開している。

GauDo Tom Chua Cay
63g

284kal

Masan Consumer マサンコンシューマー
ベトナムのコングロマリット、
マサングループ傘下の食品メーカー。食べ応えのあるジャガイモ麺を売りにした
「オマチ／ Omachi」を中心に、従来のミーゴイよりも高級路線で勝負する。

オマチ・酸っぱ辛いエビ味
Omachi Tom Chua Cay
78g

382.4kal

KOKOMI Tom Chua Cay

1万2000VND

65g

372kal

「オマチ」ブランドよりもエビの風味を強く感じられ
る、酸っぱ辛いエビ味。
ちぢれ細麺はほんのり甘み
があり、
辛さもやや抑えめ。子どもでも食べやすい。

63g

Moc Viet Herbs Beef Stew

284kal

3900VND

75g

322kal

Omachi Special Bo Ham Xot Vang Goi
8400VND

92g

346.3kal

お菓子のようなポップなパッケージながら、味は意
外にも本格派（失礼！）
。このプチプライスにも拍
手を送りたい。スーパーで探す時はパンダが目印。

ミーゴイ豆 知 識
小麦麺よりもちっとした食感が味わえるジャガイモ
麺と、
エビ、貝、野菜、豚肉のエキスをブレンドした
コクのあるスープがポイント。

2500VND

オマチ・
スペシャル牛肉のワイン煮込み味
じゃがいも
麺と
スープの
相性抜群

7400VND

ココミ・酸っぱ辛いエビ味

GauDo Vegetable

後味
すっ
きり

2500VND

モックヴィエット・
ハーブビーフシチュー味

ガウドー・ベジタブル味

ガウドー・酸っぱ辛いエビ味

スペシャル印がついているだけあって、
リッチな味わ
い。
レトルトの具はとろみがあり、
スパイスの香りが豊
かだ。
もし味に飽きたら、
チリやハーブで味変させよう。

野菜やきのこを煮込んだような、素朴なスープが
魅力。野菜や卵を加えれば、栄養価もアップ。子ど
もやシニアがいる家庭におすすめ。

ベトナム式ビーフシチュー「ボーコー／ Bo Kho」
を再現。スープはスパイスとハーブの芳醇な香りで
やや太めの麺と相性が良く、食べ応えあり。

※世界ラーメン協会
（WINA）
調べ
※世界総需要とは1年間に世界で消費された食数

●世界中で愛されている即席麺。2019年に消費された量は約1064億食！
●ベトナムの年間総需要は約54億食（2019年）。世界5位にランクイン。
●ベトナムの1人あたりの年間消費量は、56.9食。1位の韓国、2位のネパールに続く3位に。

みんな大好き

ミーゴイカタログ2021

スケッチ編集部のミーゴイ座談会

Micoem ミコエム

次々と新商品が発売されるミーゴイ。人々は何を基準に選び、
どうやって食べているのか。

1991年創業。看板商品「クンディン／ Cung Dinh」シリーズの人気を維持しながら、
スパゲッティや日本風ラーメンなど、
斬新な新商品を次々と開発している

クンディン・酸っぱ辛いエビ味
Cung Dinh Tom Chua Cay
63g

284kal

毎月約5000万個以上を売り上げる人気商品。
酸味と辛さのバランスがよく、爽やかなハーブの香
りが後味を良くしてくれる。弾力のある麺好きに。

Cung Dinh Pho Bo Ha Noi

6000VND

68g

215kal

スパイスの香り高いスープとやや強い塩加減が、
まるでどこかの屋台で食べるフォーのようで、
ハノイ
式のフォーを忠実に再現している。

クール・
トマトスパゲティ味
6000VND

105g

284kal

2017年の発売以来、人気を維持する、変わり種
ミーゴイの代表格。
トマトソース＆スパゲティ欲を満
たしてくれる。食べやすいカップ麺バージョンもある。

1963年創業の即席麺＆スパイスメーカー。近年はレトルト付きの即席麺を多数販売し、業界全体のクオリティを底上げ。
パッケージが洗練されていおり、
ベトナム土産としても人気。

ホアンザー・ひき肉味
Hoang Gia Mi Thit Bam

284kal

チキンスープ味

ホアンザー・鶏のフォー

Mi Ga Tim

編集E
ダナン出身のベトナム人。
好きな食べ物は「ライス
ペーパーの和え物／ Banh
Trang Tron」

根強い人気！
酸っぱ辛いエビ味
日本の即席麺文化は豊かだけど、
ベ

2500VND

75g

284kal

1万9000VND

120g

380kal

エウ／ Bun Rieu」
（田ガニ

ビ味／ Hao Hao Tom

マトを加えたら、
すごくおいし

Chua Cay」①が

かったよ。

1970年代から即席麺を販売。
エビのイラ
ストが印刷された昔ながらの紙パッケージ
と手頃な価格、
クラシックな味で幅広い世
代から支持される。
屋台飯でよく見かける。

サテ味

バーミエン・特製酸っぱ辛いエビ味
350kal

Mi Sa Te

3200VND

75g

「台湾味王」の子会社として1990年に創
業。
「 エーワン／ A-ONE」「カンフー／
KUNGFU」などの即席麺を中心に、
米製
品や調味料などを展開する。

エーワン・豚肉炒め味
A-One Mi Thit Xao

350kal

全世
代
愛す が
る味

75g

サイゴン
ヴェーウォン

8000VND

85g

388kal

らもマメにチェックしていこう。
ねえねえ、最後に私の思い出のミー

人が多いよね。ケーキやお

ゴイを皆に食べてもらいた

菓子にも
「塩漬卵」
が登場す

いんだけど。

⑤

るし。卵と言えば、
ミコエム（Micoem）の
「クール塩卵麺／ Kool Mi Tron Trung

てるよね。
そう。
メーカーによってスープの酸味
や辛さが微妙に違うし、麺もさまざま。食

…実はさ、僕は「酸っぱ辛いエビ味」
を買ったことないんだよね…。

Miu Miu」⑧という麺の
お菓子、知ってる？

べてたわ。

Mien）シリーズも 好きだな。どれも

「ベビースタ―ラーメン」みたいな感じか
な？ パッケージもチャーミング。どこか

グルテンフリーやヘルシーなノンフラ

で見たことのあるようなキャラだけど
（笑）
。
最近はあまり見かけないから、街で見
かけたらラッキーだね。探してみて～！

イ麺の注目度があがってるからかな？

て食べるのもおいしいけど、
フライパンに

⑧

い！ 学校の近くの商店で買ってよく食
懐かしい味だね。日本人にとっての

な米麺の即席麺も充実してるね。

Xao Goi」が定番なんだ。スープ麺とし

知ってるー！ 懐かし

私はエースコックの春雨（ミエン／

最近はフォーやブン、
フーティウのよう

僕の家では、
ミーゴイと言ったらエー
ワン（A-One）の「豚肉炒め味／ Thit

この「ミュウミュウ／

Muoi」⑤も、
ガッツリ系が食べたい時に

200kcalくらいだし。

じゃあ、
よく食べるのは？

い

え？ なになに～？

おすすめ。
カロリーが少し高いけどね～。

レトルト付きやノンフライ
進化するミーゴイ

いいと思うよ。

えーっ !?

セージ付きのカップ麺⑦があるよね。
ミー

ベトナム人は卵が好きな

私もこの「酸っぱ辛いエビ味」が大

そうだね。
「オマチ／ Omachi」
もソー
ゴイはどんどん進化していくから、
これか

加える④のが定番だな。
①

レトルトが付いていると、
具を用意しな
くてもいいから楽だよね。

④

油をひいて、茹でた麺、
キャベツ、調味料
を入れて炒めるとさらにおいしくなって、

ン
ベジタリア
対応

3Mien Tom Chua Cay Dac Biet

3500VND

Saigon Ve Wong

ベトナム人
大好き
塩タマゴ味

僕は生卵や目玉焼きを

時、塾に行く前に食ベる
定番のおやつだったよ。

Miso Seaweed」⑥がベジタリアン対応
だから、
今度買ってみようと思う。

懐かし
の味

即席麺、
ヌックマム、
飲料水などを展開する
食品メーカー。
ミーゴイは「バーミエン／
3Mien」
と
「リーヴァ／Ｒeeva」
が主力商品。
伝統的なベトナムの味を追求している。

Miliket ミリケット

「365ミソワカメ味 ／ 365 Japanese

とトマトのスープ麺）③ にト

べ比べて好みの商品を探してみるのが

Uniben ユニベン

とが多いから、
こういう食べ方をしている

ミーゴイと言えばやっぱりエースコック

各メーカーがこの味のミーゴイを販売し
値段はA級クラスで、
ノド越しの良いフォーやレトルト
のゴロっとした鶏肉が高級感を演出。ハーブをたっ
ぷりトッピングすれば、
さらにおいしー＆ヘルシー。

ど、
ベトナム日清（Vietnam Nissin）の

（Acecook）の「ハオハオ酸っぱ辛いエ

ベトナム人の大多数が好きなのかな。

あっさりとしたチキンスープ。中細のちぢれ麺なの
で、
ベトナム版「チキンラーメン」という印象。
かやく
のニンジンの歯ごたえが、
イイ役割を果たしている。

私、
自炊の時はベジタリアンなんだけ

生はキッチンのない部屋に住んでいるこ

さっき、
ヴィフォン（Vifon）の「ブンリ

好き！

レトルトの具が評判を呼んでいる「ホアンザー」シ
リーズ。甘辛のそぼろ肉は万人ウケする味。モヤ
シやネギを加えると、
さらにおいしさがアップ。

ぱりさせるのが好き。下宿している大学

人が多いと思う。

トナムに来てその種類の多さに驚いたよ。

思い浮かぶね。学生の

Hoang Gia Pho Thit Ga

ハーブ
香
コク旨 る
透明ス
ープ

63g

編集T
メコンデルタ地方出身
のベトナム人。好きな食
べ物は「蓮の茎サラダ
／ Goi Ngo Sen」

編集L
ホーチミン市出身のベト
ナム人。好きな食べ物は
「トンカツ」

まずは、
みんなが好きなミーゴイを教えて！

Vifon ヴィフォン

1万4300VND

編集Y
ベトナム在住2年目の
日本 人。好きな 食 べ
物は「唐揚げ」

KOOL Spaghetti

洋
風
ミ
言え ーゴイと
ばコ
レ

6000VND

クンディン・牛肉のフォー

それぞれのミーゴイ愛を語るべく、スケッチ編集部で座談会を開催した。

豚肉炒めの旨味のあるミーサオになるよ。
ソーセ
ージ入
り

おいしそう～！ 今度作ってみようっと。
ひと手間加えるなら、
やっぱり野菜を
辛味調味料サテ（Sa Te）
の風味を生かしたミーゴ
イ。
コショウが強いのか、
辛みの強い後味。野菜やキ
ノコと一緒に炒めれば、
絶品
「ミーサオ」
が完成する。

黄色の中細麺で、豚肉や香味野菜の旨みを忠実
に再現している。パッケージの印象よりもあっさり
味。肉や野菜を加えて炒め麺としても楽しもう。

私はレタス②やライムを加えて、
さっ

②

レタスの
食感♡

お手頃で満足感が高い
「バーミエン」
シリーズの
「酸っ
ぱ辛いエビ味」激辛版。刺激的な辛さだがレモング
ラスやライムの香りが強く、繊細さも際立つ味だ。

入れることが多いの？

③

⑦

⑥

