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ハバネロ友の会会員様 

ハバネロ栽培のご報告 

京都・亀岡の生産農家さんの方では、そろそろ実が付き掛けてきております。 

ここは堆肥をしっかり入れて栽培されていると言うこともあり、亀岡の中では一

番生育が早いと思います。 

現在亀岡では、７件の生産者の方々に「ハバネロ」レッドサビナを栽培していた

だいております。 

もう、５年以上栽培していただいている方もお

られ、数年後には畑で鈴なりについている「ハ

バネロの実」を見て、亀岡の風物詩になって行

くのではないかと思っています。 

お世話になります。７月に入り急に気温が上がり熱帯夜が連日ように続いており

ますが、お変わりございませんか。 

 しかし、ハバネロにとって、気温が高く適度にお湿りがありとてもよい気象環境

なのです。そのせいもあって、現在病害虫の発生も少なく元気育っております。 

早い所では８月の上旬には初出荷が迎えられそうで楽しみにしております。 

ブートジョロキアも少しですが栽培していますが、ハバネロと較べて茎もやや細

めで、気持ち程度ですが生育が遅いように感じています。 

初栽培と言うこともあってこれも楽しみに一つです。 

ご存知のようにインドのアッサムで栽培されてきたブートジョロキア（ブート：幽

霊・悪魔／ジョロキア：唐辛子）は昨年の２月に世界で一番辛い唐辛子としてギ

ネスに登録されています。また、ハバネロの近縁種と言うこともあり、やはりルー

ツであるハバネロが今のところ世界で一番辛いと言うことになります。 

その上、ハバネロには通常の唐辛子にはない独特のなんともいえない香りがあ

り、これが他の食材とマッチして魅力のある加工食品になるため、根強い人気が

出ているのもうなづけます。 
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目次： 

唐辛子栽培家の嬉し

い悩み 

2 

四季の丹波風景 4 

バングラディシュか

らの頼り 

5 

亀岡市交流活動セ

ンター案内 

6 

ハバネロ育成日記 7 

京都ハバネロの里

より 

８ 

オリビア化粧品より ９ 

ハバネロ探検隊 14 

ハバネロ料理 15 

気ままな京めぐり

探訪記 

13 



唐辛子栽培家の嬉しい悩み 
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Chilli（Chilliぶろぐ主催） http://chillipepper.blog65.fc2.com/ 

 人間にとってジメジメと蒸し暑い梅雨の季節は鬱陶しいことこの上ないのですが、実はこの高

温多湿の気候はハバネロ系の唐辛子、

Chinense種にとって最も栽培に向いていると

言われています。それを裏付けるようについ

最近まで花落ちを繰り返していたDorset 

NagaやHabanero Manzanoには沢山の実が

付き始めており、結実の早かったDorset 

Nagaなど数種類をわずかながら収穫すること

が出来ました。 

 

 実は前号時点では気付いていなかったので

すが、母親の家で昨年育てていたうちの数種

類がその後冬を越して生き延びており、すで

に結実していることが発覚。直接雪のあたら

ない壁際に置いてあったとはいえ、一切防寒

処理をせずに数度の雪を生き延びたのは驚異的だと思います。そんな中でも一番嬉しかった

のが“Mother of Chilli Pepper”、ありとあらゆるCapsicum annuumの祖先と言われる“Chilitepin

――Mexican Birds Eye Pepper”が生き延びていたこと。実はこの株、2004年生まれの最長老

で今年で4才になります。昨年は2メートルを遥かに超えるサイズとなってしまったために室内へ

の取り込みを諦めていたのですが、気がついたら可愛い花を咲かせていてすでに結実も始まっ

ています。 

 

 他にも前述の大型ハラペーニョ改良種

“El Jefe”が2株、更に“Russian Cherry 

Pepper 

”（共に越冬して3年目）も生き延びて結実

してくれています。栽培を始めたばかりの

頃、数少ない海外での情報を何度となく読

み返し、毎日気を使いながら越冬をさせた

苦労がまるで遠い昔のことに思える今日こ

の頃。2年越しで育てることができただけ

でも嬉しかったのに、まさかここまで長生

きしてくれるとは思いも寄りませんでした。 『4才の誕生日を越えたMexican Bird Pepper』 

 『冬越しさせたDorset Naga、Jalapeno、 

 苗から育てた甘とう美人の一番果』  
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さて、収穫が始まると悩んでしまうのが唐辛子の使い道。特にハバネロはその辛さも

あって一回の食事でいくつも消費することはまずありません。ところが栽培が上手く行く

と一度に100個ほどの実を付け、最終的には1本の株から300個くらい収穫することが可

能になります。我が家では毎年数種類を数株ずつ育てていたので今も冷蔵庫2台にギッ

チリと冷凍したものが入っており、更には酢漬け処理した瓶が十数本。これが殆ど減るこ

ともなく、ただ毎年増え続けているのになぜ栽培を続けているのだろうかと思わず自問し

てしまいます（笑）。 

 昨年末、そんなハバネロを大量に消費する方法を先月紹介の日経流通新聞に登場し

ていた“Ulupica”の経営者の方から教えていただきました。その方法とはずばり“味噌漬

け”。な～んだ、と思われる人が多いと思いますが、このハバネロの味噌漬けはお茶漬

けに良し、焼き物に良しと使い勝手

が抜群。更に冷蔵庫に入れておけ

ば日持ちさせることも可能です。 

 

 作り方は至って簡単。甘めの味噌

に酒を加え、刻んだハバネロを混ぜ

込んで冷蔵庫で味が馴染むまで待

つだけ。うちでは甘味の強い麦味噌

に風味の強い金山寺味噌を加えて

混ぜ込んでありますが、この甘さが

ハバネロの香りと絶妙にマッチ。し

かも辛さが適度に味噌に馴染み、

そのまま口にしても美味しく食べられるように変身してくれるのです。 

 この味噌漬けに感動して、試しにBhut 

Jolokiaの親戚であるDorset Nagaも味噌漬

けにしてみました。 

 

 この唐辛子、普通サイズのものをカレーに

使うと約12人前、大鍋一杯にひとつで激辛

になってしまうという恐ろしい辛さ。ところが

この味噌漬けにすると、そのまま酒の肴でも

ご飯のおかずでもOK（もちろんかなり辛いで

すが…）。へき亭の『ハバネロ懐石』は我が

家で再現するのは難しいですが、この味噌

漬けなら手軽に作ることが可能。うちでは今年収穫した分は全て味噌漬けにしてしまお

うかな、なんて考えたりしています。 

   『ハバネロと黒獅子唐の味噌漬け』 

『ワールドHOTクラスの 

      Dorset Nagaも味噌漬けに…』 



 

四つ葉です。 
 

「ヤサカ」タクシーさんには4台だけ「四つ葉」のク

ローバーが走っています。 

「四つ葉タクシー」を見ると良いことがあるということ

です。 

久々に発見しました。 

私なりの探すポイントをひとつ。 

車の上のマークを見て葉と葉の間が詰まっていると

きはほぼ「四つ葉」です。 

 

実際に乗車すると「乗車証明書」と「四つ葉マーク

のシール」が貰えるのです。 

名刺サイズの証明書の裏には四つ葉タクシーに

乗ったことで幸運になったエピソードが書かれてい

ました。 

残念ながら私は乗車したことがないですが、知人

が証明書を持っていたので見せてもらうことができ

ました。うらやましい・・・。 

 今月の24日あたりまで四つ葉の一枚がピンク色になっているタクシーがあるそうです。 

アーティストの方とのコラボらしいです。発見したときはまたご報告をしたいと思います。 
  

季節を肌で感じる乙女のささやき 四季の丹波風景  
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会員の皆様、是非とも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。 

今月号も多くのご投稿ありがとうございました。 

続編等もよろしくお願いいたします。 

 

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！！ 
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ここバングラデシュでも国内のインフレーションと世界的な食料価格の高騰で、小麦や

米の他、スパイス、肉、野菜など、日を増すごとに価格が上昇しています。パッケージに価

格が印刷されているものは定期的に変更されてはいますが、上昇分に追いつかず表示価

格では販売されなくなってきました。 

 

バングラデシュは肥沃な大地を持ち、三毛作も可能で、貧しくても食べるものは豊富

だったのですが、急激な価格の変化で最近は、貧困層は食べるのに苦労しています。主

食の米は7年で倍になりましたが、従業員の賃金は変更されていません。今年に入ってか

らは価格の上昇は顕著で、さらに庶民の生活は苦しくなっています。失業率は40％と言わ

れ、一度会社を辞めると、いつ次が見つかるか分からない状態にあるため、賃金が低くて

も失業よりはましだろうという心理も働き、賃金の引き上げが叶わなくとも働き続けなけれ

ばなりません。 

 

 政府は農業を中心とした経済政策を打ち立てていますが、人口増加による供給不足、イ

ンフレによる輸出企業の伸び悩み、昨年のサイクロン被害などで、成果は上がっていませ

ん。 

 

 世界的な食料価格の高騰の流れは、個人や国が単独で行動しても効果はありません

が、せめて食べ物を粗末にしない精神だけは、貧しい国々の食べるものに苦労している

人々に対する敬意として、忘れてはならないことだと思います。    

 

 

 

     竹内 僚 
 

バングラデシュからの便り  



7月のイベント案内（亀岡市交流活動センター） 
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         World Studies 

子どものための国際理解体験講座 

日本から外国に行った人・外国から日本にやってきた人 

外国にルーツを持つ人など 

外国とつながりを持つ人たちが、身近にいます 

世界に通じる第一歩へひとりひとりが、ふみだしてしてみましょう 

地域にある世界の文化に、 

いっしょに楽しみながらふれてみてください。 

7月12日（土）１０：３０～３：００     

     3:00～3:30ホストファミリー顔会わせ会 

     日本にすんでいる外国の方達とごいっしょに 

      ゲスト：韓国・ロシア・中国・バングラデシュ・ベトナム・台湾・アメリカ・インドネシアから 

  環境のことを考えて 

 木の家を組み立てよう 

  講師：オニオンアーキテクチャー  

     (建築設計・施工・造園）のおにいさん達                   

  野の花をつみに散歩に行こう 

      みんなでいっしょにおべんとうを食べながら 

 木でつくるクラフト教室・花びんつくり 

    小学生以上（ひとりでも参加できます。） 

      定員：20名(要申し込み）  受講料：600円 

      もちもの ： すいとう・おべんとう 

  無料バス：亀岡市マイクロバス（乗りたい人は、必ず電話などで予約してください） 

           亀岡駅前バス停（ますや前）発９：５６・並河駅１０：０４・千代川駅１０：１２ 

お問い合わせ・お申し込み 

(財）亀岡市交流活動センター tel：0771-26-5001 fax:0771-26-5002  e-mail：kiyomi@kkoryu.com 



ハバネロ育成日記（２）  
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花と緑の会  格畑 學 

その後、次々と花は咲きますが、ど

ういうしたのか付け根から枯れてぽ

ろぽろと落ちていきます。肥料の効

きすぎでしょうか？ 

木は来たときの約倍に育ちました。

葉の色艶も大変良く育っています。  

6月30日 

朝夕2回の水やりをしないと

夕方には少ししおれている事

が有ります。鉢が小さかった

かな？ 

オヤ、小さな実が一つ出来て

います。ヤッター！！ 

 

 

皆さん見えますか？ 

 私 に は 大 き く 見 え ま す

が・・・・ 

6月7日（土） 

 

待望の1番花が咲きました。何日後

には赤い実になるのか楽しみです。  
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京都ハバネロの里より  

京都市内に５月１２日にオープン致しました「京都ハバネロの里本舗」もはや２ヶ月が過ぎよう

としておりますが、お蔭様でお客様も日増しに増え、リピーターの方が相当数出来てきてお 

ります。 

新しいアイテムも８月を目処に１０種類程度発売しょうと進めております。 

お近くに来られましたら是非お立ち寄りいただけますようよろしくお願いいたします。 

 

  
 

  

 

 

 

■ 営業時間 AM10:00～PM7:00 
■ 定休日 毎週木曜日 
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ハバネロ友の会会員の皆様へ オリビアより 

2カ月使える基礎化粧品 

6400円相当基礎化粧品3点セットを2980円でお試しいただけます。 

一滴、一滴がオイルのダイヤモンド。オリーブ生れのスクアランとソープと美白化粧水の3点セット。（オ

リーブスクアラン・原液15ｍｌ、スクアランソープ・60ｇ、美白化粧水・20ｍｌ、泡立てネット付） 

お申し込みはオリビアホームページをご覧下さい。http://www.oribia.co.jp/sample.html 

オリーブスクアラン原液   (2ヶ月使用可)  

しみ、くすみ、乾燥肌、敏感肌でお悩みに方は、オリーブ生れの植物性スクワラン「オリーブスクアラ

ン」をお試し下さい。 

スクワランは、年齢とともに減少し、この不足が様々なトラブルの原因に。 

○オリーブスクアランは、オリーブにわずかに含まれる植物性スクワラン100％で、15ｍｌ全部が原液。 

○スクワラン石鹸は、全成分植物由来で、敏感肌の方にも安心してお使いいただけます。 

○美白化粧水（ホワイトローション）は、ビタミンＣ、アルブチンに加え、植物由来の美白成分配合。全

成分植物由来で、敏感肌の方にも安心してお使いいただけます。 ※オリーブスクアランとスクワラン

石鹸は、約2ヶ月使える本製品（実売品） 

お一人様、1回限り（25才以上の女性・）。 

3点・合計6,400円を2,980円（税込）でお試し下さい。  

 

＜3点セット内容の詳細＞  

全て、無香料、無着色、指定成分無添加。 （パラベン等のお肌に心配な成分は含みません。）  

オリーブスクアラン（15ml） 2,415円 

（ディスペンサー付き、硝子容器） 

 

原料は、オリーブから抽出したスクワランが全成分１００％！ 

●植物性オリーブ・スクワラン  

［オリーブ・スクアランの特徴］  

・皮膚を柔らかくする。  

・皮膚呼吸を促進する。  

・皮膚によく浸透する。  

・酸化変質がしにくい。  

天然の皮膚膜に代わって、お肌のバランスを整え健康な皮脂を保つ働きを

高めます。  

紫外線にあたっても酸化変質せず、油やけの心配もありませんので、朝、晩

ともにお使いいただけます。 

（化粧下地にもなりますので、オリーブスクアランの後に、直接ファンデーショ

ンをお使い下さい。）  
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オリーブスクワラン石鹸(60ｇ) 

(2ヶ月使用可)  

（６０ｇ）・2,520円 指定成分無添加です。  

くすみを取って、素肌の力を蘇らせる！ 

 

●手作り天日干し石鹸。贅沢な原料と精製度にこだわり長期熟

成した手作りの石けんです。 美白成分をはじめ成分は全て植

物性100％の透明ソープ。 長期熟成によるきめ細かくクリー

ミーな泡がお肌の汚れや軽いメークまでも穏やかに洗い落とし

ます。  

お肌のバリヤ機能を高めるオリーブスクアランや上質な保湿成

分配合で乾燥肌、敏感肌の方にも安心してお使いいただけま

す。  

●美白が期待される成分をはじめ、7種類の植物有効成分配

合。 

オリーブスクワラン（オリーブ）、ソウハクヒエキス（クワ）、キダ

チアロエエキス-1（アロエ）、チャエキス（茶）、ヨクイニンエキス（ハトムギ）、カ

ミツレエキス（カミツレ）、グリチルリチン酸2K（甘草）配合。  

美白化粧水・ホワイトローション  

植物性由来100% ホワイトローション(2週間使用可)  

(20ｍｌ)・1,365円 指定成分無添加です。  

全成分植物由来。無香料、無着色。  

●植物性コラーゲン配合で、みずみすしく、透明感のある素肌へ。  

●アルブチン＋ビタミンＣ強化でパワーアップ。美白成分のカンゾウフラボノ

イド、アロエベラエキス、カッコンエキス に加え、アルブチンとビタミンＣを強

化して”バージョンアップ”しました。  

今なら、同時お試し！プレゼント  

お試し3点セットをお申し込みの方全員に、エレンス2001「シャン

プー」と「ヘアパック」のサンプルをプレゼントします。  

写真はヘアケア4点ｾｯﾄです。 

 

 お試し 化粧品3点セット（オリーブスクアランとスクワラン石鹸と美

白化粧水）6,400円を2,560円の60%割引でお試し価格。 

 お試し販売価格  1,970円  
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オリビア 

2カ月使える基礎化粧品 

お試し2点セット 5,035円→1,980円 （税込み送料別） 

（オリーブスクアラン (15ml 2,415円)・スクワランソープ (医薬部外品 60g 2,520円)・泡立てネット (100円)※泡

立てネットは石鹸に包まれています。※オリーブスクアランはディスペンサー容器入り） 

お試し3点セット  6,400円→2,980円 （税込み送料別） 

（オリーブスクアラン (15ml 2,415円)・ホワイトローション (20ml 1,365円)・スクワランソープ (医薬部外品 60g 

2,520円)・泡立てネット (100円)※泡立てネットは石鹸に包まれています。※オリーブスクアランはディスペン

サー容器入り） 

お申し込みはオリビアホームページをご覧下さい。 

http://www.oribia.co.jp/sample.html 

郵送での応募の方は下記あて申込んでいただければと思います。 

  

〒631-8790 

奈良西支店私書箱27号 

株式会社オリビア 化粧品係 

     馬場武典 宛 
   

FAXでの申し込み先 

0120-363-695 
オリビア 馬場武典 宛 
  

いずれの方法による申し込みでも下記を忘れずご記入ください。 

 

 郵便番号  住所 

 氏名    年齢   電話番号   

 申し込みセット   2点 又は 3点のいずれかを指定してください。 

 
 

 

  

  

 

ハバネロ友の会と書いていただければ、 

髪が早く伸びる「ヘアケアの見本」プレゼントします。 
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『気ままな京めぐり探訪記』 【二条城 編】   

気の向くまま京都の名所を尋ねて、満喫して来た報告を

させて頂きます。 

思いがけない、自然と出くわしたことなど京都の魅力を皆

さんに伝えたいと思います。 

 

6月30日（月）世界遺産に登録されている二条城に行きま

した。 

日頃は車で通るだけで徳川慶喜が大政奉還した場所とし

てとても有名ですが、それ以上詳しいことはほとんど無知

状態で中に入りました。 

いざ中に入って見ると京都の市中にはこんなすばらしい遺産があるということを再認識させられまし

た。一見の価値はあると思いますので機会がありましたら是非訪れてください。 

 

http://www.city.kyoto.jp/bunshi/nijojo/index.html 

二条城探訪マップhttp://www.city.kyoto.jp/bunshi/nijojo/pdf/tanboumap.pdf 

 

二条城は、慶長８年(１６０３年)、徳川将軍家康が、京都御所の守護と将軍上洛のときの宿泊所として

造営し、３代将軍家光により、伏見城の遺構を移すなどして、寛永３年(１６２６年)に完成したものです。 

豊臣秀吉の残した文禄年間の遺構と家康が建てた慶長年間の建築と家光がつくらせた絵画・彫刻など

が総合されて、いわゆる桃山時代様式の全貌を垣間見ることができます。 

徳川家の栄枯盛衰のみならず、日本の歴史の移り変わりを見守ってきたお城です。 

                           （元離宮二条城ホームページより） 

 

【御門】 

 

さすがに当時の建築技術の粋を集めた建物で、入口も豪壮な400年の歴史を感じます。 

＊較べようもないのですが太秦の映画村とは訳が違います。 

城内は広大な庭園の中に二の丸御殿と本丸が建っていて、天守閣から見れば城内が一望できます。 
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【二の丸御殿】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

桃山時代の武家風書院造りの代表的なもので、車寄せに続いて遠侍(とおさむらい)、式台(しき

だい)、大広間(おおひろま)、蘇鉄の間(そてつのま)、黒書院(くろしょいん)、白書院(しろしょいん)

の６棟が東西から南北にかけて雁行に立ち並んでいます。 

 建物面積３，３００平方メートル、部屋数３３、畳は８００畳あまり敷かれています。 

                         （元離宮二条城ホームページより） 

 

【本丸御殿】 

内 堀 に 囲 ま れ た 部 分 １ ６，８ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル（約 ５，２ ０ ０ 坪）を 本 丸 と 呼 び ま す。 

 創建当時の本丸御殿は、二の丸御殿にほぼ匹敵する規模をもっており、内部は狩野派の障壁

画で飾られていました。 

 また、本丸には五層の天守閣がそびえていましたが、寛延３年(１７５０年)落雷のため焼失、さら

に天明８年(１７８８年)には市中の大火のため殿舎をも焼失してしまいました。 

                （元離宮二条城ホームページより）  

 

世界遺産の資料 http://www.unesco.jp/contents/isan/

decides.html 

世界文化遺産の登録証明書も掲示されていて、まさにほん

まもんと言うところです。 

世界遺産の登録基準は以前から比べて大分緩和されたよう

ですが、最低限ほんまものと言うことが条件となることが求

められます。 

 

次回は夏を求めてどこに足が向くやら、楽しみにしていてください。 



ハバネロ探検隊 激辛ハバネロビーフカレー 
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先日「激辛ハバネロビーフカレー牛肉たっぷり」なるレトルトカレー

を入手した。 

箱の裏には、「世界一辛い唐辛子ハバネロと三ツ星レストランの

シェフの味がこのビーフカレーで実現に。「辛くて旨い本格カレー」

がここに誕生。」 

なぜかキティちゃんで有名なサンリオのマークも入っている。 

唐辛子をモチーフにしたキャラクターのデザインをサンリオのデザ

イナーが担当したらしい。 

 

「新保克典シェフオリジナルレシピ。牛肉たっぷり７０ｇ使用。」・・・

パッケージのコメントに期待が膨らむ。 

 

まずは一口・・・・m(￣○￣)mアーン♪ 

(;￣ー￣)...ン?確かに相当辛い・・・・(*’ω’

*)…スパイスが良く効いた味だ！！ 

贅沢かもしれないが、スパイスの辛さが前

面に来て、残念ながらカレーのうまみや味

の深みなるものはあまり感じない。 

辛さを求めるには良いが、私には少し物足り

ない気がする。 

しかしこれから暑い夏がやってくる。 

直球の辛さを求めるなら、このカレーは活躍

するかも・・・・。 

冷たいビールには良く合うかもしれない。 

それに、まずは話題として悪くない。そんな気がする一品だった。 

 

 

「激辛ハバネロビーフカレー牛肉たっぷり」 

内容量：２２０ｇ（１人分）  

価格 500円 (税込み 525 円) 送料別  

 

白鷹ソース株式会社 

〒135-0021東京都江東区白河2-7-8 2階 

TEL:03-5646-6160 FAX:03-5646-6170 

Mail : info@hakutaka-kk.co.jp 

http://www.hakutaka-kk.co.jp 

 

【楽天市場】唐辛子への道 ハクタカ 

http://www.rakuten.ne.jp/gold/hakutaka/ 



〒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 

■「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中 

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、承諾いただいた内容は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。 

 

■会員の皆様の宣伝コーナー開設いたします。 

  自分のところの会社やお店の宣伝など、案内したい内容がありまましたら是非、 

  投稿してください。行政関係の方もどんどん投稿してください。 

  ハバネロ以外でも全然問題ありませんので、活用していただけたら幸いです。 

  原稿の締め切りは、毎月末までに頂きました原稿は、翌月の10日頃をめどに、 

  会報誌に掲載して配信致します。 

  原稿の送り先は、事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にお願いいたします。  

                                      ハバネロ友の会事務局             

ハバネロ友の会 事務局 

味のついたワイン酢に、 

揚げた野菜を漬け込む。 

 

冷蔵庫で冷やし食べる。 

「夏やさいのマリネ」 
   

材料  

   なすび・三度まめ・ズーキーニ 

   伏見とうがらしか万願寺とうがらし 

   ワイン酢 

   砂糖 

   塩 

   ハバネロの実 

   揚げ油 

 

作り方  

   やさいは食べよい大きさに切り、 

   油であげる。 

   ワイン酢に砂糖少し、塩、ハバ 

   ネロの実のスライスのあわせる。 

ハバネロ料理コーナー 


