
ハバネロ友の会 事務局 

ハバネロ友の会 会報 

１１月号 ２００７年１１月１０日 

ハバネロ会員の皆様へ 

今年も多分に漏れず、寒さが急に身に応える季節がやってきました。 

熱帯性で寒がり屋の「ハバネロ」はこれからの時期は、気温が低くなるため、

収穫できるまでの最低限必要な積算温度が確保できず、花が咲いても果実が大

きく育たず、色も緑のままでなかなか着色してくれません。 

しかし、一定のサイズまでなった果実は、十分、激辛ハバネロの特性が現れて

いますので、ご家庭で使う分には全然ありません。 

 

ところで、「ハバネロ」がまたまた注目されてきています。 

ご存知の方もおられるかと思いますが、サントリーが東ハトと組んで「ハバネ

ロスープ」を売り出しますし、東ハトもハバネロの近縁種で今年の２月に激辛

唐辛子でギネスを更新した「ブッドジョローキア」のスナック菓子を発売され

ました。（コンビニ限定10/29発売）その他、方々で、新製品発売の情報があり

ブレイクしかけています。 

 

一般的に日本人は今まで薄口で辛いものが苦手な民族とされて来ましたが、昨

今エスニック系料理やスナックが売り

出され、若者中心に激辛ブームが押し

寄せて抵抗なく食生活に取り入れられ

てきております。 

特にそれの火付け役になった「ハバネ

ロ」は、時を得ても廃れることもな

く、確実に家庭に浸透していく手応え

を感じております。 

 

先日も、京丹波町にある丹波自然公園

で「丹波うまいもの市」（11/3）が開

催されたときでも、ハバネロ商品の注

目度が高く、はるばる京都市内や大阪

から来られた方が、「あれだけテレビ

などで紹介されているので探していた

がここでお目にかかれるとは・・・」

とまるで幻の商品にでも出会えたの如

く、喜んで買っていかれました。 

反面、営業力のなさを暴露したような

イベント参加でした。（チャンチャ

ン！！）                                 

     

    ハバネロ友の会事務局 
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事務局よりお知らせ  

■ 来月号より新たに国内や世界のこだわり唐辛子を沢山栽培

されている方より 

   『唐辛子について』の連載が始まります。 

ご期待ください。 

 

■ １２月より来年度の会費（1,000円）の徴収を開始いたします。 

専用の郵便振替口座を設けますので、お近くの郵便局でお支

払いください。 

  ＊その他、現金や切手での送付も受け付けたいと思います。 

   詳細は１２月号でご案内いたします。 

 

■ 会員募集ご協力のお願い 

  現在、ハバネロに関心を持たれ、入会登録されている方が５５名おられます。 

  より広く関心のある方に会員になって頂きたいと思っておりますので、是非、入会をお

すすめください。 

  ＊来年度中には活動を通じてＮＰＯ法人の立ちあげも視野に入れて行きたいと思って

おります。 

  

■ １２月号より「ハバネロなんでも質問コーナー」を設けます。 

「ハバネロ」のことなら何でもお応えできるコーナーの開設をしたいと思います。 

事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にご質問いただければ、直接ご質問者にお

答えすると共に、直近の号でも紹介したいと思います。 

匿名希望の方は「匿名希望」と伝えてください。 

                        ハバネロ友の会事務局  

今年は今のところ霜が降りず、気温は低く

なってきておりますが、過去にない程、収穫

量が増えております。生産農家さんも大喜び

ではないでしょうか。 

後は、霜が降りれば収穫も終了となります。 

原産地のメキシコでは周年栽培できることも

あり、うらやましい限りですが裏を返せば日

本の四季にうまく合わせれば、全世界の野菜

が栽培できると言う立地の日本でよかったと

喜んでおります。 

＊このような「逆転の発想」はこれからの人生で行きぬくためには必ず必要にな

ると思っています。   

                      ハバネロ友の会事務局  

ハバネロの栽培のご報告 
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ハバネロ畑からの近況報告    篠山市「くの一農匠」特派員より  
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朝晩がぐんと冷え込むようになって、秋の夜長にはそろそろ暖房がほしくなってきま

した。 

篠山はこの時期、晴れの日の朝には濃い霧が発生し一層冷え冷えした感じがします。 

畑の作物も朝はしっとり露に濡れています。この気温がどんどん下がり露が霜に変わる

といよいよ唐辛子も終盤です。 

ハバネロの色付きかたも、９月のピークの頃に比べると随分ゆっくりになってきまし

た。 

 真夏には真っ赤だった実の色が、オレンジ色がかって実の大きさも少しずつ小さく

なってきました。しかしまだ花も咲い

ていてこれから実を付けようとしてい

るものもあります。 

 下の写真のようにまだまだ樹は元気

で緑の実が沢山付いています。 
 

      

霜が降りるとまず葉が凍

り 

３回くらいの霜で実まで

凍り始めます。そうなる

と出荷も終わりです。 

予報では11月は平年より

暖かいということなの

で、今年は例年より遅くまで出荷できるかも知れません。 

色付くのが早いか霜が降りるのが早いか・・・・  

 

気温がどんどん

下がり露が霜に

変わるといよい

よ唐辛子も終盤

です。 

 
風邪には 

ハバネロをどうぞ 

うわさによると大変 

よく効くそうです。 

ハバネロ風呂に入って 

・・・・・・寝る前に 

ハバネロ焼酎なんか 

効果的面！！！ 

そろそろ風邪の季節 



オープンガーデン 

 

花と緑の会では年に１～２回の日帰りと一

泊の先進地視察を行っています。海外にも

ニュージーランド、イギリスに行きました

が、各地でオープンガーデン事業が行われ

ております。ニュージーランド・クライス

トチャーチでは世界中から個人の庭を見に

やってきます。長野県小布施では人口約1

４,０００の町が官民一体となって花のまち

づくりを進め、全国から多くの見学者を集

めています。亀岡でも是非これを取り上げようと、数年前に会員の庭でテストを

行い、２００５年亀岡市市制５０周年記念事業として５月第３土・日曜日の２日

間に第１回を開催しました。 

花を愛し美しく育て楽しんでおられる８７の庭を集め、写真を２～３枚とその思

いをコメントに込めたハンドブッ

クを作りました。“1年を通して

花が咲く魅力ある街、亀岡”多く

の人にわが町亀岡を再発見してほ

しい、その想いを込めたハンド

ブック片手に市民の皆さんがその

庭を巡ることで、人との素敵な出

合や、花と緑の街づくりの推進、

市外からも多くの皆さんを迎え観

光拠点作りにつながることを願っ

ています。昨年も２冊目となるハ

ンドブックを作りましたが、今年

はマップを制作しました。年毎に

近くは南丹市や京都市内から来て頂

いたとの報告が増えています。今年

は亀岡市の協力もあり１日３回、述

べ６回の無料の巡回バスを運行しま

した。個人の庭が観光資源になり多

くの皆さんがこの亀岡を訪れる賑わ

いのある街、自然に優しい、人にも

優しい安心して住める街づくりを進

めていきます。 

  

花と緑の会 Ⅳ 
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_habanero_manzanoChilli（Chilliぶろぐ主催） 

 http://chillipepper.blog65.fc2.com/ 

 年末を間近に控え、唐辛子の栽培マニアにとっては寂

しいオフシーズンを迎える時期となりました。その反

面、この季節は春先から手塩にかけて育ててきた唐辛子

を収穫できることもあり、最も楽しみな時期でもありま

す。毎年数十種類の唐辛子達を育てていて良く訊かれるのが「唐辛子のどこがそん

なに魅力的なの？」ということ。人によって理由は様々、「辛いものが大好きだか

ら」という人もいれば「見た目が可愛いから」という人もいます。私の場合最大の

理由は唐辛子の持つ「色の魅力」に取り憑かれたということです。勿論毎日料理に

は使いますし、しばらく辛い料理を食べずにいると禁断症状を起こす始末（笑）。

海外から種を取り寄せて収集するのも楽しいし、栽培を通じて沢山の人と知り合い

になったことも理由かもしれません。 

 しかし毎年この時期に熟成した唐辛子の持つ鮮やかなカラーを目にすると、つく

づく「栽培していて良かった……」と感動させられるのです。それはハバネロだけ

ではありません。鷹の爪でもカイエンヌで

も、ハラペーニョでも同じ。鮮やかな花の綺

麗さとはまたひとつ違う魅力、深みのあるカ

ラーに心を奪われてしまうのです。 

 例えばハバネロひとつをとってみても様々

な色の品種が存在することをご存じでしょう

か？ 普通ハバネロといえば艶やかなオレン

ジかレッドというのが一般的ですが、他にも

ホワイトやチョコレート（上記写真参照）、

カラシ色のマスタードやゴールデンなどとい

うものも存在します。世界中を見渡せば優に数千種類存在するといわれている唐辛

子。更に改良品種が続々と生み出され、その数は増えていくばかりです。固定種か

ら生み出された種には殆ど変わらない色のモノもありますが、一口に赤と言っても

深紅だったりオレンジよりだったりと様々。その違い

を楽しむのもまた唐辛子栽培の喜びなのです。 

 来年はBhut Jolokiaも本格的に流通するので楽しみ

はますばかり。これから年明け２月までのオフシーズ

ンは、「今年はどんな種類を育てようかな」「どんな

色と出会えるのかな」とワクワクしつつ算段をする、

最も楽しい時間でもあるのです。 

唐辛子の色はどうしてこんなに美しいのか？ 



先日、書店に「2008年カレンダー」が売り出されていました。テレビで

は年賀状のＣＭも流れています。いっきに「今年もわずか」という言葉

が頭のなかをクルクルまわって焦りだす竹内博士です。もう11月です

ね。今年はもう２ヶ月しかありません！！皆様、お元気ですか？季節の

変わり目、風邪などひいていませんか？私は26歳の若さにして腰を痛め

てしまいました。いわゆるギックリ腰というやつです。取材先では「ま

あ、若いのに大変ねえ～お大事に」と言われる一方で「あんた、どんな体位とったん

やさ～」などと過激な発言を真昼間に堂々と大きな声で言ってくださる方もいらっ

しゃいました。トホホホ・・・。何はともあれ、ご心配おかけしましたが、なんとか

復活です。 

 さて、そんな腰痛記者が今月もお届けする「こんなん書きましたけど・・・＠はか

せ記者」。タイトルからしてこの軽さ（汗）。新聞記者とは思えないおバカな内容で

お届けしておりますが感想や苦情、ご質問などもお待しております。 

 前回から「知られざる新聞記者の仕事」についてイロイロお話ししております。今

回は「見出し」についてお話ししましょう。どんな新聞でも「見出し（タイトル）」

が２つ記事には付いています。最近の新聞で見てみますと 

   『亀岡市長に栗山氏』 

   『再選、大差で松野氏破る』 

10月29日付けの京都新聞さんの見出しです。みなさん新聞を読むとき

に何気なく目を通している所でしょうけど、アレを考えるのが、これ

また一苦労も二苦労もあるわけです。 

 見出しは、単にタイトルではなくて、読者を本文へ引きつけ、いざ

なうための「看板」「案内標識」であるとともに、記事の中身（重要

ポイント）を前もって知らせて、本文を読みやすくするための役割を

果たすものです。 

分かりやすく言えば、どこか飲み屋を探して繁華街を歩いているとき

に、あっちのビルこっちのビルに輝く「イルミネーション」みたいな物です。

「あっ、この店入ってみようかな」と思わせるイルミネーション（看板）じゃないと

アカンのです。見出しも一緒です。「あっ、読んでみようかな」と思わせないとアカ

ンのです。プラス、何が言いたい記事なのかわかる見出しでなければアカンのです。 

 見出しには、さらにもう１つ決まりごとがありまして、ご存知の方は少ないと思い

ますが、「見出しは８文字～１２文字」と決まっています。知ってました？最近は若

干のオーバーや字足らずも許されてきましたが、ほぼ８文字～１２文字なのです。先

ほど例に出した栗山市長再選の見出しも８文字と１１文字と条件内にキレイにおさ

まってますね。 

 見出しを考えるとき、これだけの条件をクリアしないとアカンのです。これを考え

るのはけっこう苦労します。正解はないわけですけら、何通りも考えられます。例え

ばハバネロが亀岡で人気という記事の見出しは「ハバネロ商品、亀岡で人気」（12

文字）、「亀岡で人気！ハバネロ商品（12文字）」、「亀岡で激辛ブーム（8文

字）」「マジ辛い！亀岡のハバネロ」（12文字）、「注目のハバネロ亀岡にあり

（12文字）」などなど････。 

「字数がいっぱい、また来週（12文字）」

こんなん書きましたけど・・・＠はかせ記者 
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「見出し（タイ

トル）」を考える

のが、これまた一

苦労も二苦労もあ

るわけです。 
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ハバネロ会合 

 

おしのちゃんUSAの、サンノゼも10月31日にはハローウィンで 

街中が仮装した人々であふれかえりましたよ。 

日本ではちょっと見られない光景。  

いちどアメリカに遊びに来てくださいませ。 

 

以前、こちらの日系新聞におしのちゃんが掲載されてから、ちょくちょく連絡があり

ます。 

日本人からだけじゃないので驚きです。 

ベイエリア在住のタイ人、韓国人、メキシコ人など、人種は様々ですが、問い合わせ

内容も面白いものです。 

「おしのちゃん激辛醤油を当店の餃子に入れたいので譲って下さい」 

「おしのちゃん激辛醤油をアイスクリームに垂らして食べたら美味しかっ

た」 

「おしのちゃん激辛ラー油をタコスに入れると違った風味が出る」 

「おしのちゃん激辛味噌にマヨネーズを加え、アスパラガスやキューリに 

 つけて食べると美味しい」 

等など。 

様々な国の方々から、様々な使用方法を食文化として紹介してくれます。 

日本人には思いもよらない使用法があると思いますので、連絡をもらって

いるととても楽しいです。 

 

次回は、外国人の使用法を日本にご紹介しましょうか。 

好みはあるかと思いますが、面白いですよ。 

                            

おしのちゃんＵＳＡ ハバネロ会合 

企業・商品ＰＲ等ご投稿ください 

会員の皆様、是非とも企業や商品等のＰＲ情報を、投稿コーナーに寄稿してください。 
いつでもＯＫ！．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。) 
皆様からのご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 

人種は様々です

が、問い合わせ

内容も面白いも

のです。 



日本人はもともと辛いものが苦手な民族ですが、激辛なハバネロも、日本人に向いた調

理方法や使い方で、「医食同源」と言われるように体によい影響を与えてくれます。今回

も自分で試したことや、専門家にお聞きしたことを、連載でお知らせします。 

■ハバネロチョコレート 

ハバネロ果実をミルサーなどで粉砕し、ペースト状になるまで

掛けます。 

市販のチョコレートを湯煎して、あらかじめ作っておいたハバ

ネロペーストをお好みで入れ、アルミ箔で作った受け皿などに

流し込み固めます。 

◎チョコレートと以外にも合う「ハバネロ」の感触が楽しめる

と思います。 

但し、くれぐれも沢山入れず「ほんのり辛」程度にするように加減してくださ

い。 

 

■ハバネロ果実のピクルス 

あらかじめハバネロ果実にピクルス液が染みこみ易いように爪楊枝で穴を開けて

おきます。 

鍋にオリーブオイルを引き、みじん切りのにんにくを炒めて色が

付いてきたら、ハバネロを加え、オリーブオイルをハバネロがひ

たひたになるくらいまで入れます。 

 

更に1割程度の食酢を加えてひと煮立ちさせて、

ビン等の容器に移して冷めてきたら蓋をしま

す。 

1ヶ月位したら馴染んで美味しくいただけます

が、1年以上置いたものは、ゆっくりと発酵が進み、更に美味し

くなります。 

 

■ハバネロ・トッピング・ビザ  

ハバネロ果実のへたをとり縦に割り、種を取り除きます。 

約1～2mm.程度、横にスライスします。 

ピザソースを塗りお好みのトッピングを乗せ、さらにハバネロを適宜乗せて焼き

ます。 

ハバネロ果実の液が手や皮膚の柔らかいところに触れないように手袋などをはめ

て、調理してください。また、汁が付いた場合は石鹸な

どでよく洗ってください。 

 

まだまだ、色々なレシピがありますので次回もお楽しみ

にしてください。 

 

ハバネロの活用方法 Part2  
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自分で試したこと

や、専門家にお聞

きしたことを、連載

でお知らせします。 
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発売日：2007年10月29日

（月） 

発売チャネル：CVS限定 

内容量：51g 

価格：オープン価格 

ハバネロVSジョロキア 

史上最狂の激辛戦争 

食べ比べ企画も開催！！ 

【暴君ハバネロ】ハバネロの攻撃的な辛味を、野菜の旨味や他の香辛料とバ

ランスよく組み合わせたウマ辛スナック「暴君ハバネロ（２００３年１１月

１７日発売）は、クセになる刺激的なウマ辛さと印象的なパッケージデザイ

ン、キャラクターの吐く皮肉のきいた暴言などが話題になり、多くのお客さ

まからご愛顧いただいております。  

そんな暴君ハバネロから新シリーズが2品揃って登場です！！ 

07年2月にインド東北

部で栽培されている

“Bhut Jolokia”（バフッ

トジョロキア）というとう

がらしが“The world 

hottest spice”として

ギネスを更新しました。 

名称：Bhut Jolokia 

原産地：インド・アッサム

地方 

辛さ：ハバネロの約２倍辛

い 

メモ：「Ghost Chili」という

異名を持つ 

（Bhutはアッサムの言葉

で「幽霊」） 

【辛味】  代表的な食材の

辛さとの比較 

・バフットジョロキア：85-100

万スコヴィル 

・ハバネロ：30-50万スコヴィ

ル 

・市販のハバネロソース：

4,000スコヴィル 

・タバスコ：3-5万スコヴィル 

・市販のタバスコ：2140スコ

ヴィル 

・胡椒：100-500スコヴィル 

あの暴君ハバネロが辛さ  

 ２．０倍になって登場  

 超暴君ハバネロ 

『新世界一辛い 

      唐辛子のスナック』 

  大魔王ジョロキア 

●味の主体はスパイスが効い

たコンソメ味。ブラックペッパー

の食べ進めるごとに舌の上に

蓄積していく辛さ、そして生地

への練りこみに使用している

ハバネロピューレの配合量を

2.0倍にすることで、さらに辛さ

を感じられる味わいにしまし

た。辛さを極めた「もう一つの

暴君」が楽しめる一品です。 

   

大きく厚くなったギザギザリ

ングは、噛み締めるほどに旨

さと辛さが広がります。 

●新世界一辛い唐辛子『バフッ

トジョロキア』を世界で初めて

使用した!?ウマ辛スナック。 

‘０７年2月現在、ギネスに認定さ

れた世界一辛い唐辛子『バフット・

ジョロキア』のペーストを使用。生

地に練りこんでいるので、後からこ

み上げてくる辛さは通常の暴君ハ

バネロ以上！ 

徹底的に辛さを追求したスナック

にしました。その強烈な辛味をたく

さん楽しめるようにチリソースベー

スの味に隠し味としてレモング

ラスレモングラスの酸味を加えて

います。                              

詳しくは次のページをチェック  

 
もはや無敵の暴君に最凶のライバル登場！！ 



もはや無敵の暴君に最凶のライバル登場！！    

                 ２００７年１０月 株式会社東ハト     

「超暴君ハバネロ 辛さ２．０倍」「大魔王ジョロキア」新発売 

                  

株式会社東ハト（本社：東京都豊島区、社長：小森和輝）は、２００７年１０月２

９日より、ポテトスナック「超暴君ハバネロ 辛さ２．０倍」と「大魔王ジョロキ

ア」を、ＣＶＳルート限定にて新発売いたします。 

発売以来、激辛トウガラシ「ハバネロ」を使った刺激的なウマ辛さと暴言をはく個性的なキャラク

ターなどが話題になり、多くのお客様にご好評いただいております「暴君ハバネロ」（２００３年１１月１７

日発売）が、間もなく生誕４周年をむかえます。４周年にあたり、暴君シリーズに新たなウマ辛スナック

２品が新登場。すでに発売の「超暴君ハバネロ」（２００７年５月２８日発売）がさらにパワーアップして

「超暴君ハバネロ 辛さ２．０倍」となり、同時に、ギネス公認の新・世界一辛いトウガラシ“Bhut 

Jolokia”（バフット・ジョロキア）を使用した、「暴君ハバネロ」最凶のライバル「大魔王ジョロキア」が誕

生しました。 

「超暴君ハバネロ 辛さ２．０倍」は、その名のとおり、既存の「暴君ハバネロ」に対して２倍の量のハ

バネロピューレを練り込んだ、暴君史上最強のウマ辛スナックです。味の主体はスパイスが効いた深

みのあるコンソメ味。食べ進めるごとに舌の上に蓄積していくブラックペッパーの辛さが、ハバネロと

の相乗効果で、あとをひく強烈な刺激を醸し出します。 

そして、新・世界一辛いトウガラシ“Bhut Jolokia”（バフット・ジョロキア）を使用したスナックが、「大

魔王ジョロキア」。“Bhut Jolokia”は、インド原産の激辛ト

ウガラシで、ハバネロの約２倍のスコヴィル値を記録し

て、“The world’s hottest spice”としてギネスに公認され

ました。“Bhut Jolokia”の名は、「幽霊のトウガラシ」を意

味しています。「大魔王ジョロ

キア」は、生地にジョロキアの

ペーストを練りこみ、その挑戦

的な辛味を存分に活かした酸

味のあるチリソース味をベー

スに、隠し味としてレモングラスの風味を加え ました。「超暴君」のギザギ

ザリングに対して、フラットなリングにすることで食感も差別化。噛むほどに

こみ上げてくる辛さは「暴君ハバネロ」に勝るとも劣らず、徹底的に辛さを

追求した新しいウマ辛スナックです。 

 

超暴君」のライバルとして登場するのは、幽霊のトウガラシ“Bhut 

Jolokia”のイメージを表現したキャラクター「大魔王」。もはや無敵のウマ

辛さ「超暴君ハバネロ 辛さ２．０倍」はゴールド、悪夢のウマ辛さ「大魔王

ジョロキア」はシルバーでキャラクターを表現し、対決感のある、ふたつ揃

えて楽しいパッケージに仕上げました。 

また、この２品の発売を記念して、スナックの刺激とともに「暴君」  らし

いキャラクターの世界観を楽しんでいただけるよう、東ハトの携帯 サイト

（tohato.jp）にて、ふたつのキャラクターが対決する新たな   ゲーム企

画を準備中です。詳しい内容は、１０月１６日以降、東ハトホームページな

どで順次明らかになっていきますので、どうぞご期待ください。 

東ハト「超暴君ハバネロ 辛さ２．０倍」と「大魔王ジョロキア」 
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商品の詳細は次のとおりです。 

＜商品概要＞ 
◆超暴君ハバネロ 辛さ２．０倍 
名  称  スナック菓子 

原 材 料 名  ポテト（ポテトフレークス・ポテトグラニュールス）・植物油脂・馬鈴薯澱粉・香辛料・オニオ

ンパウダー・食塩・チキンパウダー・砂糖・ハバネロピューレ・粉末醤油、ブドウ糖、デキストリン、麦芽

糖、酵母エキスパウダー・蛋白加水分解物・粉末油脂・乳糖・脱脂粉乳・ニンジンエキスパウダー・トマ

トパウダー・豚脂・調味料（アミノ酸等）・香料・酸味料・香辛料抽出物・参加防止剤（ビタミンＥ）・パプリ

カ色素・乳化剤・甘味料（スクラロース）・カラメル色素・（原材料の一部に

卵,小麦,ゼラチンを含む） 

栄 養 成 分   たんぱく質 2.0ｇ 炭水化物 29.3ｇ  脂質 16.9ｇ  

       ナトリウム 469.7ｇ（食塩相当量 1.2ｇ） 

  （１袋当りエネルギー 約277.4ｋｃａｌ） 

賞 味 期 限   製造日より１８０日 

価   格  オープン価格＜予想販売価格 １００円前後＞ 

内 容 量   ５１ｇ 

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ 200×140×30   ケース入数  １２×２入り 

発 売 日  平成19年10月29日  

発 売 地 域  全国（ＣＶＳルート限定） 

商 品 特 徴  激辛・ハバネロブームの火付け役とも言われたウマ辛スナッ

ク「暴君ハバネロ」が、辛さ２倍にパワーアップ。デカくてウマくて辛い、ウマ

辛さを極めた「超暴君」です。 

 

◆大魔王ジョロキア  
名   称   スナック菓子 

原 材 料 名    ポテト（ポテトグラニュールス・ポテトフレークス）・植物油

脂・馬鈴薯澱粉・食塩・チリパウダー・オニオンパウダー・砂糖・蛋白加水分

解物・ブドウ糖・デキストリン・ガーリックパウダー・ジョロキアペースト・酵母

エキスパウダー・チキンパウダー・ホワイトペッパーパウダー・クミン・パプリ

カ・白菜エキスパウダー・レモングラスパウダー・醤油・調味料（アミノ酸

等）・酸味料・パプリカ色素・香辛料抽出物・リン酸Ｃａ・紅麹色素・香料・酸

化防止剤（ビタミンＥ）・カラメル色素・乳化剤・(原材料の一部に 小麦、豚

肉 を含む) 

栄 養 成 分  たんぱく質 2.0ｇ 炭水化物 28.7ｇ 脂  質 17.3ｇ 

      ナトリウム 477.4ｇ （食塩相当量1.2ｇ） 

      （１袋当りエネルギー 約278.7ｋｃａｌ） 

賞 味 期 限   製造日より１８０日 

価   格  オープン価格＜予想販売価格 １００円前後＞ 

内 容 量   ５１ｇ   

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ  200×140×30   

ケース入数  １２×２入り 

発 売 日   平成19年10月29日  

発 売 地 域  全国（ＣＶＳルート限定） 

商 品 特 徴   ギネス公認の新・世界一辛

いトウガラシ“Bhut Jolokia”（バフット・ジョ

ロキア）を使用し、挑戦的な辛さに酸味をき

かせたウマ辛スナックです。 

＜この件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社サニーサイドアップ.  担当：小久保・塚本・田中 

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-12-8 

TEL：０３－６８２５－３４５６ FAX：０３－５４１３－３０５１ 

Email： tohato@ssu.co.jp 

 

◆読者からのお問い合わせ窓口◆ 

株式会社東ハト お客さま相談センター 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：０１２０－５１０８１０  http://www.tohato.jp/  



                           Ｋｅｉ－ＴＡＲＯ 

 

 私が小学校３年生の頃、我が家にある日突然、家具が届いた。それと一緒に、大判

の本が約３０冊やってきた。箱には、大きく「平凡社」と印字されていた。それは、学校

の図書館にインテリアのように整然と飾ってあった百科事典であった。そう言うと少し前

に、私の唯一の愛読書であった月刊誌「小学３年生」を届けてくれる本屋のおじさん

が、しつこく粘ってお話をしていた。うちの親は、いったい何を思っての購入だったの

か・・・。親の期待むなしく、我が家では購入したときと同じ状態で、トレファン紙も巻か

れたままの手垢のつかない美しい装丁で、高級インテリアのように平凡社の世界大百

科事典は整然と飾ってあった。 

 

 時は流れ、我が家では平凡社の世界大百科事典は未だインテリア

として健在だが、情報はすっかり老化して、事典としての役目を果た

せるのかは疑問になってきている。 

今の子供たちは百科辞典を利用しているのだろうか？時代は進化し

て、パソコンという万能玩具が登場して、情報の坩堝（るつぼ）である

インターネットが登場し、百科辞典の利用頻度は急激に低下した。知

らない単語や意味の分らない言葉があったら、ＹＡＨＯＯ！さんやＧ

ＯＯＧＬＥさんが即座に答えてくれる。本当に便利になったものだ。 

 

 先日、「ハバネロ雑感」のネタ探しをするのに「ハバネロ」を検索した。その中の第２位

に『ウィキペディア（Wikipedia）』が登場した。ウィキペディアとは、インターネット上で編

集・公開されているフリー百科事典である。何気なく、読んでいると、な、なんと・・・どこ

かで聞いた名前が・・・。こう書いてあった。「日本国内における栽培は、野菜としてはか

なり容易である。ただし需要が無いので大規模に商業的に栽培されている例は日本に

はほとんどない（現在、京都府亀岡市で、比較的大規模に生産がされており、名産品と

して認知されつつある）。」おお・・・すごい！そして、「外部リンク」の紹介として、「東ハ

ト」さんの他に「篠ファーム」さん。ついに百科事典にまで登場するようになった。これは

ひとつの事件だと思う。 

 

 ついでに、このウィキペディアをちょっと崩した、半分遊び

の地方情報（噂）を紹介するＨＰに「チャクウィキ（Ｃｈａｋｕｗｉ

ｋｉ）」というのがある。そこの亀岡情報は結構笑かしてくれ

る。お暇なお方は、ぜひともご訪問いただきたい。その中

に、「日本で数少ない「ハバネロ」を作っている会社があ

る。」と「篠ファーム」が紹介されている。 

こうなると、もう平凡社の世界大百科事典に登場するのも 

時間の問題なのでは・・・。 

ああ・・・、楽しみである。 

「ハバネロ雑学⑨ やりました！なんと、百科事典に・・・」 
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ハバネロ探検隊Vol.１５  大魔王ジョロキア 

ハバネロ探検隊Vol.１４   ハバネロあられ           
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コンビニでふ～ら～ふ～ら～。 

秋は新製品が多くてイロイロ目移りしちゃう～！！ 

(￣_Ｊ￣)ん？大魔王ジョロキアヽ( ～̃  ̃ )ノ ハテ?なんだ 

世界一辛い唐辛子・・ふぅ～ん・・買ってみよう 

 

ひとつポイッっ 

(￣_Ｊ￣)ん？味・・甘いじゃん！！ポリポリ・・・ 

(￣０￣;アッ来たかも～～確かに辛い・・・・しかしおいしい 

どんどん食べれちゃうじゃん・・・サクサクポリポリ・・・ 

チョット辛くて舌が熱いけどぜんぜん平気！！ 

ヾ(@⌒￢⌒@)ノ ウマヒィ 

 (*’ω’*)…...ん?唇痛いかも・・・ゲホゲホ(* ￣0)・・の・のどが・・・ 

のどが・・・咳が止まんない・・・ 

このスナック食べてる時には大丈夫なのに後が引きずる・・・・・ゲ

ホゲホ 

休憩できない・・・胸が熱い・・体が熱い・・・歯が痛い・・・咳が出

る・・・み・水を・・・・ガァァァァ・・・・・ 

 

東ハト 大魔王ジョロキア    

コンビニ各店にて只今販売中。１００円くらい 

手土産でもらったお菓子の中に赤っぽいパッケージが・・・   

ハバネロあられを発見。 

保津川あられ製造・・・・とうとう保津川あられでもハバネロ味が出

たか・・・ 

ひとつつまんであられを口にほおばる。 

香ばしくておいしい。(;￣―￣)…ン?来た～！！カ・炎炎炎>>(/

Q̃ ;̃;)/貝 カライ!! 

油断していた。 

あられはおいしい。しかし・・・辛さがけっこうパンチがアル。 

舌とのどがイタイッテェ σ(TεT;) 

 

保津川あられ本舗    

京都府亀岡市余部町榿又50 ℡ 0771-22-0170 

販売店 

保津川あられ本舗 アルプラザ亀岡店 ℡ 0771-22-6411 

保津川あられ本舗 西友亀岡店  ℡ 0771-23-9661 
 



ハバネロ料理コーナー 

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 

  来月号より新たに国内や世界のこだわり唐辛子を

沢山栽培されている方より『唐辛子について』の連

載が始まります。ご期待ください。 

 

  また、１２月号より「ハバネロなんでも質問コー

ナー」を設けます。「ハバネロ」のことなら何でもお

応えできるコーナーの開設をしたいと思います。 

   事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にご質

問いただければ、直接ご質問者にお答えすると共

に、直近の号でも紹介したいと思います。匿名希

望の方は「匿名希望」と伝えてください。 

   

 

作り方 

 

お味噌にお酒、味

醂、醤油、ハバネ

ロ味噌を入れてよ

くかき混ぜる。 

豚肉にハバネロ

の入った味噌を塗り、暫く置き味がなじんだ

ら、小麦粉をふり、サラダ油を入れたフライパ

ンで焼く。 

 

「豚のハバネロ味噌のはさみ焼き」 
 
 
材料 

豚肉 ・・・  豚カツ用か生姜焼き用 

味噌(田舎味噌か赤味噌） ・・・ 大匙２ 

酒         ・・・  大匙１ 

みりん      ・・・  大匙１ 

醤油           ・・・  小匙１ 

ハバネロ味噌 ・・・  小匙２ 

小麦粉       ・・・  少々 

サラダ油     ・・・  適量 

事務局より 

会員の皆様、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 

投稿大募集中！！ 


