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ハバネロ、ハバネロ、はばねろと言い続けて早、６年になりますが長い園芸暦の中
でこれだけ話題性や妙味のあるものに出会ったことがありません。
お蔭様で、熱狂的なハバネロファンも増えて、方々でハバネロを使った商品も沢山
生み出されているので、これからは当初は「毒」として伝わった唐辛子の「鷹の爪」も
江戸時代中期に江戸の薬研堀で７種の薬味を混ぜ合わせることで美味しく食べられ
るように考案された「七味唐辛子」と同じように急速に一般家庭にも浸透していくもの
と期待しております。
先般のハバネロフェアでの「ハバネロ料理コンテスト」でもお分かりいただけ多と思い
ますが、ハバネロはミスマッチなものでも以外と合い量の加減などすることで汎用性
があるため、まだまだレシピ開発も可能ではないかと思います。
個人的にはハバネロ入りのチョコレートがあれだけ合うとは夢にも思っていませんで
した。
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また、マスコミからの取材も相も変わらず多く、先日はテレビ大阪で４／２８(土)放
映された「なるほど！ラボ」関西新名所と言うことで大きく取り上げられ、地元を巻き
込んだ特産としてドミナント的展開をコメンテーターの方に評価していただけました。
更に、ＮＨＫで５／１２(土)AM１１：００から放映の「ぐるっと関西プラス」
http://www.nhk.or.jp/gko/ で、吉本新喜劇俳優 末成由美さん(ごめんやっし
て・おくれやっして・ごめんやっしゃ)がハバネロを使った料理をされ、絶賛されるコー
ナーがーあります。
是非、ご覧いただけましたら幸いです。
ハバネロソングも一度聴いたらつい口ずさんでしまいたくなる曲なので、会員皆さん
もお知り合いにご紹介していただけましたら幸いです。
http://www.h5.dion.ne.jp/˜makohari/habanero.html
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最後になりましたが、会員様でハバネロを使った料理レシピやメーカーの方の商品な
どございましたら、内容の紹介や苦心談などどんなことでも結構ですのでA4 1枚まで
にまとめて事務局までお知らせください。
毎号の新商品コーナーでご紹介させていただきますのでよろしくお願い致します。
ハバネロ友の会事務局 世話人代表
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会員投稿コーナー
このコーナーは「ハバネロ友の会」に入会された方の出会いとハバネロに対す
る思いを気軽に発表していただいております。
私が初めてハバネロに出会ったのは、数年前仕事で訪れた亀岡市内の農場でのこ
と。
栽培者の「先だけでいいから、かじってみて！」との一言にまんまと乗せられ、おそる
おそる口にしたところ、これまでの人生で味わったことの無いしびれ！？を伴うような辛
さに見舞われました。
あまりの辛さにますます恐怖感を覚えた私は、「食べもの」として流通する可能性はあ
るのだろうか？との疑問もありましたが、数年の月日を経て、ハバネロラー油、ハバネロ
味噌、ハバネロ醤油などが次々に誕生したのです。
サンプルを頂いた私は自宅での食事に積極的に投入、スパイスの効いた味だけでなく、幅広く応用も
効くハバネロに完全に魅せられ、いまやハバネロ教！？の信者となってしまいました。
食卓が楽しくなる食材・ハバネロをもっと広めてみたい！と思った私は、手始めに勤務先に近くのお好
み焼き屋さんへサンプルを持参、新メニューの作成を提案してみました。
まずは、餃子や焼きそばにラー油と醤油を積極投下、既存のラー油使用分とも食べ比べてもらい、持
ち前の激辛感と 天然もの の香ばしい風味を体感してもらいました。
数日後、研究熱心な好青年マスターからは、「新メニューに使います！」（決して強制ではありませ
ん！）との言葉を頂きました。
外食業界は、大手チェーン店の積極出店や食の多様性を背景に過当競争下にありますが、付加価値
を高められるハバネロはまさに飲食店の 救世主 とも言えるでしょう。
これからも、 ハバネロ教 の信者ならぬハバネロファン拡大に携わっていければ、と感じる今日この頃で
す。
２００７年５月８日

西 川

聡

************自己紹介*********
東京在住のサラリーマンです。
イニシャルはK.M.
家内の実家(群馬県)の庭先にささやかな菜園を設けております。
昨年２月頃、東京ビッグサイトで開催された展示会の際偶然「ハバ
ネロ栽培セット」を入手し、早速菜園で試してみましたところ思いの
ほか豊作となりました。
種もたくさん採取できました
ので、今年は大増産の予定
です。４月初めに播種したも
のがようやく発芽し始めたと
ころです。
料理方法などの情報が得られればと思って入会いたしました。よろしく
お願いいたします。
Ｋ．Ｍ
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京都 清水 産寧坂

おちゃのこさいさい

当店は、清水産寧坂で、京七味、京漬物、ちりめん山椒、京ゆばなどの販売をしております。その中で、
一番の人気商品なのが、ハバネロ唐辛子を使った一味、七
味で、その名も『舞妓はんひぃ〜ひぃ〜』と言います。
この、ネ−ミングとハバネロ唐辛子の辛さが相交わって、当
店のヒット商品となりました。当社、全社員に応募を募り、約
２００個の候補の中から選ばれたものです。
一味に関しては、ハバネロ唐辛子だけだと、辛すぎて食べら
れない為、他の国産唐辛子とブレンドしています。が、それ
でも大いに辛いのがハバネロですね。

『舞妓はんひぃ～ひぃ～』

七味に関しては、ハバネロの辛さ、風味を損なわず、かつ京
《七味》
風の七味を作り上げるため、他の薬味も高級かつ、厳選な
袋１０ｇ ５２５円
素材を使用しています特に、山椒に関しては、極上の朝倉
缶１０ｇ ６８３円
山椒を使用し、石臼で丁寧に擦ったものを使用し、風味豊
豆袋３０ヶ ６３０円
かに仕上げております。一度食べるとと、他の一味、七味が
もの足らなくなるはずです。

《一味》
袋１０ｇ ５２５円
缶１０ｇ ６８３円
豆袋３０ヶ ６３０円

また、余談ではありますが、友の会の皆様は、ハバネロのフレッシュやエキスを使用されていると思いま
すが、当社は一味、七味の為、ハバネロパウダ−になります。この、ハバネロの恐ろしさは知っていると思
われますが、皮膚につくと大変なことになります。粉末になる
と、調合中や、充填中、空気中に舞うため、触ってもいない
のに顔が痛くなるのが、悩みの種であります。
おかげさまで売れ行きはまだまだ、右肩上がりで、店でお客
様が試食されて、「辛い」と叫ばれている姿や、リ−ピ−トで
買われたお客様を見ると、この顔の痛さも忘れてしまいま
す。
おちゃのこさいさい広瀬 健二

投稿大募集中！！
会員の皆様、特に新しく会員になられた方は是非とも自己紹介をかねて、投稿コーナーに寄稿してください。
いつでもＯＫ！．気が向いたらメールや郵送・FAXで事務局宛に送ってください。(毎月末日が締切り日です。)
皆様からの投稿をお待ちしています。

ハバネロ友の会 事務局
〒621-0008 京都府亀岡市馬路町狐瀬20-1 篠ファーム内
info@kyoto-habanero.com fax0771-24-7885
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「ハバネロ雑学③ 暴君？それとも救世主？」

あぁ、おそろしや
暴君「ハバネロ」
様・・・
クワバラ・・・
クワバラ・・・

そのパワーも衰えることなく、傍若無人に躍進劇をつづける暴
君（？）「ハバネロ」様。テレビにラジオにと、メディア関係に引っ
張り凧状態がいまだ続いています。人気の秘密はいったい何処
にあるのでしょうか？激辛！激辛！と騒ぎ立てるので、ちょっと怖いもの見たさ
の感覚で食べてみたくなるのでしょうか。チャレンジャー精神の旺盛な人や負
けず嫌いの人には、絶好の標的になる食べ物なのでしょう。そして、食べたら
最後、「ハバネロ」様の魔力にとりつかれ、「辛いモノ食べずにはいられない症
候群」の仲間入りです。そして気が付けば「うま辛地獄（天国？）」の住人に転
げ落ちている・・・。あぁ、おそろしや暴君「ハバネロ」様・・・クワバラ・・・クワバ

ラ・・・。
最近、結構大きな顔をしているこの「ハバネロ」様、日本で実際に世の中にお目見えした
のはまだ３，４年前なのです。ご存知、「東ハト」さんの影響力が大きいと思われます。僕ら
の世代では「東ハト」といえば「キャラメルコォーン・・・ホッホーホッホー・・・」の歌を口ずさ
んでしまいます。めっちゃくちゃ好きで、一人で一袋くらいはペロっと食べていました。なぜ
かピーナッツが２，３粒まぎれて入っていて、いまだにこのピーナッツの存在意義がつかめ
ないまま大人になってしまいました。ご存知の方はお教え下さい。その「東ハト」さんも、バ
ブル時における多角経営の失敗
から経営が悪化し、２００３年には
民事再生法が適用され、山崎パ
ンの子会社になりました。新生「東
ハト」として再スタートを切り、心機
一転、新製品開発に取り組みまし
た。そこで世界一辛い唐辛子「ハ
バネロ」に出会い、苦労の結果、２
００４年に大ヒット商品「暴君ハバ
ネロ」が誕生したのでした。この素
ネロ帝のアス硬貨
晴らしネーミング（ご存知ローマ帝
国の第５代皇帝「暴君ネロ」から、語呂合わせと語感の良さから「暴君ハバネロ」になった
ようです。）とコワ可愛くて愛嬌あるキャラクターとの完成度の高い商品の誕生でした。発
売初年度の目標に設定した売上高を発売1ヶ月で突破してしまい、予定の５倍ペースの
売上だったそうです。売上好調により在庫を持てない状況が続き、普通の商品ではコスト
のかかりすぎてできなかった空輸による搬送まで行われたというから、凄い売上を記録し
ていたようです。激辛スナックブームに火をつけ、いまだに人気商品として定着していま
す。そしてそれが、「東ハト」再建の救世主（暴君のくせに・・・）になったのでした。。
やはり「ハバネロ」様には、そういった強力なパワーがありそうです。さて、あなたにとっての
「ハバネロ」様は、暴れまわる「暴君」と化すか、それとも「救世主」になるのか・・・。できれ
ば上手にお付き合いして行きたいものです。神様、仏様、
「ハバネロ」様・・・。
Ｋｅｉ−ＴＡＲＯ
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Vol.３

「ほんわかＴＶ」

久しぶりのJR山陰線。行楽シーズンの各駅列車はのどかな車内で、車窓からの保津峡の風景が美しい。旅番組のようだ。なんだか観
光気分 (￣。￣)ボ〜〜〜〜ッ。長いトンネルを抜け車窓の景色は街並みへと変わり・・・・(・̲・o)ン?

ほんわかＴＶに登場ハバネロチキンサンド

大胆な字で、何じゃあれは(゜〇゜;)？？？
電車はJR馬堀駅に到着。とりあえず降りてみる。
目の前を白と黄色の車が通り過ぎる。車にまで「ほんわかＴＶに登場、ハバネロチキンサンド」だって。その車待って〜！！！
車の後を追い小走りに約１分
「バッケンベーグ」(￣―￣)//△・☆▲∴*:゜★.:。*:・ ゜★あ〜あ〜ベーカリーショップだ。
ぐるぐるぐる・・・・・店内から漂つてくるパンの香りがおなかに直撃してくる。ε=ε=ε=ε=ε=(;-̲-)/ダッシュ
店内に突入〜！！おなか¦
¦
¦
¦
¦
／(￣ロ￣;)＼¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
マジすいた。明るい店内には数々の焼き立てパンが並
んでいる。
あれもこれもO(゜―゜*o)=3=3ウロウロε=ε=(o*゜―゜)oああっ歯止めが効かない。
あった、これか！！「ハバネロチキンサンド」(￣―『＋』)フフフ発見!!
３倍と１倍。それにハバネロメンチカツ。やっぱり食べるなら３倍だぜ！！
早速購入して外へ、公園のベンチを陣取りいただきまぁ〜すぅ。ヽ(^▽^ ゞ。。。。˜♪♪
肉厚チキンがすごくうまそう、ボリュームは満足。
ヾ(´〇｀)ノアーン…((((´〜｀)モグモグ……(´―;｀)フゥ(・̲・o)ン? (o・̲・)ン? (o・̲・o)ン? ジワ〜ン〜炎
＞(˜Q˜;;) ヒィィイ!!カラィイ！！飲み物( ´〜)◇y ゴクゴク( ´▽)-3 プハァ˜
辛いけどうまい！！このソース深いね〜っ！！良い味してるね〜！！汗でてきた、｀ (;˜▼˜;)、ヽ思ったより辛くない。
もう一口、ガブッ((((´〜｀)モグモグ……うまい！！炎炎炎＞(˜Q˜;;) ヒィィイ!!
のどかな風景の中で、お口の中だけがアミューズメントや〜！！(⌒▽⌒;) オッドロキー↑
あっという間に完食しちゃったぜ。
不┗┓￣旦￣┏┛フフフもう一度行くか。次はメンチカツ・・・・待ってろよ！！
Shop情報 バッケンベーグ 京都府亀岡市篠町
バッケンベーグ号（移動販売車） 各地巡回販売中
ハバネロチキンサンド１倍・３倍 ハバネロメンチカツサンド 各種２３０円

ハバネロ探検隊報告

Vol.４ 「無い・・・・？」

良い天気！！今日は足を伸ばして琵琶湖へでもドライブするか。(/*⌒-⌒)o レッツゴー♪
湖面がきらきら輝いて、ジェットスキーが湖面を走る。水辺にはくつろぐ人々、ん・・・リゾート♪
草津か・・・・そういえば少し前の会報にお菓子屋さんが載ってたな〜！！ナビで←(・̲・┐)))チェック (((┌・̲・)
→・・・プティ何とか・・・アッタ！！
(￣0￣)/ オォー!!かわいい・・・早速店内へ・・。中もカワイイ！！！
ガラスケースにはおいしそうなケーキが並んでいる。^(・д・。)(。・д・)^どれにしよう。
(￣―￣?)…..??アレ??ハバネロシリーズのお菓子が無いじゃん。ヽ( ￣д￣;)ノ エー!?
とりあえず洋ナシのタルトを注文。そして恐る恐る・・・「あのぉぉ〜、ハバネロチョコレートって・・・・」
お店の方がにこやかに「あっ！チョコレートは気温が高くなってきたので、今は無いんです。」だって。
ザンネン↓
しかしお店の方が店奥でヾ(￢＿￢;) ゴソゴソ・・・手に何かを持って登場。
「これ、良かったらどうぞ。」ってクッキーとキャラメルを！！！
キャーッ(..)(^^)(^。^)(*^o^)(^Ｏ^)ウレシーーー!!
戴いてしまいました。ラッキー＼(^^＼)(/^^)/チャチャチャ
ありがとうございま〜す。
ちなみに洋ナシのタルトは絶品でした。間違いない！！
ハバネロクッキーはサクサク軽くて、最後に少しピリッ。おいしい
キャラメルは〜〜〜((((((ノ゜⊿゜)ノあぁああ、家族に食べられた・・・(( o(>ω<)o ))!!
今度は、チョコレートが買える時期に行こう。
カーナビにはもちろんプティ・ポアンの位置しっかりポイント登録したtagなのでした。
ご満悦の一日。(人-)謝謝(-人)謝謝
ＳＨＯＰ情報 プティ・ポアン 滋賀県草津市野路町456-2
Tel/Fax 077-567-4568 am10:00˜pm8:00
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ハバネロ友の会事務局
〒621-0008
京都府亀岡市馬路町狐瀬20-1
篠ファーム内
info@kyoto-habanero.com
Fax 0771-24-7885

事務局より
会報誌に是非会員皆様のご紹介をさせていただこ
うと考えておりますので、皆様の積極的なご参加・ご
投稿をお願いいたします。
また、事務局からお願いすることもあると思います
がその節は、ご理解の上ご協力の程よろしくお願い
致します。
尚、編集等の都合により、毎月末が翌月の会報誌
の原稿締切りとさせていただきます。
事務局としてまだまだ不慣れな点等ございますので
会報誌や会の運営など、ご意見・ご提案などござい
ましたらお気軽にご連絡お願い致します。

ハバネロお料理コーナー
料理自慢の女将が毎月「ハバネロ果実」や「ハバネロ商品」を使って簡単に出来るハバネロお料理のレ
シピを紹介していただくコーナーです。
会員の皆さんも、自慢の調理法方などございましたらお気軽に投稿をお願い致します。

新じゃがのハバネロ味のグラタン
この季節、美味しいジャガイモを使いマヨネーズ味に
少し変化をもたす意味でハバネロを使いました。
材料
新じゃが芋、、2個、、
マヨネーズ、、大匙５
酒、、大匙２
醤油、、小さじ１
ハバネロ白味噌、、小さじ1から２、
好みで 油、、少し

材料
作り方
ジャガイモは皮を剥き５㍉の厚さにきる
鍋に入れ湯掻く。
マヨネーズに酒、醤油、ハバネロ味噌入れよくまで合わ
せる。
耐熱のお皿に、薄く油を塗りジャガイモをいれ、マヨ
ネーズと合わしたソースを掛ける
オーブンに入れ、１８０度で１５分から２０分間
焼きます、。
野菜とか、魚でも、いいかもしれません。

