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メディアプラン 

7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

国 ビークル スペース／
ポジション 回数
掲載日（発売日）

／掲載期間

2013

１月 ２月 ３月
メディア

Channel 8 スポットパッケージ 30秒 2週間 1/28 - 2/10

Channel 5 スポットパッケージ 30秒 2週間 1/28 - 2/10

Channel U スポットパッケージ 30秒 2週間 1/28 - 2/10

Straits Times (Mon-Wed) HP4C/News Right 2 1/28, 2/4

Business Times HP4C/News Right 2 1/28, 2/4

Today (Mon-Wed) １P4C 2 1/28, 2/4

Weekender HP4C/Food Recipe section 2 2/1, 2/8

Weekender レシピコラムSponsorship 12 1/11 - 3/29

Weekender HP4C編集サポート 1 2/1

8 DAYS 1P4C 1 2/3

i-Weekly 1P4C 1 2/3

Asia Food Journal 1P4C 1 2/5

インターネット広告 AsiaOne.com eDM 2 1/28, 2/4

屋外広告 Focus Media 30秒、588spots/週 4週間 1/28 - 2/24

テレビ

新聞

雑誌

シンガポール
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テレビ局 放送期間 

Channel 8 スポットパッケージ（英語） 1/28 - 2/10 

Channel 5 スポットパッケージ（中国語） 1/28 - 2/10 

Channel U スポットパッケージ（中国語） 1/28 - 2/10 

※シンガポールは英語版と中国語（簡体字）版の２パターンを放送 

以下の通り放送した。 

TVCM（30秒スポット） 
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Straits Times 

Business Times 

掲載紙名 掲載紙名 掲載日 サイズ 

Straits Times 純広告 1/28, 2/4 1/2P4C 

Business Times 純広告 1/28, 2/4 1/2P4C 

Today  純広告 1/28, 2/4 1/2P4C 

Weekender 純広告 2/1, 2/8 1/2P4C 

Weekender レシピコラムSponsorship  1/11 - 3/29 

Weekender HP4C編集サポート 2/1 

以下の通り掲載した。 

新聞広告 
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Today  

Weekender（純広告） 

Weekender（編集サポート） 

以下の通り掲載した。 

新聞広告 
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Weekender（レシピコラム） 

《第1回》1月11日 テーマ：和牛 《第2回》1月18日 テーマ：リンゴ 

《第3回》1月25日 テーマ：サバ 《第4回》2月1日 テーマ：日本酒 

《第5回》2月8日 テーマ：桃 《第6回》2月15日 テーマ：イチゴ 

以下の通り掲載した。 

新聞広告 
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《第7回》2月25日 テーマ：メロン 《第8回》3月1日 テーマ：お米 

《第9回》3月8日 テーマ：トマト 

Weekender（レシピコラム） 

《第10回》3月15日 テーマ：日本茶 

 
 

第12回 未掲載 
（3/28現在） 

《第11回》3月22日 テーマ：サツマイモ 

以下の通り掲載した。 

新聞広告 
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8 DAYS i-Weekly 

Asia Food Journal 

掲載誌名 掲載日 サイズ 

8 DAYS 2/3 1P4C 

i-Weekly 2/3 1P4C 

Asia Food Journal 2/5 1P4C 

以下の通り掲載した。 

雑誌広告 
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ビークル名 手法 送信量 掲載期間 サイズ 

AsiaOne.com eDM 2回×40,000ユーザー 1/28, 2/4 W800 px 

Date Sent eDM sent eDM Opened Open Rate Clicks 
Click-Through 

Rate 

2013/1/28 40,000 3,391 8.48% 299 8.82% 

2013/2/4 40,000 3,105 7.76% 225 7.25% 

【掲載実績】 

以下のグラフィックをeDM（メールマガジン）を用いて発信した。 

送信日 送信先人数 開封数 開封率 クリック数 ＣＴＲ 

※リンク先はJapanese foods.Your quality timeのＨＰ 

インターネット広告等のオンラインメディア 
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ビークル名 掲載量 掲載期間 

Focus Media 588spots/週 1/28 - 2/24 

以下の通り掲載した。 

屋外広告（液晶モニター） 
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被災地紹介番組の作成及び放映 

番組概要 

Channel News As 

■番組カテゴリー ： ニュース、国際情報 
■チャンネル ：  Media corp 
■ターゲット ： ビジネス層、高所得者層中心 （アジア25拠点で放映） 
■放送 ： ニュース報道枠１０分 （通常一日で複数回放送される） 
■招請 ： 3名（カメラマン、カメラマンアシスタント、ディレクター） 
 

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

①1/28(月)20:00

②1/29(火)20:00

③1/30(水)20:00

④1/31(木)20:00

⑤2/1(金)20:00

⑥2/11(火)20:00

シンガポール 6回 各約3分無し
2013/1/14
～1/18

 

 

国名 取材 放映回数 本放送日時 再放送日時 放映時間

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

 

 

番組スタイル・取材実施状況について 
：シンガポールにて英語放送されるニュース番組内で日本のニュースを報道する枠。今回の東北取
材においては、日本特派員の女性記者が東北の食について、震災や地場企業の新たな試み等
ニュース性のある話題を交えて紹介した。 
 
取材にあたっては、取材先に対し事前に想定される質問を先にお伝えし、その質問に対応するに適
任なご担当者を選定できるよう促した。また、事前に撮影の流れを取材先に伝えておくことで、取材
当日の大まかな準備や質問への回答を用意していただき、スムーズに取材が行えた。 
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（シンガポール） 番組内容 （全６回） 

① TSUNAMI RECOVERY IN ISHINOMAKI 

岩手県石巻市の水産業者の復興の様子、最新技術を用いた水産加工を紹介。 
（取材対象：日和山公園、浜市、本田水産） 

② FUKUSHIMA’S DISASTER RECOVERY 

福島県の酒造メーカー及びいろり宿にて、厳しい検査体制をクリアしたものしか流通しない体制を紹介。 
（取材対象：奥の松酒造、いろり宿芦名） 

③ REBUILDING TSUNAMI-HIT YAMADA 

津波被害の大きかった岩手県山田町の復興の様子を、水産加工業者の様子を通して紹介。 
（取材対象：木村商店、川秀） 

被災地紹介番組の作成及び放映 
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（シンガポール） 番組内容 （全６回） 

⑤ SENDAI'S QUAKE RECOVERY  

阿部蒲鉾店の工場内部の様子を通して震災（地震）の被害状況、復興にかける思いを紹介。 
（取材対象：阿部蒲鉾店） 

⑥ JAPAN KOIWAI FARM 

小岩井農場のバイオマス発電、及びその副産物である液体を肥料へ再利用する取り組みを紹介。 
（取材対象：小岩井農場） 

④ BEEFING UP SAFETY CHECKS 

牛肉の検査体制、及び和牛（いわて牛）の美味しさを紹介。 
（取材対象：岩手畜産センター、銀河離宮） 

被災地紹介番組の作成及び放映 
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Ｆａｃｅｂｏｏｋを活用した情報発信について 
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■ 企画概要： 
    
   本事業公式Facebookを作成。香港・台湾・タイ・シンガポールの４カ国内で影響力が

高いオピニオンリーダーで、且つ日本の食に詳しいジャパンガイドを投稿者に設定し、彼
らによるリレー投稿を実施。 

 
■ 実施期間：2012年12月21日～2013年2月20日 
 
■  Facebookページトップ画面 
 
 

実施概要 
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名前 国 フォロワー数 URL 紹介

日本自助旅遊中毒者　林氏壁 台湾 230,000 https: //w w w . facebook . com /ja 台湾発日本旅行の紹介アカウントとしては最大。

張維中。東京模樣 台湾 11,094 https: //w w w . facebook . com /w

台湾の作家。台湾を中心にして小説と随筆作品を共に出

版。台湾・中国での文芸、時事、ライフスタイル、旅行に関

する雑誌・サイトのコラムを連載。日本では中華圏に向け、

日本へのインバウンド観光のため活動中。日本旅行をはじ

めとする書籍を22冊発行。台湾旅行雑誌にて旅行記を起

稿。案内人として登場している歩歩日本はfacebookファ

ン数15,669人。

香港美食-伊比 香港 76,339

http: //w eibo. com /u/2199440

330?& topnav= 1& topsug= 1

http: //w w w . facebook . com /p

ages/Food-of-Hong-Kong-by-

HK-

香港の美食ブロガー。新浪微博ファン数76,339人。

劍心． 回憶 香港 13,188
https: //w w w . facebook . com /

KenshinFB

http: //kenshin. hk/

香港五大ブロガーの一人。日本について書いていることが多

い。新浪微博のファン数は57,916人。

http : //kenshin . hk/

AspirantSG シンガポール 20,862

https: //tw itter. com /Aspirant

SG

https: //w w w . facebook . com /a

spirantsg

w w w .AspirantSG.com

食のブロガー。ツイッターのフォロワー2万人以上。

Japanese Gourm et Bangkoタイ 52,057
http: //w w w . j foodsbkk . com /

https: //w w w . facebook . com /j

foodsbkk

タイにある日本食のまとめサイト。

各国のオピニオンリーダー 
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内容 comment like share look

投稿文 日本語訳文（ 概要）

12月21日 台湾 張繊中

位於九州的宮崎，台灣觀光客也許對這個地方的印象很陌生，但這裡存在著不

少值得傲視全日本的美食。其中的名物之一，就是宮崎地雞了。所謂地雞，就

是我們所說的山雞，完全是以最健康的方式土生土長的雞種，不以飼料豢養，
因此擁有最天然的美味。炭火燒烤的宮崎雞肉，口感特別彈牙，表皮因為燒烤
有著一層薄薄的焦味，但隨著牙齒咬陷進雞肉，香醇的雞肉香氣就立刻從齒縫
之間躍出。吃炭烤雞時，搭配宮崎縣出名的調味料「柚子胡椒」更能帶出口味的
層次。

九州宮崎は台湾の旅行者にとってはあまり馴染みがないかもしれませんが、ここには多くの

美食があります。名物の一つが宮崎地鶏。地鶏とは私たちの言う山鶏。最も健康的な方

法で育てられた鶏のことで、天然のものを食べて育っています。炭火で焼いた宮崎地鶏は

弾力があり、皮がこんがりと焼け、噛むほどに芳醇な鶏肉の旨味が溢れてきます。宮崎地

鶏に宮崎の有名な調味料“柚子胡椒”をかけたらさらに美味しさが増します。

0 37 28
データ
なし

12月22日
シンガポー
ル

Wee Heng

Experience the true charm of Japanese dining by choosing to 
sit at a sushi bar. Besides getting to see the wide range of 
seafood that’s freshly flown over from many different parts 
of Japan, you also get to watch the chefs in action as they 
prepare your meal. Furthermore some chefs are really good at 
small talk; you will be surprised at some of the interesting 
conversations that can be sparked off as you interact with 
them from the bar. Make it a point to try it before 2013 
starts!

日本食の本当の魅力を体験するにはお寿司屋さんのカウンターに座ることです。日本各地

から取り寄せられたたくさんの海鮮食材を見ることができる以外に、あなたが頼んだ寿司を職

人さんが作ってくれるのを見ることができます。また、職人さんの中にはちょっとしたトークがとて

も上手な人もおり、カウンターから発せられる興味深い会話にも驚くことでしょう。2013年が

始まる前に挑戦してみてください！

3 15 4
データ
なし

12月23日 香港
香港美食--
伊比

Did you know,  the world famous Kobe Beef from Hyogo Prefecture in 
Japan, aka 神戸ビーフ brand, was never exported to other countries until 
recently？ 
 
Charcoal Grilled Authentic A5 Kobe Sirloin,  Medium.The grilling was very 
well done,  with a crispy crust on the outside and carrying the rare charcoal 
aroma!   Nom Nom!   The Kobe Sirloin was quite fatty and therefore is 
ordered Medium as is recommended by the chefs.   It is quite oily but may 
be we expected more of a melt-in-your-mouth experience,  but 
nevertheless this was quite nice indeed!

あなたは世界的にも有名な「KOBE　BEEF」が日本の兵庫県から由来していることを知っ

ていましたか？

実は、最近まで他の国に決して輸出されませんでした。 

 

本物のA5神戸サーロインをグリルで焼きました。それは外側がパリパリする外皮で、珍しい

炭の香りをもたらしていました！   Nom  Nom ！   神戸牛のサーロインは脂肪質のためシェ

フのオススメはミディアムとのこと。  口溶け感と言ったら期待以上でした。

0 14 0 370

12月24日 タイ
Japanese 
Gourmet 
Bangkok

เปนอาหารที่มักจะขายในชวงเทศกาลตาง ๆในประเทศญี่ปุน โดยใชเสนโซบะ ฃผัดกับเนื้อหมู
หั่นบางชิ้นพอดีคํา โรยดวยผัก, หัวหอม, กะหล่ําปลีหรือแครอท และปรุงรสดวยซอส ยากิ
โซบะ เกลือและพริกไทย จากนั้นโรยดวยผง 
aonori
 
(อาโอนาร ิหรือ ผงสาหรายทะเล), Beni shoga (เบน ิโชกะ หรือ ขิงดองหั่นฝอย),
katsuobushi (คัทสึโอะบูช ิหรือ ปลาโอแหง) และมายองเนสตามงานเทศกาลมัตทสึริ 

ไมวาจะเปนงานดูดอกซากุระ , ดอกไมไฟ (พล)ุ หรืองานวัดประจําป ฯลฯ ในชวงฤดู
ตาง ๆ จะมีรานคาหลากหลายชนิด มาตั้งเตนทเปนเพิงขายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม 
ของเด็กเลน ฯลฯ ในภาษาญี่ปุนเรียกรานประเภทนี้วา "ยาไต" จะเห็นไดวาที่มีมากที่สุด ก็คือ
...ยากิโซบะ (บะหมี่ผัด), โอโคโนมิยาก ิ(พิซซาญี่ปุน) , ทาโกะยาก ิ(ขนมครก
ปลาหมึกยักษ) , ปลาหมึกยาง , ยากิโทร ิ(ไกเสียบไมปง)
เรียกวาเดินผานไปไมกี่นาที ก็จะเจออีกรานแลว

焼きそば、または、「炒めたクイッティアオ（ タイ語でヌードル） 」は、日本のお祭りでもよく売

られている食べ物です。食べやすい大きさに切った豚肉とそばを一緒に炒め、タマネギ、キャ

ベツまたは人参などの野菜を入れます。そして、焼きそばソース、塩、胡椒で味を調えます。

それから、aonori（ 青海苔、または海苔の粉） 、Ben i shog a（ 紅生姜、または千切り

状の生姜） 、Ka tuobush i（ 鰹節、または干した鰹） 、マヨネーズを上にかけます。季節

ごとに行われる桜見、花火大会（ 花火） 、寺院でのお祭りなどでは、日本語で「屋台」と

呼ばれる屋根付きテントで、多くのお店が食べ物や飲み物、駄菓子などを売ります。最も

多く見られるのが焼きそば（ 炒めたバミー） 、お好み焼き（ 日本式ピザ） 、たこ焼（ タコ入

りカノム・クロック） 、焼きイカ、焼き鳥（ 串に刺して焼いた鳥） です。何分も歩かない内

に、また別の同じものを売っている屋台に遭遇します。

0 11 0 360

12月25日
シンガポー
ル

Wee Heng

A specially prepared multi-course Japanese meal requires a collection of 
skills and techniques. The preparation can be described as a type of art form 
that carefully balances the taste, texture, appearance and colours of the 
food.  To achieve such perfection, only the freshest seasonal ingredients are 
used and prepared in specific manners to deliberately bring out their natural 
flavours. Next, these completed dishes are delicately placed on plates that 
reflected the seasonal theme of the meal.  Last but not least, dishes are 
artistically arranged and garnished with colourful fruits or vegetables before 
its served to the diner.

特別に調理された日本食のコースには様々な技法と技術が必要とされます。調理には味、

食感、見た目、そして食材の色の絶妙なバランスが描写されています。このような申し分の

ない技は、旬の新鮮な食材のみが使用され、特別な技法で自然の食材の味を生かすため

に最新の注意が払われます。そして、これらの完成された料理は四季のテーマを反映する

皿へ慎重に盛り付けられます。最後ですがとても大事なのは、食事として出される前に料理

は芸術的にアレンジが加えられカラフルな果物や野菜で彩られます。

5 24 4 448

12月26日 香港
香港美食--
伊比

For reasons unknown, everyone orders Japanese Sake, 
prounounced  sar-keh  not  sa-ki  down South whenever 
dining and drinking out at izakayas.   In Japan and 
Hong Kong,  most businessmen order beer first and then 
hop straight onto shochu or awamori instead of sar-keh 
…    I think Sake is a more delicate drink and should 
be ordered in more formal restaurants,  whereas shochu 
is more of an izakaya type of drink.

居酒屋という酒の席で日本酒をオーダーすることに理由なんていらないでしょう。   日本でも

香港でも、大部分のビジネスマンは最初にビールを注文して、そして、日本酒のかわりに焼

酎または泡盛を頼みます。日本酒は非常に繊細なものなので、よりきちんとしたレストランで

愉しまければと感じています、一方で焼酎は居酒屋タイプの飲み物です、しかしこのお店で

は誰もそんなこと命じません！

0 9 0 491

12月27日 タイ
Japanese 
Gourmet 
Bangkok

Namagashi　ขนมที่บรรจงสรางอยางพิถีพิถันในทุกวัน ลักษณะที่ประณีตและละเอียดออนของ
นามากาชิ สะทอนใหเห็นถึงบรรยากาศทั้งสี่ฤดูกาลของประเทศญี่ปุน ขนมที่มีรูปรางเปนดอกไมที่
คอย  ๆผลิบานสื่อถึงฤดูใบไมผลิ หยดน้ําคางเย็น  ๆบนใบไมสีเขียวสื่อถึงฤดูรอนใบไมรวงที่มีสีสัน
สวยงามสื่อถึงฤดูใบไมรวงและดอกของตนพลัมที่เบงบานเต็มที่ก็คือฤดูหนาวนั่นเอง แมกระทั่งชื่อ
ของขนมเหลานี้ก็ยังมีความสุนทรียแฝงอยูชวยเพิ่มความงดงามใหกับวากาชิอีกมากเลยทีเดียว
Yokanโยคังคือเยลลี่รสหวานชิ้นหนาที่ทําจากถั่วแดง เจลาติน และน้ําตาลเปนหนึ่งในขนมหวาน
ญี่ปุนยอดนิยม ถูกคิดคนขึ้นในสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603-1867) ในชวงที่น้ําตาลเริ่มถูกนําไปใช
อยางแพรหลายมากขึ้น โยคังสามารถเก็บไวไดนาน และเปนหนึ่งในของฝากยอดนิยม
Monaka　โมนากะมีลักษณะเปนขนมสอดไส ไสทําจากถั่วแดงสวนแปงกรอบที่หุมอยูทําจากแปง
ขาวเหนียว มีรูปรางเปนดอกซากุระ ดอกเบญจมาศ และดอกไมอื่น ๆของญี่ปุน
Manju　ขนมรูปทรงกลมลักษณะคลายขนมปง แปงที่หอทําจากแปงมันเทศหรือแปงโซบะ ไส
เปนถั่วบด นําไปนึ่ง อบ หรือยางตามแตสูตรของแตละราน
Higashi　ขนมแบบแหง เก็บไวไดนาน ทําจากแปงขาวเหนียวและน้ําตาล หรือวาซัมบงโตะที่มี
ลักษณะเปนน้ําตาลผงที่ทําดวยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมผสมกัน แลวนํามาอัดในพิมพใหเปนรูปราง จะ
ไดขนมที่ผิวเปนแปงแหง ๆนิยมทานในพิธีชงชา

Nam ag ash i　日々、厳格に作られる精巧なお菓子です。生菓子の精巧で繊細な特徴

は、日本の四季を映し出しています。少しずつ開花する形のお菓子は春になったことを表し

ています。緑色の葉の上の冷たい露の滴りの形をしたお菓子は夏になったことを表していま

す。美しい色をした落ち葉の形をしたお菓子は秋になったことを表しています。また、満開の

梅の花の形をしたお菓子は冬を表しています。これらのお菓子の麗しい名前は、和菓子に

見事な美しさを付け加えています。

Yokan　羊羹は、小豆、ゼラチン、砂糖から作られる厚めの甘いゼリーのような形態で、日

本で好まれている甘味の一つです。砂糖の消費が広がり始めた江戸時代（ 西暦1603～

1867） に発明されました。羊羹は長期間保存できます。贈答品としても好まれています。

Monaka　最中は小豆でできた餡をもち米粉で作ったパリパリの皮で包んだお菓子です。

桜や菊、その他の日本の花の形をしています。

Manju　まんじゅうはパンと似た形のお菓子です。皮は澱粉粉やそば粉、また、餡は挽いた

豆でできています。店により、蒸したり、焼いたりします。

Hig ash i　干菓子は長期間保存できます。もち米粉と砂糖、伝統的な方法で作られる粉

砂糖のような和三盆糖を混ぜ合わせ、型に押し込むと、表面が乾いた粉のお菓子ができま

す。茶道で好んで使われます。

2 29 16 602

12月28日 台湾 張繊中

日本的白飯特別好吃，似乎是許多到訪日本旅遊的朋友，經常會掛在嘴邊的

話。日本眾多產米的區域，國人最熟知就是新潟米。新潟這一帶因為水質極

佳，所以灌溉出來的米也好吃。水質優，其實代表著不只是米好吃而已，事實

上凡是需要用到水灌溉的農產相品，也都會跟著可口。比如，新潟的米果、新

潟酒、新潟蕎麥麵，這些原料用到米或麥的灌溉農產品，都是名聞遐邇的特

產。新潟米佔全日本的米產量第一，特別是在新潟縣的魚沼和佐渡出產的越

光米。在台灣的超市也可以買到進口的越光米！

日本のお米は本当に美味しい。日本に行ったことのある人なら口々に言うでしょう。日本米

の産地として有名なのが、新潟米。新潟は水質が良いのでお米も美味しい。水質の良さは

米が美味しいだけに留まらず、農産物にも良い影響を与えます。新潟の米を使ったお酒や

蕎麦なども特産です。新潟は米の生産量が日本一で、魚沼や佐渡のコシヒカリが特に有

名です。台湾のスーパーでも輸入コシヒカリが買えます！

1 35 1 664

12月29日
シンガポー
ル

Wee Heng

Sashimi is a well-known Japanese delicacy.  Freshly caught seafood is served 
raw for diners to fully appreciate the unadulterated taste of rich sea bounty. 
Many Japanese people feel that sashimi should be eaten before other strong 
flavours affect the palate hence they are often served as the first course in 
formal Japanese dining. However, it is flexible enough to also be the main 
course accompanied by rice and miso soup. Sashimi is normally served with 
soy sauce and wasabi paste or condiments such as grated fresh ginger. How 
will you like your sashimi today?

刺身は日本の珍味としてとてもよく知られています。新鮮な魚が生で出されており、それは

純粋に豊かな海の恩恵を味わうためのものです。たくさんの日本人が刺身はほかの強い味

付けに邪魔される前に食べるべきと感じており、日本食のコースの最初に出されます。しかし

ながら、ご飯とみそ汁とともにメインコーストしても柔軟に対応できます。刺身はふつう醤油と

わさび、またはすりおろしたショウガのような薬味とともに出されます。本日はどのようにして刺

身を召し上がりますか？

1 24 0 619

12月30日 香港
香港美食--
伊比

Grated Wasabi -None of the pungent, powdery type.
This is the perennial WINNER which keeps me away from other shops!

おろしたてのワサビ。刺激的であり、粉状のタイプには決して真似出来ません。

これは、私をこのお店の虜にする永遠のW INNERです！ 0 9 0 689

12月31日 台湾 張繊中

湯豆腐通常在日文裡指的是熱食的豆腐；而冷奴則是冰鎮過後的豆
腐，撒上蔥花、柴魚片等配料，再沾著醬油而食的吃法。無論是湯
豆腐還是冷豆腐，都是採用最純粹而簡單的烹飪方式，才讓豆腐的
香味盡量呈現出來。說起湯豆腐，最有名的就是京都嵐山的湯豆腐
了。賣湯豆腐的店家價差頗大，真是想要吃非常高級的，一人份的
價格通常都落在約將近日幣三千五到四千之間。不過，如果只是想
要紀念性地嚐嚐湯豆腐的滋味，一塊約日幣三百到三百五之間也是
有的。湯豆腐也算是一種「大人的滋味」。豆腐本身純粹的美好，
恐怕唯有在吃過世界上的各種美食，回頭再吃時才能吃出其中純粹
卻深層的口感。

湯豆腐とは日本語では温かくした豆腐を指し、冷奴は冷やした豆腐に葱や鰹節などの薬味

をのせ、醤油をかけていただく食べ方です。湯豆腐にしても冷たい豆腐にしても、最もシンプ

ルな調理法が用いられ、豆腐の旨味を最大限に引き出しています。湯豆腐といえば、最も

有名なのが京都嵐山。湯豆腐の料亭に行くととても高級で、一人3500円から4000円く

らいします。しかし、記念に食べるだけなら一つ300円から350円くらいで楽しめます。湯豆

腐も一種の“大人の味”。豆腐本来の純粋なおいしさは、おそらく世界のあらゆる美食を食

べた後に、振り返ってみてようやく気づく奥深い味わいです。

2 36 17 757

更新日 投稿者名国

全投稿記事及びコメント数、いいね数、シェア数 
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โคร็อกเกะ (コロッケ-Korokke) เปนอาหารประเภททอดอีกอยางหนึ่งของญี่ปุนคะ คําวา โค
ร็อกเกะ มาจากภาษาฝรั่งเศสคําวา Croquette (ออกเสียงตามหลักภาษาฝรั่งเศสวา โครแก็ต) 
โคร็อกเกะเริ่มเปนที่รูจักในชวงตนศตวรรษที่20นอกจากในญี่ปุนแลวเมนูนี้ยังฮิตมากในเกาหลีใต
อีกดวย มีขายตามรานเบเกอรี่ทั่วไปคะ
วิธีทําโคร็อกเกะก็ไมยากคะ เริ่มจากนําเนื้อสัตว, อาหารทะเล หรือผัก แลวแตเราจะเลือกทํา ไปบด
ผสมกับมันบดหรือไวทซอส ปนใหขึ้นรูป นําไปคลุกกับแปงสาลี ชุบไข แลวก็คลุกเกล็ดขนมปง 
เสร็จแลวก็นําไปทอดใหขางนอกกลายเปนสีเหลืองกรอบนาทาน ก็เปนอันเสร็จเรียบรอย ปกติโคร็อก
เกะจะมีรูปรางกลมแบนตามที่เห็นกันทั่วไป แตถาจะทําเปนรูปรางอื่นก็ไดแลวแตความชอบคะ 

สวนชื่อเรียกก็จะตางกันไปตามแตชนิดของวัตถุดิบที่ใช เชน ใชเนื้อวัวทําก็เรียกวา บีฟโคร็อกเกะ 
(ビーフコロッケ- Beef Korokke), ทําจากกุงเรียกวา เอบิโคร็อกเกะ (えびコロッケ- Ebi 

Korokke // เอบ ิ= กุง) ฯลฯ ถาเปนโคร็อกเกะที่ทําจากไวทซอสจะเรียกวา ครีมโคร็อกเกะ 
(クリームコロッケ- Cream Korokke) คะ
ตามรานอาหารญี่ปุนทั่วไปนิยมเสิรฟโคร็อกเกะที่ราดดวยซอสทงคัตสึ และมีกะหล่ําปลีซอยเปน
เครื่องเคียงคะโคร็อกเกะสามารถทานเปนกับขาวก็ได บางรานก็ขายเปนอาหารวาง หอดวย
กระดาษหรือใสถุงเปนชิ้น ๆสามารถทานไดทุกที่ บางครั้งก็ใชเปนท็อปปงของอาหารเมนูอื่นๆ 
หรือนํามาทําแซนวิชก็ยังไดคะ เรียกวา โคร็อกเกะปง (コロッケパン- Korokkepan)

コロッケ（ コロッケ　－Korokke） 日本の揚げ物料理である。コロッケと言う単語は、フラン

ス語のCroquetteから来ている（ フランス語の発音にそのまま従うと、クロゲット） 。コロッケ

は20世紀初頭に知られるようになった。日本以外でも、このメニューは韓国で大人気とな

り、ベーカリーで販売している。コロッケの作り方は難しくない。肉や魚、または野菜を好みに

より選び、それを挽いて、挽いたイモやホワイトソースと混ぜ、捏ねて形を作る。そして、小麦

粉をまぶし、卵につけ、パン粉をまぶしてから、衣がおいしそうな黄色になるまで揚げると、出

来上がりである。通常、コロッケは丸べったい形をしている。しかし、好みにより、形を変えるこ

とができる。呼び方は使う材料によって異なる。例えば、牛肉を使って作った場合はビーフコ

ロッケ（ ビーフコロッケ－Beef Korokke） 、エビで作るとエビコロッケ（ えびコロッケ－Ebi 

Korokke //エビ＝えび） 等である。ホワイトソースを使って作ったコロッケの場合はクリームコ

ロッケと呼ばれる（ クリームコロッケ－Cream  Korokke） 。一般的に日本のレストランで

は、コロッケにとんかつソースをかけ、キャベツの千切りを盛り合わせにして出す。コロッケはお

かずにもなる。一個ごと紙で包んだり、袋に入れたりして、何処でも食べられるおやつとして販

売している店もある。他のメニューのトッピングとして使われることもある。または、コロッケパン

（ コロッケパン－Korokkepan） と呼ばれるサンドイッチにすることもできる。

0 14 0 579

1月2日 台湾 林氏壁

馬卡龍小圓餅（Macaron），這種在近年大紅特紅的巴黎法式甜點，目
前巴黎最熱門的幾家店莫過於：Ladurée，Dalloyau，Pierre Hermé，
Aoki青木定治等。你知道嗎？這幾家店在東京都吃的到，是不是很幸福
啊！跑趟銀座三越和新宿伊勢丹的地下美食櫃位，就可以一網打盡了！
這四張您認得出是哪一家的馬卡龍嗎？我個人最推薦Pierre Hermé的馬
卡龍，外殼薄脆，內餡厚實，份量足夠，每個口味都令人感動回味不
已。台灣當然也有Macaron啊，Aoki青木定治台灣都兩家分店！

パリ発のお菓子、マカロンが流行っています。本場パリではLadurée， Da lloyau，

Pierre  Herm é， Aoki青木定治などのブランドが人気です。あなたは知っていますか？こ

れらのブランドは全部東京でも食べられます。幸せですよね。銀座三越や新宿伊勢丹のデ

パ地下へ行けばたくさん！この4ブランドで知っているマカロンはありますか？私は個人的には

Pierre  Herm éがおすすめ。外側は薄くて軽く、中身はぎっしりで食べ応えがあり、どの味も

感動をもたらします。台湾にももちろんマカロンはあります。Aoki青木定治は2店舗もありま

すよ。

4 33 25 1581

1月3日
シンガポー
ル

Wee Heng

Quality Japanese cuisines are not always served raw or steamed, 
Tonkatsu for one is presented deep fried. Although the deep-fried pork 
cutlet might not have a pure Japanese heritage as it was introduced to 
Japan by Portuguese, it has since been localised from the early 19th 
century as part of Japanese palate. This delectable dish consists of a 
breaded, deep-fried pork cutlet of either pork fillet or loin that is one to two 
centimetres thick, sliced into bite-sized pieces and can be served as a 
main with shredded cabbage and miso sauce or as a component of a 
bento set.

質の高い日本料理がいつも生やスチームで出されるとは限らず、トンカツはたっぷりの油で揚

げられます。ポルトガル人によって日本に伝えられたトンカツは、純粋な日本の伝統料理で

はないかもしれませんが、日本の味覚の一つとして19世紀前半から庶民の間に浸透してい

きました。このおいしい料理は厚さ1〜2センチメートルのヒレかロースの豚肉にパン粉をまぶ

し、油で揚げられ、一口大にスライスして千切りキャベツおよび味噌ソースを添えて食べる

か、弁当のお供としても提供されます。

0 16 0 1,580

1月4日 香港 剣心

日本最有名的料理當中，拉麵一定在前列，特別是近年日式拉麵熱潮席捲香港
變成無人不識。當中在下最愛的是「沾麵」，八年前在池袋吃過元祖正宗口味一
試愛上，沾麵特色在於湯和麵分開送上，能避免傳統拉麵吃到最後麵浸湯過久
變糊的情況，能完全帶出日本傳統優質用料及精巧手工所帶來的拉麵彈牙口
感。此外沾麵湯底多使用魚介味道清甜，是不習慣豚骨濃湯朋友的另一選擇，
最近香港有多家沾麵專門店先後開張，大家有興趣可以光顧一試！

日本で最も有名な料理としてまずラーメンが挙げられ、特に近年日本のラーメンを知らない

人は香港ではいないのではないかと思います。その中で最も好きなのがつけ麺で、8年前に

池袋で本場のつけ麺を食べて以来のファンです。つけ麺の特徴は麺とスープが分かれてお

り、従来のラーメンのように最後に麺がスープの中で伸びてしまうこともなく、日本の優秀な

食材と巧みな技によって生み出される弾力ある麺を楽しむことができます。このほか、つけ麺

のスープは透明感のある魚介が使われ、豚骨の濃厚スープが苦手な人のもう一つの選択

肢ともなり得ます。最近香港ではつけ麺専門店が続々とオープンしているので、興味のある

人はお試しください。

1 38 0 1603

1月5日 タイ
Japanese 
Gourmet 
Bangkok

สาเกทําอยางไร　สาเกทําจากขาวเติมขาวมอลตและน้ําลงไปบนขาวที่นึ่งแลวหมักกับยีสตในถังใ
เปนเวลาประมาณ20วันหลังจากผานกระบวนการหมักแลวสวนผสมทั้งหมดจะพรอมสําหรับการ
อัดกรองและใหความรอนตอไป
ปกติสาเกจะถูกนําไปอุนใหมีอุณหภูมิขนาดเทาอุณหภูมิของรางกายแลวคอยนําไปดื่มแบบนี้จะ
เรียกวา คัน(燗)แตหลังๆมานี้เริ่มมีคนนิยมดื่มสาเกแบบเย็นๆมากขึ้น ทําใหมีสาเกหลายชนิดที่ทํา
ขึ้นสําหรับเปน เรอิช ุ(冷酒) หรือเหลาเย็นนั่นเอง
酌の作法(วิธีรินเหลาใหผูอื่น)เมื่อผูอื่นรินเหลาให เราตองยกถวยขึ้นแลวยื่นไปหาฝายที่รินใหเร
 ซึ่งเปนประเพณีของคนญี่ปุนที่จะรินเหลาใหกันและกัน ไมใชเฉพาะสาเกเทานั้น แมแตการดื่ม
เบียร คนญี่ปุนก็จะยกแกวขึ้นรับเมื่อมีคนอื่นรินให

日本酒の造り方

日本酒は米から造る。蒸した米に米麹と水を加え、大きな樽の中でイースト菌と共に約20

日間発酵させる。発酵させる工程を経た後、全ての混合物を圧縮濾過し、温める。通常、

酒は人の体温と同じ位に温めてから飲む。このような飲み方をカン（ 燗） と言う。しかし、後

になって、冷たい酒を好んで飲む人が増えるようになり、レイシュ（ 冷酒） または冷たい酒用

の酒が多く広まった。

酌の作法（ 他の人にお酒を注ぐ方法） 他の人が酒を注いでくれる時、私達は盃を上にか

ざし、酒を注いでくれる方に差し出さないといけない。お互いに酒を注ぎ合うことは日本人の

習慣である。それは酒だけに限ったことではなく、ビールを飲む時でさえ、他の人がお酒を注

いでくれれば、日本人はコップを持ち上げ、それを受ける。

0 7 1 1736

1月6日 台湾 張繊中

日本人常常喜歡在吃飯時或在御飯糰裡，放上一粒大大的梅干作為
提味。這些梅干跟台灣的梅子很不同，光是在尺寸上就足足大了台
灣梅好幾倍。而由於製作方式的不同，味道也大相徑庭。我曾經在
日本和歌山縣採訪過梅干工廠，體驗過知名的「紀州梅」製作過
程，甚為有趣。紀州梅的醃製仍保有手工的製作，且多以梅樽去醃
製。在大木桶裡以鹽巴跟梅子的交錯去醃製，吃起來的味道，就如
同日本的漬物。傳統的紀州梅多半又酸又鹹，近來因為考量健康問
題，開始生產低鹽的梅子，也就是所謂的「甘口」。其中，最受歡
迎的是加入蜂蜜的紀州蜂蜜梅。在台灣的超市也會進口日本梅干，
沒吃過的可以買來試試看日文裡所謂的「大人的滋味」。

日本人はご飯を食べるときやおむすびの中に大きな梅干を添えます。この梅干は台湾の梅

とは全く異なり、大きさで言えば、台湾の梅の何倍も大きいです。作り方も異なり、味は大

きな差があります。私はかつて和歌山県の梅干工場を取材したことがあり、有名な“紀州

梅”の生産過程を見学し、とても興味深かったです。紀州梅は手作りの製造法が守られ、

梅の樽で漬けられます。大きな木製の樽に食塩と梅を交互に漬けていき、味わいは日本の

漬物のようです。伝統的な紀州梅は酸っぱくてしょっぱいですが、近年は健康問題が考慮さ

れ、低塩の梅干も生産されていわゆる“甘口”と言われます。最も人気があるのが蜂蜜を加

えた紀州蜂蜜梅。台湾のスーパーにも日本の梅は販売されているので、食べたことのない

人は日本語で言う“大人の味わい”を試してみてください。

1 18 0 1946

1月7日
シンガポー
ル

Wee Heng

Simmering Hot Pot dishes are called Nabemono in Japan. 
They come in a variety of flavour and style with 
ingredients that ranged from simple wild vegetables to 
the finest beef slices. In this Nabemono that I have 
enjoyed, Gindara was made the key ingredient. This 
fish is prized for the flavour and texture of its 
delicate white flesh. Although Nabemono can be enjoyed 
any time of the year, it is best suited to be shared 
and consumed together with family, relatives and close 
f i d  d i  f ll d i t

ぐつぐつ煮える鍋料理は日本で鍋モノと呼ばれています。それらは簡単な山菜から最高級の

牛肉スライスまでさまざま食材を使いいろんな味とスタイルがあります。この鍋モノの中で私が

気に入っているのは、主にギンダラを使用したものです。この魚は白い肉の繊細な味わいと

質感が珍重されています。 鍋モノは年間を通じていつでも楽しむことができますが、最適とさ

れるのが冬に家族や親戚、親しい友人と一緒に食べるひと時です。

0 16 0 2094

1月8日 香港 剣心

蛋包飯是日本的家庭料理，近來漸受大眾歡迎而成為人氣菜色，在日本及香港
都出現蛋包飯專門店。在下是八年前到日本吃過出色的蛋包飯而被其魅力所
吸引。當中最吸引的是把高級日本雞蛋煮到半熟，吃的時候香濃蛋汁配合炒飯
味道妙不可言。
蛋包飯中在下喜歡一種特別製法「タンポポ」，2008年在東京日本橋的一家蛋包
飯名店中一試難忘，製法起源是日本導演伊丹十三1985年電影《蒲公英》的劇
情，是在炒飯上放半熟的蛋包，上桌後將其劃開讓蛋汁慢慢流下，除了味道更
是視覺上的盛宴，有機會的話請務必一試！

日本の家庭料理であるオムライスは近年人気を集め、日本及び香港ではオムライス専門

店があります。8年前日本で有名なオムライスを食べ、その魅力の虜になりました。中でも最

も惹きつけられたのが、日本の高級卵を半熟にしたもので、濃厚な卵と炒めたご飯の味が

絶妙でした。

オムライスの特別な製法として好きなのが“タンポポ”で、2008年に東京日本橋のオムライス

屋で体験しました。日本の伊丹十三監督の1985年映画作品『タンポポ』のワンシーンから

その名がつけられ、炒めたご飯の上に半熟卵を乗せると卵の汁が滑るように流れ出し、味も

去ることながら、視覚にも素晴らしい一品ですので機会があればお試しください。

3 69 33 2296

1月9日 タイ
Japanese 
Gourmet 
Bangkok

โอะชะ (お茶) ในญี่ปุนเรียกวา เรียวกุชะ (緑茶/ชาเขียว) เรียวกุชะที่ดื่มกันในชีวิตประจําวัน
ทั่วไปไดแก เซ็นชะ (煎茶), โฮจิชะ (ほうじ茶) และ บันชะ (番茶) ในพิธีชงชาจะใชชาผงที่
เรียกวา มัตชะ (抹茶)

เมื่อจะชงชาชั้นเลิศที่เรียกวา เกียวกุโระ (玉露) และเซ็นชะ จะตองระวังในเรื่องอุณหภูมิของน้ํา
รอนซึ่งไมเหมือนกับชาฝรั่งที่ตองใสน้ําเดือด แตการชงชาเกียวกุโระและเซ็นชะ จะตองรอใหน้ํา
รอนเย็นลงจนอุณหภูมิเหลือประมาณ 70-80 องศา เพื่อไมใหความรอนไปทําลายสีเขียวและกลิ่น
หอมของใบชานั่นเอง
ในการรินชา เวลารินชาฝรั่งหรือกาแฟจะรินลงในถวยจนเกือบเต็มถวย แตชาญี่ปุนนั้น จะรินเพียง
แคประมาณสามในสี่สวนของถวย เปนรสนิยมอันสุนทรียของคนญี่ปุนนั่นเอง
ในโอกาสมงคลตาง  ๆเชน พิธีแตงงาน คนญี่ปุนจะดื่ม ซากุระย ุ(桜湯) ที่ไดจากการชงน้ํารอนกับ
กลีบดอกซากุระที่ปรุงรสดวยเกลือ แทนชาเขียว และในฤดูรอนก็นิยมดื่ม มุงิชะ (麦茶) ชาขาว
บารเลยเย็น  ๆคลายรอน

お茶（ お茶） 。日本では緑茶（ 緑茶／緑のお茶） と呼ばれる。日常生活で飲まれる緑

茶は煎茶（ 煎茶） 、ほうじ茶（ ほうじ茶） 、及び番茶（ 番茶） である。茶道では抹茶

（ 抹茶） と呼ばれる粉のお茶を使う。玉露（ 玉露） と呼ばれる最高級のお茶や煎茶を

淹れる時は、お湯の温度に気を付けなければいけない。沸騰したお湯を注ぎ入れる紅茶と

は異なる。熱さがお茶葉の緑色や良い香りを壊さないために、玉露や煎茶を淹れるときは、

お湯の温度が70～80度に下がるまで待つ。お茶の淹れ方については、紅茶やコーヒーを

淹れるときは、カップがほぼ一杯になるまで淹れるのに対し、日本茶の場合は、湯呑の4分

の3位までしか淹れない。これは日本人の美徳である。例えば結婚式などの吉祥の機会に

は、緑茶の代わりに、日本人は塩で味を調えた桜の花びらにお湯を注いだ桜湯（ 桜湯）

を飲むこともある。また、夏には、暑さを和らげるために、大麦のお茶である麦茶（ 麦茶） を

飲むことを好む。

0 8 0 2056

1月10日 台湾 林氏壁

炸豬排、咖哩及蛋包飯是日本大正時代的三大洋食，其實原來是西洋的肉料
理，傳入日本時多半是用牛肉，後來在1895年銀座的老舖洋食店煉瓦亭推出
了ポークカツレツ（Pork Cutlet）這個將豬肉像天婦羅一樣用大量的油去炸，配
上生高麗菜絲的新奇料理。從這裡的ポーク（豬肉）カツ（Katsu）變成了後來的と
んかつ（Don KaTsu），とん（豚）就是豬的意思。另外由於かつ在日文中和勝つ
（勝利）同音，因此日本人在比賽考試之前都會想吃個豬排，期許自己的勝利。

トンカツはカレー、オムライスとともに日本大正時代の三大洋食と呼ばれ、もともとは西洋の

肉料理でした。日本に入ってきたときには牛肉が使われていましたが、1895年に銀座の老

舗洋食屋である煉瓦亭がポークカツレツという豚肉を天ぷらのように大量の油で揚げ、キャ

ベツの千切りを添えた珍しい料理を出しました。このポークカツレツが後のトンカツになりまし

た。トンは豚の意味です。また、日本語のカツは勝利と同じ発音なので日本人は試験の前

などにトンカツを食べ、自身の勝利を願います。

1 51 0 2195

1月11日
シンガポー
ル

Wee Heng

Ramen is a well-loved Japanese noodle dish that can be found through Japan. 
However, ramen differs by noodle type and texture as well as the taste of its 
broth across localities in Japan. Noodles can come in fat, thin, straight, 
wrinkled and ribbon shaped. To many, the broth gives a ramen its distinctive 
character. There are four main categories of broth namely Shio (Salt), 
Tonkotsu (Pork Bone), Shoyu (Soy Sauce) and Miso flavoured ramen. Often 
accompanied by cha shu & egg, different combinations of noodles type & 
broth are commonly experimented among restaurants to jostle for diners’ 
attention. So what’s your favourite ramen?

ラーメンは日本で広く愛されている日本の麺です。ラーメンは麺の種類や質感だけでなく、

日本の地方ごとにそのスープの味が異なります。麺は太い、細い、まっすぐ、縮れているなど

の形状があります。スープはそのラーメンの独自性を表します。4つの主なカテゴリーとして

塩、豚骨、醤油、味噌の風味があります。たびたびチャーシュー、煮卵がトッピングされ、食

事客の注目を集めるためにさまざまな麺の種類とスープの組み合わせがレストランの間で研

究されています。あなたの好きなラーメンは何ですか？
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