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市場規模について

飲食産業営業収益・費用/ 2011年

フードサービスと飲料産業の営業費用/ 2011年

飲食業界の州別総売上の分布/ 2011年

　カナダ統計局によると、2011年の調べではカナダのレストラン産業の総営業収益は
484億カナダドルと、2010年と比べて2.8%の増加をみせた。営業収益でみると、フルサー
ビスレストラン(※)部門が前年比+3.4％と最も高い上昇率を見せ、続いて特別フードサー
ビス(※)部門が+3.2%、リミテッドサービスレストラン(※)部門が、+2.7%の成長となった。
営業収益を州別でみても全ての州で増加している。

　また、カナディアン・レストラン・フードサービス協会（CRFA）によると、オンタリ
オ州のレストラン産業は、GDPの3.7%を占める、年間250億カナダドルの売上規模を誇る。
毎日750万人もの人がレストランを訪れ、毎年90億カナダドルの食品・飲料等が購入さ
れている。さらに15歳から24歳の若者の5人に1人はレストラン産業で働いており、オ
ンタリオ州の労働人口の6.3%を占める42万5,000人がレストラン産業で直接雇用されて
いるとしている。また、ブリティッシュ・コロンビア州のレストラン産業は、GDPの
4.4%を占める、年間100億カナダドルの売上規模を誇る。そして毎日270万人もの人が
レストランを訪れ、毎年36億カナダドルの食品・飲料等が購入されている。オンタリオ
州同様、15歳から24歳の若者の5人に1人はレストラン産業で働いており、ブリティッシュ・
コロンビア州の労働人口の7.2%を占める16万6,000人がレストラン産業で直接雇用され
ているとしている。

カナダの食事情

・フルサービスレストラン
主に客が席に着いて食べ物を注文し食事やサービスを受け、支払いは食べた後にする
レストランのこと。　
・リミテッドサービスレストラン
主に客が、フードバーやカフェテリアなどのカウンターから食品を選択し、支払いは
食前にするレストランのこと。
・特別フードサービス
主に顧客の場所、または顧客が指定した場所で食品やサービスの提供、または自動車
などからサービスを提供するサービスのこと。

※

オンタリオ州

ブリティシュ・コロンビア州

カナダ全体

営業収益

17,991.3

7,453.8

48,386.9

17,446.2

7,207.7

46,346.8

5,539.2

2,402.4

15,237.2

3.0

3.3

4.2

営業費用 給与・賃金・諸手当 営業利益率 アルコール
飲料売上

12.9
19.6
73.3

12.0
23.4
79.9

15.3

70.3

84.7
78.8
17.2

86.3
75.6
13.3

82.6

23.6

2.3
1.6
9.5

1.7
1.0
6.8

2.2

6.2
16.7 82.4 0.9

食品·非アルコール
飲料売上 その他

単位: ％
出所：カナダ統計局(2013年11月調べ)※14

売上原価

給与/賃金/給付

保守費

レンタル/リース費　

公共料金/通信費

広告宣伝費

減価償却費

カナダ
食品サービス
全体

36.0

2.5

7.7

2.7

2.9

35.9

34.2

7.7

3.2

2.6

3.0

35.8

31.8

8.9

33.6

2.7 2.4

2.6

3.5

3.1

2.8

フルサービス
レストラン

リミテッドサービス
レストラン

オンタリオ州
食品サービス
全体

35.6

2.6

8.2

2.8

2.9

36.6

32.3

8.2

3.2

2.8

3.1

35.4

31.1

9.1

32.6

2.7 2.4

2.7

3.6

3.0

3.0

フルサービス
レストラン

リミテッドサービス
レストラン

ブリティッシュ・コロンビア州
食品サービス
全体

35.9

2.5

8.1

2.5

3.1

33.6

34.8

8.5

3.0

2.7

3.3

35.6

32.1

9.7

33.9

2.6 2.5

2.4

3.2

3.5

2.7

フルサービス
レストラン

リミテッドサービス
レストラン

単位: ％

州

単位: 100万カナダドル/ ％

©Tourism Toronto/ www.TorontoWide.com

出所：カナダ統計局 (2013 年 11 月調べ )※13

出所：カナダ統計局(2013年11月調べ)※15

全ての飲食業界
フルサービスレストラン
Drinking Places(酒場)

全ての飲食業界
フルサービスレストラン
Drinking Places(酒場)

全ての飲食業界
フルサービスレストラン
Drinking Places(酒場)

オンタリオ州

ブリティッシュ・コロンビア州

カナダ全体
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トレンド
　日本人に「日本の代表的な料理は？」と尋ねれば、「すし」「天ぷら」
等々と世界中で愛されている様々な日本食が名を連ねるところだが、
カナダ人に「カナダの代表的な料理は？」と尋ねれば、おそらく大半
の人が答えに困ってしまう。カナダという国は多民族で形成されてい
るのがその理由だ。逆にいえば、世界各国の本場の味をいつでも楽し
める利点もある。
　また、フュージョン系のメニューが多彩に生まれるのも、多民族国
家ならではである。

ALL YOU CAN EAT

　近年健康に気遣う人が急増しているカナダ
では、グルテンフリーに対する食材の取り揃
えも豊富。また、オーガニック商品の取り扱
いも多い。

ヘルスコンシャス

　多 文 化 主
義のカナダ
では多種多
様な客層に
備 え て メ
ニューを揃
えるところ
が多い。ビー

ガンミールやベジタリアン料理など客のニー
ズに特化した専門店も多く存在する。

　カナダでは、近年ファストフードに速さだけで
なく質も求める傾向にある。高まる健康志向も相
まって、ファストフード店はそのような需要にこた
えるべく様々なこだわりを打ち出している。たとえ
ば、グルテンフリーのメニューをそろえる店が多く、
カナダ最大手のファストフード店Tim Hortonsも
その一つで、このトレンドはもはや珍しくないとい
え る。ま た 素 材 に 関 し て も、HERO 
CERTIFIED BURGERなどの、カナダ産の牛
肉100％使用や産地や鮮度にこだわったメ
ニューを提供する店が増えており、そのため価格
帯も通常のファストフードよりは高めであるものの、
人々の需要のポイントが安さから質へと移行して
きていることがうかがえる。
2014年、オンタリオ州はカナダ全土で初となる、
大手レストランチェーン店に対するカロリー表示の
義務付けを発表しており、ファストフード業界の
健康かつ高品質志向にさらなる拍車をかけるこ
とになりそうだ。

　カナダでは「食べ放題（ALL YOU CAN 
EAT）」の需要が高い。特に、すしや焼き肉、イ
ンドカレーなどの食べ放題サービスを提供している
レストランを多く見かける。手頃な値段（C$20前
後※店により異なる）で多種類の料理をたらふく
食べられるだけあって学生層だけでなく、家族連
れや中高年層も利用し、老若男女に愛されている。

ファストフードのトレンド

日本食ブーム
　朝起きたら、ゆっくりとした時間を家でなく、
外で過ごすカナダ人が多い。週末だからと言って、
ベッドの中で一日中過ごすなんて勿体ないことは
せず、野外アクティビティやブランチに出かける人
たちが多く、朝活を上手にする。そのため、週
末ブランチの特別メニューを提供するカフェやレ
ストランが多いだけでなく、ブレックファースト専
門店など朝活を重視したカナダ人のライフスタイ
ルに合わせたお店も多く見かける。

週末×食

ビーガンミールや
ベジタリアンメニュー

　バンクーバーにもトロントにも数多く点在してい
るのが、カフェ。カナダ人にはコーヒー愛好家が
多く、コーヒー片手に通勤というのも日常の風景。
近年は2都市に “カフェ激戦区” としても知られ
ているエリアもあり、本格派コーヒーを楽しめるお
店から気軽に入れて心置きなく長居が出来る
チェーン店まで多くオープンしていることで有名。

カフェ

　価格もお手
頃で気軽に購
入できる事も
あり、人 気の
フードカート
にはランチ時
になると長蛇 
の列が出来る

ほど。バンクーバーではフードカー トフェス
ティバルと呼ばれる祭典も開催されている 。

フードカート

©Tourism Vancouver / Clayton Perry

©Tourism Toronto / Imago Restaurants

　トロントダウンタウンに続 と々新しい日本食レス
トラン・バーがオープンしている。今までは日本
食＝すしだったが、今では居酒屋をはじめ、ラー
メン屋、串焼き、鉄板焼、沖縄料理などなど日
本人にとってはなんとも嬉しいブーム。
　特にらーめん店の出店は増加を続け、豚骨
が主流だったが、最近では鶏白湯も増えてき
ている。

©Tourism Vancouver / Rob Gilbert Photography
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文化・習慣

　日本人が戸惑うことも多いのが、チップの文化。支
払いは基本的にテーブルチェックのため、食後にウェ
イターを呼び、請求書（Bill）を持ってきてもらうよう
に頼む。請求額にチップを加えて、テーブルに置くと
取りに来る。基本的にレストランで食事をした場合は
15％程度のチップを用意する。

チップ文化
　禁煙先進国であるカナダは、各州や都市によって規定は微妙に異
なるものの、喫煙の取り締まりは非常に厳しい。屋内での喫煙は基
本的に禁止されているため、レストランやバー、ナイトクラブでも
もちろん禁煙。ブリティッシュ・コロンビア州では、レストランの
パティオでの喫煙は条件付きで許可しており、①パティオへの出入
り口が基本的に閉じられている、②パティオの空間が完全に包囲さ
れていない、の2点がクリアされていればOK。ただし、店ごとに
違うため、その都度確認が必要。オンタリオ州ではパティオでの喫
煙も禁止にする法律の改訂を検討し始めている。

禁煙の文化

レストランでのマナー

お酒のマナー

カジュアルレストランでのマナー
◆特にドレスコードのないカジュアルレストランでは、ジーンズにスニー
　カーなどの軽装で入店可能。
◆通常は入店すると案内係が席まで案内してくれるので、勝手に席につ
　いたりしないように気をつける。
◆ラインナップがある場合は、案内係に名前をを伝え、名前が呼ばれる
　まで待つ。
◆自分より後に来た人が先に呼ばれることもあるが、これは空いた席の座
　席数と客数が合った順に呼ばれためここで苦情をたてたりせずに待とう。
◆席に着いたら、テーブルごとに決まったウェイター、または　ウェイ
　トレスがオーダーを取りにくる。
◆日本のように大きな声でウェイターやウェイトレスを呼ばずに、向こ
　うが来るまで待つか目や指を少し挙げて合図しよう。

高級レストランでのマナー
◆ホテル内などにある高級レストランでは、基本的にドレスコードがあ
　るため事前確認が必要。
◆レストランによっては、男性はネクタイ着用を義務づけているところ
　もあるので注意。
◆カジュアルレストランと違って静かな雰囲気のところが多いので、あ
　まり大きな声で会話したり携帯電話に出たりすることは慎もう。
◆レストランによっては完全予約制の所もあるので、こちらも事前に確
　認しておこう。

　食事のマナーとともにおぼえておくといいのが、お
酒のマナー。日本では自動販売機でお酒が買える上、
野外でも法的に飲酒可能であるが、カナダはお酒に対
してのルールが非常に厳しい。

◆お酒の購入は19歳以上で、酒屋や酒類を扱うナイト
　スポット、レストランやバーでお酒を注文するとき
　に運転免許証などの身分証明書の提示を求められる
　ことも多い。
◆法的に飲酒できる年齢である場合でも、アジア人は
　年齢より比較的若く見られがちなので、身分証明書
　の提示を求められたら素直に提示しよう。
◆カナダでは酒類を扱う飲食店やパブなどの決められ
　たリカーライセンスを保有するお店・場所以外での
　公の場での飲酒が法律で禁止されている。
◆夏のビーチやイベントなどでは、警官がアルコール
　チェックのために巡回していることも多いので、誤っ
　て飲酒してしまったということがないように気をつ
　けよう。
◆またカナダでは公の場で泥酔すること自体が大人と
　してみっともない行為だと社会的に思われているた
　め、泥酔状態で街を歩いていたり、レストランで騒
　いだりした場合には、警察に通報される可能性もあ
　るため注意。これはホームパーティーなどでも同じで、
　自宅であまりにも騒いだり、ボリュームを大きくし
　たミュージックをかけながら愉しんでいると隣人が
　警察に通報する場合もあるため、公の場でなくても
　飲酒時の行動には十分気をつけたい。

　レストランで食事をすると驚愕するのが、量。一人分のオーダーでも
二人分のような量で出てくることがある。日本ではレストランで食べ残
した料理は持ち帰るのはルール違反だが、カナダでは問題がない。食べ
きれなかった料理は、持ち帰りの容器に包んでもらうことができる。

テーブルマナー
　以下のテーブルマナーはカナダのみならず、世界各国で通用する基本中
の基本で、特に欧米では、テーブルマナーを重視する傾向にあるため、プ
ライベートであろうがビジネス面での食事会だろうが意識して気をつけたい。

◆食前にパンを出されることが多いが、そればかりを次々と食べないこ
　と。パンは丸ごと口で噛み切らず手でちぎって食べるのがいいマナー
　とされている。
◆スープや麺類は、音をたてて食べないように気をつける。スープボー 
　ルには口をつけず、スプーンですくっていただくのがマナー。
◆欧米ではスープや麺のみならず食事中音をたてて食べること自体が
　タブー。口に食べ物を入れたままおしゃべりせず、飲み込んでから
　口を開くようにする。
◆肉や魚、野菜などが大きいピースの場合は、ナイフで一口大にカット
　してから食べる。
◆口や指の汚れはなめたりせず、ナプキンで拭く。また、食事中のげっ
　ぷはカナダではとてもタブー視されているので万が一出てしまった場
　合には、「Excuse me」の一言を心がける。
◆食事中にトイレに立つのはあまり好ましくないので、事前に済ませて
　おくか食後に行くようにする。
◆万が一飲み物の入ったグラスや、スープの入ったボールなどを倒して
　しまった場合には、あわてて自分で処理しようとせず、ウェイターや
　ウェイトレスを呼ぶ。
◆手が届かない料理皿から立って無理に取ろうとせず、近くにいる人に
　取ってもらう。

テイクアウトの文化

　食と仕事が関連づくカナダは、ビジネスランチミーティングが主流化
されている。ファイナンシャルディストリクト付近では、昼時になると、
ミーティングを兼ねてランチを取るビジネスマンに出くわす。ランチだ
けにとどまらず、カフェでミーティングをしたりと、リラックスした雰
囲気の中ビジネスミーティングが行われることも多い。

ビジネスランチミーティング

　仕事場などで年に数回行われることがある、ポットラックパーティー。
こちらは各自が料理を一品ずつ持ち寄り、みんなで談笑しながらお互
いの料理をシェアして楽しむスタイル。

ポットラックパーティーの文化

　学校やチャリティーではよくベイクセールなども行われる。特に決
まりはないが、ボランティアに参加する人が基本的には手作りで各自
セールで売るお菓子を用意する。お菓子は通常C$1～3ほどの値段で販
売され、セールの売上は赤十字社などの非政府機関などに募金される。

ベイクセール
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カナダ全国に展開するレストラン・チェーン店

1. Cara Operations
　創業125周年を迎えた大手外食チェーン
レストラン企業。ローストチキンやリブを中心
としたメニューが人気のレストラン『Swiss 
Chalet』を筆頭に、上質でカジュアルなダイ
ニングが楽しめる『Milestones』や、家族
やパーティで利用したいエンターテインメント
性豊かな『Montana’s』、伝統的チキンウィ
ングとビールを片手に話も弾むバーダイニン
グ『Kelsey’s』やハンバーガーショップの
『Harvey’s』といった5つのブランドを国内
全土に渡って展開している。

グループブランド数：5
グループ総店舗数：1,200店舗以上
（フランチャイズを含む）
http://www.cara.com

2. MTY Food Group
　ファストフード店を中心に展開する大型
チェーン店企業。カナダ原産の素材にこだ
わったサンドイッチが売りの『 Mr. Sub』の
ほか、『Thai express』や『Tandori』、そ
して『Sushi Shop』や『Sukiyaki』といっ
たエスニック料理を中心に世界各国の料理
を味わえる店を展開している。さらにトロント
発のフローズンヨーグルトとスムージー専門
店『Yogen Fruz』のカナダエリア権を持っ
ており、国内の健康志向の上昇とともに、
さらなる成長が期待される。

グループブランド数：31
（自社ブランド27、カナダエリアライセンス
  保持のブランド4）
グループ総店舗数：約2,200店舗
（2012年末現在/ホームページより）
http://www.mtygroup.com

3. Imvescor Restaurants Inc.
　ニューブランズウィックに拠点を構え、4つ
のブランドを持つチェーンレストラン企業。
『Pizza Delight』は大西洋側を中心に、そ
して『Mikes』と『Scores』はケベック周辺
を中心としてファミリー層向けにカジュアルダイ
ニングやテイクアウトのサービスを提供。
『Baton Rouge』では素材の品質、フレッシュ
さを第一に考え、人気のリブを含めたすべて
の調理が一から店内で行われているという
強いこだわりを持っている。

　1960年にボブとニック兄弟がバンクーバー
で創業したカジュアル・ステーキハウス・チェーン。
創業当初のカフェテリアスタイルから、現在は
レストランへとスタイルを変えたが、“カジュアル
に美味しいステーキが食べられる場所を作り
たい” という創業当初からの精神は今でも健
在。ステーキはもちろんのこと、こんがりと焼
いたガーリック・フレンチ・ローフに特製のソー
スがかかった“Mikeburgers”はまた違った肉
の旨味を感じさせてくれる。

グループブランド数：4
グループ総店舗数：224店舗
（Pizza Delight 87 / Mikes 70 / 
  Scores 40 / Baton Rough 27）
http://www.imvescorweb.com

　

メニュー一例：
クラシック・マイクバーガー [Mikeburgers]
レア・ステーキ / リブ・アイ・ステーキ
店舗数：21店舗
http://www.mrmikes.ca

4. THE KEG STEAKHOUSE＆BAR
　カナダで最も知られている有名ステーキ
レストランチェーン。本格的なステーキをカ
ジュアルな雰囲気の中で堪能することがで
きるが、102ある店舗の中には高級感溢
れる店もあり、場面によっての使い分けが
できる。同店一番人気のプライム・リブ・
ステーキは10、12、そして16オンスとい
う北米感を感じるサイズのラインナップ。ボ
リュームがありながら、価格がリーズナブル
なのも嬉しいところ。

店舗数：102店舗
（KEG Restaurantのみ計算）
http://www.kegsteakhouse.com

6. Cora
　ケベックで発祥し、東海岸を中心とし
て全国で130以上の店舗を展開している
ファミリーレストランチェーン。同店は特に
ブレックファーストとブランチが人気で、
北米定番のボリューミーなエッグベネディ
クトから、シリアルやクレープといったメ
ニューまでが並ぶ。すべてのメニューには
盛りだくさんのフレッシュフルーツが添えら
れており、健康志向の人にぴったりのレ
ストラン。

メニュー一例：
ヨーグルト・ハーベスト・クランチ
Cora’ sスペシャルブレックファースト
店舗数：130店舗以上
http://www.chezcora.com

5. Mr. Mike’s Steakhouse Casual

　バンクーバー発祥の、地元食材を使用し
た創作カナダ料理が人気のダイニングチェーン。
そのオシャレな雰囲気から、特に若者からの
人気が高く、店内バーは毎夜多くの若者たち
の社交場として賑わっている。カナダの有名
シェフ、ロブ・フェニー氏考案の料理には、
まぐろのタタキなど日本料理の要素も取り入
れられている。これまではBC州とアルバータ
州のみ店舗を展開していたが、近 ト々ロント
にオンタリオ州初の店舗をオープンする予定。

　

メニュー一例：
まぐろのタタキ
鴨のバーベキュー・クラブハウス・サンド
店舗数：27店舗（トロント店を含む）
http://www.cactusclubcafe.com

8. Smitty’s Family Restaurants
　1960年創業のカナダ最大のファミリーレス
トランチェーンで、現在カナダ国内全土で
115店舗以上を展開している。人気のバター
ミルクパンケーキを始めとして、ワッフルやサ
ンドイッチ、ステーキやパスタといった幅広い
メニューを取り揃えているので、小さな子供
からお年寄りまで、世代を超えて多くの人に
愛されている。日本のファミリーレストランを
彷彿とさせるようなその雰囲気に現地の日本
人もよく訪れるというレストラン。

メニュー一例：
クラシックバターミルクパンケーキ
ローストビーフ・ダイナー
店舗数：115店舗以上
http://smittys.ca

7. CACTUS CLUB CAFÉ

　オンタリオ州を中心に、現在ではカナダ全
土へと店舗展開を続けているカナダブランド
のピザ・ファストフード・チェーン。国内には
アメリカを中心とした他国資本のピザチェー
ン店もひしめく中、愛国心の強い地元民か
らの根強い支持を受けている。価格もペペ
ロニピザがラージサイズでC$10ほどとリーズ
ナブルで、それも人気の一つ。ピザのほか
にもサンドウィッチやチキンウィングもあり、ス
ポーツ観戦のお供に最適。

　

メニュー一例：
ペペロニピザ / イタリアンサンドウィッチ
総店舗数：629店舗
（系列店“Pizza 73 Restaurant”の93店舗を除く）
http://www.pizzapizza.ca

10. BEAVERTAILS
　1978年に創業した全粒粉を使用した
ドーナツが名物のペイストリーショップ。現
在80店舗以上を国内で展開。多くのカナ
ダ人がビーバーの尾のように伸ばされたそ
のドーナツの形に親しみを感じ、カナダの
国民的シンボルの一つとしても知られており、
あのオバマ大統領も食した一品。高品質
のキャノーラ油で揚げた熱々のペーストリー
にバターとトッピングがジュワッととろけ、口
の中いっぱいに美味しさの波が広がる。

メニュー一例：
メイプルバタービーバーテイル
チョコレートヘーゼルナッツビーバーテイル
店舗数：80店舗以上
http://www.beavertailsinc.com

9. Pizza Pizza

©Beavertails

©Smitty's Family Restaurants©Cactus Club Cafe

©MR MIKES Steakhouse Casual

©Imvescor Restaurant Inc. ©The Keg Steakhouse + Bar
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現地で絶大な支持を得る、人気ローカル･レストラン
in トロント

1.Splendido Restaurant

　指定農家から仕入れる新鮮食材を使用したメ
ニューが人気の、肉料理から魚介料理、どれを注文
してもハズレのない一流レストラン。地下プライベー
トルームには1000種以上のワインが貯蔵されており、
ワイン通にも喜ばれること間違いなし。

住所：88 Harbord Street, Toronto
営業時間：火～土　5:00pm～ 10:00pm
http://www.splendido.ca

メニュー一例
・東海岸産の生カキ
　/ C$3(1個 )
・5コースメニュー（ディナー）
  / C$75
・ウィンターテイスティング 
　メニュー（ディナー）
　/ C$125

　グリークタウン内でも特に人気のギリシャレストラ
ン。スブラキ（串焼き）やカラマリ（イカのフライ、グリル）
をはじめとする定番ギリシャ料理が堪能できる。チーズ
を鉄板で揚げた “サガナキ” では、客席でフランベの圧
巻のパフォーマンスを見ることができる。
住所：407 Danforth Avenue, Toronto
営業時間：日～木　11:00am～ 10:00pm / 金・土　11:00pm～midnight
http://www.pantheonrestaurant.ca

メニュー一例
・サガナキ / C$13.95
・ポーク・スブラキ（小）
   / C$14.95 
・フィッシュケバブ・スブラキ
   / C$22.95

2.Canoe Restaurant & Bar

　トロントのレストラン代表格といわれる高級店で、
トロントで様々なコンセプトを発信し続けている
“Oliver & Bonacini Restaurants”系列店。TD Bankタワー
54階からの絶景とともにジョン・ホーンシェフによる
最高級のカナダ料理が楽しめる。
住所：66 Wellington Street West, 54th TD Bank Tower
営業時間：月～金　11:45am～2:30pm / 5:00pm～10:30pm
                 （※土・日はプライベートイベントでの使用可）
http://oliverbonacini.com/Canoe.aspx

メニュー一例
・Canoeロブスタークラブ
  ハウス（ランチ）/ C$23
・前菜（ディナー）   / C$16～
・アルバータラムのステーキ
　/ C$47

3.MiDi BISTRO

　カジュアルなフレンチレストラン。地元の人で賑わう
この店の自慢は何時間もかけて煮込んだとろける柔らか
さのラム肉。ブランチメニューも多く、キッシュやオム
レツなどをヨーロッパ産から地元オンタリオ産まで幅広
いセレクションのワインとともに優雅にいただきたい。
住所：168 McCaul Street West, Toronto
営業時間：ランチ　月～金　11:30am～3:00pm /土・日　11:00am～3:00pm　
　　　　　ディナー　月～土　5:00pm～10:00pm
http://www.midibistro.ca

メニュー一例
・ガーデンサラダ / C$6.50
・本日の前菜 / C$14.75
・ラムの煮込み / C$21.75

　エグリントン駅近くの人気イタリアン店。パスタは
オーダーを受けてからソースから作られるというこだ
わりぶり。モチモチのパスタは一度食べたら病みつき
になる美味しさで、シェアもできるのでグループでの
食事にぴったり。
住所：2372 Yonge Street, Toronto
営業時間：日～木  noon～11:00pm / 金・土  noon～11:59pm
http://toronto.grazie.ca

メニュー一例
・焼ゴートチーズのサラダ
  / C$12
・マルゲリータ / C$10
・フランセサ
  （トマトクリームパスタ）
  / C$14

4.FRED'S NOT HERE 

5.Starfish Oyster Bed & Grill

　新鮮で質の高いオイスターとおいしいシーフードを味わい
たいならココ。オーナーのパトリックさんは、ゴールウェイ国
際 オイスターフェスティバルで世界チャンピオンに輝き、1分
間に33個のカキの殻を向くというギネスブック記録保持者
で、その技を目の前で見ることができる。
住所：100 Adelaide Street East, Toronto
営業時間：日～木　noon～10:00pm / 金・土　noon～late
http://www.starfishoysterbed.com

メニュー一例
・フィッシュ＆チップス/ C$14
・P.E.I産ムール貝の白ワイン蒸し
  / C$19
・アトランティックロブスター
   の溶かしバター添え
   / C＄28 (LB)

　ポーランドの家庭料理レストラン。店は家族経
営でポーランド伝統料理の味を守り続けている。
ロールキャベツはリピーター続出の美味しさで、
日替わりスペシャルメニューやポーランドビール
なども用意されているのが嬉しい。
住所：195 Roncesvalles Avenue, Toronto
営業時間：毎日　11:00am～10:00pm
http://cafepolonez.ca

メニュー一例
・ピエロギ（6個）/ C$6.50
・ロールキャベツ / C$14.50
・ハンガリースタイル・ポテト
　のパンケーキ/ C$14.95

　ロジャースセンターなどに近い好立地ゆえ、地元の方
はもちろん観光客からも愛され続けているステーキハウ
ス。炭火焼きのステーキが自慢のこの店でぜひ試したい
のが特上リブステーキ。また、シーフードも有名で、特
に直火ロブスター・クラブスープは人気メニュー。
住所：321 King Street West, Toronto
営業時間：ランチ　火～土　11:30am～2:30pm
　　　　　ディナー　火～木・日　5:00pm～10:00pm / 金・土　5:00pm～11:00pm
http://www.fredsnothere.com

メニュー一例
・ココナッツシュリンプの
   タイソース添え/ C$8.49
・直火ロブスター・
  クラブスープ / C$9.49
・特上アンガス牛リブステーキ
　（14オンス）/ C$35.99

6.Grazie

7.Café Polonez 8.PANTHEON on the Danforth

©Splendido ©Canoe

©Café Polonez ©PANTHEON

©GRAZIE

©Fred's Not Here
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　イタリア政府公認のガイドライン（VPN）にのっとり、
本場ナポリのピザを忠実に再現するピッツェリア。
900度以上にもなる薪窯で焼かれたピザは、クリスピー
なのにモチモチ。 洗練された雰囲気の店内はカジュア
ルなデートや気の知れた友人と訪れるのにぴったり。

メニュー一例
・マルゲリータ D.O.P. / C$14
・オンタリオ産
   プロシュートのピザ / C$16
・スフィンジ(イタリアン
　スタイルドーナッツ) / C$9

9.PIZZERIA LIBERETTO

　24時間営業の韓国レストランで、同店一番の人気は
カムジャタン。豚の背骨とじゃがいもを煮込んだスープ
は、うまみがギュギュっと詰まっていて、何度でも通い
たくなる味。韓国料理ならではの数種の小皿の前菜も嬉
しいポイント。
店舗数：3店舗
住所（コリアタウン店）：700 Bloor Street West, Toronto
営業時間： 年中無休24時間

メニュー一例
・海鮮チヂミ（小）/ C$8.99
・カムジャタン / C$7.99
・冷麺 / C$8.99

メニュー一例
・トマトのクリームスープ（サイド）
    / C$3
・マイアミ・ナチョス / C$10.95
・バッファロー・ケサディージャ
   / C$9.95

10.Owl of Minerva

　毎晩行列ができるほどの人気店で、週に3日はコンサー
トイベントも開かれている店。メニューのキングス・クラウン・
ナチョスはボリュームたっぷりのナチョスで、トロントNo.1と
の呼び声も高い。レストランとして、そしてナイトスポットとし
ても利用価値が高い。
住所：431 College Street, Toronto
営業時間：月・火　11:00am～3:00am / 水・木　11:00am～4:00am
　　　　　金　11:00am～4:30am / 土　9:00am～4:30am /日　9:00am～3:00am
http://sneaky-dees.com

メニュー一例
・アボカドサラダ/ C$9.50
・ハリスコ / C$10.75
・キングス・クラウン・ナチョス
   / C$17.50

11.Sneaky Dee’s

　チーズをふんだんに使ったメニューを取り揃え
ている店。基本メニューのチージー・コンフォート・
クラシックスは、ケサディージャやナチョスなど
ベース料理に、マイアミやバッファローなどといっ
た各国都市名からイメージしたトッピングをした
もので、アジア人からの評価も高い。
住所：56 Bathurst Street, Toronto
営業時間：火～金　noon～9:00pm / 土　11:00am～9:00pm / 日　11:00am～7:00pm
www.cheesewerks.com

12.CEESEWERKS

メニュー一例
・フレンチフライ / C$2.95
・GBCバーガー / C$5.95
・ダブルチーズバーガー
   / C$9.95

　チャイナタウンに本店を置く中国料理店。中国料理
の伝統を基礎に北米スタイルの味へと工夫された飲茶
や焼きものを中心に取り揃え、店内はいつも現地の北
米人・アジア人ともに多くの人で賑わう。一皿にボリュー
ムがあるので、グループで食べに行くのがおすすめ。
店舗数：7店舗
住所（ダウンタウン・トロント店）：418 Dundas Street West, Toronto
営業時間：月～土　11:00am～midnight / 日　10:30am～midnight
http://www.asianlegend.ca

メニュー一例
・小籠湯包 / C$5.95
・鶏肉まん / C$5.95
・タオ・チキン / C$11.95

4.Asian Legend 味香村

　トロントに５店舗を構える同店では、カナダの牧場か
らの牛肉、またソースやトッピングに使う材料も地元産
の新鮮なものを使用するなどカナダ産食材にこだわった
ハンバーガーを食べることができる。自分でトッピング
を選んで注文できるというスタイルが人気の秘密。
店舗数：5店舗
住所（キプリング店）：843 Kipling Avenue, Toronto
営業時間：月～金　11:30am～ 9:00pm　土　noon～ 9:00pm　日　noon～ 8:00pm
http://thegourmetburgerco.com

1.The Gourmet Burger Co.

メニュー一例
・HEROバーガー（4オンス）
   / C$5.29
・アラスカサーモン
   フィレバーガー/ C$7.29
・イタリアンチキンデラックス
   / C$13.19

　1988年にトロント・グリークタウンからスタートし
たギリシャレストランチェーン。同店では一切MSG（う
まみ調味料）を使用せず、新鮮な厳選素材のみを使っ
た料理を提供している。地元民を中心に、大人から子
供まで幅広い支持を受けている。
店舗数：21店舗（Mr. Greek 9店舗/Mr. Greek Express 11店舗 / 季節限定店1店舗）
住所（ダンフォース通り店）：526 Danforth Avenue, Toronto
営業時間：日～水  11:00am～10:00pm / 木  11:00am～11:00pm / 金・土  11:00am～midnight
http://mrgreek.com

メニュー一例
・前菜 / C＄5～
・フィッシュパンガン
   / C＄15

3.Mr. Greek

　本物の、良質な肉を味わってもらいたいと、カナダ
西部で小規模飼育されているアンガス牛を100パーセ
ント使用したプレミアムバーガーショップを中心とす
るハンバーガーショップ。トロントを中心に54店舗を
展開している。
店舗数：54店舗
住所（ネイサン・フィリップス・スクエア店）：
100 Queen Street West, Toronto
営業時間：毎日　10:00am～10:00pm / http://www.heroburgers.com

2.HERO CERTIFIED BURGERS

チェーン展開する人気レストラン

現地で絶大な支持を得る、人気ローカル･レストランin トロント

店舗数：2店舗  
住所(ダンフォース店)：550 Danforth Avenue, Toronto
営業時間：日～木　11:30am～10:00pm / 金・土　11:30am～11:00pm
http://pizzerialibretto.com

©The Gourmet Burger Co.

©Mr. Greek

©Hero Burgers

©Asian Legend

©Sneaky Dee’s
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現地で絶大な支持を得る、人気ローカル･レストラン
in バンクーバー

1.West Restaurant + Bar

　地元新鮮食材やオーガニック野菜を使った西海岸
の創作料理で人気の店。地元誌バンクーバーマガジ
ンのベストレストラン・オブ・ザ・イヤーなど数多
くの賞を受賞。
住所：Floor 13th, 2881 Granville Street, Vancouver
営業時間：
ディナー　5:30pm～11:00pm / バー　5:30pm～midnight
週末ブランチ：10:30am～2:30pm  / ランチ　11:30am～2:30pm
http://www.westrestaurant.com

メニュー一例
・前菜 / C＄13 ～
・ワイルドBCサーモン / 
   C＄37.5
・AAAアルバータビーフ
   テンダーロイン （5オンス）/　
   C＄37.5

　自ら野菜を育て、食材廃棄部分も堆肥として活用
するなど、地球にやさしいレストランをコンセプト
とするクリス・ウィテカー・シェフが提供する、地
元の新鮮食材を使った西海岸料理のレストラン。

住所：1300 Robson Street, Vancouver (ザ・リステルホテル)
営業時間：
ブレックファスト＆ブランチ　月～金　6:30am～10:00am / 土・日　7:00am～2:00pm
ディナー　毎日　4:00pm～midnight
http://www.foragevancouver.com

メニュー一例
・ブレックファストメニュー / 
   C＄8 ～
・前菜 / C＄7 ～
・キハダマグロのニョッキ
   ボウル / C＄19

2.Chambar Restaurant

　べルギーのミシュラン三つ星レストランやロンド
ンのサボイホテルなどで修行を積んだニコ・シュー
マン・シェフが作り出すベルギーを中心としたヨー
ロピアン料理の人気店。

住所：562 Beatty Street, Vancouver
営業時間：毎日　5:00pm～midnight
http://www.chambar.com

メニュー一例
・前菜 / C＄12 ～
・鶏とロブスターのプレート /
   C＄32

3.Hawksworth Restaurant

　ヨーロッパの数々の名店で修業を積んだデービッ
ド・ホークスワース・シェフが手掛ける創作カナディ
アン料理が楽しめる。味、サービスともに高い評価
を得ている。
住所：801 West Georgia Street, Vancouver (ローズウッドホテルジョージア)
営業時間：ブレックファスト　月～金　6:30am～10:30am /土・日　7:00am～10:30am
ランチ　月～金　11:30am～2:00pm / ブランチ　土・日　10:30am～2:00pm　
ディナー　毎日　5:00pm～late
http://www.hawksworthrestaurant.com

メニュー一例
・ブレックファスト / C＄12～
・前菜 / C＄16～
・ギンダラの燻製 / C＄40

　“世界一のインド料理が食べられる名店” と名高い、
創作インド料理が楽しめる店。新鮮な地元産オーガ
ニック食材を多く使用しているため、季節によってメ
ニューが変わる。
住所：1480 W.  11th Avenue, Vancouver
営業時間：毎日　5:30pm～11:00pm
http://www.vijsrestaurant.ca

メニュー一例
・前菜 / C＄13～
・カイエン風味の地元産
   ポークとジンジャーカレーの
   プレート / C＄28.50

4.Le Crocodile 

5.Blue Water Cafe & Raw Bar

　シーフードといえばココ！と地元の人も通うレスト
ラン。カクテルバーとオイスター＆寿司バーカウン
ターがある。仕入れに合わせて毎晩メニューが変わる。

住所：1095 Hamilton Street, Vancouver
営業時間：毎日　5:00pm～1:00am
http://bluewatercafe.net

メニュー一例
・前菜 / C＄13.50 ～
・シーフードタワー / C＄78

　ニューヨークを代表するスターシェフの一人、ジャ
ン・ジョルジュシェフ・プロデュースのレストラン。
ビストロ、アウトドア・テラス、バーが楽しめ、柚子
や味噌といった和食材を使ったメニューもある。
住所：Floor 3rd , 1115 Alberni, 1128 West Georgia Street, 
          Vancouver (シャングリ・ラホテル)
営業時間：ブレックファスト　毎日　6:30am～11:00am
ブランチ　土・日　11:30am～2:30pm / ランチ　月～金　11:30am～3:00pm
ディナー　日～木　5:30pm～10:00pm / 金・土　5:30pm～10:30pm
http://www.shangri-la.com/vancouver/shangrila/dining/restaurants/market-by-jean-georges

メニュー一例
・ブレックファスト / C＄6～
・前菜 / C＄9～
・蒸しキンムツの
  味噌柚子風味 / C＄32

　伝統的なフレンチに西海岸の要素を掛け合わせた
フランス料理が人気の店。バンクーバーのベスト・
フレンチ・レストランに過去何度も選出されている。

住所：100-909 Burrard Street, Vancouver
営業時間：ランチ　月～金　11:30am～2:30pm　
　　　　　ディナー　月～木　5:30pm～10:00pm / 金・土　5:30pm～10:30pm
http://lecrocodilerestaurant.com

メニュー一例
・ランチ・黒トリュフの
   オムレツ / C＄16
・前菜 / C＄12.50～
・プライムリブに二種の
   ソースを添えて / C＄44

6.Vij’s

7.MARKET by Jean Georges 8.Forage

©Chambar Restaurant©James Stockhorst

©HAWKSWORTH RESTAURANT ©Lecrocodile

©Vij's©Blue Water Cafe & Raw Bar

©MARKET By Jean Georges ©Forage
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　スパイス、片栗粉、野菜や肉と一緒にシーフードを
茹でるというアメリカ・“ケイジャン” スタイルの料理
が人気の、バンクーバーでも珍しい店。

住所：2470 Main Street, Vancouver
営業時間：火～日　4:00pm～11:00pm
http://www.getcray.com

メニュー一例
・前菜 / C＄4～
・ケイジャン料理 / C＄12～

9.CRAY Kitchen + Bar

　2008年にバンクーバーマガジンのシェフ･オブ･ザ･イ
ヤーに選ばれたピノ・ポステラーロがシェフを務める、イ
エールタウンでも1、2の人気を争うイタリアンレストラン。

住所：1133 & 1129 Hamilton Street, Vancouver
営業時間：月～土　5:00pm～10:30pm
http://cioppinos.wordpress.com

メニュー一例
・前菜 / C＄18.95～
・AAAビーフテンダーロイン
   ステーキ / C＄40

メニュー一例
・ランチメイン /C＄9.95～
・前菜 / C＄4～
・エビカレー / C＄19

10.Cioppino's Mediterranean Grill & Enoteca

　2009年の開店以来、伝統に則した中国料理ととも
に新しい料理を提案し続ける中国料理店。バンクー
バーマガジンのベスト高級中華店をはじめとする多
くの賞に輝く。
住所：108-777 West Broadway, Vancouver
営業時間：毎日　ランチ 10:00am～3:00pm / ディナー 5:00pm～10:30pm
http://www.dynasty-restaurant.ca

メニュー一例
・前菜 / C$5～
・茄子と牛肉の炒めもの/
   C＄14

11.Dynasty Seafood Restaurant

　地元食材を活かした独特かつ伝統的なインドネシ
ア料理が人気の店。インドネシア料理特有の辛さに
対し、同店では最も辛い4つ星レベルからマイルドな
1つ星まで選ぶことが可能。
住所：3592 West 41st Avenue, Vancouver
営業時間：ランチ　月～金　11:30am～2:30pm / 土　noon～3:00pm
　　　　　ディナー　月～土　4:30pm～10:00pm
http://www.spiceislandsindonesian.com

12.Spice Islands Indonesian Restaurant

メニュー一例
・ランチスペシャル  / C＄7.95
・コース料理（2人前）/ C＄44

　北京ダックや宮廷風スパイシーロブスターが人気
の高級中華料理レストラン。高級感溢れる店内とス
タッフの丁寧なサービスが食事の味を引き立てる。

住所（ダウンタウン店）：1172 Alberni Street, Vancouver
営業時間：ランチ　月～金　11:00am～2:30pm /土・日　10:00am～2:30pm
　　　　　ディナー　毎日　5:00pm～11:30pm
http://www.kirinrestaurants.com

メニュー一例
・前菜 / C＄3.50～
・シーフード焼きそば / 
   C＄17.80
・北京ダック / C＄42.80

4.Kirin Restaurant

　伝統的なタイ料理と創作料理の両方が楽しめる、
地元紙や海外誌でも紹介される、多くのメニューが
楽しめるタパススタイルのレストラン。市内周辺で4
店舗を展開。姉妹店・Pink Elephant。
住所（ダウンタウン店）：1116 Robson Street, Vancouver
営業時間：毎日　11:30am～10:00pm
http://www.thaihouse.com

1.Thai House

メニュー一例
・アップル＆チェダーパンネンクック / C＄13
・ファーマーズパンネンクック / C＄16

　受賞歴もある人気マレーシア料理店。店内は陽気
な雰囲気で、伝統的な内装、そしてフレンドリーな
スタッフたちのサービスが心地良い。バンクーバー
市内に5店舗を持つ。
住所（ブロードウェイ店）：820 West Broadway, Vancouver
営業時間：月～木　11:30am～2:30pm、5:00pm～10:00pm
金　11:30am～ 2:30pm、5:00pm～10:30pm / 土　noon～3:00pm、5:00pm～10:30pm　
日　noon～3:00pm、5:00pm～10:00pm
http://bananaleaf-vancouver.com

メニュー一例
・前菜 /  C＄5～
・フィッシュパンガン/
   C＄15

3.Banana Leaf

　カナダで初めてオランダオリジナルの
パンネンクックが食べられる店として
1974年に創業。市内5店舗を中心にカナ
ダで23店舗を展開。
住所（西2番通り店）：410 West 2nd Avenue, Vancouver
営業時間：月～金 7:30am～3:00pm / 土・日 8:00am～3:00pm / 祝 9:00am～2:00pm
http://www.dedutch.com

2.De Dutch

チェーン展開する人気レストラン

現地で絶大な支持を得る、人気ローカル･レストランin バンクーバー

©CRAY Kitchen + Bar

©Dynasty Seafood Restaurant

©Banana Leaf

©Thai House ©De Dutch

©Spice Islands Indonesian Restaurant

©Cioppino's Mediterranean Grill 
and Enoteca
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トロントで繁盛している日本食レストラン
1. Guu

　バンクーバーの人気居酒屋・Guuのフ
ランチャイズ店。1号店を2009年にオー
プンし、トロント居酒屋のパイオニアとして
現在も毎日大勢のお客さんで賑わいを見
せる。2011年にはブロア通り西×バサー
スト通りに酒場をコンセプトとした2号店
をオープン。同店の人気No.1はカキとホ
ウレン草のガーリックマヨ焼き。

店舗数：トロント2店舗・バンクーバー6店舗
Guu Izakaya
住所：398 Church Street, Toronto
営業時間：月～金　11:30am～ 2:00pm
　　　　　　　　　5:00pm～ 11:30pm
　　　　　土・日　4:30pm～ 11:30pm
http://guu-izakaya.com

メニュー一例
・鶏のからあげ/ C$6.8
・カキとホウレン草のガーリックマヨ焼き / C$7.5
・きのことチーズのビビンバ / C$8.8

2.りょう次

　沖縄の居酒屋＆ラーメン店 “りょう
次”の初めての海外店舗。トロント店
独特のバーをイメージしたモダンな内
装が現地の人にも好評。ミミガーや
ゴーヤチャンプルーといった沖縄料理
と酒、そして博多発祥・豚骨ラーメン
店『一風堂』と提携して生み出され
たラーメンで、居酒屋としても、食事
処としても利用できる。

店舗数：1店舗
住所：690 College Street, Toronto
営業時間：月～金
11:30am～ 2:00pm / 5:00pm～midnight
土　11:30am～ 2:00pm / 5:00pm～ 1:00am
日　11:00am～ 11:00pm 
http://www.ryojiofcanada.com

メニュー一例
・ゴーヤチャンプルー / C$8
・らーめん・おとこ味（とんこつ）/ C$11
・らーめん・おんな味（しお）/ C$11

3.ざっ串

　当時カナダにはまだなかった炭火
焼き鳥をバンクーバーの地に知らしめ
た炭火焼き鳥屋・ざっ串のトロント店。
1,000度以上の火力と遠赤外線の力
で焼き上げられた、ふっくらとした肉
汁溢れる焼き鳥はトロントでも好評で、
リッチな味わいを楽しめるプレミアム串
焼きシリーズが人気。2014年2月に
は店舗地下1階に寿司屋をオープン。

店舗数：トロント1店舗・バンクーバー2店舗
ざっ串カールトン店
住所：193 Carlton Street, Toronto
営業時間：日～水　5:30pm～ 1:00am
　　　　　木～土　5:30pm～ 2:00am
http://zakkushi.com

メニュー一例
・豚トロ / C$1.8 (1串)
・厚切り牛タン/ C$4.5 (1串)
・串プレミアムセット / C$19.8

4. Fin居酒屋

　エグリントン駅近くにある大人気海
鮮居酒屋で、日本酒に合った料理や
曜日別に用意されたスペシャルプラン、
どんぶりにこだわったランチメニューな
どが好評。店内には半個室もあるので、
落ち着いて飲みたいという人にもおす
すめ。2013年には郊外の高級住宅地
オークビルに創作居酒屋料理をコンセ
プトにした2号店をオープンさせた。

メニュー一例
・えび天丼（小）（ランチ） / C$6.95
・サーモンタルタル / C$6.50 
・関西風すき焼き / C$12.50

　ウェルズリー駅近くにある、連日多く
の人で賑わい週に何度も訪れる常連
客も多い居酒屋。生ビールはもちろん、
日本酒・焼酎・ワインからカクテルまで
取り揃える同店は、お酒に合う食事メ
ニューが充実。冬の期間限定で提供
されるもつ鍋は、トロントでは珍しく本
格もつ鍋が食べられると大人気。手作
りのデザートも見逃せない。

　新鮮な海鮮と日本からのネタを使用し、
シャリの酢や海苔、わさびなど細部まで
もこだわりをもった、寿司をメインとした
日本料理店。スカボローというダウンタ
ウンから離れた立地ながらも、本場・
日本の寿司を求め訪れる人が後を絶た
ない。大将の柏原さんとその日のネタと
旬な食材の話をしながら、おまかせを
頼むのがおすすめ。

店舗数：1店舗
住所：2 Irwin Avenue, Toronto
営業時間：日・火・水　5:00pm～midnight
　　　　　木～土　5:00pm～2:30am
TEL：647-351-5128

メニュー一例
・牛のタタキ / C$5.99
・鶏のから揚げ / C$5.50
・山芋の鉄板焼き / C$6.99

店舗数：1店舗
住所：2803 Eglinton Avenue East, Scarborough
営業時間：ランチ　火～金　noon～2:30pm
　　　　　ディナー　火～土　5:30pm～9:30pm
http://www.zenjapaneserestaurant.com

メニュー一例
・まぐろにぎり寿司（2貫）/ C$6
・寄せ鍋 / C$18.50
・おまかせ寿司（一人前）/ C$45

6. IZAKAYA JU

　日系コミュニティタウン・J-Town
にある、炭火焼き鳥と日本酒にこだ
わりをもった人気の居酒屋。15種
類以上もの炭火焼き鳥から手羽餃
子、照り焼きバーガーなど創意工夫
された一品料理が盛りだくさん。大
人気ランチメニューの定番・焼き鳥
丼は、炭火の香ばしい香りと同店
特製の甘辛ダレが絶妙。

店舗数：1店舗
住所：3160 Steels Avenue East, Markham
営業時間：
火～日　noon～3:00pm / 5:30pm～10:00pm
http://izakayaju.ca

メニュー一例
・ねぎま焼き鳥 / C$2.50
・焼き鳥丼（ランチ）  / C$9
・手羽餃子 / C$7.50

　2012年末にバンクーバーからトロント
に進出した創作居酒屋料理が自慢の居
酒屋。サービスの良さとコストパフォーマ
ンに定評があり、バンクーバー同様トロ
ントでもオープン当初から大繁盛している。
また内装は、テーブルに生きている金魚
が泳いでいる水槽が埋め込まれていたり、
パチンコ台が壁に飾られていたりなど、
遊び心満載でカナダ人などローカル層か
らの評価も非常に高い。

店舗数：トロント1店舗・バンクーバー1店舗
住所：51B Winchester Street, Toronto
営業時間：毎日　5:30pm～11:30pm
http://www.kingyo-izakaya.ca

8. Jabistro

　寿司・刺身はもとより、新鮮な素
材を用いた創作料理などで、数々の
ローカル誌にも取り上げられている同
店。鮮度抜群のハリファックス産ロブ
スターを自家製ボイルしたロブスター
サンドイッチはあなたのサンドイッチの
概念を覆すに違いない。現地の人を
中心に、刺身など新鮮な魚介料理が
好評を得ている。

店舗数：1店舗
住所：222 Richmond Street West, Toronto
営業時間：ランチ 月～金 11:30am～3:00pm
　　　　　ディナー 日～木 5:00pm～11:00pm
　　　　　金・土　5:00pm～midnight
http://www.jabistro.com

店舗数：2店舗
Fin居酒屋トロント店
住所：55 Eglinton Avenue East, Toronto
営業時間：ランチ 水～金 11:30am～4:00pm　
　　　　　ディナー 月～土 5:30am～midnight　
　　　　　日　5:30pm～10:00pm
http://www.finizakaya.com

メニュー一例
・ロブスターサンドイッチ / C$20
・刺身プラッター / C$50 or 100
・炙り寿司 / C$27

5. Koyoi

9. ZEN Japanese restaurant
　オーナー自らが東京の “らーめん愉悦処・
鏡花” を経 営する町田恵一さんの元で修
行し、トロントで特製鶏白湯スープの専門
店を2013年にオープン。スープに絡まる自
家製麺と無添加でコラーゲンたっぷりの自
家製鶏ガラスープが特徴。さらに日本で18
年の キ ャ リ ア を 持 つ パ ティ シ エ が考
案した本格的な日本 のスウィーツも提供して
おり、幅広い客層を掴んでいる。
店舗数：1店舗
住所：261 Queen Street West, Toronto
営業時間：毎日　11:00am～midnight
http://www.touhenboku.ca

メニュー一例
・オリジナル唐変木らーめん / C$10.50
・Chin-Tan塩らーめん / C$10.50
・シフォンケーキ / C$5.50

10. 唐変木 TOHENBOKU RAMEN

7. 金魚居酒屋

メニュー一例
・伝説の手羽先 / C$8.60 
・“王将”のからあげ（マジックパウダー付き） / C$8.80
・本物の蟹使用のカリフォルニアロール / C$12.80

©FIN©ざっ串

©Koyoi

©Jabistro©KINGYO TORONTO
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トロントで繁盛している日本食レストラン

11. 金とんらーめん

　トロントでGuuのフランチャイズと
JaBistroを展開するKinka Familiyグルー
プのらーめんブランド。2012年5月にオー
プンして以来、オリジナルのとんこつスー
プとC$10前後でボリューム抜群、元気
な接客、オシャレなデザインなどで行列
の絶えないお店に。2014年1月にブロア
通り西沿いのコリアタウンに2号店目を
オープン。2号店はとんこつだけでなく、
鶏パイタンにも力を入れている。

店舗数：2店舗
金とんらーめん1号店
住所：51 Baldwin Street, Toronto
営業時間：日～木　11:30am～10:30pm
　　　　　金・土　11:30am～11:30pm
http://kintonramen.com

メニュー一例
・餃子 / C$3.5
・みそらーめん / C$9.8
・ちーずらーめん / C$11.8

　北海道・旭川を本店に、世界的に
店舗展開をしている “らーめん山頭火”
のカナダ2号店。豚骨ベースの優しい
味わいの白湯スープに、中太ストレー
ト麺がほどよく絡み、コリッとした歯ご
たえのキクラゲのアクセントがクセにな
る。一番のおすすめは豚のホホ肉を
使ったチャーシューの “特選とろ肉らー
めん”。バンクーバーにも店舗を持つ。

店舗数：トロント1店舗・バンクーバー1店舗
住所：91 Dundas Street East, Toronto
営業時間：毎日　11:00am～11:00pm 
http://www.santouka.co.jp

メニュー一例
・しおらーめん / C$10.95
・とろ肉しおらーめん / C$15.90
・山頭火手作り餃子 / C$5.50 (5個)

13.雷神 ramen RAIJIN

　ざっ串グループが運営するラーメン
店で、スープは大きく鶏ガラと鶏白湯
の2種が用意されている。同店の鶏
白湯スープは、思わず乳製品を使っ
ているのかと尋ねたくなるほどクリー
ミーで濃厚。大学も近く、学生を中
心にとんこつ系か鶏系か選べるラー
メンとこだわり丼飯のガッツリお得な
ランチコンボが大好評。

店舗数：1店舗
住所：3 Gerrard Street, Toronto
営業時間：日～木　11:30am～11:00pm
　　　　　金・土　11:30am～midnight
http://www.ramenraijin.com

メニュー一例
・濃厚とんこつ塩ラーメン / C$9.50
・鶏パイタン塩ラーメン / C$9.50
・ランチコンボ / C$11.95

14.葉っぱ hapa Izakaya

　2003年創業の居酒屋で、ボナペティ
マガジンの北米トップ5居酒屋などに
も選出された同店がバンクーバーから
トロントへと進出。店内にはモダンな
雰囲気が漂い、地元のお客さんの姿
が多く見られる。新鮮な魚介類を使っ
たメニューが絶品。2号店は、リッツ
カールトンホテル内にバーをオープンし
ている。

メニュー一例
・刺身サラダ（小）  / C$9.99
・まぐろのカルパッチョ / C$9.99
・スパイシーポーク石焼 / C$9.99

　ニューヨーク拠点の有名レストラン
チェーン・Momofukuのヌードルレスト
ランで、セレブリティ・シェフ考案ラーメ
ンのほか、フライドチキンやバン（饅頭）
などがあり、どれもシェアをコンセプトと
している。建物3階まで同系列店から
なり、バーラウンジやクッキー・パイ専
門店、アラカルト中心ダイニングやコー
スメニューに重きを置くダイニングがある。

　大手ステーキレストランチェーン“The 
Keg”と運営会社を同じくする日本食レス
トラン。常時60種近くの日本酒を取り揃え、
食事メニューも日本酒に合うように趣向
が凝らされたものばかり。オンタリオ初に
して唯一の日本酒ソムリエであるヘッド
酒ソムリエのマイケル・トレンブレーさん
と熱く語らうことができるのも同店ならで
はの楽しみの一つ。

店舗数：1店舗
住所：Ground Fl 190 University Avenue, Toronto
営業時間：毎日　11:30am～3:00pm
　　　　　　　　5:00pm～11:00pm
http://momofuku.com

メニュー一例
・チキンウィング / C$10.50 
・ポーク・バン / C$4.50
・醤油ラーメン / C$13

店舗数：トロント1店舗・カルガリー1店舗
住所：181 Bay Street, Brookfield Place, Toronto
営業時間：ランチ 月～金 11:30am～4:00pm
　　　　　ディナー 月～土 4:00pm～11:00pm
　　　　　カクテルバー 月～土 4:00pm～1:00am
http://www.kijapanese.com

メニュー一例
・はまち＋ハラペーニョ / C$15
・クリーミー味噌チャウダーのトリュフオイルと
   蓮根添え / C$8
・プレミアム・サケ・フライト / C$24

　エトビコークにある鮨店。メニューに
アラカルトはなく、その日入った食材に
合わせてシェフが作るフルコースを選ぶ
のが同店のスタイル。カウンター席を予
約して目の前で職人の匠技を眺めなが
ら料理を待つのは至福の時間。記念
日の人には大根や人参などを用いてお
花を作ってくれることもあり、心配り溢
れるサービスが同店の人気理由の一つ。

店舗数：1店舗
住所：860 The Queensway, Etobicoke
営業時間：水～日　6:00pm～9:00pm
http://www.sushikaji.com

メニュー一例
・WAZA （コースメニュー） / C$100
・TAKUMI （コースメニュー） / C$120

　25年以上続く老舗割烹料理屋。現
地の人や観光客、ビジネスマンなど多
くの人に知られている。店内に入ると
着物姿の店員がお出迎え。寿司カウ
ンターや炉端バーでは目の前で熟練の
技を見ることができる。伝統的日本料
理から、同店が発祥の “寿司ピザ”
といった創作料理まで、幅広いメニュー
で訪れる人々の舌を楽しませている。

店舗数：1店舗
住所：55 Adelaide East, Toronto
営業時間：ランチ 月～金 11:45am～2:30pm
　　　　　ディナー 月～土 5:30pm～10:30pm
http://namirestaurant.ca

　オズグッド駅から徒歩一分、ヒルトン、
シェラトンホテルすぐそばのダウンタウ
ン中心部でリーズナブルな価格と140
席の店内が自慢の居酒屋。ベイ通り
×アデレード通り西の地下街に寿司
屋の系列店をもつ。お酒の進むマグ
ロのカルパッチョなどの他、チーズビ
ビンバなど丼ものや寿司メニューも豊
富に取り揃えている。

店舗数：2店舗
NINKI IZAKAYA
住所：133 Richmond Street West, Toronto
営業時間：月～金　11:30am～10:00pm
　　　　　土　noon～9:00pm
http://www.ninki.ca

店舗数：トロント2店舗・バンクーバー4店舗
葉っぱトロント店
住所：602 College Street, Toronto
営業時間：月～日　5:30pm～12:30am
http://hapaizakaya.com

メニュー一例
・BENTO BOX A（ランチ） / C$13
・まぐろのカルパッチョ / C$12
・具が選べるチーズビビンバ / C$12

15.Momofuku Noodle Bar

19. ki modern Japanese + bar
　スタイリッシュでモダンな寿司レストラ
ンをコンセプトに2003年にオープンした
同店は独創的なメニューが特徴で、そ
れでいてクラシックな日本の魅力もバラ
ンスよく残している。寿司、プレートメ
ニュー、デザートのどれもが個性豊かな
ものばかりで、カクテルには日本酒を使っ
た『saketini』があったりと、アルコー
ルの種類も豊富。
店舗数：2店舗
Browfish Restaurant and Sake bar on King
住所：668 King Street West, Toronto
営業時間：毎日5:30pm～
（ラストオーダー 日～火10:00pm/ 水・木11:00pm
  / 金・土11:30pm）　　
http://www.blowfishrestaurant.com

メニュー一例
・寿司（鮪、鯛） / 各C$9 (２貫)
・クルマエビの天ぷら  / C$9 (3尾)
・はまちのオイル焼き / C$22

20. Blowfish Restaurant and Sake bar

メニュー一例
・ひらめの薄造り / C$16
・寿司ピザ / C$12.50
・炉端ディナー（2人分）/ C$80

12.らーめん山頭火

16.Sushi KAJI Restaurant 17.波レストラン 18.NINKI Japanese Cuisine&Bar

©ki modern Japanese＋bar 

©NAMI Restaurant

©momofuku

©Sushi Kaji Restaurant

©雷神 ©Hapa Izakaya Toronto

©Kinton Ramen

©NINKI Japanese Cuisine & Bar
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1.北の家 Guu

　1993年にオープン、バンクーバー
初の居酒屋としてカナダの居酒屋
ブームを作り出した店。日本の居酒
屋を彷彿とさせる、活気に満ちた賑
やかな雰囲気がカナディアンを中心
に大人気。現在はバンクーバーでコ
ンセプトの異なる6店舗を展開。2009
年12月にトロントにフランチャイズ
１号店をオープンさせた。

店舗数：バンクーバー6店舗
　　　　トロント2店舗(フランチャイズ）
Guu オリジナル店
住所：838 Thurlow Street, Vancouver
営業時間：ランチ 月～土 11:40am～1:40pm
　　　　　ディナー 月～土 5:30am～12:30am
　　　　　日　5:30pm～midnight
http://guu-izakaya.com

メニュー一例
・さばの塩焼き（ランチボックス） / C$7.90
・たこ焼き / C$4.50
・ネギトロ丼 / C$7.80

2.金魚居酒屋

　日本の味わいとともに非日常空間
を演出するテーマパークのような雰
囲気で、現地の人から熱い支持を受
けている居酒屋。甘エビの刺身を食
べた後には殻をフライにしてくれる
など、細やかで粋なサービスがお客
さんの心をくすぐる。グループ店に
“ラジオ”、“スイカ” がある。トロ
ントにも1店舗を持つ。

店舗数：バンクーバー1店舗・トロント1店舗
住所：871Denman Street, Vancouver
営業時間：日～木　11:30am～2:45pm
　　　　　　　　　5:30pm～11:30pm　
　　　　　金・土　11:30am～3:00pm
　　　　　　　　　5:30pm～1:00am
http://www.kingyo-izakaya.ca

メニュー一例
・甘エビの刺身 / C$9.80
・熟石天焼　石焼牛タン / C$7.80
・ぷりぷり海老で俺のエビマヨ / C$8.80

3.葉っぱ hapa Izakaya

　2003年創業の創作居酒屋。ボナペ
ティマガジンの北米トップ5居酒屋など
にも選出されている。店内にはモダン
な雰囲気が漂い、地元のお客さんの姿
が多く見られる。新鮮な魚介類を使っ
たメニューが絶品。2012年にはトロント
に1号店をオープンさせ、客層のほとん
どはバンクーバー同様、カナディアンな
どのローカル層で賑わっている。

店舗数：バンクーバー4店舗・トロント2店舗
葉っぱロブソン店
住所：1479 Robson Street, Vancouver
営業時間：毎日　5:30pm～late
http://hapaizakaya.com

メニュー一例
・刺身サラダ（小） / C$9.99
・まぐろのカルパッチョ / C$9.99
・スパイシーポーク石焼 / CD$9.99

4.ざっ串

　当時カナダにはまだなかった炭火焼
き鳥をバンクーバーの地に知らしめた
炭火焼き鳥屋。1,000度以上の火力と
遠赤外線の力で焼き上げられたふっく
らとした肉汁溢れる焼き鳥が評判で、
リッチな味わいを楽しめるプレミアム串
焼きシリーズも用意されている。串焼き
の他、刺身などメニューも豊富。トロ
ントにも1店舗を持つ。
メニュー一例
・ざっ串セット /  C$9.20
・プレミアムセット / C$20.80
・サーモンとアボカドのカルパッチョ / C$7.20

　炙りスタイルをメインとしたハイエンド
和食レストラン。2008年のオープン以
来大盛況で、2013年には前店舗比
1.5倍の広さの、海を望むロケーション
へと移転。すし屋や海鮮和食店を経
営する宮崎県の虎コーポレーションの
系列店であり、炙りに加え地元産魚介
類を使った料理がおすすめ。姉妹店
にMinami Restaurantがある。

　1976年創業の250席以上を持つバン
クーバー最大の老舗和食レストラン。バ
ンクーバー五輪時に開発した“真央ロール”
は浅田真央選手公認で、今も同店の人
気メニューの一つ。北米最大の寿司カウ
ンターに個室やカラオケ設備、座敷席で
の炉端焼きなども魅力。同グループは
BC州で5店舗の店を展開している。

店舗数：1店舗
住所：70-200 Granville Street, 
Granville Square, Vancouver
営業時間：月～土　11:30am～midnight
　　　　　日　11:30am～11:00pm
http://www.mikurestaurant.com

メニュー一例
・Aburi （すしランチ） / C$20
・海藻サラダ / C$12
・プレミアムすしプレート（ディナー）  / C$26

店舗数：5店舗
住所：211-1030 W. Georgia Street, Vancouver
営業時間：ランチ　月～金  11:30am～2:00pm
　　　　　　　　　土・日  12:00pm～2:00pm
　　　　　ディナー  日～木　5:00pm～10:00pm
　　　　　　　　  金・土　5:00pm～10:30pm
カラオケバーラウンジ　火～土　9:30pm～Late night　
http://www.kameiroyale.com

メニュー一例
・ランチ / C＄9.50～
・オイスター盛り合わせ / C＄12.95 (6ピース)
・すき焼き（レギュラー）/ C＄28.50

6. Minami Restaurant

　炙りスタイルをメインにしたハイエ
ンド和食レストランで、ウォーターフロ
ント駅近くにあるMiku Restaurant
の姉妹店。定番の炙りや魚介料理
はもちろんのこと、肉料理や麺料理
もぜひ試していただきたい。美しく盛
り付けられたプレートや日本人画家
による壁画が特徴の内装が、非日常
的な上質空間を演出している。

店舗数：1店舗
住所:1118 Mainland Street Vancouver
営業時間：月～金　11:30am～11:00pm
　　　　　土・日　11:30am～3:00pm
　　　　　　　　　5:00pm～11:00pm
http://minamirestaurant.com

メニュー一例
・炙りすしサンプラー / C$21
・Minamiガーデンプレート（ディナー） / C$14
・炙りリブ・アイ・ステーキ&ワイルドマッシュルーム
   のキャセロール（ディナー）/ C$33

　北海道・旭川を本店に、世界的
に店舗展開をしている “らーめん山頭
火” のカナダ1号店。豚骨ベースの
優しい味わいの白湯スープに、中太
ストレート麺がほどよく絡み、コリッと
した歯ごたえのキクラゲがほど良いア
クセントを添える。2010年の開店以来、
お昼時など常に行列の絶えない人気
店。トロントにも1店舗を持つ。

店舗数：バンクーバー1店舗・トロント1店舗
住所：1690 Robson Street, Vancouver
営業時間：11:00am～11:00pm
http://www.santouka.co.jp

8.すぱげっ亭

　青森の老舗和風スパゲティレストラ
ンの初海外店舗。本店の森本シェフ
直伝のソースをベースに、しょうゆや
みそといった日本の伝統調味料と新
鮮な食材をふんだんに使って日本的
な味わいのスパゲティをバンクーバー
の人たちに提供している。人気はミー
トソースと明太子系。ファミリー層を中
心に人気を集める。

店舗数：1店舗
住所：1741 Robson Street, Vancouver
営業時間：
月～金 11:45am～3:00pm / 5:30pm～10:00pm
土・日 11:45am～ 10:00pm
http://spaghetei.com

店舗数：バンクーバー2店舗・トロント1店舗
ざっ串デンマン店　
住所：823Denman Street, Vancouver
営業時間：日～木　5:30pm～1:00am
　　　　　金・土　5:30pm～2:00am
http://zakkushi.com

メニュー一例
・ミートソース / C$11
・いか明太子 / C$13
・サラダススパゲティ / C$11

5. Miku Restaurant

9. Kamei Royal Japanese
    Restaurant 　近年日本でも大ブームとなっている鶏

白湯らーめんの元祖 “らーめんまる玉”
のカナダ1号店。世界中で食されてい
る鶏と塩に着目して生まれた鶏白湯スー
プは、現地食材で作ることができるの
が特徴的で、同店ではほぼ海苔以外す
べて現地の食材を使用している。基本
のまる玉らーめんにお好みのトッピング
を乗せるというのが同店の基本。

店舗数：1店舗
住所：778 Bidwell Street, Vancouver
営業時間：毎日　11:00am～11:00pm
http://japanesenoodle.com

メニュー一例
・まる玉らーめん / C$9.25
・まる玉・全部らーめん / C$18
・チャーシューご飯 / C$4.75

10.らーめんまる玉

7. らーめん山頭火

メニュー一例
・ゴロ肉餃子 / C$5.50
・しおらーめん / C$9.95
・特選とろ肉しおらーめん / C$14.95

©hapa Izakaya

©Kamei Royal Japanese Restaurant

©Ramen Santouka

©Zakkushi on Denman

©KINGYO IZAKAYA

©北の家Guu

バンクーバーで繁盛している日本食レストラン
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バンクーバーで繁盛している日本食レストラン

11. Tojo’s Restaurant

　1988年創業の老舗日本食レストラ
ン。東条秀和シェフはカリフォルニア
ロールの生みの親と言われ、バンクー
バーだけでなく世界中でその名が知ら
れており、各界著名人やハリウッドス
ターたちがこぞって通い詰める名店。
地元で獲れた新鮮な魚介類とオーガ
ニック野菜を使い、日本料理の伝統
と新たな調理法を融合した独創的な
料理が提供されている。

店舗数：1店舗
住所：777 W Broadway, Vancouver
営業時間：月～土　5:00pm～11:00pm
http://www.tojos.com

メニュー一例
・おまかせコース / C＄80 ～
・前菜 / C＄8 ～
・にぎりの盛り合わせ / C＄34

　BC州のローカル食材を使ったモダ
ンな日本食が味わえる店。京都で生ま
れ育ったシェフが、懐石料理などの日
本伝統の調理法とBC州の良質な地
元食材の絶妙なハーモニーを織り成す
創作料理が人気。アルコールの種類も
充実で、地元BC州を含め世界各国
から集められたワインや日本酒らととも
に、こだわりの寿司や居酒屋メニュー
を楽しみたい。

店舗数：1店舗
住所：2775 West 16th Avenue, Vancouver
営業時間：火～日　5:00pm～10:00pm
http://zestjapanese.com

メニュー一例
・前菜 / C＄5～
・ワイルドサーモンの味噌漬け焼き / C＄16
・厳選刺身4種のオリジナルソース添え / C＄29

13. JAPADOG

　北米文化であるホットドッグに日本
の味をプラスしたその斬新な発想で、
バンクーバーの新たな代名詞の一つ
に加わった和風ホットドッグスタンド・
JAPADOG。大根おろしやテリヤキ
ソースなど日本の素材をトッピングに
使う。独創的なメニューが多いなか、
一番人気はオープンから変わらずの
“テリマヨ”。

店舗数：7店舗
バラード＆スミス通りスタンド
営業時間：日～木　11:30am～11:00pm
　　　　　金・土　11:00am～1:00am
http://www.japadog.com

メニュー一例
・黒豚テリマヨ / C$7.25
・おろし / C$5.25
・神戸スペシャル / C$6.25

14. Gyu-Kaku 牛角

　今やアメリカ・アジアでも大人気の、
日本式焼肉が味わえる “牛角 “のバン
クーバー店。バンクーバーに日本食は
数あれど、日本式焼肉が味わえる店と
なるととても貴重で、日本ならではの
味を求める多くの人たちが通い詰める。
コースメニューや平日ランチ、週末ブラ
ンチメニューなども用意され、さらに月
曜日のハッピーアワーでは通常よりもお
得に食事ができる。
メニュー一例
・前菜 / C＄2.45～
・ハラミ / C＄8.95
・すき焼きビビンバ / C＄7.95 

　連日オープンから行列のできる、
餃子と日本料理の人気店。店名に
もなっている餃子は6種類あり、こ
の餃子を肴にビールを飲み干すのは
至高の一時。そのほか串焼きやお
でん、丼ものなどの居酒屋メニュー
を手頃な値段で提供している。数
量限定の “えびマヨ” はリピーター
も多い大人気の商品。

　どんぶりとラーメン、すしロール
を提供するファストフード店。その
味もさることながら、ボリュームと
値段の手ごろさが学生を中心に多く
の人気を集めている。近くにある日
本製品を扱うコンビニエンスストア
“みんなのコンビニ屋” では同店のど
んぶり弁当が購入可能。その他デリ
バリーも行っている。

店舗数：1店舗
住所：1508 Robson Street, Vancouver
営業時間：ランチ 月～金 11:30am～2:30pm
　　　　　ディナー 月～木 5:30pm～1:00am
　　　　　　　　 金 5:30pm～1:30am
　　　　　　　　 土 6:30pm～1:30am
　　　　　　　　  日 6pm～ 11:30pm
　　　　　（定休日：毎月第2水曜日）
http://gyokingroup.com

メニュー一例
・元祖餃子/ C＄4.95（6個）
・えびマヨ / C＄5.75
・まぐろ漬け丼 / C＄7.25

店舗数：１店舗
住所：1329 Robson Street, Vancouver
営業時間：月～土　11:00am～11:00pm
　　　　　日　11:00am～9:00pm
TEL：604-568-6066

メニュー一例
・焼肉丼 / C＄6.50
・照り焼きラーメン / C＄6.50
・カリフォルニアロール / C＄2.50

　日本人が昔から慣れ親しんでいる
ラーメンを気軽に食べられるようにとの
思いから1999年にオープンしたバン
クーバーの老舗らーめん店。近年続々
とらーめん店が出店するようになってか
らも、変わらず大人気。とんこつのあ
わせスープが特徴で、こってり好きには
たまらない味。スープは “こってり” “ふ
つう” “あっさり” から選択可能。

店舗数：1店舗
住所：788 Denman Street, Vancouver
営業時間：火～日　noon～11:00pm
TEL：604-682-7568

　ロサンゼルス発祥の人気ラーメン
店・JINYAのバンクーバー店。こって
りでありながら、最後まで飲み干したく
なる飲みやすい豚骨スープにリピー
ターが急増中。一番人気はガーリック
オイルとチップの入った “JINYA 豚骨
ブラック”で、“ベジタブルスープラーメン”
のスープは肉を一切使用せず、野菜の
みで作られたもので、トッピングにも色
とりどりの野菜を使用。

店舗数：1店舗
住所：270 Robson Street, Vancouver
営業時間：月～木　11:00am～10:30pm
　　　　　金　11:00am～11:00pm
　　　　　土　11:30am～11:00pm
　　　　　日　11:30am～9:00pm
http://www.jinya-ramenbar.com

　天ぷらや天丼が手頃な値段で食べ
られるファストフード店。揚げたてのえ
び天ぷら4匹と野菜天ぷらが乗った
ボリュームたっぷりの天丼のほか、カ
ツカレーやたこ焼きなども。ランチス
ペシャルでは寿司・サラダがよりどり
2パックC$5、ミニどんぶりがC$3.95
とお得。ディナーのみの生姜焼き定食
はボリューム満点で幅広い層の固定
客で賑わう。

店舗数：1店舗
住所：388 Robson Street, Vancouver
営業時間：月～金　11:30am～9:00pm
　　　　　土日祝　11:30am～8:00pm
TEL：604-689-9938

店舗数：1店舗
住所：G3-888 Nelson Street, Vancouver
営業時間：ランチ　  毎日 11:30am～4:00pm
　　　　　ディナー　日～木 4:00pm～10:30pm
　　　　　　　　　金・土 4:00pm～11:30pm　
http://www.gyu-kaku.com/cn/vancouver.htm

メニュー一例
・天丼 / C＄7.45
・照り焼きチキン丼 / C＄6.75
・生姜焼き定食（ディナー）/ C＄10.75

15. Gyoza King 餃王

19. Donburi-ya どんぶりや
　2008年オープンのオシャレな雰囲気
の和風ダイニング居酒屋。BC州のセレ
クトワインや数十種に上る日本酒の取り
揃えが魅力。おつまみサイズの料理もあ
るので、2次会会場としてももうってつけ。
ランチには唐揚げ南蛮定食などのメ
ニューがC$8 ～とお財布にも優しく、気
軽に美味しい日本食が食べられると好評。
『Zest』姉妹店。

店舗数：１店舗
住所：833 Granville Street, Vancouver
営業時間：月～木 11:45am～11:00pm / 金 11:45am～12:00am 
　　　　　土 12:00pm～12:00am / 日 12:00pm～11:00pm
http://shuraku.net

メニュー一例
・ランチ / C＄8～
・前菜 / C＄3.95～
・刺身5種盛り合わせ / C＄24

20. Shuraku 酒楽

メニュー一例
・JINYA豚骨ブラック / C＄11.25
・ベジタブルスープラーメン / C$9.55
・ギョーザ / C＄4.25（6個）

12. Zest

16.金太郎らあめん 17.陣屋 Ramen JINYA 18. Ebi-Ten 

メニュー一例
・ギョーザ（5個）/ C＄3.75
・しょうゆらーめん / C＄7.25
・野菜らーめん / C＄8.25

©Ebi Ten

©Shuraku

©JINYA Ramen Bar

©TOJO's Restaurant ©Zest
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カナダ全国・地域スーパーマーケットチェーン

1.Loblaw Companies Limited
　カナダ最大のスーパーマーケットであり、食品のほか、ドラッグストアや日用品、金融商品・サービス
も扱う。グループブランドの一つ、『Loblaws』では高い品質の厳選食材を取り揃え、『Superstore』
や『nofrills』では手頃な値段で商品を提供し、グループブランド内で幅広いターゲット層に対応。国
内で1,000店舗以上を展開、毎週およそ1,400万人が同グループストアを利用しているという。
『President’ s Choice』や『No Name』といったプライベートブランドを持つ。

本社所在地：カナダ / オンタリオ州
年間総売り上げ：316億400万カナダドル（2012年度/ホームページより）
純利益：6億5,000万カナダドル（2012年度/ホームページより）
店舗数：580直営店/ 473フランチャイズ店（2013年現在/ホームページより）
グループブランド数：22（2013年現在/ホームページより）
http://www.loblaw.ca

Information

　カナダ国内10の州にまたがり、1,500以上の店舗を展開するスーパーマーケット。2013年には
米国第2位のスーパーマーケットである『SAFEWAY』のカナダエリア権を取得。そのほか
『Sobeys』や『THRIFTY FOODS』に『IGA』や『IGA extra』、手 頃 な 値 段 の『FRESH CO.』
『FOODLAND』『Price Chopper』などの代表的ブランドを持つ。

本社所在地：カナダ / ノバスコシア州
店舗数：1795店舗
年間総売り上げ：176億1,270万カナダドル（2013年/ホームページより）
純利益：3億6,730万カナダドル（2013年/ホームページより）
グループブランド数：15
http://www.sobeyscorporate.com

Information

2.Sobeys Inc.

　日本でも人気のメンバーシップ制巨大倉庫型店。エグゼクティブ、ビジネス、ゴールドスター
のグレード別メンバーシップに加入し、食品から家具類、スポーツ用品に至るまで、幅広く用
意された商品を卸売価格で購入することができる。卸売のため低価格での大量購入が可能で、
一般家庭の消費者のみならず、レストランなどの自営業者の人なども頻繁に利用している。全
世界に648の店舗を持つ。

本社所在地：米国 / ワシントン州
店舗数：87店舗（カナダ国内のみ計算）
年間総売り上げ：1028億7,000万米ドル（2013年/ホームページより）
http://www.costco.ca

Information

4.Costco

　米国・カナダ・英国の3国で計200店舗以上を展開するナチュラル・オーガニック・スーパーマーケット。
オーガニック食品をはじめ、輸入食品やヘルスケア、コスメなども扱っていて、プライベートブランドの
『365』の人気も高い。また、オーガニック食材を使ったデリには温かなスープもあり、バランスの良い食
事がとれる。エコバックがかわいいことでも有名で、お土産に購入する人も多い。

本社所在地：米国 / テキサス州
店舗数：8店舗（カナダ国内のみ計算）
年間総売り上げ：130億米ドル（2013年/ホームページより）
http://www.wholefoodsmarket.com

Information

3.Whole Foods Market

©Costco Wholesale Canada

全国スーパーマーケットチェーン
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カナダ全国・地域スーパーマーケットチェーン

西部スーパーマーケットチェーン

全国スーパーマーケットチェーン

　1993年にBC州で創業した中華系スーパーマーケット。他店では手に入らないようなユニー
クなアジア系食材を取り揃え、売り場を巡るとまるでアジア各国を旅行しているかのような気
分になる。鮮魚コーナーにはカナダでは珍しいいけすもあり、アジア人を中心に新鮮な魚を求
める多くの人で賑わう。自家製パンや総菜も美味。2009年よりLoblaw Companies Limited.
の経営傘下となった。

本社所在地：カナダ/ ブリティッシュ・コロンビア州
店舗数：22店舗
http://www.tnt-supermarket.com

Information

　1982年に米国・ニューヨークに1号店をオープンし、現在米国・カナダで42店舗を展開してい
る韓国系スーパーマーケット。BC州に4店舗、トロントに3店舗を持つ。少しでも新鮮な食材を
提供したいとの思いから農家や魚市場との直接交渉をするなど手間暇をかけながらも、手頃な値
段で消費者に提供している。韓国系食材の他、惣菜類も取り揃えている。

本社所在地：米国 / ニュージャージー州
店舗数：49店舗（米国42店舗・カナダ7店舗）
総資産：非公開
http://www.hmart.com（BC州H Mart HP：http://www.hmart.ca）

Information

6.H Mart

　オンタリオ州とケベック州で薬局・食品業界を展開するMetro Inc.。食品業界ではスーパーマー
ケットの『metro』『metro PLUS』、ディスカウントストアの『Super C』『food Basics』を展開。
なかでも駅や商業施設内に店舗を構える『metro』や郊外に比較的大きな店舗を持つ『food 
Basics』の人気が高い。『Irresistibles』と『Selection』の2つのプライベートブランドを持ち、低
価格で質の良い商品を提供している。

本社所在地：カナダ / ケベック州
店舗数：フードストア 566店舗  / 薬局 257店舗（ケベック州とオンタリオ州）
年間総売り上げ：114億280万カナダドル（2013年 / ホームページより）
グループブランド数：8（食品関連のみは4）
http://corpo.metro.ca

Information

8. Metro Inc.

　自動車リース事業から始まったJim Pattison Groupは食品・飲料関連事業でもカナダ西部にお
いて存在感を放っている。なかでも『Save on foods』は値段も手頃で、さらに会員カードを作れ
ば大幅な割引となるため、少し遠くても買い物に行くという人は絶えない。また、『NESTERS 
MARKET』は若干高めの価格設定ながらも頻繁にセールが行われるため、地元の人がよく利用
するスーパーマーケット。サンドイッチやキッシュなどお惣菜の人気も高い。

本社所在地：カナダ / ブリティッシュ・コロンビア州
店舗数：473店舗（グループ事業全体）
　　　　　※Save on foods 70店舗NESTERS MARKET 10店舗
グループブランド数：46（そのうち、食品・飲料関連17、スーパーマーケット5）
年間総売り上げ：75億カナダドル（グループ全体。2013年/ホームページより）
http://www.jimpattison.com

Information

5. 大統華T&T Supermarket

7. Jim Pattison Group

東部スーパーマーケットチェーン

©Save-On-Foods

©H Mart

©T&T Supermarket
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　日系コミュニティタウン・J-TOWN内
にある日本食材スーパーマーケット。同
店では日本のお菓子や調味料、冷凍食品
や野菜を中心に置いており、同一建物内
には肉屋や魚屋、ベーカリーもある。ま
た同様に化粧品店やブティックなどで日
用品も揃えることができる。手作り豆腐
から作る厚揚げなどのお惣菜やお弁当類
も人気で、自家製ゆえトロントでも珍し
いおからが手に入る場所でもある。

　1803年のオープン以来、トロント市民の台
所として栄えてきた市営市場。マーケットは
ノースとサウスに分かれており、初代市庁舎
を利用した趣あるレンガ造りのサウスマー
ケットでは120もの店舗が軒を連ねる。1階
には肉や魚、野菜といった生鮮食品やデリや
レストランが立ち並び、地下にはお土産屋さ
んや問屋さんがあり、お土産選びの場所とし
ても利用価値が高い。ノースマーケットでは

毎週土曜日にファーマーズマーケットが行われ、日曜日にはアンティーク市も開か
れる。何度行っても新たな魅力を発見することができるトロントの名所。

　700以上のオーガニック商品を扱うスーパーマー
ケット。生鮮食品に保存食、グルテンフリーのパ
ンに雑穀やナッツ類の量り売りコーナーの他、ナ
チュラルコスメやボディケア用品も取り扱ってい
る。店内にはベジタリアンカフェもあり、買い物
に加え食事をすることも可能。ベジタリアンでは
ないという人も、量り売りのお惣菜を試してみる
のも良いだろう。同店はCo-opで、セクション毎

それぞれのエキスパートが環境に良い商品を常に意識しながら厳選した商品が並ぶ。
同店は『Carrot Common』と呼ばれるコミュニティモールのなかにあり、サプリメン
トの豊富な薬局やジュースバーなどにも気軽に立ち寄ることができる。

地域密着型の高級スーパーマーケット/
日系・アジア系スーパーマーケット/市場
トロント

1.Pusateri’s

店舗数：3店舗
住所（アベニュー通り店）：1539 Avenue Road, Toronto
営業時間：月～水　8:00am～8:00pm / 木・金　8:00am～9:00pm
　　　　　土　8:00am～7:00pm
http://pusateris.com

Information

　トロントの人たちに、これまでにないほ
どの良質な食品を提供したいとの思いから、
1986年に創業したプレミアムセレクトマー
ケット。その日獲れたばかりの新鮮な魚を
はじめとする選び抜かれた生鮮食品や食材、
調味料の他、ペイストリーに世界中から集
められたチーズ、デリなどヨーロピアンマー
ケットが店内に広がる。チョコレートバー
やオリーブオイルバーもあり、自分好みの

味と出会える場所ともなっている。栄養士とコラボレーションし、毎月テーマを
変えてディスプレイされる健康食品が健康的生活を後押しする。

2.The Big Carrot

住所：348 Danforth Avenue, Toronto
営業時間：月～金　9:00am～9:00pm / 土　9:00am～8:00pm
　　　　　日　11:00am～6:00pm
http://thebigcarrot.ca

Information

　トロント近辺最大規模の韓国系スー
パーマーケット。1号店はTTCバスで行
くことができ、トロント北部の場所にあ
る。韓国系の商品を中心に取り揃えなが
ら も、内 装 は『Loblaws』や『Sobeys』
といったカナダのスーパーマーケットと
同じ雰囲気がある。本店であるソーンヒ
ル店は年中無休の24時間営業で、いつで
もアジア系食材が手に入ると、郊外に位

置しながらも多くの人が買い物に訪れる。精肉では薄切り肉など日本食に
使いやすいよう切り方をリクエストできる。

3.ST. LAWRENCE MARKET

住所：92 ‒ 95 Front Street East, Toronto
営業時間：サウスマーケット…火～木　8:00am～6:00pm
　　　　　金　8:00am～7:00pm / 土　5:00am～5:00pm
　　　　　   ノースマーケット（ファーマーズマーケット）土　5:00am～3:00pm
　　　　　アンティーク市   日　dawn～5:00pm
http://www.stlawrencemarket.com

Information

6. 平成マート

店舗数：1店舗
住所：3160 Steels Avenue East, Markham
営業時間：火～土　10:00am～7:00pm / 日　11:00am～6:00pm
http://www.jtown.ca

Information

　チャイナタウンから少し南西に下った場
所にある日本食材スーパーマーケット。
1968年のオープン以来、出来るだけ日本の
味を味わってもらおうと、日本品種の野菜
を多く取り揃えるなどこだわりを持つ。ま
た海外でも人気の高い、寿司を作るのに必
要な材料や用具も取り揃えているので、日
常の食卓、ホームパーティなどでも活躍す
ること間違いなし。陶器や食器類も置いて
あるので、日本的なギフトを贈るのにも。

5. サンコー商店

店舗数：1店舗
住所：730 Queen Street West, Toronto
営業時間：月・水～土　10:00am～7:00pm / 日　11:00am～6:00pm
http://www.toronto-sanko.com

Information

4.Galleria Supermarket

店舗数：2店舗
住所（ソーンヒル店） ：7040 Yonge Street, Thornhill
営業時間：年中無休24時間
http://www.galleriasm.com

Information

　トロントに住む日本人の間で一番有名な韓国系スーパーマーケット。韓国か
ら輸入したものの他、現地で生産された食材も扱っている。メジャーブランド
では日本人マーケットをターゲットに『Sukina』ブランドを展開、その他
『LOTTE』などの日本人に馴染みあるお菓子や日本の調味料なども置いている。
ダウンタウンのメインストア入り口横では、焼き立てのたい焼きも販売。トロ
ント周辺に5店舗を持つ。

7.PAT MART

店舗数：5店舗
住所（セントラル店）：675 Bloor Street West, Toronto
営業時間：月～土　9:00am～10:00pm / 日　9:30am～9:00pm
http://www.patmart.net

Information

©Galleria Supermarket
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　韓国系スーパーマーケット『Kim’s 
mart』の２階にある日本食材スーパーマー
ケット（Kim’s market経営店）。価格は他
店よりも常時2、3割程度低めの設定を心
掛けており、安く日本食材が揃うとワーキ
ングホリデーの若者を中心に支持を集めて
いる。たこ焼き器もあり、たこ焼き粉やソー
スを合わせて購入してたこ焼きパーティを
開くという人も。1階の『Kim’s mart』で
は生鮮食品も扱っており、１つの建物で幅
広いアジア食材が手に入る。

　Jim Pattison Groupの運営する高級マー
ケット。最高級コーヒーと名高いコビルア
コーヒーやトリュフオイルなど、通常のマー
ケットではなかなか見かけない食品らがず
らりと勢揃い。そのほかオーガニック食材
はもちろん、美味しそうなデリの数々が食
への欲求を駆りたてる。まるで絵画のよう
に色鮮やかで美しい商品ディスプレイの中、
ゆっくりとした買い物の時間を過ごすこと

ができる。ダウンタウンではイエールタウンの他、コールハーバーやシャングリ
ラホテルにも店舗を持っていることからその高級さが伺えるだろう。

地域密着型の高級スーパーマーケット / 日系・アジア系スーパーマーケット / 市場

　リッチモンドにある日本食材スー
パーマーケット。最寄りのランズダ
ウン駅から徒歩5分とアクセスも便
利で、広々とした店内には生鮮食品
や調味料など日本食品を豊富に取り
揃えている。寿司やお弁当もあり、
えび天ザルとカリフォルニアロール
のお弁当はC$5.75。ケータリング

サービスも行っている。敷地内にある『いずみ亭』ではビュッフェスタイルで
おでんや焼き魚、寿司など30種以上の日本食を楽しむことができる（料金：大
人C$11.99）。

　トレンディスポットとして最近益々注目を
集めているグランビル・アイランドにある屋
内市営市場。トロントのセントローレンス
マーケットに対し、バンクーバー市民の台所
とも呼ばれる。肉屋・魚屋・八百屋らが集まり、
プロのシェフも食材調達に訪れる。パブリッ
クマーケット内のフードコートでは世界各国
の料理が楽しめ、さすがの多民族国家・カナ
ダと思わせる。パブリックマーケットの他に

も子供用品を扱うキッズマーケットや先住民アートなど個性的なクラフトショップ
やブティックの並ぶネット・ロフトなどもある。

　カナダ西部最大のナチュラル・オーガニック・マーケッ
トでバンクーバーに5店舗を持つ。厳選されたオーガニッ
ク食材や地元食材が公正価格で提供されている。オーガ
ニック製品だけでなく、一般製品も扱っているので、値
段を比較しながら購入することができる。オーガニック
製品にはきちんと表示がなされているので、一般製品と
混同してしまう心配もなし。肉や魚、野菜にパンやスナッ
クに加え、コスメやサプリメントなども取り揃えている。
また、シェフによるビーガンやべジタリアン向けのレシ
ピも豊富で、お店には栄養士が常駐していてアドバイス
を求めることもできるのが嬉しい。

1.Urban Fare

店舗数：5店舗
住所（イエールタウン店）：177 Davie Street, Vancouver
営業時間：毎日　6:00am～11:00pm（祝日は～ 6:00pm）
http://www.urbanfare.com　

Information

2.CHOICES markets

店舗数：7店舗
住所（キツラノ店）：2627 West 16th Avenue, Vancouver
営業時間：毎日　8:00am～11:00pm
http://www.choicesmarket.com

Information

　ダウンタウンのメインストリート・ロブソン
通りにある日本商品のコンビニエンスストア。
お菓子やインスタントフード、生鮮食品や調味
料、飲料など、商品は合わせて1万点以上で、
随時新商品も入荷している。納豆だけでも25
種類以上の取り揃えと1製品に対する種類も豊
富で、自分のお気に入りが見つかる可能性も高
い。お惣菜やお弁当、おにぎりも作りたてで、
イートインスペースで食べることもできる。敷
地内にはクレープ店や旅行会社もある。

3.Granville Island Public Market

住所：1689 Johnston Street, Vancouver
営業時間：毎日　10:00am～7:00pm
http://granvilleisland.com

Information

6.IZUMIYA

店舗数：1店舗
住所：7971 Alderbridge Way #160, Richmond
営業時間：月～土　10:00am～8:00pm / 日　10:00am～7:00pm
http://www.izumi-ya.ca

Information

5. さくらや

店舗数：１店舗
住所：517 East Broadway, Vancouver
営業時間：毎日　10:00am～8:00pm
TEL：604-708-9913

Information

4. みんなのコンビニ屋

店舗数：1店舗
住所：1238 Robson Street, Vancouver
営業時間：毎日　11:00am～1:00am
http://konbiniya.com

Information

　日本食材や調味料など豊富な品揃えで知られる、1977年創業の老舗日本食材
スーパーマーケット。自家製のお弁当やお惣菜はまさに日本の味で、値段もカリ
フォルニアロールがC$2.95、お弁当はC$3.95～と毎日でも通いたくなる良心的な
価格設定。また、日替わりのお惣菜が量り売りなのも嬉しい。お昼時には周辺に
勤務する人を中心とした多くのお客さんで賑わう。本店のクラーク店に加え、ダ
ウンタウン、リッチモンド、ビクトリアとBC州で4店舗を展開。

店舗数：4店舗
住所（クラーク店）：912 Clark Drive, Vancouver
営業時間：月～土　9:00am～7:00pm / 日　10:00am～7:00pm
http://www.fujiya.ca

Information

バンクーバー

7.Fujiya

©Urban Fare

©Granville Island

©Sakuraya Super Japanese Grocery

©IZUMIYA

TORONTO VANCOUVER STYLE   063Copyright© 2014 JETRO. ALL rights reserved.



『ダイソー』や『新宿さぼてん』、『ビアードパパ』ら日系企業をカナダ市場へと招致。
幅広い分野で事業を展開する Fairchild Group は、アジア・日系企業の最良の
パートナーとして、カナダ進出への大きな足掛かりを作り出す。

トーマス ファンさん
Fairchild Group C.E.O.・会長

　リッチモンドにあるアバディーンセンター
は、アジアを中心に世界各国の特色が集まっ
た大型モールであり、運営するFairchildGroup
はテレビやラジオ、雑誌などのメディアやウェ
ブデザイン、不動産業など、幅広い分野での
事業を展開する大グループ、C.E.O.兼会長の
トーマス ファンさんは、タイム誌の “カナダ
で最も影響力を持つ1人” にも選ばれている。
トーマスさんは日本との交友も深く、アバ
ディーンセンターには100円ショップ『ダイ
ソー』やシュークリーム専門店の『ビアード
パ パ』、と ん か つ『新 宿 さ ぼ て ん』、
『MOTHER'S CREPE』ら日系企業も入店して
いる。トーマスさんに日本との親交の始まり
や日本ブランドのビジネス状況、日本のサー
ビス産業の海外展開のポテンシャルを伺った。

まず、日本との親交の始まりを
教えてください。
　家族揃って日本の品物や食品、サービス、
ライフスタイルが好きで、以前からプライベー
トでも最低で年に4、5回は日本を訪れていま
した。そしてここ15 年、複数の日本企業とと
もに仕事をしていくうちに、日本の規律ある
ビジネスの仕方にとても好感を持ちました。
日本企業とのビジネスは実にやりやすく、日
本企業は最良のパートナーだと思っています。

『ダイソー』のアバディーンセンター
入店経緯を教えてください。

　11 年 前 に
現在のアバ
ディーンセン
ターモールを
立ち上げる際、
私は自ら世界
中を回って各
国の企業を視
察しました。

様々な店を調べていくなかでダイソーを知り、
ぜひテナントに入ってほしいと会社概要や企
画書などを日本語で作成してお渡ししました。
『ダイソー』は海外進出に極めて慎重な企業
ですが、努力の甲斐あってミーティングを開
いていただくところまでこぎつけ、数カ月後
にパートナーシップを結び、『ダイソー』カ
ナダ第1号店がアバディーンセンターにオー
プンしたのです。

『ダイソー』ア
バディーンセン
ター店の様子は
いかがですか？
　『ダ イ ソ ー』
は 現 在、約
3000店舗を展

開していますが、アバディーンセンター店は
常時海外売上トップ3に入るという好成績を
上げています。　オープン当初は品物選びか
ら商品の陳列、在庫管理、そして経営法に至
るまで日本式で行っていたのですが、半年ほ
どが経ってもあまり良い結果が出ていません
でした。そこで我々は当地の顧客の好みに合
わせた商品選びや商品の陳列方法を提案し変
更を行いました。その結果、1年後にはその
成果が見えるようになっていきました。
　『ダイソー』では多くの製品を取り扱って
いますが、その中には北米とは異なる仕様の
商品も多くあります。仕様の違いのほか、表
示ラベルの問題、カナダの安全基準への適合
の問題、輸入規制の問題など、クリアしなけ
ればならない、あるいは、時には妥協せざる
をえない問題がたくさんありました。現在で
は、これらの問題に対応しつつ、カナダの市
場に適応するよう努め、今後、ますますビジ
ネス拡大をしていきたいと思っています。

『ビアードパパ』についてはいかがですか？
　メディアの積極
的な取材の効果も
あって、オープン
当初から売上は好
調でした。ただ、
最近では課題も見
えてきました。北

米の消費者はだんだんヘルス・コンシャスに
なってきており、こうした環境の変化を見な
がら商品を投入していく必要があると感じて
います。『マクドナルド』や『KFC』は地域
に合わせた商品や価格設定をすることで市場
を獲得してきました。例えば、日本では、て
りやきバーガーがあるように、海外でもその
地域にあわせた商品開発が必要になってくる
と考えています。

とんかつ『新宿さぼてん』はいかがですか？
　我が社はマス
ターフランチャイ
ジーとして、『さぼ
てん』を運営して
います。
　『さぼてん』 では

北米でも日本の味にこだわり、豚肉（カナディ
アンポーク）を除いた全ての材料を日本から
輸入しています。ただ、当地では他の海外店
とは異なり、特別の許可を得て独自のパン粉
を使用しています。材料のほとんどを日本か
ら輸入しているということは、コストが高く
なります。他店との競争もありますから、コ
ストがかかった分値上げをするということは
なかなか難しいのが現状です。こうしたとこ
ろが今後、課題になってくるかもしれません。

飲食業界以外の分野でのカナダでの日系企業の
ポテンシャルはいかがでしょうか？

　特にリテールに成
長の可能性を感じま
すね。バンクーバー
やトロントには多く
の中国人がおり、彼
らは日本の製品や
サービスの良さを
知っています。アバ
ディーンセンターは
日系リテールの良い
ショーケースとなる
場所であると思いま
す。その他にはウェ
ディング・スタジオ
なんかも事業の可能
性を感じていますね。
　アニメやドラマと
いったコンテンツ産
業に関してですが、

5年位前までは我が社でも日本のドラマなど
も多く放映していましたが、最近、トレン
ドが変わり、韓国ドラマの人気が高まって
きました。韓国はまさに常識に捉われない
ストーリー展開をします。日本のドラマは
保守的で、それが日本の良い部分でもある
のですが、もう少し斬新さがあっても良い
のかと思います。

アバディーンセンター
4151 Hazelbridge Way, Richmond
（1989年開業、2004年全面改装）
営業時間：
月～水　11:00am～7:00pm
木～土　11:00am～9:00pm
日・祝　11:00am～7:00pm
総面積（Aberdeen Centre＋Aberdeen Square）:
750,000 sq ft
入店舗数：240
年間売上高：4000万カナダドル
http://www.aberdeencentre.com/en/index.php

▲MOTHER’ S CREPE
　アバディーンセンター店

▲北の家 Guu アバディーンセンター店

▲ダイソーで扱っている商品の一部

▲ダイソー アバディーンセンター店

▲さぼてん アバディーンセンター店

▲ビアードパパ アバディーンセンター店

▲うつわの館 アバディーンセンター店
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“炙り” をブランド化。海外進出拠点をバンクーバーに、
宮崎の虎コーポレーションが炙り鮨で世界制覇を目指す。

中村正剛さん
Aburi Restaurant Canada Ltd・虎コーポレーション代表取締役会長

　炙りスタイルをメインにした和食レスト
ランの『Miku』と『Minami』は、回転ず
しの寿司虎や海鮮和食の『なかむら』を展
開する宮崎県の虎コーポレーションの初の
海外店舗である。ミドルからハイエンドの
客層が中心に訪れる人気店で、バンクーバー
では炙り鮨というスタイルを確立させた。
同店を手掛けるAburi Restaurant Canada 
Ltd.代表の中村正剛さんに自社のビジネス
モデルについて話を伺った。

御社の掲げるビジネスモデルについて
お聞かせください。
　カナダの飲食マーケットは基本的に成熟
していると思いますが、日本食はやり方し
だいで大きくなると思います。僕の意見で
すが、日本のビジネスを海外に持ってくる
際に、日本人のみで運営しようとすると、
ビザの問題や習慣の違いから店舗展開が難

しくなってしまうと思います。1－2店舗作っ
ただけでは投資のリスクも大きいですし、
日本人にこだわって現地の人を採用しない
というのは、マネジメントリスクとしても
大きいです。
　実際、海外で日本食チェーン店を産業
として成功させている人たちというのは、
日本人ではなく現地の外国人です。日本
にも行ったことがない人が作った日本食、
それは日本食じゃないだろうという声も
あります。
　僕はその間を縫って、日本人オーナーの
店でありながら、現地の人たちにも支持さ
れる店を作っていきたいと思っています。
経営陣が日本人でなくても、その人たちが
日本のレストランビジネスのことを知りな
がら、僕のビジョンや考え方に共感してい
るということが一番大切だと思っています。
海外出店と会社設立、そのどちらを目的と
するかによっても経営の仕方もだいぶ変
わってくると思います。

カナダの飲食文化の特徴を
教えてください。
　カナダの傾向として感じるのは、自分の
ステータスを意識してお店を選んでいると
いう点です。日本ではファストフード店に
高級車が止まるという光景も多く見られま
すが、カナダではほとんど見られません。
カナダの文化として自分はどんな店に行っ
ているといったことが、ステータスを表す

ものさしの一つであることことが大きくあ
ります。日本人には美味しいものを追求す
れば成功するという概念があると思います
が、美味しくて安い店には、ハイエンドの
人たちはなかなか訪れません。想定したター
ゲットが店を訪れるということはビジネス
として非常に重要な鍵となります。日本と
比べて価格が高い、それはうちのビジネス
モデルであり、高くて良いのです。ターゲッ
トのお客さんが重要感を感じられるような
お店でいることが大切だと思います。

御社の目指すものを教えてください。
　Aburi Restaurant Canada Ltd. は レ ス
トランの運営会社で、日本のやり方でも
なく、カナダのやり方でもない、我が社
独自の運営方法でトレーニングしていま
す。現 在 バ ン ク ー バ ー で『Miku』と
『Minami』の2店舗を展開していますが、
この2つをバリューブランドと位置づけ、
炙り鮨で世界展開することが目標です。
海外進出当初、出店場所を自分たちで探
しているときには契約内容が厳しく、投
資のリスクも高いものでした。ですが、
だんだんと『Miku』と『Minami』のブラン
ド価値が上がってきて、今では出店オ
ファーを受けるようになりました。投資
リスクが低いなかでさらなる店舗展開へ
と繋がっています。炙りは必ずブランド
になるという確信を持って続けてきたこ
とが、形となって表れてきています。

海外店舗数：2店舗（2013年 12月現在）
Miku Restaurant
70-200 Granville Street, Granville Square, 
Vancouver（2008年開業、2013年現住所移転）
営業時間：
月～土　11:30am～midnight
日　11:30am～11:00pm
http://www.mikurestaurant.com

Minami Restaurant
1118 Mainland Street Vancouver（2012年開業）
営業時間：
月～金　11:30am～11:00pm
土・日　11:30am～3:00pm / 5:00pm～11:00pm
http://minamirestaurant.com

メニュー

Minami Restaurant

Miku Restaurant

・プレミアム[すしランチ]（C$27）
・Minami膳[ランチ]（C$28）
・炙りすしサンプラー（C$21）
・Minamiガーデンプレート[ディナー]（C$14）
・炙りリブ・アイ・ステーキ&ワイルドマッシュルー
　ムのキャセロール[ディナー]（C$33）

・えびのフリット（C$14）
・Aburi[すしランチ]（C＄20）
・海藻サラダ（C$12）
・プレミアム炙りすしプレート[ディナー]（C$26）
・Miku Waterfront3人前大皿料理[ディナー]
（C$78）

Miku Waterfront
3 人前大皿料理とプレミアム炙りすし

Minami ガーデンプレート
炙りリブ・アイ・ステーキ&
ワイルドマッシュルームのキャセロール 炙りすしサンプラー（写真は一貫のみ）

えびのフリット
奥から炙りえび押しすし、炙りサーモン
押しすし、サバ棒すし、Mikuロール、
パシフィックロールbi Oshi
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バンクーバーの人気居酒屋であるGuu ブランドをトロントでフランチャイズ（FC）
展開したのを皮切りに、トロントにおける日本食ブームのパイオニアとしてらーめんと寿司の分野で
直営ブランドを展開、積極出店をする大繁盛店グループ Kinka Family Inc.。

小笠原克さん
Kinka Family Inc. Vice President

　2009年にバンクーバーの人気居酒屋『Guu』
のFC店をトロントにオープン。バンクーバーの明る
く元気な接客スタイルをベースに、オシャレでモダン
な内装デザインなどで独自にアレンジされたトロント
店はオープン直後から行列のできる人気の店となり、
トロントの日本食ブームの火付け役となった。現在
は『Guu』のFC店を2店舗の他、オリジナルブラ
ンドのらーめん店『金とんらーめん』を2店舗、炙
り寿司や新鮮な魚介類、創作料理にこだわった
『JaBistro』1店舗をダウンタウンを中心に展開して
いる。同グループのバイス・プレジデントの小笠原
克さんにGuuを中心に各店舗の特徴やトロントの
日本食市場の現況を伺った。

トロントでも不動の人気を誇るGuuの
特色を教えてください。
　両店のメニューはほとんど一緒ですが、店長
やスタッフの色を出したいという思いから、メ
ニューに関してはある程度店長に任せています。
居酒屋メニューにこだわり、価格も日本人の私

たちが納得のいく設定にしています。食事とお酒
の両方を楽しんで頂けるよう、オリジナルの日本
酒や1リットルの大ジョッキを置いてみたりといっ
た工夫も行っています。また、居酒屋独特のシェ
アするというスタイルにこだわりたかったので、あ
まりポーションを大きくせず、みんなで分け合う
楽しみ方を現地の方に提案し続けてきました。
スタッフはワーキングホリデーなどの若い日本人
を中心とし、元気で笑顔の溢れた活気ある店づ
くりをし、さらにその中から優秀な人材にワーク
ビザを申請し、社員育成をしています。 

Guuの人気メニューはなんですか？
　オープン当初からカキのマヨネーズ焼きがダント
ツの売れ筋商品で、次いで鶏のから揚げ、揚げた
こ焼き、きのことチーズのビビンバなどが出ています。
これらは日本食材をメインに使いながら、チーズを
トッピングしたりガーリックを効かせたりと、白人の
方にもわかりやすいように工夫しているというのが
共通していると思います。お刺身に関しても、炙っ
てからポン酢やガーリックチップを乗せるなど、生
臭さを感じさせないようにしています。

次に、金とんらーめんの特徴を教えてください。
　価格をC$10以内に抑えながらも、他店よりもボ
リュームを多くしています。この1年でとんこつでの
競合店が増えたため、鶏白湯にも力を入れています。
客層としては大学や病院が集まり、チャイナタウン
にも近い1号店には中国人、学生が多く、駅やダ

ウンタウンにも近いコリアンタウンの2号店は最近
オープンしたばかりですが、白人の方や家族連れ
が多いですね。2号店は場所柄、深夜まで街が賑
わっているので、深夜営業に加え、おつまみやデ
ザートメニューを増やすなど、らーめんBarのように
していきたいですね。

らーめん店を筆頭とする昨年のトロントの日本食店
の出店ラッシュは、どのような影響を与えましたか？
　競合店は増え続けていますが、おかげさまで
『Guu』の方はオープン以来売上も落ちることなく、
『金とんらーめん』も伸び続けています。金融街に
ある『JaBistro』も炙り寿司を始め、寿司・刺身
を求めるローカルのビジネスマンの層の固定客に恵
まれています。正直、2013年の出店ラッシュには
焦りは感じましたが、いざ蓋を開けてみると、競合
店が出てきたことで日本食が街全体で盛り上がっ
てきています。みんながラーメンを知り始めて、み
んなが自分のお気に入りのらーめんを探して回遊し
ているのです。それぞれの店の色を楽しみ、日本
食を楽しんでいます。少しずつリアルな日本食、そ
してリアルな価格帯も根付いてきて、トロントの日本
食市場はこの5年で大きく動いたように思います。
その状況に、自分たちが先駆者として影響を与え
られたということは嬉しいですね。我 も々今後Guu
そして金とんブランドを中心に、他業態も入れて15
年で100店舗という多店舗展開を計画しています。
トロントだけでなく、他都市、他の国も視野に現在
店舗開発にも力を入れています。

海外店舗数：5店舗（すべてトロント）

Guu Izakaya
398 Church Street, Toronto
（2009年開業）
営業時間：
月～金　11:30am～2:00pm 
              5:00pm～ 11:30pm
土・日　4:30pm～11:30pm
http://guu-izakaya.com

Guu Sakabar
559 Bloor Street West, Toronto
（2011年開業）
営業時間：
ランチ:月～日 11:30am～2:00pm
ディナー
日～木　5:00pm～11:30pm
金・土　5:00pm～12:30am

金とんらーめん1号店
51 Baldwin Street, Toronto
（2012年開業）
営業時間：
日～木　11:30am～10:30pm
金・土　11:30am～11:30pm
http://kintonramen.com

金とんらーめん2号店
668 Bloor Street West, Toronto
（2013年開業）
営業時間：
日～木　11:30am～10:30pm
金・土　11:30am～2:00am

JaBistro
222 Richmond Street West, Toronto
（2012年開業）
営業時間：
ランチ 月～金 11:30am～2:30pm
ディナー
日～木　5:00pm～ 11:00pm
金・土　5:00pm～midnight
http://www.jabistro.com

・ロブスターサンドイッチ（C$20）
・えび南蛮（C$14）
・刺身サンプラー（C$50/100）
・炙り寿司盛り合わせ（C$27）
・究極寿司盛り合わせ（C$55）

・鶏のからあげ（C$6.8）
・カキとホウレン草のガーリック
   マヨ焼き（C$7.5）
・きのことチーズのビビンバ（C$8.8）
・おでん3種盛り（C$4）
・3人の侍[オリジナルカクテル]
  （C$7）

・炙りしめ鯖の押し鮨（C$11.8）
・揚げタコヤキ（C$5）
・カキとホウレン草のガーリック
   マヨ焼き （C$7.5）
・明太子キムチうどん（C$8.5）
・Guutini[オリジナルカクテル]（C$8）

・みそらーめん（C$9.8）
・すぱいしーらーめん（C$9.8）
・ちーずらーめん（C$11.8）
・とりらーめん（C$10.8）
・餃子（C$3.5）

・金とんらーめん・しお（C$9.8）
・金とんらーめん・しょうゆ（C$9.8）
・金とりらーめん・みそ（C$10.8）
・金とりらーめん・すぱいしー（C$10.8）
・金とり餃子（C$3.5）
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の方達が仕事上がりに午後11時くらいから来
店され、1、2時間ほど食事を楽しんでいらっしゃ
る光景が増えてきました。

バンクーバーを拠点に炭火焼き鳥の奥深い味わいを
カナダに広げる名店・ざっ串。
トロントでは焼き鳥業態の他にラーメン店や寿司屋など多業態化を推し進める。

若林正美さん
ざっ串グループ 代表

　2004年、当時カナダにはまだなかった炭火
焼き鳥店である『ざっ串』がバンクーバーにオー
プン。1000度以上の火力と遠赤外線の力で焼
き上げられたそのふっくらとした肉汁溢れる焼き
鳥が人気を呼び、現在はバンクーバーで2店舗、
トロントで1店舗(2012年12月オープン)を展開
している。さらに2013年後半にラーメン店『雷神』
の経営権を引き継ぎ、また2014年2月は寿司
専門店『Sushi Bar すしや』をオープンし、事
業の広がりを見せている。同グループを率いる
若林正美さんに、ざっ串を中心に、バンクーバー
とトロントの日本食事情の違いなどを伺った。

カナダ1号店オープン当時、現地の人の反応
はいかがでしたか？
　当時、カナダにはまだ “日本食といえば寿
司” という概念が強く、来店しても寿司がな
いから帰るというお客様もいらっしゃいました。
バンクーバーのメイン店をオープン時に寿司
やロール寿司と呼ばれる巻き寿司をメニュー
に加えましたが、やはり “独自のスタイルを貫
こう” と、一昨年にメニューから外し、その分
焼き台を一台増やし更に串焼きを充実させて
みると、売上が伸びたのです。やはり自分た
ちの特色を出していくことが大切なのだなと感
じさせられましたね。

客層と客単価を教えてください。
　客層としては比較的アジアの方が多いですね。
客単価はバンクーバーがC$30弱、トロントが
C$35 くらいです。メニューの価格帯はほぼ同じ
なのですが、トロントでは和牛などで構成され
るプレミアムシリーズ(C$19.80)を頼むお客さん
が多く、他にも日本酒を飲まれるローカルのお
客様もバンクーバーより多いので客単価も高く
なっています。

トロントとバンクーバーの
違いはなんでしょうか？
　バンクーバーだと夏の6月から8月がピークで、
冬場でもそんなに落ちないのですが、トロントは
昨年12月にオープンしてから3月までは上々だっ

たのですが、夏場になり売上が落ちました。他
店の経営者の方に話を聞いてもやはり冬場の
方が売上が良いそうです。夏はホリデーシーズン、
毎週末各所で行われるイベントやパティオ人気
などもひとつの要因と考えられます。

家賃の面でも違いはありますか？
　バンクーバーの方が高いように思います。不動
産の家賃表を見てみると、広さに対する家賃相
場はあまり変わらないのですが、その広さの中で
使えるスペースというのが大分変わってきます。ト
ロントには地下にトイレや倉庫などがあり、それが
提示家賃に含まれていることが多くありますが、
バンクーバーではあまりそういった例はありません。
同じ家賃でも、実際には1.5から2倍近くまで使
えるスペースに違いがあることもあります。

人気メニューはなんですか？
　串の単品だと一番出ているのは豚トロ、牛タン、
巻き物です。一人で同じ串を５本、10本と頼ま
れるお客様もいらっしゃいます。そのほか、ホタ
テやししゃもなどの海鮮やお餅巻き、女性のお
客様にはチーズをトッピングした串がよく出てい
ます。また全店を通じて美味しいお肉を食べて
もらいたい思いで、プレミアムシリーズに力を入
れ、リピーターも確実に増えてきているのですが、
近年毎月の様に高騰する仕入れ値とメニュー価
格のバランスが悩みの種です。

日本食の海外店舗。
特別に工夫していることはありますか？
　焼き鳥や居酒屋の一品メニューは、まだカナ
ダでは馴染みのある料理ではないため、写真
が載っているものや、他のテーブルの料理を見
て注文するというお客様が多いことから、メ
ニューには出来る限り料理説明と合わせて写真
を中心に掲載するようにしています。その分コス
トは掛かりますが、まずはお客様に認知してい
ただく事が大切だと思っています。
　また、うちではあえて遅くまで営業をしています。
最初はなかなか遅い時間に人が入らなかった
のですが、最近トロント店では日本人のお客様
を中心にダウンタウンで働いている方や、同業

▲木の温もりを感じる店内 (カールトン店 )

▲職人が炭火で焼きあげる串は絶品

海外店舗数：5店舗（すべてカナダ）
ざっ串 デンマン店
823 Denman Street, Vancouver（2004年開業）
営業時間：日～木　5:30pm～ 1:00am
　　　　　金・土　5:30pm～ 2:00am
ざっ串 メイン店
4075 Main Street, Vancouver（2008年開業）
営業時間：毎日　5:30pm～ 1:00am
ざっ串 カールトン店
193 Carlton Street, Toronto（2013年開業）
営業時間：日～水　5:30pm～ 1:00am
　　　　　木～土　5:30pm～ 2:00am
http://zakkushi.com/aboutus.html
メニュー（カールトン店）
・豚トロ（C$1.8）
・チーズつくね（C$1.9）
・串プレミアムセット（C$19.8）
・刺身5点盛り（C$19.8）

メニュー
・寿司盛り合わせ（Gold / $33 ）
・刺身盛り合わせ（Gold / $29 ）

雷神 ramen RAIJIN（2013年経営権取得）
営業時間：日～木　11:30am～11:00pm
　　　　　金・土　11:30am～midnight

Shushi Bar すしや
193 Carton Street, Toronto
※ざっ串カールトン店地下 (2014年開業 )
営業時間：日、水、木 5:30pm～midnight
　　　　　金・土　5:30pm～1:00am
　　　　　月・火 定休

▲プレミアムセット

▲辛味噌ラーメン
　（R: $10.5 / S: $9.5）

▲鶏パイタン塩ラーメン
　（R: $9.5 / S: $8.5）

▲ざっ串セット

▲刺し身盛り合わせ（Gold）▲寿司盛り合わせ（Gold）
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沖縄で居酒屋やラーメンを展開する
りょう次グループが2013年トロントに海外初進出。
沖縄料理と豚骨ラーメンを軸に、
日本で培ったノウハウやサービス精神を沖縄文化を通してカナダで広げる。

上地耕太さん
RYOJI OF CANADA INC. ディレクター

　 沖縄県内に居酒屋、ラーメン店など全11
店舗を経営するりょう次グループが2013年、
初めての海外店舗をトロントのリトルイタ
リーにオープン。トロント店を運営する
RYOJI OF CANADA INC.のディレクターで
ある上地耕太さんに、日本の特色ある地方料
理や文化に対する現地の人達の反応などを
伺った。

トロント店の特色を教えてください。
　沖縄の店はアットホームな居酒屋の作りな
のですが、トロントでは現地の方にも受け入
れられやすいようRamen＆Izakaya Bar をイ
メージしたオシャレなものにしました。料理
は10年近く米国にいたヘッドシェフの経験
を元に、欧米の方にも受けるような味にアレ
ンジしてありますが、日本と同じメニューは
なるべくオリジナルの味にしています。また、
りょう次ファミリーは沖縄でラーメン屋と居
酒屋を展開していますが、今回初めて1店舗

内でラーメン屋と居酒屋を営業しています。
居酒屋とラーメン店を一緒にすることで、一
軒で〆まで食べられるように試みました。　

沖縄料理は海外だと馴染みの薄いものかと思
いますが、現地の方の反応はいかがですか？
　最初の頃は、商品説明をしてもやはりイ
メージが湧きにくかったようで、注文した料
理がそのまま返ってくるということもしばし
ばありました。イメージしやすくするために、
写真つきのメニュー導入も考えました。

人気メニューはなんですか？
　手作り豆腐を使ったゴーヤチャンプルーは
人気の前菜メニューです。ラーメンはとんこ
つ（おとこ味）がよく出ますね。

客層を教えてください。
　8割は現地の方で、人種としては白人の方
が多いですね。サーバーの多くが現地のカナ
ディアンだということと、内装が大きく関係
していると思います。ランチにはファミリー
や、ビジネスマンがランチミーティングにき
たりと、比較的ゆっくりしていく方が多いで
す。居酒屋ではありますが、早い時間にはお
子さんを連れてくる方が多く、これは日本で
も同様でした。ディナーの時間帯になると少
し照明を落とし雰囲気が変わってカップルが
多くなりますね。

沖縄の居酒屋＆ラーメン店 りょう次 TORONTO
690 College Street, Toronto
営業時間：
月～金　11:30am～2:00pm / 5:00pm～midnight
土　11:30am～1:00am / 日　11:00am～11:00pm 
http://www.ryojiofcanada.com

メニュー
・らーめん・おとこ味（とんこつ）（C$11）
・らーめん・おんな味（しお）（C$11）
・ミミガー（C$6）
・ジーマーミー豆腐（C$6）
・ゴーヤチャンプルー（C$8）

オープン当初から
変更したことはありますか？
　ラーメンだと、麺の硬さやスープのこって
り具合などを選べるようにしました。現地の
方は油を嫌がる人が多く、反対に日本人は
こってりが好き。日本人の方にも現地の方に
も楽しんで頂けるよう、そういった自分好み
にカスタマイズするための追加確認事項を増
やしています。

▲リトルイタリーにぴったりなおしゃれな外観

▲沖縄らしさをとモダンなインテリアが合わさった店内

ゴーヤチャンプルー りょう次サラダ

らーめん・おとこ味 (とんこつ ) らーめん・おんな味 (しお） 豊富な泡盛
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日本発、アジアで 20 店舗以上を展開する元祖・鶏白湯らーめんの
『らーめんまる玉』が北米第 1号店をバンクーバーにオープン。

工藤哲也さん
有限会社All for one corporation 代表（『らーめんまる玉』創業者）

 　“世界に通用するらーめんが作りたい”、そ
の思いから、世界中で食されている鶏と塩に
着目し生まれた鶏白湯らーめん。近年日本で
もブームとなっている鶏白湯らーめんだが、
その元祖は埼玉県川越市に本拠を構える
『らーめんまる玉』である。同店は直営、フ
ランチャイズ、合弁など様々な形態でアジア
に20店舗以上を展開。2013年にはバンクー
バーに北米展開への足掛かりとなる第1号店
（直営店）をオープンさせた。らーめんまる
玉創業者・工藤哲也さんに海外店舗ならでは
の工夫やオープンから約半年が経過したバン
クーバー店について伺った。

食材調達はどのように行っているのですか？
　私のらーめんの特徴は、現地の食材で作れ
るということです。日本から現地に食材を送
ることは、基本的に海苔以外はしておらず、
鶏白湯スープの命でもある鶏も地元のものを
使うなど、現地で調達できるものは現地で調
達するようにしています。日本は物価が高く、
さらに運賃などもかかって、海外ではどうし
ても割高になってしまいます。日本産のもの
の方がその土地のものよりも美味しかったと
しても、それは日本の基準で比べたもの。日
本産のものを使えばもっと美味しいのかもし
れないけれど、その土地で美味しいと食べら
れている食材であれば、日本のものにこだわ
る必要はないと思います。その “もっと美味
しい” という部分を、調理の工夫で作り出し
たいなと私は考えてしまうのですよね。

客単価と人気メニューを教えてください。
　客単価は約C$12です。うちは鶏白湯の“まる
玉らーめん”しかメニューにありませんから、
その基本のまる玉らーめんに好みのトッピング
を乗せるというのが一般的です。とくに “あお
さ玉子入り” のらーめんが人気がありますね。

海外店舗ならではの工夫・特徴は
ありますか？
　海外店舗の特徴としては、日本にはないサ
イドディッシュがあることが挙げられます。
例えば、肉のカットの仕方が日本とこちらで
は違うので、日本同様のチャーシューを作る
と軟骨など使えない部分が出てきます。です
が軟骨の付いた肉が流通しているということ
は、こちらの人は軟骨なども食べるというこ
とですから、この軟骨のついた肉をなんとか
料理できないかと考え生まれたのがサイド
ディッシュの鶏団子です。食材をムダなく美
味しく食べることができるだけでなく、コス
ト削減にも繋がっています。

スタッフの採用はどのように
行ったのですか？　
　オープン当初は私以外全員ワーキングホリ
デーで、そこから就労許可証を取得したス
タッフが現在1、2名います。通常、海外出
店の際にはオープン前研修を行ったり、日本
から何名か社員を連れてくるのですがバン
クーバー店においては自分一人で日本から
やってきて、改装工事の遅れから他のスタッ
フたちは採用翌日に働き始めるといったもの
でしたから、まるで新しいらーめん屋を自分
で開けたような感覚でしたね。働きながら学
んでいくことはスタッフにとっても大変なも
のだったようですが、オープンから約半年、
ようやく落ち着いてきたかなと思います。

海外店舗数：24店舗（カナダ1店舗、シンガポー
ル、インドネシア、マレーシア、香港、タイ、中国）
まる玉らーめん バンクーバー店
778 Bidwell Street, Vancouver（2013年開業）
営業時間：毎日　11:00am～11:00pm
http://japanesenoodle.com

メニュー
・まる玉らーめん（C$9.25）
・まる玉・たまごチャーシューらーめん（C$14）
・まる玉・全部らーめん（C$18）
・チャーシューご飯（C$4.75）
・だいこん（C$3）

◀チャーシューご飯

まる玉▶
全部らーめん　

◀まる玉らーめん

▲まる玉らーめん　バンクーバー店外観

▲こだわりの自家製麺

▲鶏白湯の旨味を表現した店内ポスター

▲入口横の看板がお客さんを迎える
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ニューヨーク進出も果たしたバンクーバー生まれの日本風ホットドッグ・ブランド『JAPADOG』。

田村徳樹さん
Japan Consulting Corporation 代表取締役社長

　“屋台から始めて、それを大きくしていく”、この思い
のもとワーキングホリデー就労許可を手に夫婦二人が
バンクーバーの地で始めたのが、和風ホットドッグス
タンド・JAPADOGである。2005年の1号店オープンから、
今や地元民だけでなく、ハリウッドスターを含め、遠
方からその味を求めて多くの人が訪れる。『JAPADOG』
創業者であるJapan Consulting Corporation代表取締役
社長の田村徳樹さんに、『JAPADOG』誕生経緯や屋台
形態の飲食店の可能性などを伺った。

『JAPADOG』誕
生のいきさつを
教えてください。
　スタート当初、
2005年頃のバン
クーバーは屋台
に対する規制が
厳しく、屋台販
売が許可されて

いたのはホットドッグとナッツ、コーヒー程度でした。
その規制のなかから、僕は妻とホットドッグ事業をス
タートさせました。多くのホットドッグスタンドが街
中に点在していますから、せっかくだから変わったも
のをやろうと日本の味で勝負することにしました。

　差別化を図る上で、一番わかりやすいものがトッ
ピングの変化。最初はトッピングを変えての新製品
開発に力を注ぎました。TERIMAYOは初期からのメ
ニューですが、今なおベストセラーの人気商品です。
オープンから3,4年が経ってようやく本数が出るよう
になり大量発注が可能になったので、オリジナルソー
セージや日本のものに近いパンを使うなど、トッピ
ングだけではなく、ベース部分にもオリジナリティ
を出すことができるようになりました。

客層や客単価を教えてください。
　客単価は屋台でおよそC$6.3前後です。客層は日
本人が5パーセント、アメリカからの観光客が7パー
セントを占めます。最初は日本人の割合が多かった
のですが、ローカルの人が増えてきて、だんだんと
日本人の比率が下がっていったという具合ですね。
現地の人には珍しい大根おろしなども、食べてくれ
た人の口コミのおかげで、だんだんと抵抗がなくなっ
ていったようです。

近年のバンクーバー屋台事情を
おきかせください。
　2010年ごろから市が規制を緩和し始め、フードト
ラックが盛んになることで屋台市場の規模は以前よ
り何十倍にも成長しました。ですがその分、多くの
問題も上がってくるようになり、最近ではまた規制
を厳しくする動きとなっています。以前には必要の
なかった換気設置も義務化されるなど、新たな投資
が必要となりました。また、バンクーバーでは屋台
の権利の貸し借りが認められており、これが店舗展
開に大きく貢献していたのですが、これも廃止され
る見通しです。以前は屋台ビジネスは気軽でお金が
かからないという魅力がありましたが、今では店舗
を借りることも念頭に置いて物件探しをした方が良
いかもしれませんね。

海外店舗数：7店舗
（バンクーバー6店舗、ニューヨーク1店舗）

メニュー
・黒豚テリマヨ（C$7.25 ）
・おろし（C$5.25）
・神戸スペシャル（C$6.25）
・スパイシーチーズテリマヨ（C$6.25）
・うめコンボ[ドリンクつき]（C$8.75）

カナダ国内店
・バラード＆スミス通りスタンド（2005年開業）
・ウォーターフロントスタンド
  （グランビル通り×コルドバ通り）（ 2010年開業）
・リッチモンドスタンド
  （3番通り×ニューウェストミンスターハイウェイ）（2013年開業）
・JAPADOGトラック（2013年開業）
　　日　ケリスデール
　　月　キャンビー通り×8番通り
　　火・木　グランビル通り×10番通り
　　水・金　ケリスデール
　　土　キツラノ
・530ロブソン通り店（2010年開業）
・バラード＆ペンダ―通りトレイラー（2009年開業）
営業時間：
路面店…11:00am～10:00pmの時間帯
トラック…11:30am～6pm
トレイラー…noon～7:00pmの時間帯
スタンド…ほぼ全店11:00am～6:00pmの時間帯
（※バラード＆スミス通りスタンドのみ～11:00pm）
http://www.japadog.com

うめ おろし

黒豚テリマヨ 神戸スペシャル

青森の老舗和風スパゲティレストランをカナダへ。
店舗展開を目指し、第一号店をバンクーバーでオープン。

藤井佑耶さん
J-Home Import Inc. 代表・すぱげっ亭バンクーバー店ゼネラルマネージャー

　青森・十和田にある老舗和風スパゲティレストラ
ン” すぱげっ亭” の海外店が、2013年5月にバンクー
バーにオープンした。本店の森本シェフ直伝のソー
スをベースに、しょうゆやみそといった日本伝統の
調味料や新鮮な食材をふんだんに使った日本的な味
わいのスパゲティが評判で、なかでも明太子
（C$13）やミートソース（C$11）が人気だ。日本
の老舗の味を海外へと進出させたJ-Home Import 
Inc.の藤井佑耶さんに、バンクーバー店のコンセプ
トなどを伺った。

すぱげっ亭のカナダ進出の経緯を教えてください。
　別事業で運営している留学エージェントの関係で、
ある投資家の方からすぱげっ亭のカナダ進出の構想を
聞き、その方と共同経営という形でJ-Home Import Inc.
を設立し、バンクーバー店をオープンしました。日本
のすぱげっ亭本店には技術協力をお願いしています。
オープニング当初は日本から4人のスタッフ、そして
森本シェフが来てスタッフたちの指導に当たり、現在
は基本的に常時キッチン3人、ホールスタッフ3 人で
回しています。サーバーは全員ワーキングホリデーで、
キッチンには日本からの社員が2人います。

バンクーバー店のコンセプトを教えてください。

　海外一号店となる
バンクーバー店では、
今後の店舗展開を見
据えて、現地で採用
した人でも作りやす
い、店舗展開しやす
いメニュー構成を意
識しました。海外進

出時の広告効果も考え、激戦区ロブソン通りでの出
店を決めました。今後、同店がノウハウ構築や人材
育成の拠点となることも期待しています。価格帯は
ランチスペシャルでC$8.8から、通常営業時はスパ
ゲッティ一皿C$11からで、ファミリー層がターゲッ
トです。平日は3時から5時30分までを閉め、2クー
ル営業、週末は休憩なしの1クールで営業しています。

バンクーバー店の特徴を教えてください。
　日本のメニューをそのまま提供することを基本に
していますが、バンクーバー店では麺を細くし、調
理時間を短くしてお客様に早く提供出来るようにす
る工夫をしています。 あとは日本と手に入る素材が
違いますから、多少アレンジしているメニューもあ
ります。食材関係はほとんどを現地で調達し、ソー
スもこちらで作っています。

オープンに際し、苦労した点は
どのような部分ですか？ 　
　新規オープンの店ではオープニングスタッフの確
保が難しく、さらに工事の納期が延びるなどの苦労
もありました。居抜き物件を買ったために、その建
物の作りが影響して、余計に人員が必要となってい
るのも現状です。やはり調理スタッフが一度は物件、
機材のチェックをし、シュミレーションをすること
が大切ですね。

メニュー
・ミートソース（C$11）
・いか明太子（C$13）
・えび明太子（C$14）
・マッシュルームと納豆（C$12）
・サラダスパゲティ（C$11）

海外店舗数：1店舗（バンクーバー）
すぱげっ亭 SPAGHETEIバンクーバー店
1741 Robson Street, Vancouver（2013年開業）
営業時間
月～金　11:45am～3:00pm  / 5:30pm～10:00pm
土・日　11:45am～10:00pm
http://spaghetei.com

▲530 Robson Street 店舗

▲すぱげっ亭 外観

いか明太子

ミートソース
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カナディアン日本酒ソムリエが語る、カナダ・トロントの日本酒マーケット事情

マイケル・トレンブレイさん
ki modern Japanese+Bar ヘッド酒ソムリエ・Certified Advanced Sake Professional(ASP)

　大手ステーキレストラン
チェーン『The Keg』と運営
会社が同じである日本食レス
トラン『ki  modern Japanese 
+ Bar』。常時60種近くの日本
酒が置かれ、地元のビジネス
マンを中心に多くの人に日本
酒を楽しむ機会を提供してい

る。マイケルさんは、オンタリオ初にして唯一の日本
酒ソムリエで、オンタリオ日本酒協会（SIO）にも所
属している。マイケルさんにトロントの日本酒市場に
ついて伺った。

トロントの日本酒市場について教えてください。
　昨今は日本酒エージェントや輸入業者の動きも
活発となり、kiがオープンした9年前からは考え
られないほどの勢いです。価格も市場の拡大によ
り下がってきていて、より多くの種類の酒を以前
より手頃にお客様に提供できるようになったこと
を嬉しく思います。

市場成長のきっかけはなんだったのでしょうか？
　4年前に『LCBO』の主催で著名な酒伝道師、そし
て私の師匠でもあるジョン・ゴントナー氏と酒のエ
キスパート・松崎晴雄氏を招いてのセミナーが行わ

れたことが始まりです。イベントの翌年にはSIOが
発足し、日本酒エージェントやレストランがみなで
協力して日本酒を広めようと活動しています。SIO
の活動の一環として、酒の祭典『Kampai Toronto』
が一昨年から開催され、何十もの日本の酒蔵が集まっ
て行われるこのイベントは、第一回目からチケット
が完売するほどの盛況ぶりで、トロントでの日本酒
に対する注目の高さが伺えます。
　加えて日本食レストランが増えてきたこと、そ
してオンタリオの地酒『泉』の存在が追い風となっ
ています。3年前に『泉』がオープンし、今では日
本食レストラン以外の店でも酒が提供されていま
す。トロントのレストランはワインやビールでも
地元のものに着目していて、地方の日本酒を扱う
ことにも非常に興味を持っているのです。またた
くさんのお客様が「泉」の蔵を訪れ、醸造過程な
どを見学することができるのも大きいですね。

現地の方々はどのように日本酒を
楽しんでらっしゃいますか？
　カナダは比較的新しい国で、他国の文化という

ものに対して多くの人が
興味を持っています。お
客様に提供する際、産地
やその土地の風土や醸造
法など、酒の持つ興味深
いストーリーをお話し、
日本酒の味わいだけでな

く歴史をも楽しんでいただいています。

人気の日本酒はなんですか？
　にごりは初心者の方にも親しみやすいようです。
また冬には熱燗も人気があります。比較的ライト
でドライな日本酒が人気だと感じます。

ki modern Japanese + bar Toronto
181 Bay Street, Brookfield Place, Toronto
（2005年開業）
営業時間：
ランチ　月～金　11:30am～4:00pm
ディナー　月～土　4:00pm～11:00pm
カクテルバー　月～土　4:00pm～1:00am

Ki modern Japanese + bar Calgary
120 Jamieson Place, 308 4th Avenue SW, 
Calgary（2011年開業）
営業時間：ランチ　月～金　11:00am～4:00pm
ディナー　月～金　4:00pm～midnight 
土　5:00pm～midnight
カクテルバー　月～土　4:00pm～midnight
http://www.kijapanese.com

▲kiで味わえる日本酒の数々

▲同社で取り扱う豊富な日本酒

▲荘厳で落ち着きのある内装 メニュー
・はまち＋ハラペーニョ（C$15）
・クリーミー味噌チャウダーのトリュフオイルと
   蓮根添え（C$8）
・ギンダラの炙り西京味噌（C$20）
・雪の茅舎 ‐山廃純米 [720ml]（C$95）
・Premium Sake Flight（C$24）

クリーミー味噌チャウダーの
トリュフオイルと蓮根添え

はまち＋ハラペーニョ

ギンダラの炙り西京味噌

カナダの日本食レストランを支える、トロント発の老舗サプライヤーに聞く、
発展を続ける日本食市場のトレンドと需要高まる日本酒事情

小澤彰太郎さん
OZAWA CANADA Inc.  Director of Sales and Marketing Sake Specialist CSP

　カナダで28年の歴史をもつ、トロントに本社を
置く日本食材・日本酒のサプライヤーの『OZAWA 
CANADA』。同社でセールス・マーケティングの陣
頭指揮をとる小澤さんに食材・日本酒の調達事情や、
トレンドの移り変わりなどの話を聞いた。

日本食材の調達には色々と規制等が
あるのでしょうか？
　バンクーバーではここ10年間、トロントではこ
の2－3年の日本食レストランの増加に比例して、
もちろん食材の調達のバラエティがでてきました。
カナダはCanadian Food Inspection Agency（通称
CFIA）という機関が食材の輸入に関して、規制判
断を持っています。 CFIAに記載されている添加物
と原料以外のものは魚加工品に使用することはで
きませんし、 ソーセージなどの食肉加工品も輸入
は認められていません。

日本酒についてはいかがですか？
　カナダは酒類の輸入は、州法に基づいてLiquor 
Control Board（通称LCB）という酒類管理委員会
が一元管理しています。すべての輸入酒類はこの
LCBが購買者となるため、我々輸入業者はLCBか
らエージェントライセンスを取得し、LCBの代行
で実際の輸入業務を行います。我々がメーカーか

ら直接輸入や輸
入後に独自販売
をすることがで
きないのが、大
きな特徴です。
オンタリオ州で
は 、 L i q u o r  
Control Board of 
Ontario（通 称 :
LCBO)が、 ブリティッシュ・コロンビア州では 
Liquor Distribution Board（通称：LDB） が実質管
理をしています。

日本食市場はどのようなトレンドの
移り変わりでしょうか？
　カナダのトレンドの移り変わりは非常にスロー
だと思います。例えば、日本で1990年代に居酒屋
がブームとなり、バンクーバーでは2000年頃から、
トロントではそれからさらにおよそ10年後の
2011年頃から居酒屋業態を中心に日本食レストラ
ン市場が非常に大きくなりました。ここ２－３年
は居酒屋を中心に、らーめん業態など非常にブー
ムになっていますが、ダウンタウンだけでなく郊
外まで気にかけると、まだまだ日本食＝SUSHIと
いう思考はカナダでは重要なキーワードのひとつ
です。
　日本酒に関しても、90年初期は普通酒・純米酒・
熱燗くらいしかなく、セレクションもほとんどあ
りませんでした。その後、カナダではまず玉乃光
酒造が弊社を通じて大吟醸のマーケティングを始
め、それから徐々に南部美人や久保田、八海山な
どの手作りにこだわったブランド力ある地酒が市
場開拓に力を入れてきました。また一升瓶ではなく、
300mlから720mlのボトルが主流です。アメリカ
からも日本酒は手に入るので、価格帯はC$10前

後から商品は揃っていますが、上記のような有名
地酒ブランドの720mlの大吟醸などになると卸値
として$50前後以上からの価格帯となっています。
それでもリテールの方では菊水の純米酒は
300ml=C$12.50、玉 乃 光 純 米 大 吟 醸 が
300ml=C$17.50前後と一般の消費者が比較的購入
しやすい価格帯のお酒も充実してきています。

OZAWA CANADA Inc. 
トロント本社オフィス
135 East Beaver Creek Rd., Unit 3
Richmond Hill
トロントショールーム - UNIT #1
営業時間：月～金
業者の方のみ：9:00am～12:30pm
昼休憩 12:30pm～1:30pm
一般の方：1:30pm～5:00pm

モントリオールオフィス
1849 32e Avenue, Lachine, Quebec

日本食材・日本酒輸入に関する参考資料
JETRO
アルコール飲料の現地輸入規則および留意
点：カナダ向け輸出
https://www.jetro.go.jp/world/n_america/c
a/qa/01/04A-030101

加工食品の現地輸入規則および留意点：
カナダ向け輸出
http://www.jetro.go.jp/world/n_america/qa
/01/04A-020136
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ブリティッシュ・コロンビア州 バンクーバー

カナダ全国のフードイベント

EAT! 
Vancouver Food
+Cooking Festival

カナダ国内では各地で様々なフードイベントが開かれています。

5月30日～6月1日(2014年)
開催場所: BC Place Stadium
http://www.eat-vancouver.com

例年6月中旬
開催場所: Comox Marina Park
http://bcshellfishfestival.ca

　一般の人を対象にしたフードフェ
スティバル。セレブリティシェフや人
気の地元レストランやワイナリー、
飲料業界関係者や料理本の著者
など、実に多岐に渡った食のエキ
スパートたちが一挙会場に集結し、
3日間のフェスティバルを盛り上げ
る。発見、学び、楽しみ…、食
に関する全ての要素が詰まった
フェスティバルは、老若男女、世
代を超えて全ての人々が楽しめる
ものとなっている。

Niagara Ice wine Festival
1月10日～26日（2014年）
開催場所: ナイアガラ各所
http://www.niagarawinefestival.com

　凍った完熟葡萄から作られるアイスワインは、厳しい寒さが生み出
す美酒として広く名が知れ渡っている。そのアイスワインの希少な産
地として有名なナイアガラで行われるフェスティバルでは、30のワイ
ナリーによる100以上の銘柄のアイスワインを堪能することができる。
氷で造られたワインバーや氷のオブジェが飾られた会場は、味や香り
だけでなく、目でも楽しめる雰囲気。

　ブリティッシュ・コロンビア州で行われている西海岸最大規模の貝
類フェスティバル。毎年6月の第3週目の週末に開かれており、風物詩
ともなっている。10日間に渡るフェスティバル期間中には、クッキン
グデモンストレーションやファーマーたちによる料理の試食、ワイン
の試飲や各種エンタテインメントなどが目白押しで、夏の海の味覚を
存分に味わうことができる。

BC Shellfish Festival
4月2日～4日(2014年)
開催場所：Palais des congres of Montreal
http://www.sialcanada.com
　3日間に渡って開催される国際食品見本市で、北米の食品産業専門
家が一挙に集結する。近年では、61カ国から延べ14,000人以上が訪
れており、2014年には45カ国から750の団体が出展する予定。
SIALグループは4大陸（パリ、モントリオール/トロント、上海、
サンパウロ、アブダビ）にて食品見本市を展開しており、2014年の
SIAL Canadaはモントリオールにて行われる。

SIAL Canada

例年 7月（Summerlicious）/ 1月（Winterlicious）
開催場所：トロント市内各レストラン
http://www.toronto.ca/special_events/summerlicious
　200ものトロント市内レストランが参加するレストランフェスティバ
ル。超有名店から、人気急上昇中のレストランのランチ、ディナーコー
スメニューをC$15からC$45の価格帯で味わうことができる。夏季には
Summerlicious、冬季にはWinterliciousと名前を変え、半期に一度行われ
ているこのフェスティバルはトロントニアンのみならず観光客も注目し
ているイベントなので、早めの予約がおすすめ。

Summerlicious / Winterlicious

オンタリオ州 トロント

ケベック州 モントリオール

©Benedict Brocard/Photoatwork.com©BC Shellfish Festival

ブリティッシュ・コロンビア州 バンクーバー

ブリティッシュ・コロンビア州 バンクーバー

オンタリオ州 ナイアガラ

1月17日～2月2日(2014年)
開催場所：バンクーバー市内各レストラン
http://www.dineoutvancouver.com
　バンクーバー観光局とアメリカンエキスプレスの協力で行われてい
る、カナダ最大のレストランフェスティバル。100を超える参加レストラ
ンが、それぞれC$18、C$28、C$38の3つのコースディナーを提供。
普段手の届かないような人気店の味を確かめるもよし、ニューオープ
ンの店で新発見をするもよしの、バンクーバーの食を一挙に楽しむこ
とができる17日間。

Tourism Vancouver’s Dine Out Vancouver Festival　

©Eat!Vancouver Food
+Cooking Festival

©Niagara Icewine Festival

©Tourism Vancouver
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ブリティッシュ・コロンビア州 バンクーバー

カナダ全国のフードイベント

オンタリオ州 トロント

PEI Shellfish Festival
9月18日～ 21日（2014年）
開催場所: Charlottetown Event Grounds Corner
http://peishellfish.com
　1996年から始まり、今ではすっかりPEIを代表するイベントとなっ
た4日間に渡って開催されるフェスティバル。東海岸の本格的なエン
ターテインメントや料理のデモンストレーションを観賞しながら、カ
キ、ムール貝、ロブスター、クラムなどといった様々な貝類のご馳走
が楽しめる。なかでもポテト・シーフード・チャウダーは美味中の美
味とまでいわれる代物なので、ぜひとも試したい。

プリンスエドワード島

CRFA show
3月2日～ 4日(2014年)
開催場所：Direct Energy Centre
http://www.crfa.ca
　カナダ・レストラン・フードサービス協会（CRFA）主催のカナダ最大規模
の飲食サービス関係者向けの展示会。中央ステージではセレブリティシェフ
による料理のデモンストレーションやディスカッションが行われ、会場には料
理人だけでなく、コンテナーやレジスターといった飲食サービスに関するあら
ゆる業種のプロフェッショナルたちが集まり、最新の商品や情報、技術をプレ
ゼンテーションする。例年3日間で1万3,000人を超える人たちが訪れる。

オンタリオ州 ストラトフォードオンタリオ州 トロント

Gourmet Food & Wine Expo
11月20日～ 23日(2014年)
開催場所：Metro Toronto Convention Centre, North Building 
http://www.foodandwineexpo.ca
　トロント近辺のグルメフード関連企業やレストラン、ホテル、ワイナリーやワイ
ン輸入業者などが参加するグルメとワインの博覧会。毎年約3万8,000人もの
ゲストが迎えられ、世界中から集められた1,500種以上の良質なワインやビー
ルなどが振る舞われる。カクテルパーティでは上質なセミナーがワインとともに
提供され、ステージでは人気テレビチャンネルの一つであるFood Networkに
よるセレブリティシェフによる料理のデモンストレーションなどが行われる。

Savour Stratford Perth County Culinary Festival
7月18日～ 20日(2014年)
開催場所：Savour Stratford Park + Ride
http://www.visitstratford.ca/culinaryfestival
　北米屈指の演劇の街として知られながら、ローカル食材にこだわる地産
地消の食文化が注目されるグルメエリアである、ストラトフォードとパースで
開かれている例年大好評の食の祭典。地元の食材を使用した食事に、
ワインやチーズ、バーベキューにクラフトビールと、ストラトフォード・ガーデ
ンエリアで思う存分味わうことができる。料理のデモンストレーションや生
の音楽とともに、お腹も心も満たされる休日を過ごすことができる。

オンタリオ州 トロント

That Barista Thing
例年10月中旬
開催場所：Vancouver Library Square
http://thatbaristathing.com
　バンクーバーで行われているバリスタ文化の祭典で、メインイベントとしてバン
クーバー国際ラテアート＆エッチングコンテストが行われる。コンテストでは、ミル
クピッチャーのみでラテアートを作る"Free Pour"と、道具を用いて作る"Etching"の
２種目が競われ、４～５分の制限時間内で１杯のラテを仕上げる。各種目上位 3
名に賞金が授与される。この他抹茶デモンストレーションやアートコンテストも行
われ、来場者にはラテやコーヒー、ホットチョコレートが無料で配られる。

Vegetarian Food Festival
9月5日～ 7日（2014年）
開催場所：Harbourfront Centre
http://festival.veg.ca
より健康で、思いやりあるライフスタイルを提唱したいという思いから始まっ
たビーガンの祝祭イベントで、2014年に29回目の開催を迎える歴史あるフェ
スティバル。クッキングデモンストレーションやワークショップ、レクチャー、そ
して150を超えるベンダーの集まったマーケットプレイスなど、ビーガンの世
界にどっぷりと浸ることができる。ビーガンではないという人も気軽に訪れ
見聞を深められる雰囲気なのも嬉しい。
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