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カルガリー
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ウィスラー

ビクトリア

　北米大陸、米国の北に位置する
カナダ。米国との国境は8,890kmで
世界一長い非武装国境と言われる。
またカナダの海岸線は202,080kmで、
これも世界最長とされる。10の州と
3つの準州を持つ国土は世界第二
位を誇り、国内でも4時間半の時差
がある。
　
　オンタリオ州トロントはカナダ南東
部、オンタリオ湖の北西に位置し、
北米有数の大都市である。 ブリティッ
シュコロンビア州バンクーバーは南西
部に位置し、カナダ第3の都市である。

MAP OF CANADA

©Travel Alberta/Sean Thonson ©Canadian Tourism Commission ©Asymetric/Finn O'Hara

©Travel Alberta/Sean Thonson

©Banff Lake Louise Tourism/Paul Zizka

©Asymetric/Finn O'Hara
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カナダ・トロント
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カナダを知ろう
　毎年「世界一住みやすい国ランキング」で上位に選ばれるカナダ。
高い生活水準、低い犯罪率、そして多文化・多様性を受け入れる
寛容さから、世界的にも好感度の高い国である。 広大な国土の総
面積に比して、人口密度は世界一低く、日本と比較すると国土は約
27倍にもかかわらず、人口は 4 分の 1 程度にとどまる。厳しい気
候と都市部への集中のため、カナダ国民の約 75%は米加国境より 
150km以内に居住している。

　言語は、国民の約60%が英語を、20%が仏語を母国語としている。
連邦政府は英語と仏語を公用語としており、両語併記を原則として
いるが、ケベック州ではフランス語憲章に基づき、仏語のみが公用
語となり、立法・行政・ 司法の手続きや、商工業の経済活動、ま
た雇用主と従業員間での会話は仏語 の使用に限定されている。
　また移民国家として知られるカナダは、近年では年間平均約22
～25万人の移民が入国しており、特に中国人等のアジア諸国から
の移民が増加の傾向にある中、最近では政府が大規模な移民改
革へ乗り出している。

　文化・芸術では、 アジアや中東、ヨーロッパなど多民族文化が
共生している。文化を統一するのではなく、様々なエスニック・タウン・
コミュニティが各地に存在している特徴がある。
　芸術面においては、音楽では特にジャズが盛んで、世界最大の
ジャズフェスティバルである『モントリオール国際ジャズフェスティバル』
をはじめとして、バンクーバーやトロントなど各地でジャズフェスティ
バルが盛んに行われている。また、トロントはニューヨークに近いこ
とから、ミュージカルが盛んな街でもあり、ブロードウェイミュージカル
が安価に観られる場所としても人気が高い。世界各国の文化、そし
て先住民文化など様々な要素を掛け合わせ、独創的で斬新な芸術
を生み出すアーティストも多く、芸術・文化の面でも注目されている。

　スポーツでは、特にウィンタースポーツが盛んで、スキーやスケート、
そして国技であり、男女ともにオリンピック優勝常連であるアイスホッ
ケーの人気は非常に高く、競技人口も多い。また夏には、ラクロス
が夏の国技として国内全域で親しまれ、カナダのアウトドアレジャー
としても有名なカヌーも毎回オリンピックで上位入賞を果たすなど競
技としてもめざましい。
　NLB（野球）・NBA（バスケットボール）・NFL（フットボール）・
NHL（アイスホッケー）の北米4大プロスポーツリーグは、シーズン
中毎日のようにテレビ放送され、地元チームを中心に多くのカナダ人
が熱狂的に応援をしている。日本人選手も多く活躍しているNLBの
試合には、地元カナダ人とともに多くの日本人もスタジアムに詰めか
け、2013年に地元古豪チーム『トロント・ブルージェイズ』に川﨑
宗則選手が加入したことで、その熱はさらに加熱。NBAではアメリ
カ国外唯一のチーム『トロント・ラプターズ』をカナダ国民一丸とな
り応援している。NFLにカナダチームはないが、国内大会のCFLと
並び根強い人気がある。
　そしてカナダ人が最も熱狂的となるNHLだが、NHLのおよそ6
割の選手がカナダ人であり、『トロント・メープルリーフス』や『バンクー
バー・カナックス』を筆頭に10のNHLチームがカナダ国内だけで
も存在。地域ごとに地元チームの応援に熱が入り、街中でチームT
シャツを着る人の姿も日常的に多く見られるほどだ。

　そして今回紹介する、カナダ第一の都市であるオンタリオ州トロン
トは、大都会でありながらも治安が良いとされる。24 時間運行の
バスなど交通機関も充実しており、極寒の冬でも外に出ることなく買
い物を楽しめる地下街の充実も魅力の一つである。
　またブリティッシュ・コロンビア州で西海岸に位置するバンクーバー
は「世界で最も住みたい街」としてよく名前が挙がるほど有名な人
気都市で、都会と自然が共存する美しい街である。「北のハリウッド」
として知られるバンクーバーは映画やゲーム産業が盛んであることで
も知られる。

©Brad kasselman/Coastphoto.com

©peter mintz 
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カナダの基本情報

面積　 998.5万平方キロメートル（世界第2位、日本の約27倍）
人口　 約3,516万人（2012年7月カナダ統計局）
首都　 オタワ
言語　 英語、仏語が公用語
宗教　 ローマン・カトリック（加国民の約半分近く）
国祭日  7月1日 Canada Day（建国記念日）
政治　 政体　　立憲君主制
　　　 元首　　エリザベス二世女王
　　　 議会　　二院制
　　　 政府　　首相：スティーブン・ハーパー首相（保守党）
　　　　　　　 外相：ジョン・ベアード外相（保守党）

経済

日本との貿易関係 在加邦人数・日系企業数

©Tourism Vancouver/ Cycle City Tours ©CTC/ CN Tower / Tour CN

実質GDP成長率（％）　　　　　　　1.7 [基準年＝2007]
名目GDP総額（C$）*　　 　  　 　　1,819,967
一人あたりのGDP（名目、ドル）　　52,232
消費者物価上昇率（％）　　　　　　 1.5 [年平均]
消費者物価指数　　　　　　　　　　121.7 [基準年＝2002、年平均]
失業率（％）　　　　　　　　　　　 7.3

対日輸出額 - （C$）*　　10,824　　
対日輸入額 - （C$）*　　10,791

（出所: JETRO 国・地域別情報。基礎的経済指標より。
いずれも2012年のデータ。＊印の箇所は、単位を100万としている。）

実質GDP成長
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出所：カナダ統計局（2014年1月調べ）※1 出所：カナダ統計局（2014年3月調べ）※2

為替レート（期中平均値、対ドルレート）　0.9895
為替レート（期末値、対ドルレート）　　　1.0210
輸出額（C$）* 　 　　　　　　　　　　　 462,528
輸入額（C$）*　 　 　　　　　　　　　  　474,545
直接投資受入額 （C$）* 　　   　　　　　　42,991

（出所: JETRO 国・地域別情報。基礎的経済指標より。いずれも2012年のデータ。＊印の箇所は、単位を100万としている。）

在加邦人数　　　　　　 6万1,845人（2012年10月時点）
在トロント邦人数　　　 1万7,185人
在バンクーバー邦人数　 3 万1,039人
日系企業数　　　　　　 トロント：229
　　　　　　　　　　 　バンクーバー：245

（出所:平成 25 年要約版海外在留邦人数調査統計）



トロント概要
　トロントは、周辺のトロント大都市圏（Greater Toronto 
Area, 以下GTAと記す）を含めると約550万人の人口を擁す
るカナダ最大の都市であり、ビジネス・金融の中心都市である。
国内外の金融サービス業本社が集積しており、2013年に発表
された世界金融センター指数（Global Financial Centres 
Index, GFCI）では80 都市中11位で、国際的にも金融センター
としての機能を担っている。加えて、最先端テクノロジー関
連分野では、研究開発およびサービスともに国を牽引してお
り、今後も雇用の拡大が期待される分野でもある。特に、ディ
スカバリーディストリクトと呼ばれるトロント大学を含む一
帯地域に医療関連の研究機関が集積しており、世界的にも有
数の研究エリアとして知られている。トロント市によると、
GTAのGDP成長率は2013年で2.4%であり、2014年には
2.9%、2015年には3.0%になると予想されている。それぞれ
カナダ全土の数値より約0.5%高い。

　GTAの人口増加率は国の平均値より0.6~0.7%高いとみら
れており、今後2年での一人当たり実質GDP成長率は各年
1.2~1.3%になるとと予想される。2013年の消費者物価指数は、
2009年から約10％の上昇である。
　
　労働力に関しては、2014年3月4日付けのトロントスター紙の報道によると、2013年雇用創出数は12万件を超える勢いだったにもかかわらず、
失業率は8.4%と、カナダ主要都市の中でも最も高い数値となっている。雇用創出数増加とともに人口も増加していることから、このような事
態となっていることがうかがえる。カナダ統計局によると、2014年2月現在の労働力率は68.0％であった。2008年から2013年の間の、25歳
~64歳のカナダ人の労働力率は低下している一方で、同年代の移民の労働力率は上昇している。特に45歳~64歳の移民の就業率が同期間で
3.2%もの上昇をみせている。現在の移民人口の約3分の1がここ15年で移民してきていることも一因と考えられる。2011年の国税調査によると、
トロント市の人口は約280万人であり、その半数が国外で生まれた移民である。移民の占める割合は、マイアミに次ぐ世界第2位であり、それ
も単一の民族に偏らない、230以上もの民族が存在する多民族都市としては他に類をみない例である。

バンクーバー概要
　バンクーバーを中心とする大都市圏の人口は230万人であ
り、ブリティッシュ・コロンビア州最大カナダ国内では第3
位の都市圏を形成している。周囲を大自然に囲まれており、
古くから林業や観光業が盛ん。また、カナダ最大の港、バン
クーバー港の貿易額は、一年あたり1,720 億カナダドルの貿
易額を誇る。近年では、中国への輸出が好調であり、2013年
には木材の輸出量が13%の増加をみせている。また、現在ブ
リティッシュ・コロンビア州では液化天然ガスの輸出に向け
て開発が進められており、今後も輸出業は一層重要な役割を
果たすとみられる。

　また、西海岸に位置することからシリコンバレーの企業と
も時差なく連携可能なこともあり、近年ではデジタルメディ
ア産業が急成長を遂げている。バンダイナムコやグリー、
DeNAをはじめとする多くの日系企業がバンクーバーに進出
し、開発拠点を構え始めている。また、教育機関との連携に
より、人材育成も充実。このように、産学官連携の体制が、
より一層同産業を強固なものにしているのである。

　カナダ産業審議会の報告書 『Metropolitan Outlook 1: Economic Insights into 13 Canadian Metropolitan Economies: Winter 2014』によると、
2014年のバンクーバーのGDP成長率は現在建設中の鉄道や、資源関連事業の影響を受け、2.8%と予想されており、この成長は今後数年続く
見込みだという。また、鉄道の他にも、病院などの住居以外の建設業が引き続き好調で、住居建設も堅調とまではいかないものの、2013年を
上回るとされている。また、サービス業の上向きも期待でき、そこから雇用創出、所得拡大、支出増加につながるとしている。また、カナダ
統計局によると、2014年2月現在の失業率は6.2%。雇用の増加がみられる産業は製造、教育サービスなどである。2013年のバンクーバーの消
費者物価指数をみると、2009年から約6％の上昇であるが、前年からはほぼ横ばい状態である。

　2011年の国勢調査によると、バンクーバー市の人口は約60万人であり、5年前から4.4%の上昇である。民族集団では中国系が最も多く、人
口の3割を占め、北米都市の中では最多である。日系社会もカナダ最大で、2013年の外務省の海外在留邦人数調査統計によると、在留邦人数
はトロントの約2倍の3万1,039人。
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出所：カナダ統計局（2014年1月調べ）※3
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出所：カナダ統計局（2014年1月調べ）※4
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両都市の比較
全産業GDP

オンタリオ州

ブリティッシュ・コロンビア州

単位:100万カナダドル(2007年基準)

単位：カナダドル

2008 2009 2010 2011 2012

556,218.8 538,493.8 556,961.6 569,329.5 577,488.1

183,333.5 178,609.6 184,508.8 189,311.4 192,647.6

地価・事務所賃料等（月額　※工業団地購入価格は除く）

トロント

バンクーバー
トロントはいずれもHST13%含む（住宅借上料は非課税）

工業団地（土地）購入価格
（平方メートル当り）

購入価格/㎡

1,038

1,829.92

業種別の賃金（月額）

トロント

バンクーバー　　　　　　　

製造業
ワーカー
(一般工職)

エンジニア
(中堅技術者)

中間管理職
(課長クラス)

スタッフ
(営業職)

マネージャー
(課長クラス)

店舗スタッフ
(アパレル)

店舗スタッフ
(飲食)

非製造業

4,063~5,179 6,315~6,578 6,691 ～ 7,400 3,741 ～ 4,914 6,446 3,485 2,860

3,759 6,325 6,650 4,315 7,749 2,726 2,638

工業団地

借料/㎡

7.1

6.78

事務所賃料/㎡

都心

46

27.29

郊外

28

17.65

駐在員用住宅借上料

都心(2ベッドルーム)

2,150

1,866

輸送

トロント

バンクーバー

対日輸出

4,506

2,630

第3国輸出

コンテナ輸送(40ftコンテナ) ガソリン価格(1リットル)

4,605

2,730 1.29

対日輸入

6,304+46,000円
（コンテナ取扱料）
3,546+46,000円
（コンテナ取扱料）

レギュラー

1.27
（HST：13％他、諸税込み）

1.35

軽油

1.2
（HST：13％他、諸税込み）

実質GDP（支出ベース）

家族構成 耐久消費財の最終消費支出（経年変化）
オンタリオ州

家具などの装飾品

単位:100万カナダドル(2007年基準)

単位:100万カナダドル(2011年)

2007 2008 2009 2010 2011トロント バンクーバー
1,529,235全家庭 633,460
464,045子供のいない家庭 233,440
1,065,190 400,020

5,644.1 5,726.2 5,486.3 5,645.1 5,498.3

2012
5,361.2

大型家電 1,898.7 1,972.3 1,998.1 2,006.2 1,954.2 1,865.9

車両 20,058.5 19,733.1 18,685.7 20,259.4 20,235.5 21,342.0

通信機器　 274.4 291.0 299.6 316.5 347.2 377.4

AV機器　 3,230.4 3,279.6 3,021.4 3,143.5 2,900.8 2,639.1

ブリティッシュ・コロンビア州

家具などの装飾品
2007 2008 2009 2010 2011
2,027.7 1,987.3 1,827.2 1,863.3 1,837.9

2012
1,905.6

大型家電 620.7 638.4 624.7 625.0 622.3 656.1

車両 6,909.7 6,037.5 5,497.2 5,793.4 5,877.2 6,332.7

通信機器　 88.2 91.6 93.5 97.7 106.3 108.9

AV機器　 1,338.7 1,336.6 1,219.5 1,250.0 1,167.1 1,004.0

出所：カナダ統計局(2014年1月調べ）※6

出所：カナダ統計局(2014年1月調べ）※5

出所：ジェトロ投資コスト比較調査（2014年3月調べ）※10

単位：カナダドル

出所：ジェトロ投資コスト比較調査（2014年3月調べ）※11

出所：ジェトロ投資コスト比較調査（2014年3月調べ）※12

単位：カナダドル

子供のいる家庭
1,132,225結婚している夫婦 467,335
385,825子供のいない家庭 185,300
746,400 282,035子供のいる家庭
124,690事実婚夫婦 67,845
78,220子供のいない家庭 48,140
46,470 19,705子供のいる家庭
272,325片親家庭　 98,280
47,475子供のいない家庭 19,350
224,845 78,930子供のいる家庭

オンタリオ州

ブリティッシュ・コロンビア州

2008 2009 2010 2011 2012

596,921 578,510 598,174 611,131 619,331

199,270 194,214 200,628 205,958 208,961

出所：カナダ統計局（2013年11月調べ）※8

出所：カナダ統計局（2013年11月調べ）※9出所：カナダ統計局（2014年3月調べ）※7
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トロントエリア紹介

4.ファイナンシャルディストリクト
Financial District

　多くの金融機関や有名企業が集結するエリア。
トロントの、ひいてはカナダの金融・経済の心臓
部とも評される。この付近にはおしゃれなレストラ
ンも立ち並び、店内でビジネスミーティングするビ
ジネスマンを多く見かける。そして、このコアエリ
アの地下に広がるのがPATH(Underground 
city)。寒さの厳しいトロントならではの地下街。
通勤やクライアント訪問に忙しいビジネスマンには
もちろん、ショッピングエリアとしても人気である。
（PATHについての詳細は31ページを参照のこと）

3.グリークタウン
Greektown

　ギリシャ料理店が立ち並ぶエリア。多くのレ
ストラン、カフェ、バーが深夜まで営業している。
おしゃれで可愛いショップも多い。夏にはパティ
オでランチやディナーができるレストランが多い。
Taste of Danforthと呼ばれるフェスティバルが
毎年８月に開催される。

　トロントで最も歴史が古いスパダイナ地区は香港
の下町商店街のようなエキゾチックな雰囲気が漂
う。1950年代以降に、華僑やアメリカの中国系の
移民がトロントに増え、コミュニティが形成された。
中華系レストランをはじめ、八百屋、漢方薬屋、
雑貨屋、お茶専門店などが軒を連ね、また様々
な世界各国からの観光ツアーも盛んである。

6.コリアタウン
Christie St. × Bloor St. W
  Yonge St. × Finch Ave.

　2004年に韓国系ビジネス地区として発展さ
せる計画が立ち上がり、韓国系レストランや
漢方薬を中心としたハーブ店、鍼灸治療院
など、韓国系ビジネスを中心とした商店街が
500メートルほど続く。カナダ国内の韓国系
人口はトロントに一番集中しており、商業地
区としての顔を持つ。現在は主にダウンタウ
ン西北部の地域と、トロント北部の２つのエ
リアで韓国系のコミュニティが成立している。

　イタリア人街。ストリート名の表示がイタリア
国旗と同じ色に装飾されているのが目印。イタ
リア系移民が多く住む。春夏はレストランやバー
のパティオがいっせいにオープンし、賑やかな
通りとなる。毎年、このエリアでTaste of Italy
と呼ばれるフェスティバルが開催される。

9.ケンジントンマーケット
Kensington Market

　ユニークな古着屋やカフェが立ち並ぶエリア。
カリビアン、ラテンアメリカン、ヨーロピアン、ミ
ドルイースタンスタイルのショップやレストランが
多く、若者が多く集う。
http://kensington-market.ca

7.ハーバーフロント
Harbourfront

　年間通して様々なフェスティバルやイベント行
事が開催されるエリア。エリア内にある
Harbourfront Centreには、ダンスシアターや
ギャラリーなどの施設もあり、多くのアート愛好
家に人気。ハーバーフロントからフェリーに乗っ
てトロント・アイランドに行くことができる。冬に
はスケートリンクも開設される。
http://www.harbourfrontcentre.com

10.キャベッジタウン
Cabbagetown

　1840 年代にアイルランド系の移民がトロントの
東の街外れに住み着いた頃、どの家の前庭にも
畑を作ってキャベツを栽培していたことからこのエ
リアはキャベッジタウンと呼ばれるようになった。
現在はキャベツ畑がある家は全く見られないが、
当時の面影を残したビクトリア調の家屋が数多く
残っており、北米でも貴重な地域とされている。

8.リトルポーランド
Little Poland

　ポーランド人街。伝統的なポーランド料理“ピ
エロギ”を楽しめるカフェや、“キルバーサ”（ソー
セージ）が天井からつる下げられ販売されて
いる食材店など、独特のポーランド文化を感じ
ることのできる街。ベーカリーやスイーツショッ
プも多数点在している。このエリアへの地下鉄
からのアクセスはないが、バスやストリートカー
で簡単にアクセス可能。すぐ近くには、広大な
敷地のハイパークもあるので、手ごろな価格で
購入できるポーリッシュデリでご飯を買って公園
まで足を延ばすこともできる。

　日本の銀座にあたるショッピング・エリア。ルイヴィ
トンやシャネル、プラダなどの高級ブティックが軒を
連ねる。ミュージアムやギャラリーもあるほか、高級
コンドミニアムも立ち並ぶためセレブリティーにも人
気。ホテルも多く、ビジネスマンが多い。カナディア
ンブランド、『Roots Canada』の巨大路面店もある。

2.チャイナタウン
Chinatown

5.リトルイタリー
Little Italy

©Tourism Toronto/ Danielle Petti

©Tourism Toronto/ www.Torontowide.com

©Tourism Toronto ©Tourism Toronto/ Danielle Petti

©Tourism Toronto/ Jean-Guy Niquet
©Tourism Toronto/ Danielle Petti

©Tourism Toronto/ Danielle Petti

1.ヨークビル
Yorkville

©Tourism Toronto

　トロントはカナダ最大の都市で、オンタリオ州の州都である。600平方キロメートルを網羅する大都
市トロントは、オンタリオ湖沿岸に32キロにわたって広がり、ダウンタウンを中心とするオールドトロント
地区、中級住宅地として急速に発展が進んだエトビコ地区、ロシア・中国・韓国・イラン・ユダヤ
文化が区画ごとに入り混じる新興住宅地として、高層マンションが立ち並ぶノースヨーク地区、そして
ヨーク地区、イーストヨーク地区、スカボロー地区と、6つの内部都市から構成されている。「人種のモ
ザイク」と呼ばれ、移民によって様々な国の文化が地域ごとにあらわれており、民族色豊かな都市を
形成している。
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トロントエリア紹介

トロント市外のエリア

　トロントで有名なショッピングモール・イート
ンセンターが目印。ダンダススクエアと呼ばれ
る広場では多くのイベントが開催される。世界
的に有名なHard Rock Cafeもある。有名な
シアターもあり、ブロードウェイミュージカルの公
演も楽しむことができる。

　蒸留酒製造所があった地区の名残をそのまま残
した歴史保存地区。レストランやアートギャラリーな
どが立ち並び、大人のためのおしゃれスポットとして
人気。夏はファーマーズマーケット、冬はクリスマス
マーケットが開催されるなど年中楽しめるエリア。
http://thedistillerydistrict.com

　LGBT（レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・ト
ランスジェンダー）のコミュニティーとして知られるエ
リア。世界でも最大規模のプライド・ウィークが毎
年開催される。トロント市協力のもと運営されてい
るコミュニティーセンターや、カナダのLGBT文化
に関する資料館などもあり、性的マイノリティー文
化先進国であるカナダならではの街といえる。

　チャイナタウンのスパダイナ通りを
少し北に向かうと広がる住宅街。ト
ロント大学の北側にあるため多くの
学生が集う。エスプレッソバーやイ
ンターネットカフェなどが点在している。
リーズナブルな料金で食事が楽しめ
る穴場のエリア。

12.ザ・ビーチズ
The Beaches

　夏場は多くの人で賑わうオンタリオ湖半のエリ
ア。のんびりした雰囲気が魅力で多くの地元の人
が居住先に選ぶ。ビーチ近くのクイーン通りには
カフェ、パブ、レストランが立ち並ぶ。またビーチ
ズでは毎年国際ジャズフェスティバルが開催され、
何十万人もの人たちで賑わう。

　南アジアからの移民者が多く集まるエリア
で、特にインド系のコミュニティが集まっている。
本格エスニック系の食料品店ではユニークな
食材に出会える。通りを歩くと特有のスパイス
がどこからとも無く香る。本格的インディアン
料理やスウィーツも楽しめる。

19.アネックス
The Annex

　過去十数年で急速に増えたカリブ
海周辺からの移住者が集まるエリア。
特にジャマイカやドミニカからの移住
者が多く、エリア内のあちこちに国旗
や国旗カラーをモチーフとしたお店が
立ち並ぶ。カリビアンフードの代表格、
本格ジャークチキンが楽しめる。夜
は人気がなくなるため、独り歩きには
注意が必要なエリアでもある。

16.ファッションディストリクト
Fashion District

　多くのファッショニスタに愛されるエリアで様 な々
洋服店や洋裁・ファッション小物材料品店が立ち
並ぶ。徒歩でチャイナタウンやイートンセンターへア
クセス可能なので週末は家族連れも多く見かける。
最近ではエリア周辺に続 と々お洒落なレストランや
カフェバーがオープンし、昼も夜も賑やか。

20.スカボロー
Scarborough

　トロント市東部の地区。以前はス
カボロー市という独立した市であっ
たが、1998年、トロント市に吸収
合併された。スカボロー・タウン・
センターはトロント東部地区では最
大の商業娯楽施設として有名。こ
のエリアにはトロント動物園や豊富
なゴルフコースがあり、週末に家族
連れで賑わう。

18.リトルジャマイカ
Little Jamaica 

　トロント市の北部と隣接しており、
トロント広域圏（GTA）の一部を
形成しているマーカム。大規模な
チャイナタウンが存在するほか、
中華系モールのパシフィック・モー
ルや中華系大型スーパーマーケッ
トのT&Tなどがあり、日本の食料
品等も購入できる。ワイナリーや毎
年恒例のマーカム・ジャズ・フェ
スティバルは有名。

21.マーカム
Markham

　トロント市の西に位置し、トロント
広域圏（GTA）の一部を形成して
いるミシサガ。近年急速に人口が
増えているエリア。また、法人税率
が低く、空港や高速道路等も近い
ことから日系企業をはじめ、多くの
企業や工場が集積している、スクエ
ア・ワン・ショッピング・センターな
ど大型のショッピングセンターもあり、
週末はトロント市内から足を運ぶ人
で活気づく。

22.ミシサガ
Mississauga

　トロント市の西、ミシサガの北に位
置し、トロント広域圏（GTA）の一
部を形成しているエリア。カナダを代
表する大企業が多数進出しており、
トロント市内からブランプトンに仕事
に出かける人も多い。ウォーターパー
クやシアターなどのアクティビティも充
実している。花の温室栽培が盛んで、
花のコンテストで地元企業が数々の
賞を受賞していることから「フラワー
タウン」と呼ばれることも。

23.ブランプトン
Brampton

　トロント市の北に位置し、トロント
大学の天文台である、デービッド・
ダンラップ天文台があることで有名。
リッチモンドヒルは南北に長く、居住
に便利なのはサウスエリア。映画館
やコミュニティーセンター、公園、図
書館などの主要公共施設もサウス
エリアに集結している。また人口増
加もめざましく不動産開発も進んで
いることから、 成長している都市の
ひとつに数えられている。

24.リッチモンドヒル
Richmondhill

17.コルソイタリア
Corso Italia

14.ディスティラリー地区
The Distillery Historic District

13.ザ・ゲイ ビレッジ
The Gay Village

11.ダンダススクエア
Dundas Square

15.リトルインディア
Little India

©Tourism Toronto/ www.Torontowide.com

©Tourism Toronto/ Danielle Petti ©Tourism Toronto©Tourism Toronto

©Tourism Toronto/ www.torontowide.com/Doug Brown ©Tourism Toronto

　リトル・イタリーよりも落ち着いた
雰囲気で、いつもよりワンランク上
のディナーを愉しみたいときにおすす
め。ジェラートショップやベーカリー
など美味しいスイーツを楽しめる。
他にも雑貨ショップや洋服屋もある
ので、１人でのんびり散歩するにも、
恋人とのデートで訪れるにもぴったり
の素敵な街並みが広がる。

TORONTO VANCOUVER STYLE   013Copyright© 2014 JETRO. ALL rights reserved.



トロントの交通

TTC運賃
　地下鉄、バス、ストリートカー共通で一度の運賃はC$3。改札で現金で支払うか、トークンと呼ばれるコイン型の一回乗車券、
デイパス、ウィークリーパス、またメトロパス(マンスリーパス)の5種類の支払い方法がある。
TTC Subway Map チケットの一例

運賃表

大人

学生
シニア

子ども

現金

C$3.00

C$2.00

¢75

C$11.00

Day Pass
(1日券) Weekly Pass

C$39.25

取扱なし

Metro Pass
(1ヶ月定期券)
C$133.75

C$108.00

※ 2歳未満：無料、子供：12歳以下、学生19歳以下で、学生証の提示が必要。　シニア：65歳以上
(表は2014年1月現在。最新の価格はTTC公式サイトhttp://www.ttc.caから確認可能。)

トークンチケット
大人はトークンと呼ばれるコ
インタイプの回数コイン、シ
ニア・子供用は紙のチケット
を使用する。駅改札口、駅内
の自動販売機、TTC マークの
あるコンビニで購入可能。通
常は3枚、または7枚での販売。

メトロパス
1 ヶ月定期券。毎月1日から
末日まで。月の途中に購入す
るならその月はトークンや
ウィークリーパスで過ごす方
が良い。1年分定期購入する
場合は若干割引されるが手続
きが必要。前月24 日から翌
月のパスが購入可能。

　トロント市内はTTC (Toronto Transit Commission)という交通会社が公共交通機関として地下鉄、バス、ストリートカー (路
面電車)を運行している。北米大陸ではニューヨーク、メキシコ・シティに次ぐ第3位の規模で、利用者も年々増加傾向にあり、
2012年の年間利用者数は5億1,400万人であった。同社によると、利用目的別の割合は第1位が通勤・通学で54%と過半数を占める。
2011年の国勢調査では、トロント都市圏での通勤に公共交通機関を利用している割合は23.3%と、カナダ国内で最も高い結果
となった。ダウンタウン中心地のユニオン駅やアップタウンのフィンチ駅などからは他の公共交通機関であるGO TRANSITや
York Region Transit / VIVAがバスや電車を運行している。トロントの平均通勤時間が32.8分とカナダ最長であり、また約3割
の人が45分以上かけていることからも、トロント市外から通勤や通学で利用している人たちも多いことがわかる。充実した交
通機関により、比較的安い郊外に住居をかまえることができるのも、大都市ならではの特徴があらわれていると言える。

　TTCの1回の乗車賃は、1駅でも地下鉄からバスへ何度乗り継いでも定額のC$3。トロントピアソン国際空港へもTTCで行
くことができ、また深夜は一部のエリアで24時間バスやストリートカーが運行している。

©Tourism Toronto / Francisco Pardo
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Yorkdale

Wilson
Downsview

Queen’s Park

St. Patrick

Osgoode

St. Andrew

Summerhill
Rosedale

Bioor-
Yonge

Bay

St. George

Dupont

Yonge-University-Spadina Line
Bloor-Danforth Line
Scarborough RT
Sheppard Line

トークンチケット

C$31.25

取扱なし

3枚/ C$8.10
7枚/ C$18.90
5枚/ C$9.25
10枚/ C$18.50

10枚/ C$6.00

トークン券売機は現金のみ対
応。購入枚数は1、3、7枚か
ら選べる。

改札での購入は大変込み合う
ので、こちらの券売機で買うと
早い。(デビッドカードのみ対応)

Metropass 販売機
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トロントの交通

その他の交通機関

TTCの交通機関

GO TRANSIT

　主に南北を行き来するヤング-ユニバーシティ-スパダイナ 線、東西を行
き来するブロア-ダンフォース線、その他スカボローRT線とシェパード線の
4つの線があり、平日、土曜、祝日は早朝から1時頃まで運行している(日
曜のみ午前9 時頃から)。ラッシュ時は約2 分間隔で運行しているので
非常に便利である。改札口で現金C$3を入れるか、トークンチケット、メ
トロパスなどの各カードを改札機に通して入場する。

　各地下鉄の駅からバスが運行しており、路線によって運行間隔はこと
なるもののトロント市内を網羅しているので移動に非常に便利。運転手
の側に設置してあるボックスに現金C$3もしくはトークンを入れるか、
各パスを掲示すれば乗車できる。地下鉄やストリートカーなどへ乗り換
えをする際は運転手から乗り換えチケットを受け取ると次の乗車時には
追加料金がなく乗車できる。一部の路線では24時間バスが運行。

　バスと同様、乗車時は現金やトー
クンをボックスへ入れるか、パス
を運転手へ掲示する。ダウンタウ
ン内の移動には大変便利。メイン
ストリートであるカレッジ通りと
クイーン通り、バサースト通りは
24時間運行しているので深夜の帰
宅でも安心。

　オンタリオ州トロントと近郊の都市を結ぶ地域都市間
公共交通機関。GO TRAINと呼ばれる列車と、GO BUS
と呼ばれるバスを運行しており、トロントの周りに位置
するGTAと呼ばれるエリアとトロント市内を結んでい
る。ナイアガラへもバスが運行しており、観光で利用す
る人々も多い。TTCユニオン駅から7つの路線が運行し
ており、毎日多くの人が通勤や通学で利用している。GO 
TRAINは2階建てなのが特徴的だ。

　トロント市とその北部のエリアを結ぶバス会社。平日は午
前5:30 から( 土曜6:30am～/ 日曜8:00am～) 深夜0時ま
で運行し、通常時は15分以下ごと、ラッシュ時は3～10分
ごとに運行している。TTC地下鉄ヤング-スパダイナ線とシェ
パード線、各バス、またGO TRANSITへ乗り継げる。3区
間制の運賃体系を設けており、乗車した距離によって運賃
が異なる。運賃は1Zone / C$4、2Zone / C$5、3Zone / 
C$6 (2014年1月現在 / 現金での支払い)。

　トロントにはいくつものタクシー会社があり、ダ
ウンタウン、もしくは大通りでは比較的簡単に捕ま
えることができる。初乗りは約C$5と経済的なの
でダウンタウン内の移動であればC$10以下で行
ける場所も多い。運賃に加えてチップ（約15%）
を支払うことを忘れずに。トロントピアソン国際空
港からダウンタウンへは約C$50(＋チップ)で行く
ことができる。

York Region Transit / VIVA タクシー

©GO TRANSIT ©VIVA ©Tourism Toronto / Clifton Li

地下鉄

ストリートカー
（路面電車）

バス

©Tourism Toronto / Danielle Petti©Tourism Toronto

©Tourism Toronto / Clifton Li
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バラード駅
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余暇を過ごすスポット/ P.86西部展開スーパーマーケット/ P.59

バンクーバースーパーマーケット/ P.60

※マップ上の各番号は掲載ページの番号と同じです。
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ミレニアム線
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ウエストコースト・エクスプレス
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主要通り

スカイトレイン
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バンクーバーエリア紹介

　メインストリートに面している活気あふれたエリ
ア。レストランや電化製品なども品揃え豊富。近
くには、中山庭園という中国の庭園があり、観
光名所の一つとなっている。チャイナタウン周辺
は夜道が危険なので、一人歩きは避けること。

4.イエールタウン
Yaletown

　個性溢れるアートに富んだショップやレス
トランが連なるエリア。多くの高級コンドミニ
アムが立ち並び、有名人やデザイナー、アー
ティストなどのセレブリティーにも人気のエリ
アである。エリアの一角が以前倉庫街だっ
たため、現在も昔の面影を残す風情のある
レンガ造りで高級レストランやブティックが多
く、まるでニューヨークのソーホーのようなお
しゃれな街並み。

1.ウエストエンド&イングリッシュベイ
West End & English Bay

　ダウンタウン西側に位置。イングリッシュベイにつながるデンマン通りは昔から地元の人に人気の居住
エリア。デンマン通りはイングリッシュべイとスタンレーパークをつなぐ通りで、レストランが多く立ち並ぶ。
公園やビーチで遊び疲れたらここでひと休みできる。ウエストエンドは穏やかで落ち着いた雰囲気のため、
こちらも地元の人に人気のエリア。デイビー通りはゲイコミュニティの象徴「レインボーフラッグ」が掲げら
れており、多くの同性愛者が集う。イングリッシュベイでは2010 年バンクーバーで開催されたバンクーバー
オリンピックでシンボルとなった、イヌクシュク（Inukshuk）も観ることが出来る。

2.ロブソン通り
Robson Street

　バンクーバーのメインストリート。ショッピング
やグルメが楽しめるため、ダウンタウンで一番人
通りが多い。カジュアルウエアの『Roots Canada』 
やヨガウエアの『lululemon』といったカナダ発
祥のブランドもこの通りにある。ロブソン通り 沿
いには多くのホテルが集結しているため観光客も
多い。バラード通りより西に歩くと韓国レストラン
エリアがあったり、小さな飲食店が多く立ち並ぶ
ため、昔から人気の居住エリアとしても有名。
http://www.robsonstreet.ca

3.ガスタウン
Gastown

6.コマーシャル・ドライブ
Commercial Drive

　かつてはイタリア系の街であったが、今ではア
フリカ系・中南米系も増え、北米大陸でトップ10
に入るヒッピーの街として知られている。異国情緒
あふれる魅惑のエリアとして、観光客にも人気。
http://www.thedrive.ca 

7.メインストリート
Main Street

　ユニークかつオシャレなお店や服屋さんやカ
フェが立ち並ぶエリアで、若者に人気。古着
屋さんも多く点在しており、隠れたお洒落スポッ
トとして知られている。

5.チャイナタウン
Chinatown

　バンクーバー発祥の地。イギリス植民地時
代の名残を多く残し、州政府に歴史地区とし
て保護されているレンガの石畳が印象的。
観光スポットの一つとしても知られており、観
光客向けのギフトショップを多く目にするエリ
アでもある。エリア内のコルドバ通りにはお
しゃれなブティックやカフェが連なり、比較的
若者に人気のおしゃれなストリートとしても知
られている。

Inukshuk（イヌクシュク）とは？
　カナダ北部に住む、先住民・イヌイットが雪
の中を移動する際に方向を見失わないように
目印として作った人形の石像。平和、希望、
友情、歓迎などの意味が込められている。ち
なみにこのイングリッシュベイにあるイヌクシュ
クは1986 年に開催された万国博覧会の記念
として贈与されたもの。

キツラノ&西4番通り
Kitsilano&West 4th Avenue
　若者に大人気のエリア。休日にはキツラノビー
チや西4番通りでショッピングを楽しむ人も多い。
有機食材を豊富に取り揃えた店や、レストラン
が立ち並ぶ。ダウンタウンに比べるとやや落ち
着いた雰囲気のこのエリアは新しいコンドミニ
アム街でもあり、富裕層に人気。

©Tourism Vancouver/Coast Mountain Photography ©Tourism Vancouver/ Andy Mons

©Tourism Vancouver/Coast Mountain Photography

©Tourism Vancouver/ Al Harvey ©Tourism Vancouver/ Robert Kent ©Tourism Vancouver/ Cycle City Tours

©Tourism Vancouver/ The Reef Restaurant©Barcelona Media Design

　バンクーバーは、ブリティッシュ・コロンビア州沿岸部に位置する同州最大の都市であり、カナダ第三の都市圏を形成している。温暖な気候や太
平洋沿岸の山並みが美しいことから、観光地としても有名。また ワーキングホリデー制度や留学などで、長期滞在をする日本人も多い。メトロバンクー
バー港はカナダ最大の港であり、北米において積載量で第4位の規模をもつ。さらに、主要な各映画制作会社が拠点を置いており、北米第3位の規
模となる映画製作拠点とも知られ、国際会議や国際協議も数多く開催されている。2010年には第21回冬季オリンピックが開催された。
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8.グランビル・ストリート
Granville Street

11. サウス・グランビル
South Granville

　この通りはパシフィックセンター（ショッピ
ングモール）、映画館、ナイトクラブなどが集
結しているため、夜でも多くの人で賑わう。 
ロブソン通りとグランビル通りの交差点周辺
は、ハロウィンや新年などのイベント時に賑
やかなスポットとして有名なだけでなく、ナイ
トエンターテイメントを楽しむならもってこいの
通りとしても有名。

　グランビル通りの西6番通りから西15番通
り間のエリア。このエリアには高級アンティー
クブティックやインテリア雑貨、ギャラリーなど
が多く、セレブリティーに人気のエリア。

9.グランビルアイランド
Granville Island

　市民の憩いの場として知られている、グランビ
ル橋の下に位置する島・グランビルアイランド。
新鮮な魚や野菜のファーマーズマーケット、レス
トランやカフェ、観光客向けのギフトショップだけ
でなく、ビール工場や映画館、ギャラリー、美術
館などバラエティに富んだアクティビティが楽しめる。
休日は路上イベントなどもあり、音楽やパフォー
マンスなどを観覧する人で賑やか。ダウンタウン
からはミニフェリーでフォールス川を横断できる。

10.コールハーバー
Coal Harbour

　カナダ・プレイスからスタンレー公園までの海
沿いの一等地のエリア。最高級コンドミニアムが
立ち並ぶセレブリティーエリアで、バラード入り江
やスタンレー公園などの眺望が楽しめる。

バラード入り江とは？
　ブリティッシュコロンビア州南西部にある、岸
辺から水底にかけてなだらかで比較的浅い入り
江のこと。

13.ニューウエストミンスター
New Westminster

　BC州で最も古い歴史のある街である、ニュー
ウェストミンスター。『ザ・ロイヤル・シティ』との愛
称で呼ばれる事もある。アップタウン周辺はヨー
ロッパ風の家屋が多く立ち並び、イギリスの植民
地時代の名残を感じる。ダウンタウン（コロンビ
ア通りとフロント通り周辺）は、アンティークショッ
プやギャラリーが多く立ち並び、落ち着いた雰囲
気のある街並み。芸術や文化もさかんになりつつ
あり、近年では多くの芸術家を輩出している。
http://www.newwestcity.ca

14.リッチモンド
Richmond

　アジア人が多く住むエリア。オリンピックの会場
となった、スピードスケート競技場（Richmond 
Oval）がある。ダウンタウンからは地下鉄カナダ
ラインでアクセス可能。また、アジア人にとってショッ
ピングと言えば、リッチモンドというほど、アジア系
の店が多い。アバディーン・センター（Aberdeen 
Centre）などアジア系の大きいショッピングモール
や日本人には嬉しいダイソーやスーパー、日本食
レストランなどが集結している。
http://www.richmond.ca

12.スティーブストン
Steveston

　100 年以上前に和歌山県三尾村出身
の漁民たちが移住した街としても知られて
おり、日本とは強い結びつきのあるスティー
ブストン。日本庭園など街の至る所に日本
の面影を感じられる。昔、多くの日本人が
移民してきたため、現在も大きな日系カナ
ダ人コミュニティがある。また、古風な漁
村の趣も残っており、観光客にも人気のス
ポットである。
http://www.stevestonivillage.com

バンクーバーエリア紹介

バンクーバー市外のエリア

©Tourism Vancouver/ Albert Normandin

©Tourism Vancouver/ Robert Kent©Tourism Vancouver/Clayton Perry

©Tourism Vancouver/Coast Mountain Photography

©NewWest / Westminster

©Tourism Vancouver/Clayton Perry
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バンクーバーの交通

TransLink 運賃
バス、スカイトレイン、シーバスはいずれも同じ料金システムで、区間制になっている。1 ～ 3区間まであり、区間ごとに料金が異なる。

Zone1 Zone2 Zone3

DOWNTOWN
VANCOUVER

VANCOUVER

SEA ISLAND

RICHMOND

STEVESTON

LADNER
DELTA

TSAWWASSEN

SURREY

FORT LANGLEY

LANGLEY

CITY OF LANGLEY
CLOVERDALE

WHITE ROCK
ALDERGROVE

BURNABY
COQUITLAM

PORT
COQUITLAM

PORT MOODY

ANMORE

DISTRICT OF
NORTH VANCOUVER

DEEP COVE
CITY OF

NORTH VANCOUVER

WEST
VANCOUVER

LIONS BAY

HORSESHOE
BAY

BOWEN
ISLAND

ZONE BOUNDARY

ZONE BOUNDARY

ZONE BOUNDARY

BELCARRA

MAPLE RIDGE

PITT MEADOWS
NEW

WESTMINSTER

Fare Zone Map チケットの一例

運賃表

距離

1Zone
2Zone
3Zone

1回(90分)

C$2.75
C$4.00
C$5.50

Day Pass
(1日券)

C$9.75

FareSaver
(10枚回数券)
C$21.00
C$31.50
C$42.00

Monthly Pass
(1ヶ月定期券)
C$91.00
C$124.00
C$170.00

※平日午後6:30以降、また 土･日･祝日は終日Zone規制がなくなり全エリア1Zone 料金で利用できる。

上記マップで 黄色いエリア が出発地点だとし、赤いエリアが目的地の場合は、2区間、
青のエリアが目的地の場合は、3区間を購入する事になる。

乗車券 (Single Fares)
有効期限は購入時より 90 分間で、 
有効期限内であれば、同じ 区間
内で、バス、スカイトレイン、シー
バス 全ての乗継が自由に行える。

1日券 (DayPass)
スカイトレイン、シーバスのチ
ケット販売機で購入可能。 また、

「セブンイレブン」、「ロンドン・
ドラッグ」でも購入できる。バス、
スカイトレイン、シーバス全ての
交通機関が区間関係なく1日乗り
放題となる。

　バンクーバーは現在、「TRANSPORTATION 2040」という計画に取り組んでいる。これは2040年までに、3分の2の交通手段を徒歩・自転車・公
共交通機関に移行するという計画で、同市の「GREENEST CITY 2020」とも連動しており、自動車の利用を減らすことで排出ガスを削減するという目
標も兼ねている。2008年から2011年の交通状況の変動をみると、自動車利用が4%減少しているのに対し、公共機関および自転車の利用は各1%増、
徒歩は2%増であった。同計画は、環境問題のみならず、歩くことや自転車に乗ることで市民の健康を促し、交通・物流を円滑にし、ひいては都市の
経済発展を実現するという包括的で大規模な計画となっている。統計局発表のブリティッシュ・コロンビア州の2012年の家庭支出をみると、自家用車両
に掛かる出費が9%減少しているのに対し、公共交通機関に掛かる出費は9%増加しており、家計にも影響し始めていることがうかがえる。また、車の
利用に関しても、電気自動車の普及促進や充電スタンドの設置増加、またカーシェアリングのシステムも取り入れている。

　TransLink (http://www.translink.ca) という公共交通機関がバス、電車（スカイトレイン）、フェリー（シーバス）を一括して運営しており、全て同じチケッ
トで利用可能である。同社によると、2012年の年間利用者数は2億3,900万人であり、2008年から約33%増加している。空港からダウンタウンまでの
移動もスカイトレインで行き来できたり、最終電車やバスが終了してからも主要エリアはナイトバスが運行していたりととても便利だ。

駅に設置されてい
るチケット販売機

©TransLink

駅に着いたらまず
販売機でチケットを買おう！
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バンクーバーの交通

スカイトレイン (電車 )

シーバス

　時間帯とルートにより多少異なるが、2～ 8分の間隔で早朝～深夜 
1時頃まで運行している。ダウンタウンのウォーターフロント駅を起
点に、3つの路線（エクスポ線、ミレニアム線、カナダ線）が運行さ
れている。

バス
　TranskLinkのバスはバンクーバーと近隣都市を結ぶ。バスには釣銭
が用意されていないため、料金ちょうどの小銭が必要となる。ナイト
バスも運行されており、終電、終バスを逃しても安心である。

　バンクーバーのダウンタウンとノースバンクーバーを結ぶフェリー。 ス
カイトレインやバスに比べると運行数は少なく、 ピーク時は 15 分間
隔、その他の時間帯は、30 分間隔で運行しており、乗車時間は約 
12 分。ダウンタウンやスタンレー公園などの眺めを楽しむために利用
する観光客もいる。

　初乗り、1Km毎の料金ともに料金は各社によって異なるが、目安料金は
初乗りC$2.5～、1km毎にC$1.5～である。車体が黄色やオレンジ色のも
のが多く、流しのタクシーが多く走っているので簡単にタクシーをひろうことが
できる。しかし、ダウンタウン以外の地域ではタクシーの数が少なくなるため、
駅前やホテルの前で客待ちをしているタクシーを利用することをおすすめする。

タクシー
©TransLink

©TransLink

更に便利に！お
得に！

Compass Card
　TransLink に2014 年から導入された電子カード運
賃支払いシステム。バス、スカイトレイン、シーバスな
どのTransLink運営の交通機関で使うことができる。
定期券や電子マネー機能があり、機能の併用も可能。
　カードは3 種類あり、最も一般的なのが青色
の「Adult Compass Card」。オレン ジ 色 の

「Concession Card」は5歳から13歳までの子供、
14歳から19歳の学生証保持の中高生および65歳
以上用のカードで、白色の「Compass Tickets」は
観光客やあまり利用しない人向け。
　使い方は、乗り降りする際 にカード読み取り機に
かざすだけ。降りた時にかざすと電子マネー機能が
ついたカードの場合、自動的に運賃が引かれる。
90 分以内であれば乗り放題となるが、乗り降りの度

にカード読み取り機にカードをかざす必要がある。
　カード購入金額はC$6で、スカイトレインやシーバ
スの駅、電子カード販売店に加え、オンラインや、
電話での購入も可能。入金は駅などにある自動販
売機でも可能である。

運賃比較表

距離

1Zone
2Zone
3Zone

C$2.75
C$4.00
C$5.50

現金

C$0.40
C$0.50
C$0.80

差額

C$2.35
C$3.50
C$4.70

Compass
Card

©TransLink
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美容
ファッション

美容・ファッションイベント

カナダの美容・ファッション事情とトレンド

カナダ発のファッション・ブランド

トロントの商業施設

バンクーバーの商業施設

ビジネスインタビュー・ファッション小売業界

ビジネス対談・カナダの理美容事情

トロントのヘアサロン・エステサロン

バンクーバーのヘアサロン・エステサロン

トロント・ファッションチェック

バンクーバー・ファッションチェック
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カナダ全国のファッション･美容イベント
ブリティッシュ・コロンビア州 バンクーバー

カナダではファッションや美容のイベントが
盛んに開催されています。

オンタリオ州 トロント

例年11月下旬
開催場所：Holiday Inn Toronto Yorkdale
http://fashionbeautyexpo.com

例年9月下旬
開催場所：99 Sudbury Street
http://artoffashion.org

　オートクチュールやブライダル、ファッションデザ
イナーや、卸売を扱う一般に向けた博覧会で、
業界内でも重要な位置を占めているイベント。
開催期間は2日間だが、「トロント国際ブライダル
博覧会」「ファッション博覧会」「ランウェイ」「シー
クレットギフト博覧会」「美人コンテスト」という5
つのメインイベントのほかにも多くのイベントが行
われる。150以上の出展団体、3万人の来場者
が会場を埋め尽くす。

3月17日～ 21日（2014年）
開催場所：David Pecaut Spuare
http://worldmastercardfashionweek.com
　国内を牽引するファッションイベントとして、
カナダのデザイナーたちにフォーカスをあて、
彼らをさらなる国際的な表舞台へと後押しして
いく役目も担っている。オーディエンスや国際
的メディア、業界人たちの目の前で最新コレク
ションを発表する。2013年10月に開催された
2014年春夏コレクションファッションショーで
は、日系カナディアンデザイナーを含めた32
ブランドのデザイナー・団体が参加。

Fashion Beauty Expo World MasterCard Fashion Week

1月10日～12日(2014年)
開催場所：Winnipeg Convention Centre
http://www.wellnessexpo.com
　ヘルス・フィットネス分野の博覧会として、毎
年5,000人を超える人々が訪れる、カナダで
最も注目度の高いイベントの一つとして数えら
れている博覧会。100人のプロフェッショナル
たちで構成されるこのイベント。無料セミナー
やディスカッションを通して、最新の情報が来
場者に提供され、またサプリメントやフィットネ
ス用品、美容製品などもマーケットで手に入
れることができる。

Winnipeg Wellness Expo
5月1日～3日(2014年)
開催場所：Canada Place
http://www.bmovanmarathon.ca/runvan-expo
　バンクーバーマラソンの行われる週末3日間
に開催される一大博覧会。ヘルス、スポーツ、
ライフスタイルといったアクティブに過ごすための
サービスや用品が会場に集結。毎年17,000の
出展者、そして60,000人の来場者が集まる大
盛況ぶりに、2014年からは前年比30パーセン
ト広い場所に会場を移しての開催となる。入場
料が無料ということもあり、マラソン参加者以
外にも多くの人が詰めかける。

Health, Sports & Lifestyle Expo
3月26日～4月4日 / 9月18日～25日(2014年)
開催場所：TransAlta Arts Barns
http://www.westerncanadafashionweek.com
　アルバータ州で最も歴史のあるファッション
ウィーク。デザイナー、そしてファッション美
容業界コミュニティ形成を使命として行われて
いる。世界中に数あるファッションウィークの
中でも、デザイナーたちのプラットフォームと
しての役割だけでなく、コンテストなどを開催
して新しい才能を発見するインキュベーターと
しての側面もある。

Western Canada Fashion Week

4月6日、7日(2014年)
開催場所：255 Front Street West, South Building
http://www.biztradeshows.com/beauty-show-toronto
　265の企業団体をメンバーに持つ非営利登録
団体The Allied Beauty Association （ABA）が行う、
美容業界関係者のみ参加可能のプレミアビュー
ティイベント。ABAの会員は90パーセント以
上がカナダの美容関連団体。各企業の開く
ショーケースに国際的バイヤーたちが集まり、
各社製品をグローバル展開していくプラット
フォームとして機能しており、カナダ美容関連
企業との関わりで重要な役割を担う博覧会。

Beauty Show

オンタリオ州 トロント オンタリオ州 トロント オンタリオ州 トロント

アルバータ州 エドモントン

Art of
Fashion
　新生のアパレル・アクセサリーデ
ザイナーたちに作品発表の場を提供
することを目的とした団体Art of 
Fashionの主催するイベント。10人
の新生カナディアンデザイナーたちが
2つの賞、「最も有望なデザイナー
賞」、「最優秀展示賞」をかけてコ
ンペティションを行う。このコンペティ
ションでは業界関係者やメディア、
一般の人を含めての審査が行われ
る。そのほかレッドカーペットやVIP
イベントなども開かれる。

Vancouver
Fashion Week

3月18日～ 24日(2014年)
開催場所：Chinese Cultural Centre, 50 East Pender Street
http://vanfashionweek.com

　2000年に始まり、新興デザイ
ナー業界を牽引するポジション
として急成長を遂げ、世界から
も注目を集めるファッション
ウィーク。新生デザイナーから
世界的に有名なデザイナーまで
もが参加、バンクーバーだけで
なく12カ国25都市から60ブラ
ンドを超えるデザイナーたちが
一挙集結して華々しいステージ
を作り上げる。

マニトバ州 ウィニペグ ブリティッシュ・コロンビア州 バンクーバー

©ABA Beauty Show

©Art of Fashion©Vancouver Fashion Week

©World MasterCard Fashion Week©Fashion Beauty Expo

©Western Canada Fashion Week

©BMO Vancouver Marathon

©Wellness Expo
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　カナダ統計局が発表している最近5 年間の消費者物価指数をみると、食品や生活用
品の物価が年々増加している中、衣料品関連商品、特に服や靴の物価に限り、わずか
だが減少して いることがわかる。これは、近年のファストファッションの進出が大きく関
係しているといえる。後述する「カナダファッション事情」でも述べるが、米国などの人
気ファストファッション・ブランドの進出が めざましく、街中で店舗をみかけるようになった。
若者のファッション消費傾向の変化も相まって、価格も高く洗練されたハイブランドから、
“安くておしゃれ” なファストファッションが市場を大きく占めているのが現在の特徴であ
る。 手頃な価格に加え、 デザイン 性や品質が優れているものも増え、ファストファッショ
ンの購買に一層拍車がかかっているといえよう。またその他に最近の消費者の状況とし
て、デザインよりも機能性を求める動きにシフトしてきていること、 オフィスシーンにおいて、
よりカジュアルな服装も受け入れられてきていること、在宅ワークが増えてビジネスシーン
でのおしゃれ着の需要が減ってきていることなども挙げられている。

物価の動向とトレンド

大きく変わるデパート業界のビジネス環境

米国発のファッション小売店がビジネス・トレンドを作る。

カナダの美容・ファッション事情

　美容・ファッションブランドの集合体ともいえるデパートだが、トロント・バンクーバー
ともに慣れ親しまれているデパートに『HUDSON’ S BAY』と『Sears』がある。とも
にダウンタウンの中心や郊外の代表的なショッピングモールなどに店舗を構え、まさに
カナダのショッピングのアイコン的な存在の２つのデパートだが、2014年から数年かけ
て米国の高級百貨店を中心に大きくその業界地図が変わろうとしている。

　『Sears』は米国のカナダ子会社であり、トロントの中心イートンセンターに店を構え、
また地方などでもカタログ販売に力を入れ、非常に大きな売り上げを誇ることでも有
名だった。しかし昨今の業績不振により、トロントのイートンセンター店の他、バンクー
バーの店舗なども含め、大幅な店舗縮小やリストラを余儀なくされている。イートンセ
ンターには『Sears』撤退後、米国の大型小売店の『Nordstrom』が2016年にオー
プンする予定となっている。ちなみに『Nordstrom』のカナダ進出は、トロントに先立っ
てカルガリーから始まり、2015年にバンクーバー、オタワと展開し、2016年にトロント・
ダウンタウン、そして2017年にトロントの西に位置する『Sherway Gardens』にオー
プン予定と、カナダでの市場開拓に力をいれている。

　一 方『HUDSON’ S BAY』は 2013 年 に、米 国 の 高 級 百 貨 店『Saks Fifth 
Avenue』を約29億ドルで買収すると発表、日本でも大きな話題になった。トロントに
はイートンセンターの隣『HUDSON’ S BAY』の旗艦店の場所に『Saks Fifth 
Avenue』がオープンする予定となっており、特に米国高級百貨店の競争が激化する
市場となる。 

　『Walmart』は1994年にカナダ進出を果たし、いまやその店舗数は370店舗以上に達している。また『Target』も2011年以降にカナダへ
の出店を加速している。また日本でも話題の下着ブランド『Victoria’s Secret』も、注目度の高いショッピングモールへの出店がここ最近目立っ
てきている。さらに同ブランドを展開するリミテッドブランド社は、学生などの若年層をターゲットにした下着ブランド『Pink』や『Bath & Body 
Works』もカナダに進出させている。先述したファストファッション業界同様、美容業界も含め多くのアメリカ企業がカナダに進出してきている。
その進出・出店を拡大する背景として、消費者の嗜好が米国の傾向に似ていることや、英語圏でもあること、また物流の問題が少ないことなど
が挙げられている。

©Tourism Toronto / www.TorontoWide.com

Nordstrom

Saks Fifth Avenue

Victoria’ s Secret Bath & Body Works
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デパートとドラッグストアが基点となる化粧品のビジネス環境

　化粧品市場の売り上げの大きな割合を占めるデパート業
界だが、ここカナダでも日本同様、店舗の一階もしくはメイ
ンフロアが世界の高級ブランドなどで埋め尽くされている。

　2013年には『HUDSON’ S BAY』はトロントやバンクー
バーの旗艦店を中心に化粧品売り場の改装を15年ぶりに
実施し、今後も随時改装に着手すると発表した。その中で
もトロントにあるヨークデール店は、売り場面積を従来比2
倍に拡充したり、バンクーバー店も従来比130～140%に
拡充するなど、 売り場面積の増床を進めることで、さらなる
消費者のニーズの開拓や新たなブランドの導入など、まだ
まだ潜在的な市場の拡大が期待できることを物語っている。

　さらにカナダのような多民族国家は、それぞれの都市に
人種的な特徴をもつ関係で、各都市によってデパート内の
店舗配置にも個性があらわれている。カナダの最大都市
で経済の中心のトロントは、米国系の『Estée Lauder』
や『CLINIQUE』といったブランドが強く、フランス語圏
のモントリオールやケベックになるとフランス系の

『LANCOME』が強い。距離的にアジアに近いバンクー
バーでは『資生堂』などが優位に立っている。

　また日本でも人気のあるカナダのコスメブランド『M・
A・C』はトロント、バンクーバーに専門店が何店舗もあり
絶大な人気を誇る。移民の多い国ならではのコ ンセプト、
どの人種の人でも似合うものを提供する同ブランドは、ファ
ンデー ションやアイシャドウのカラーバリエーションが豊富
なため、現地でも日本人を含めアジア人にも多くのファン
を持つ。

　しかしながら昨今では、化粧品市場の売り上げが、徐々
にデパートから『Shoppers Drug Mart』を代表とするドラッ
グストアや、ショッピングモールでよく見かける『Sephora』
や 『L'Oréal』傘下の『Body Shop』などの化粧品専門
店へと、徐々にシフトし始めてきている傾向がある。

『Shoppers Drug Mart』ではメインフロアにビューティブ
ティックがあり、世界のラグジュアリーブランドから安価でカ
ワイイ商品までといった充実な品揃えと、来店客が手にとり、
実際に試してみることができるようなコーナーの設置が消
費者のニーズを掴んでいる。ドラッグストアで世界の高級ブ
ランドまでもが手に入るというのは、世界的に見てもめずら
しい。この手軽さに、ドラッグストアの利便性なども加わり、
市場規模の拡大とともに、消費者の心は少しずつシフトし
ていっていると思われる。

1       The Body Shop
2       Sephora
3       M・A・C
4-7    HUDSON’ S BAY
8-11  Shoppers Drug Mart

4 5

6 7

8 9

10 11

1 2 3
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日本でも注目されつつある、カナダ発の化粧品ブランド

　日本で有名なカナダ化粧品ブランドといえば、上述
した『M・A・C』が有名だが、近年世界各地への
進出を果たし、欧米を中心に数々の賞を受賞するなど
多くの注目を集めている男性用化粧品ブランド

『4VOO（フォーヴー）』もファッションに関心の高い層
を中心にじわじわと広がってきている。“ラグジュアリー
かつセクシー” をコンセプトに、男性の魅力を高め、
自信を持たせる『4VOO』はハリウッドスターなどの海
外セレブリティも愛用する品で、日本では百貨店やセ
レクトショップで取り扱われている。ジェンダー問題に
寛容なカナダならではのアイディアが生んだ革新的男性
用化粧品ブランドだ。

　さらに、原材料はすべて自然由来成分のものという
こだわりを持つトロント生まれのリップバームブランド
『Bite Beauty』は、日本国内にオリジナルショップがな
いながらも、2012年に『Vogue Japan』誌で紹介さ
れたことを機に、モデルやプロメイクアップアーティスト
をはじめとするファッショニスタたちの間ですでに広がり
を見せている。オンラインショッピングで買い求める若
者も続出しており、日本への出店が望まれているカナダ
ブランドの一つだ。 

スモールビジネス・オーナーが多い
　カナダ統計局の調べによると、国内全土で4,600店以上もの
美容室があるとされており、その数はオンタリオ州で1,400店以上、
ブリティッシュ・コロンビア州で600店以上である。およそ60％の
業界従事者は、従業員１－４人のビジネス規模で働いており、
個人の美容室オーナーがスモールビジネスとして起業しているケー
スが多いことが伺える。また、政府機関サービスカナダの調べで
は、美容師・理容師の職種の人々は、全体の71.5%がフルタイ
ムで働いていて、年間給与所得は、
C$0～C$19,999が73.8%
C$20,000～C$49,999が24.7%
C$50,000以上が1.5%
という割合になっている。給与構成は日本同様に、基本給と顧
客数に応じた歩合で構成されているところが多い。

人気がある日本人美容師
　中国系を中心とするアジアからの若者や富裕層などを中心に
日本発のヘアスタイルのトレンドや技術、商品は非常に人気で
評価も高く、日本人美容師は多くのアジア系サロンから引く手あ
またであるのが現状である。近年は、日本の美容室業界で働
いていた若手がワーキングホリデー制度を利用してカナダに働き
口を探しに渡ってくるケースも増えてきており、技術力のある美
容師であれば、雇用主から就労ビザのオファーを受け、数年単
位で働く傾向が多い。

欧米系美容室は、中心地に。
　『TONY&GUY』や『Vidal Sassoon』などの世界のトップ
ブランドはトロント、バンクーバーにも進出しており、広 と々した
店内で従業員も基本的には欧米系で構成されているのが多く
見受けられる。カナディアンや欧米系の人が多く集まるエリアや、
お洒落なブティックエリアや目抜き通り、代表的なショッピング
モールなどに店舗を構えているのは、欧米系のヘアサロンの特
徴である。

アジア系美容室は非常に多いが、
日本人オーナーは少ない。
　アジアからの移民が多いバンクーバーを中心に、トロントでも
アジア系美容室は非常に多い。そのオーナーの中心は、ほと
んどが韓国人と中国人である。全体の割合でみると、日本人
オーナーによる美容室は非常に少なく、トロント・バンクーバー
ともに数店舗前後である。店は駅近く、もしくは交通の便が良
いところに開業していることが多く、コリアタウンやチャイナタウ
ンの店はC$15前後からのヘアカットが可能と、比較的低価格
な店が揃い、日本人オーナーの美容室は、ヘアカットC$40前
後からと比較的高価格帯の設定になっており、髪の長い女性
であれば、日本人によるカットと日本製の商品を使用したパー
マでC$200以上かかることも珍しくない。また、アジア系の美
容室でネイルサービスを併設しているところが近年非常に増えて
きているのも特徴である。

参考URL
・JETRO ／化粧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/ca/qa/01/04A-010706

・オンタリオ州サイト　スパやサロンの起業に関する情報
http://www.cbo-eco.ca/en/index.cfm/starting/how-to-start-a/how-to-start-a-spa-or-salon-in-ontario/

・ブリティッシュ・コロンビア州　スモールビジネスの起業に関する情報。
※サイト内にヘアサロンの起業などに必要な情報も有り。
http://www.smallbusinessbc.ca

アジア系オーナーも多く存在する、美容業界

©M·A·C Cosmetics 
©4VOO

©Bite Beauty
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大人気の北米、欧州の
カジュアルアパレルブランド
　カナダ で も 不 動 の 人 気 を 誇 る の が、『GAP 』や

『FOREVER21』、『H&M』 などのファストファッションブランド。
また『Abercrombie & Fitch』 や『Hollister』もカジュアルファッ
ションのアイコン的ブランドとして定着している。そしてスペイン
発の『ZARA』も手頃な価格でトレンドを取り入れたデザイン
が男女共に若者を中心に人気。トロント、バンクーバーの各
ファッションモールにはそれぞれのお店が必ず入っている。
　そ の 他 に も、世 界 中 の 女 性 か ら 愛 さ れ て い る

『ANTHROPOROGIE』、『kate spade New York』などのレディ
スアパレルブランドや日本でも人気が高い『Ralph Lauren』など
のブランドも直営店やデパートメントストアで販売されている。
　また、カナダ生まれのブランドの『Roots Canada』、『club 
monaco』、『ALDO』、『aritzia』などもカナダ国内に多数の
店舗を持ち、カナダ人にとって欠かせないファッションブランド
となっている。

セカンドハンドの文化
　セカンドハンド( 中古品販売) の文化もカナダには欠かせな
い。街中に米国の古着を中心とした古着屋も多く見かけるが、
広大な店舗内でアパレル製品から生活用品まで販売しているス
リフトストアと呼ばれるお店も多く存在する。中古品はお値打ち
の価格で販売されており、中には掘り出しものも見つかるので、
安い商品を買いたいだけではなく、お洒落好きなカナダ人はも
ちろん、日本の古着業者も買い付けで各店舗へ商品を探しに
訪れるほど。

ハイエンド/ロウエンド・ブランドの使い分け
　もちろん『PRADA 』や『LOUIS VUITTON』などのハ
イエンドなブランド店もトロント、バンクーバーと共に店舗を持つ。
『HUDSON’ S BAY』 や『HOLT RENFREW』などのデパー
トメントストアでは多くのブランドの商品が取り扱われ、トレンド
の商品を求める人々で毎週末は賑わいを見せる。
　過ごしやすい夏から、冬の厳しい寒さと積雪（トロント）や
雨季（バンクーバー）へと激しく変化する気候へ対応できるよう、
ハイエンド、ロウエンドのブランドの着分け、使い分けをして
いるように伺える。

いち早くトレンドを入手！

人気ファッションマガジン/ ファッションサイト
　カナダのファッショニスタのトレンドの情報源はもちろんファッショ
ン誌。日本でも有名な『VOGUE』や『NYLON』、『ELLE』といっ
た不動の人気誌はカナダでも多くの読者がいる。しかし、近年の
デジタル端末の普及から、オンラインで情報収集をする人 も々増え
ている。企業が掲載する地元のデザイナーショップなどの情報や、
ファッションスナップ、また個人のファッションブログなど様々な形
態で最新のファッション情報を手に入れることができる。電子書籍
が普及しているカナダでは『VOGUE』などの雑誌のデジタル版
をモバイル端末で読む人もかなり増加している。

カナダファッション事情

GAP H&M ZARA

ALDO

Value Village Value Village 店内

HOLT RENFREW HUDSON’ S BAY

club monaco kate spade New York
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日本でも大人気な

カナダ生まれのファッションブランド

　バックパックや財布、パソコンケース
などを扱うカジュアルバッグブランド。バ
ンクーバー発のこのブランドはジェイミー
＆リンドン兄弟によって起ち上げられた。
ブランド名は創設者たちの家族に馴染
みのあった地名から名付たもの。2009
年に設立されたばかりだが、今ではカ
ナダで誰もが知る大人気ブランドへと成
長を遂げた。価格はお手頃で、幅広
い世代のニーズに応えてくれるサイズや
カラーなど、毎シーズン商品が豊富な
のでリピーターも多い。

Herschel

http://www.herschelsupply.com

©Herschel Supply Co.

　カナダ、米国合わせて120店舗以上構え
るカナダのアイコン的なカジュアルファッショ
ンブランドの『Roots Canada』。1973年に
マイケル・バドマン氏とドン・グリーン氏によっ
て起ち上げられる。ふたりは幼少期のカナダ、
アルゴンキンでのサマーキャンプの経験を
元にコンセプトを立てる。当初は靴のみ販
売していたが、のちに様 な々アイテムを扱う
ようになり、今では誰もが知る国民的ブラン
ドとなった。レザー商品はカナダ国内の自
身の工場で作られているためとても上質。
カナダ土産として旅行者にも大人気だ。

　トレンドのデザインを低価格で提供する大
人気のシューズブランド。1972年にモントリ
オールで生まれ、創設当初は同じくモントリ
オールのブランド『Le Chateau』の元で販
売していた。1978年にオリジナルショップを
オープンさせ、今では65カ国、1000店舗以
上を持つビッグブランドとなった。トロント、
バンクーバーとも市内にショップがたくさんあ
り、男女共にファンが多い。アクセサリーや
その他服飾雑貨も扱っており(オリジナル店
舗もあり)、こちらも同じく大人気だ。

Roots Canada

ALDO

http://canada.roots.com

http://www.aldoshoes.com

©Roots

　"Fresh style. Fresh price."をモットーにした大手
スーパーマーケット『Loblaws』を親会社に持つカジュ
アル・ファッション・ブランド。オリジナルの店舗も
『Loblaws』のスーパーと併設されている。2004年か
ら『Loblaws』と提携のブランドの構想が始まり、
2006年に1店舗目がオープン。スーパーにあるショッ
プならでは、家族向けの商品ラインナップとなっている。
レディス、メンズはもちろんのことキッズや低価格の化粧
品もありお母さんにも嬉しい。シンプルで飽きの来な
いデザインが多く、移民の多いカナダで様々 な人種の
人々 に愛されるブランドとして位置づけられていている。

joe fresh

https://www.joefresh.com
モントリオール発祥の、カナディアン・アウターウェ
ア・ブランド。カナダの寒い冬を過ごすのに最
適な上質、かつデザイン性に優れたなアウター
を創り出すデザイナー、エラン・エルファッシー
氏とエリサ・ダハン氏の手によって1999年に生
まれた。冬の天候が変わりやすく、雪の日が多
いカナダではアウター自体がファッションそのも
のになるが、同ブランドはそんなアウターにファッ
ション性を兼ね備え、冬のお洒落をサポートして
くれるので、カナダの若い世代から年配の方まで、
多くのファッショニスタに愛されている。

http://www.mackage.com

Mackage

過ごしやすい夏、厳しい寒さが訪れる冬。
四季がはっきりしているカナダだからこそ誕生した
カナダが誇るファッションブランドをご紹介。
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　トロント生まれのアウター、ファッション・アク
セサリーブランド『nobis』。防寒の機能性はも
ちろん、ファッション性も兼ね備えており、日本
を含めた20カ国以上の国で販売されている。
『nobis』はラテン語で“us”という意味を持つ。
それは消費者ひとりひとりのライフスタイルにぴっ
たりな商品を作ることを心がけている同ブランド
のモットーへと繋がる。もちろん上質なウィンター
ジャケットは大人気だが、ボンボンが取り外せ
たりとバリエーション豊富な帽子も、ウィンター
ハットを中心に世界中で愛されている。

http://www.nobis.ca

nobis

日本でも大人気な

カナダ生まれのファッションブランド

　厳しい寒さを知るカナダ人が、カナダ
の原材料を使用し作られた『CANADA 
GOOSE』。その素材の上質さを保つため、
生産数が上がってもそのポリシーは守ら
れている。カナダ国内だけでなく米国、ヨー
ロッパでも人気で、近年では日本でも人
気が上がっており、日本オリジナルの商品
が出るほどだ。男女、キッズどれもが豊
富なバリエーションで、厳しい寒さの冬と
なるトロントやモントリオールなどでは
『CANADA GOOSE』を着ている人を街
のいたるところで見かける。

CANADA GOOSE

http://www.canada-goose.com

©CANADA GOOSE

　1998年にチップ・ウィルソン氏が起ち上
げたヨガ用品を始めとするスポーツブランド。
のち2000年にバンクーバーの近くに位置
するキツラノのヨガスタジオでヨガウェアを
販売したのが始まり。「ヨガやランニングな
どの運動を通して精神的、身体的に体を
健康にして、生活を豊かにしよう！」とチッ
プ氏は唱え、現在では米国、カナダに
140店舗以上構える大人気ブランドへと成
長した。決して安くはない価格だが、良質
で機能性に優れていることが保証されてい
るので、カナダ国内外にファンが多い。

lululemon athletica

http://shop.lululemon.com

©lululemon

　現在本社はニューヨークに構えるが、生まれ
はカナダ、トロント。1985年にブランドが設立され、
現在もあるトロントのクイーン通り西に1号店を
オープンし、現在世界中で140以上もの店舗
を持つ。トレンドを取り入れながらも独自のこだ
わりが感じられ、また流行に左右されずいつま
でも着ることができるデザインをモットーとしてい
る。レディース、メンズともに都会のカジュアルさ
の中に洗練された遊びを取り入れているデザイ
ンは、カナダを越えてアメリカやヨーロッパなど
世界各地で人気だ。

http://www.clubmonaco.com

CLUB MONACO

厳しい寒さや雪道でもお洒落を忘れたくない。
そんな方にぴったりなカナダ生まれのウィンター
ブーツブランド『SOREL』。ウィンターブーツブラ
ンドとしては世界一の売り上げを誇る。1967 年、
オンタリオのキッチナーで『Kaufman Footwear』
により設 立されたが、同 社の倒 産の際、

『Columbia Sportswear』が買収した。現在は
ブーツ以外にもアウターなどの製品も販売してい
る。寒さや雪から完全に脚を守ってくれる同ブラ
ンドのブーツは、デザインが豊富でたくさんの人々
のニーズに答えてくれるのが嬉しい。

http://www.sorel.com

SOREL

©lululemon
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主な商業施設in トロント

1.Toronto Eaton Centre

　ダウンタウン最大の大型ショッピングモール。ダウンタウン中
心地のダンダス駅とクイーン駅に直結しており、カナダのショッ
ピングセンターといえば一番初めに名前が挙がるモール。学校や
会社帰りにも寄りやすく、連日時間を問わず幅広い世代が訪れ、
年間およそ5,000 万人の人が訪れている。天井はガラス張り、さ
らに各階が吹き抜けとなっており、自然光溢れる開放的空間で
ショッピングを楽しむことができる。1,300 台の駐車場も完備。
3 棟のオフィスタワーも敷地内にあり、地下のフードコートは平日・
休日ともに賑わっている。

総売り上げ：C$1,300/sq ft
店舗数：230以上
総面積：オフィス…189万4,413 sq ft、リテール…172万sq ft
住所：220 Yonge Street, Toronto
営業時間：月～金　10:00am～9:30pm / 土　9:30am～9:30pm
                 日　10:00am～7:00pm
http://www.torontoeatoncentre.com

Information

2.Fairview Mall

　ドンミルズ駅直結の、ノースヨーク地域に位置するショッピン
グモール。他のモールと比べるとやや店舗数は少なめではあるが、

『Apple』や『Hol l i s t e r』『ZARA』『BENCH』、化 粧 品
『SEPHORA』やバス・スキンケア用品の『Bath & Body Works』
な ど を は じ め と す る 主 要 店 が 揃 い、ま た『Sears』や

『HUDSON'SBAY』といったデパートや映画館も入っている。人
ごみを避けながら、ゆっくりと買い物が楽しめる雰囲気にファン
も多く、規模は小さめながらもトロントの中で人気上位のモール。

店舗数：175
住所：1800 Sheppard Avenue East, Toronto
営業時間：月～金　10:00am～9:00pm / 土　9:30am～9:00pm
                日　11:00am～7:00pm
http://www.fairviewmall.ca

Information

3.Scarborough Town Centre

　トロント東のスカボロー地区にあるタウンセンターで、トロン
ト東部における最大のショッピングセンター。世界最大手の小売
業者『Walmart』やデパートの『Sears』に『HUDSON'S BAY』
が入っており、そのほかファッションストアや書店、各種サービ
スなど生活に必要なものを網羅しており、周辺住民を中心とした
買い物客が多い。この地域は新興地域でトロント中心部よりも素
朴で落ち着いた雰囲気で、モールに入っている店舗も比較的同様
の空気を持つものが多い。

店舗数：250
総面積：14億sq ft
住所：300 Borough Drive, Scarborough
営業時間：月～金　10:00am～9:00pm / 土　9:30am～7:00pm
                日　11:00am～6:00pm
http://www.scarboroughtowncentre.com

Information

4.Sherway Gardens

　トロント西部にある大型ショッピングモール。まるでテントのよ
うな形をした3つの屋根が特徴的。こちらは高級店が多く集まるモー
ルで、ファッションストアを中心に、『 COACH』や『Pottery Barn』

『 Williams Sonoma』『Abercrombie & Fitch』など、 200以上の店が質
の高い商品とサービスで、訪れる人々に上質なライフスタイル構築
を提案している。買い物客には観光客なども少なく、凛とした空気
感がモール内に漂っている。また、トロントとミシサガの間に位置
しているため、ミシサガからの買い物客も多い。

店舗数：200以上
総面積：97万2,540 sq ft
住所：25 The West Mall, Toronto
営業時間：月～金　10:00am～9:00pm / 土　9:30am～9:00pm
　　　　　日　11:00am～6:00pm
http://www.sherwaygardens.ca

Information

©Fairview Mall

©Scarborough Town Centre ©Sherway Gardens
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　1964 年にオープン、
2014 年に50 周年を迎
えた歴史あるショッピ
ングモール。ヨークデー
ル駅に直結していて、
また駐車場スペースも
7400台用意されている
ため、地下鉄・車とも
にアクセスが非常に良

い。『lululemon』や『Mango』などのブランドや高級デパート『Holt 
Renfrew』もある。とくにカナダでは『COACH』が日本と比べ安くなっ
ているので、自分用に、お土産にと『COACH』を求める人は多い。
トロント北方面のモールとしては最大規模で、周辺住民を中心としな
がらダウンタウンからも多くの人が訪れる。

主な商業施設in トロント

5.Yorkdale Shopping Centre

総売り上げ：C$1,300/ sq ft
店舗数：250以上 / 総面積：16億sq ft（リテールスペースのみ）
住所：3401 Dufferin Street, Toronto
営業時間：月～金　10:00am～9:00pm / 土　9:30am～9:00pm　
　　　　　日　11:00am ～ 7:00pm
http://www.yorkdale.com

Information

　トロント郊外・ヴォーンにあ
る巨大アウトレットモール。
『CalvinK l e i n O u t l e t 』や
『BananaRepublicFactory 
Store』、『TommyHilfiger 
Outlet』をはじめとする人
気ブランドのアウトレット
ショップが集まる。また
ショッピングだけでなく、

『Pro Shops Outdoor World』や『Pro Hockey Life』など様々なアト
ラクションが楽しめる。特に若い家族連れが多く訪れており、買い物客
の75パーセントを15～44歳の年齢層が占める。ユニオン駅からシャト
ルバスが運行しているので、車がなくともダウンタウンから気軽にアクセ
スが可能。

8.Vaughan MILLS

総売り上げ：5億4,000万カナダドル（2013年/ ホームページより）
店舗数：250以上（2014年リニューアル後 / ホームページより）
総面積：13億sq ft
住所：1 Bass Pro Mills Drive, Vaughan
営業時間：月～土　10:00am～9:00pm / 日　11:00am～7:00pm
http://www.vaughanmills.com

Information

　ベイビュー駅の目の
前、歩いて数分の場所
にあるショッピング
モール。その他の郊外
ショッピングモールと
比べると規模は小さい
ながらも、高級感溢れ
るオシャレな雰囲気が
感 じ ら れ る。最 新 の

ファッションストアの他、レストランやカフェ、『LCBO』（オンタリオ
酒類管理委員会の酒類販売店）、高級食材店の『pusateri's』やスーパーマー
ケットの『Loblaws』、さらに公共図書館などがある。住宅地に位置する
こともあり、平日の日中にも近隣に住む家族連れの姿が多くみられ、そ
の落ち着いた品のある雰囲気から住民たちの憩いの場となっている。

9.Bayview Village

総売り上げ：5億カナダドル（2013年 / ホームページより）
店舗数：110以上 / 総面積：44万sq ft
住所：2901 Bayview Avenue, Toronto
営業時間：月～金　10:00am～9:00pm / 土　9:30am～6:00pm
　　　　　日　noon～5:00pm
http://www.bayviewvillageshops.com

Information

　トロントのダウンタウン
の地下街の総称で、北はダ
ンダス通りから南はクイー
ンズ・キー、東はヤング通
りから西はCNタワー付近
までという約30キロメー
トルともなる高範囲に広
がっており、ギネス記録も
保持している。イートンセ

ンターやオフィスビル、地下鉄駅などにも繋がっており、地上に出るこ
となく通勤やショッピングを楽しむことができる。複雑に各ビル同士が
繋がっており迷いやすいので、各所に表示されている地図を頼りに進もう。
地図はトロント市ホームページからもダウンロード可能。 冬の寒さが厳し
いトロントならではの注目スポットで、現在も開発が進んでいる。

10.PATH

店舗数：約1200
総面積：300万sq ft（リテールスペースのみ）
営業時間：各店によって異なる
http://www.toronto.ca/path

Information

　ヤング×スティール
スの近くにある大型
ショッピングモール。
ホ ー ム セ ン タ ー の

『Canadian Tire』やスー
パ ー マ ー ケ ッ ト の

『nofrills』、デパートの
『HUDSON'S BAY』に
ディスカウントデパー

トの『Target』らを店舗に持ち、ほとんどすべての生活必要品を網羅し
ながら、さらに120以上の店舗が商品・サービスを提供している。最寄
り駅であるフィンチ駅近くの住民を中心に、多くの人が日常的に買い物
に訪れる。また、敷地内には別棟で、『The BeerStore』『Ichiban Sushi』
ら6店舗が営業している。

6.Centerpoint Mall

住所：6464 Yonge Street, Toronto
営業時間：月～金　10:00am～9:00pm / 土　9:30am～6:00pm
　　　　　日　noon～6:00pm
http://www.centerpointshops.com

Information

　トロントから西のミ
シサガにあるオンタリ
オ州最大規模の大型
ショッピングセンター
の一つで、四角い回廊
の両側に専門店が配置
されているというユ
ニークな設計が特徴的。
米国、カナダ、そして

ヨーロッパのブランドを取り揃える。ファッションストアの他にも、ギ
フトショップ、インテリアショップ、書店、電気店なども充実。モール
への出店数は350以上、フードコートには40もの店が集まる。年間平均
2,100万人以上の人が訪れている人気の高いショッピングセンター。

7.Square One Shopping Centre

店舗数：360以上 / 総面積：100万sq ft以上（リテールスペースのみ）
住所：100 City Centre Drive, Mississauga
営業時間：月～金　10:00am～9:00pm　土　9:30am～9:00pm
　　　　　日　11:00am～7:00pm
http://www.shopsquareone.com

Information

©Bayview Village Shopping Centre

©Centerpoint Mall

©Square One

©Yorkdale Shopping Centre

©Vaughan Mills
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主な商業施設in バンクーバー

1.Pacific Centre

　ダウンタウンの中心地にあるショッピングモール。幻想的なガラスドー
ムの入り口が象徴的で、地上・地下合わせて100 の店舗が入店して
いる。『Hermes』や『Tiffany and Co.』といった高級ブランドの入
るデパート『Holt Renfrew』から日本でも人気の『GAP』や『ZARA』、
『H&M』といったファストファッションまで幅広いファッションストアが揃
い、若 者 からお 年 寄りまで 世 代を超えて多くの 人 が 集まる。

『Hollisters』のブリティッシュ・コロンビア州1号店なども入店している。
ファストフードの集まるフードコートもあり、買い物途中の休憩も便利。
グランビル通り沿いのロブソン通りとペンダー通りに挟まれた約3ブロッ
クに渡って建物が立ち並ぶ。

総売り上げ：C$1,259 / sq ft
店舗数：100
総面積：102万6,487 sq ft（※現在50万sq ftを改装中 ）
住所：701 West Georgia Street, Vancouver
営業時間：月・火　10:00am～7:00pm / 水～金　10:00am～9:00pm
土　10:00am～7:00pm / 日　11:00am～6:00pm / 祝　11:00am～6:00pm
http://www.pacificcentre.ca/en/Pages/default.aspx

Information

2.Aberdeen Centre

　スカイトレインのカナダ線のアバディーン駅すぐ近くにある、
アジアを中心とした世界各国の特色を集めたショッピングモール。
創業当初はアジア系ショッピングセンターとしての色が現在より
濃かったが、2004 年の全面改築を経て、より国際色豊かなモール
となった。元々中国人買い物客が多くを占めるが、100 円ショッ
プ『ダイソー』（ ※アバディーンセンター店ではほとんどの商品が
C$2）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』といった日本でも人気のあ
るお店が出店していることもあって、日本人買い物客も足繁く通
うスポットとなっている。

総売り上げ：4,000万カナダドル
総面積：75万sq ft（※Aberdeen Centre＋Aberdeen Square）
店舗数：240
住所：4151 Hazelbridge Way, Richmond
営業時間：月～水　11:00am ～ 7:00pm / 木～土　11:00am ～ 9:00pm
                 日・祝　11:00am ～ 7:00pm
http://www.aberdeencentre.com/en/index.php

Information

3.Metropolis at MetroTown

　スカイトレインのエキスポ線のメトロタウン駅に直結するブリティッシュ・
コロンビア州最大のショッピングモールで、店舗数は約400 にもなる。
その規模やアクセスのしやすさから、バンクーバー・ダウンタウンから郊
外にあるこのショッピングモールにわざわざ足を運ぶという人も多い。
ファッションではベビー用品から大人もの、ファストファッションからカナ
ディアンブランドまであらゆるものが揃っている。また、スーパーマーケッ
トや薬局、文房具や本屋なども入っており、生活に必要なもの全てがこ
こで手に入るといっても過言ではない。フードコートも大きく、モール内
をじっくりと散策するのにもぴったり。

店舗数：約400
総面積：約170万sq ft 
住所：4700 Kingsway,  Burnaby
営業時間：月～土　10:00am ～ 9:00pm /日　11:00am ～ 7:00pm
http://metropolisatmetrotown.com/

Information

4.Richmond Centre

　リッチモンドにあるショッピングモールで、バンクーバー・ダウン
タウンからでも、バンクーバー国際空港からもスカイトレインのカナ
ダ線を利用して簡単にアクセスが可能。リッチモンドで最大規模を誇
り、リッチモンドに多く住む中国系や日本人買い物客が多く見られる。
そのため、店舗でも日本人の体形に合うサイズの洋服や靴を置くなど、
アジア人買い物客向けの工夫がなされていることが多いのが同ショッ
ピングモールの大きな特徴。ファッションではカジュアルブランドや
カナディアンブランドの店舗が多く、デパートの『HUDSON’ S BAY』
や『Sears』なども店舗を構えている。

店舗数：200以上
住所：6551 No.3 Road, Richmond
営業時間：月・火　9:30am～7:00pm / 水～金　9:30am～9:00pm
                 土　9:30am～7:00pm / 日・祝　11:00am～6:00pm
http://www.richmondcentre.com/en/Pages/default.aspx

Information

©Aberdeen Centre©Pacific Centre

©Metropolis at Metrotown
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主な商業施設in バンクーバー

5.HUDSON’S BAY
  （バンクーバー・ダウンタウン店）

　現在北米で最も長い歴史を持つ『Hudson’ s Bay Company 』の運営
するデパート。バンクーバー店は1913年開店。地下でグランビル駅やパ
シフィック・センター・モール と連絡しているため、天候に関係なく買い物
を楽しむことができる。老舗デパートということもあり、幅広い年齢層の買
い物客が訪れる。6階建ての建物の1階は化粧品売り場で、カナダ化粧
品ブランドの『M・A・C』などをはじめ、有名ブランドが並ぶ。

住所：674 Granville Street, Vancouver
営業時間：月・火　9:30am～7:00pm / 水～土　9:30am～9:00pm
                 日　11:00am～7:00pm
http://www.thebay.com/webapp/wcs/stores/servlet/en/thebay

Information

6.Sinclair Centre

　ウォーターフロント駅からすぐ近くのファイナンシャルディストリクトに位置する
ショッピングセンター。歴史を感じさせる4 つのビル群から成るこのショッピ
ングセンターには、『Leone』や『L2』、『Armani』といったブティックとともにフー
ドコート、そしてカナダ政府サービス機関も入っている。ビジネス地区に位置
することから、平日には地域住民に加えスーツ姿のビジネスマンたちで賑わう。
そのほか、サービスにはヘアサロンや旅行代理店、パスポート用写真撮影
の店などがある。フードコートにはピアノも置かれており、忙しい日々 の中にも
少しのやすらぎを感じることができる。

店舗数：35
住所：757 West Hastings Street, Vancouver
営業時間：月～金　10:00am～5:30pm / 土　10:00am～5:30pm
http://www.sinclaircentre.com

Information

7.Oakridge Centre

　バンクーバーで最もスタイリッシュなショッピングセンターとの
名高いショッピングセンター。スカイトレインカナダ線のオークリッ
ジ・センター駅目の前にある。ビルは1階建てで圧迫感なく、ガラ
ス天井からの自然光がさらに開放感を演出し、ゆったりとした居心
地 の 良 い 空 間 が 広 が る。『Max Mara』や『Stuart Weitzman』、

『Tiffany and Co.』 などのブランド店が並びながらも、公共図書館
やシニアセンターなどコミュニティスペースも共存しており、地元
の人たちの憩いの場ともなっている。スーパーマーケットの

『Safeway』から出てすぐの場所に駐車場があるため、大量買いを
してしまった時にも便利。

店舗数；140以上
住所：650 West 41st Avenue,Vancouver
総面積：57万5,168 sq ft
営業時間：月・火　9:30am～7:00pm / 水～金　9:30am～9:00pm
                土　9:30am～7:00pm / 日　11:00am～6:00pm
http://www.oakridgecentre.com

Information

　ウエストバンクーバーにあるノースショア最大のショッピング
モール。バンクーバー・ダウンタウンから渋滞がなければ車で10分
ほどの距離で、バス1本で行くことができる。敷地内は北館と南館、
そしてVillage at Park Royalに分かれており、北館はブランド店がメ
イン、南館ではフードコートや世界のグルメ関連商品が扱われている。
Village at Park Royalの店舗はすべてサイドウォークに面しており、
室内とはまた違った開放感のなかでショッピングを楽しむことがで
きる。オシャレで個性的な店がひしめく中、『HUDSON'S BAY』や

『Winners』といった大型デパートも軒を連ねる。

店舗数；280以上
住所：Corner Taylor Way & Marine Drive, West Vancouver
総面積：120万sq ft以上
営業時間：月・火　10:00am～7:00pm / 水～金　10:00am～9:00pm
                 土　9:30am～6:00pm / 日・祝　11:00am～6:00pm
http://www.shopparkroyal.com

Information

8.Park Royal Shopping Centre

©Oakridge Centre ©Park Royal

©Sinclair Centre
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　ファッションストリートとして有名なク
イーン通り西に本店を持つメンズ＆レディー
スの靴屋『getoutside』とメンズとユニセッ
クスの鞄屋『te koop』。若者を中心に多くの
人が訪れるこの2つの人気ファッションスト
アは、肩書きとしてはそれぞれ別会社での運
営であるが、元々は同じ流れを汲む店だ。今
回はカナダファッション業界に25年以上携
わってきた『getoutside』オーナーのダグ・
マルコムソンさんとその妻で『te koop』オー
ナーの美和さんの二人にカナダファッション
業界について伺った。

まず、両店の特徴を教えてください。
美和さん　両店とも各ブランドで豊富な種類
の 商 品 を 揃 え て い ま す。靴 で は

『CONVERSE』などを壁一面にディスプレイし、
トロントで一番の品揃えを誇ります。その内
容も、コアアイテムの在庫を切らさないよう
にしながら、毎年新しいスタイルを、そのと
きのファッショントレンドに合わせ、先を読
みながら仕入れています。『te koop』に最初に

『Herschel』（カナダの鞄ブランド）を置いた当
時は、『Herschel』はまだまだ小さな会社でし
たが、今では日本でも人気のあるブランドへ
と成長しており、『Herschel』の品揃えも国内
最多の規模です。

ダグさん　とにかく売って、売って、売って…。
私は数を多く売ることよりも “今日仕入れた
ものを明日売り切る”ということを考え、ロ
ングライフ製品を売ることを旨としています。
長く愛される靴には5つの要素が備わってい
る必要があり、それは “Good Name（発音の
しやすさも含める）” “Good Value” “Simple”
“Different” “Unisex” ということです。これ
は靴のほか、『CANADA GOOSE』などの
服やポピュラー音楽にも同じことが言えると
思います。シンプルながらも少し違ったもの

を合わせることで、そこから面白さが生まれ
てくるのです。

ファッションにおけるカナダと日本の違い
を教えてください。
美和さん　一番の違いはファッションにかけ
るお金の違いだと思います。日本は化粧品な
ども含め、上から下まできっちりと着飾って
いる人が多いのですが、こちらは学生が自分
で学費を払いながら、シェアハウスに住んで
節約しているケースも多く、経済面から
ファッションにあまりお金をかけることがで
きないという人も多いです。またトロントの
冬は特に寒いですから、お客さんは実用性を
第一に考えて靴を購入します。そしてこの実
用性に重きを置くというのは通年を通して見
られる部分でもありますね。

ダグさん　『getoutside』のコンセプトは
“Soles for the city” です。外へ出掛けたくな
るような気持ちにさせる、ファッショナブ
ルかつ実用的な靴を取り揃えています。た
とえばハイヒールに関してですが、日本女
性はファッションのために足が痛いのも我
慢して日常的に着用しますが、カナダでは
夜出掛ける時など限られた場面で履かれる
程度ですし、足が痛い靴となれば、すぐに
返品されてしまいます。そのため当店では
ハイヒールは取り扱っておらず、煌びやか
すぎずスポーティすぎない、日常生活を快
適に送るための靴を用意しています。

美和さん　靴は消費物ですから、あまり履
かれる機会のないハイヒールはビジネスと
してもそれほど魅力的ではないのです。カ
ナダは日本と比べ、場所によって靴や服の
使い分けがなされており、日本では会社帰
りに予定があれば、仕事場にそれなりの恰
好をしていき、終業後そのまま出掛けると

いうことも多いのですが、カナダでは食事
やパーティに行く前には必ずというほど一
度家に帰って着替えてから出掛けます。こ
ういった文化の違いもファッションに与え
る影響は大きいですね。

長年カナダでファッション業界に携わって
きたお二人が感じる、カナダにおけるファッ
ションの変遷について教えてください。
美和さん　以前はクイーン通り西というと、
デザイナーたちがつくる一点ものを扱うよう
な店が多かったのですが、近年続々と

『H&M』や『ZARA』といったファストファッ
ション店が進出してきたことで、そういった
個人店は地価の上昇も追い打ちとなってどん
どんとさらに西の方へと追いやられています。
やはり、低価格や商品回転率の早さでは、個
人店はファストファッションに太刀打ちする
のは難しいのですよね。ですが、靴屋にはファ
ストファッションによる影響はそれほどあり
ません。ファストファッション店では同じ種
類の靴が多く並んでいて、種類はそれほど多
くありませんから、専門店での靴の需要はそ
れほど変わっていないように思います。

ダグさん　そして近年はカナダの多くの人
が、品質に対する意識を高め、ローカル製
品を選ぶようになってきたと思います。カ
ナダブランドの推進を国も積極的に支援し
ています。

美和さん　また、特に男性の、普段からの
ファッションに対する意識がここ最近で高
まってきたように思います。男性の履く靴
下といえば今までは黒と白、そしてスポー
ツ靴下という3種類しかなかったように思い
ますが、最近では靴下でもオシャレを楽し
む人が増えてきました。当店でも様々な靴
下を扱っており、そのなかには日本からの

ダグ・マルコムソンさん
靴屋『getoutside』オーナー

×
マルコムソン・美和さん

鞄屋『te koop』オーナー 

対 談ファッション

創業25年。地元民から愛され続ける
老舗ファッションストアのオーナー二人に聞く、

カナダで愛されるファッションのかたち。
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靴下もあるのですが、非常に人気が高いです。

ダグさん　これはインターネットの普及によ
る影響が大きいのではないかと思います。カ
ナダでは男女ともに日本のようにファッショ
ン誌が細分化されていなかったため、イン
ターネットが広まるにつれて海外のファッ
ション事情などから様々な刺激を受けるよう
になったためだと思います。

美和さん　こういった流れに対し、最近で
は当店でも店内に靴と靴下、服をトータル
コーディネートした写真を飾ったり、ソー
シャルメディアを使いながらスタッフと協
力して情報を積極的に発信しています。
　次に鞄に関してですが、男性が鞄を持つ
という文化の始まりは、カナダは日本と比

べ圧倒的に遅かったのです。そして近年ま
で鞄を持っていない人や自転車通勤のため
にバックパックを持っている人が多かった
のですが、最近ではパソコンを使うような
クリエイティブな職種が増えてきたことで、
バックパックであってもナイロンでなく、
スーツにも合うような素材にこだわったも
のを持つという人がだんだんと見られるよ
うになりました。ですが、デザインや素材
は変わっても、やはり型でとしてはバック
パックが圧倒的に人気があることに変わり
はありませんね。
　現在、個人店でメンズ鞄のセレクトショッ
プは当店以外にありません。当店ではユニ
セックスも扱ってはいますが、それもメンズ
よりのユニセックスですから、メンズ鞄屋と
も言えるでしょう。女性はメンズ風の鞄で
あっても気に入ればほとんど気にしないので
すが、男性は女性もののような鞄を持つこと
に抵抗があるようです。多くの鞄屋が女性も
のを重点的に取り揃えていますから、そう
いった店に入りにくさを感じる人も多いよう
です。以前は当店でも女性ものも扱っていた
のですが、そのような男性からの需要を感じ
て、現在ではメンズ鞄屋となりました。

多くのカナダ人スタッフと日本人スタッフ
がそれぞれ働いていますが、スタッフ教育
で工夫している点はありますか？
美和さん　日本人はコツコツとまじめに働い
てくれますが、カナダ人と比べるとクリエイ
ティビティには欠けてしまいます。また、慣れ
ない英語環境ということもあり、最初から接客
では萎縮して潰れてしまう人もいることでしょ
う。ですから、靴屋であれば在庫管理のポジショ
ンで知識や経験を積んで、その後希望する人に
は接客を担当してもらうという方法をとってい

ます。日本人の行う丁寧なサービスはとても良
いものだと思いますから、まずは慣れ、そして
自信をつけさせることが大切だと思います。

getoutside downtown
（1989年開業、1995年現住所移転）
437 Queen Street West, Toronto
営業時間：月～土　10:00am～9:00pm
　　　　　日　11:00am～8:00pm
getoutside uptown

（2007年開業）
3456 Yonge Street, Toronto
営業時間：月～土　10:00am～8:00pm
　　　　　日11:00am～ 7:00pm
http://shop.getoutsideshoes.com

te koop （2003年開業）
421 Queen Street West, Toronto
営業時間：月～土　10:00am～8:00pm
　　　　　日　11:00am～ 7:00pm
http://shop.te-koop.ca

getoutside

getoutside

getoutsideメンズエリア

Herschelのバックパック

getoutside te koop

te koop
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カナダから発信 ! ! 
グローバルな美容業界で活躍する異職種のプロに聞く、
世界の美容の面白さ!

永川源さん   タカラベルモント カナダ支社 社長
      ×
林弘和さん   『salon bespoke』オーナー 

　理美容およびデンタル・メディカル業界にお
いて、世界中で高い認知と評価を受けているタ
カラベルモント社。同社は、椅子・シャンプー
機器、デンタルユニット、手術台など理容・美容・
歯科・医療向けの設備機器やシャンプーなどの
化粧品を製造販売する業界トップメーカー。 5
年前に赴任して以来、現地社長として活躍され
ている 永川 源 さん。一方、世界的有名サロン

『TONI＆GUY』にて長年、クリエイティブディ
レクターとして活躍し、2011年に一緒に働いて
いた（イタリア系、ポルト ガル系、ベトナム系と）
それぞれのバックグラウンドの異なる３人のカ
ナダ人女性トップスタイ リスト達と 『salon 
bespoke 』をオープンした、林弘和さん。毎日
マルチカルチャーな文化に触れつつも、日本で
培った細かな気配りと長年の経験による技術で、
常にグローバルなお客様の心を掴む、トロント
で活躍する日本人美容師だ。
　今回は、同じ美容業界の中で理美容機器を
作る側、また現場にて理美容機器を使う側と
いう関係のお二人に熱く語って頂いた。

20世紀はモノの時代。21世紀は「心の時代」。
永川さん　経済の成長に伴い生活が豊かに
なった21世紀の現在、人々の『心』を動かす
のはモノから付加価値の高いサービスへ移り
変わりつつあると思うのです。

林さん　おっしゃるとおりですよね。日本が西
洋に誇るのは気配り、サービスなどソフトの面
だと思います。今後成長していくには、製品で
はなくサービスや技術を充実させていくことが
鍵になって来るのではと思います。

西洋と日本で感じる違い。
林さん　日本にはハグやキスの文化がない分、
パーソナルスペースを大切にする傾向があり
ますよね？ でも、こっちはいい意味で距離が
近くて、シャンプー台やイスとイスの間隔が
近く、隣り合ったお互いを知らないお客様が

突然会話を始めるなんてこともしばしば。こ
れには初め驚きましたね（笑）。

永川さん　確かに、お客同士がそんなに近
いって日本じゃあんまり考えられないですよ
ね（笑）。その関係もあって、西洋と日本の
サロンとではまずレイアウトや空間作りにお
ける違いが見られますね。次にサロンで働く
人の社会的ステータスや仕事に対する姿勢に
大きな違いがあります。日本では理美容師は
専門教育を受けて国家試験にパスしないとな
れないけど、海外では宣言さえすれば明日か
らでも美容師になれる国が多くて（笑）、カ
ナダでも州によっては未だに資格を必要とし
ません。他には、そこに住んでいる人々の髪
質もそうなんですが、美容に対するこだわり
そのものに大きな違いがありますね。日本人
の髪は平均すると直径が0.08ミリぐらいなの
に対して西洋人は0.05ミリと細く、その分日
本人の毛量は10万本なのに対して西洋人は
14万本と多い。西洋人の髪は弱そうに見える
んだけど、実はキューティクルの層が日本人
の倍くらいあって、ダメージには結構強い。
だから、日本と海外のメーカーが販売してい
るカラーやパーマ剤の薬剤成分には大きな違
いがあります。 西洋人は羨ましいことに顔の
輪郭や頭の骨格が良いので無造作なヘアスタ
イルでも格好良く見えますが、日本人の髪を
デザインするには確かな技術とセンスが要求
されます。だからお客様のこだわりも強いも
のがあって注文も多いですよね。（笑）

林さん　確かに、東洋と西洋では髪質もトレ
ンドも全く変わってきますからね…（苦笑）
歴史上では、髪を切るという技術は割と最
近なんです。世界的に現代美容の基本カッ
ト技術は、ヴィダルサスーン氏が考案した

「サスーンカット」だとされています。ただ、
あくまで世界に広がった基本技術であり、
その後、日本では髪質の違い、文化の違い、
その時の流行によって、さらに細かい技術
によるアレンジが加えられたのが現代のス

タイルといえるの
ではないでしょう
か。例えるなら、
髪のすき方やレイ
ヤー等、日本には
独特のカット技術
の進化があったと
思います。

スタイルの需要
永川さん　そういえば、同じヨーロッパでも
北欧の女性は短いヘアスタイルが割と多くて、
南の方に行くほど髪が長くなるという傾向が
あります。だから髪の長さに合わせて地域毎
に流通するシャンプーユニットのボウルの深
さや幅には違いが存在します。また、同じア
ジアでも日本では「ゆるふわパーマ」を中心
に「かわいい」のがトレンドだけど、中国、
韓国では女性らしいセクシーなスタイルを好
む傾向がありますね。

林さん　それがクリエイティブの面白いとこ
ろですよね。　ただでさえマルチカルチャー
なこのトロントで、最初に僕が選んだサロン
の『TONI&GUY』 がホントに世界中に展開す
るサロンだったため、毎日いろんな国籍/人種
の髪を切りました。やっぱり最初は、それぞ
れの国の「感覚」や「テイスト」を理解して
施術するのは簡単ではなかったけど、、僕自身
すごく勉強になりましたし、面白かったですね。
僕個人的には、そういう点で美容師の仕事は
料理人と共通するところがあると思います。
　お客様の好みに合わせてクリエイティブな仕
事をするのは、常に驚きと楽しみの連続ですね。

永川さん　世界のパーマ需要はほんの2パー
セントにも満たないというデータがあるんで
すけど、その需要のほとんどはアジア圏なん
ですよね。だからワインディングという髪を
ロッドに巻きつける技術って日本の美容師さ
んは当たり前にできるけど、実は欧米の美容
師さんは殆どパーマが巻けない（笑）。

LEGACY BARBER CHAIR

対 談美 容
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林さん　確かにそうかもしれないですね（笑）。
日本人は西洋人のようなゆるいカールのふん
わりしたスタイルにしたいっていう要望が多
いけど、逆に西洋人はアジア人のようなスト
レートに憧れる人が多いですしね。

永川さん　結局、お互いないものねだりなん
ですよね。（笑）

日本人の美意識
林さん　日本人はとにかく美意識が高いです
よね。日本の街を歩いている人を見てもみん
なすごくきちんとしているし、日本人の多く
は一人一人が自分のスタイルを持って、美容
に時間とお金をきちんと費やしている。美容
室に行く頻度も外国と比べて高いです。

永川さん　髪や肌の手入れは時代や国、民族、
性別を超えて全ての人にとって欠かせないも
のですけど、サロン件数といい、人口比率と
いい、日本が世界の最大マーケットであると
いう事実は我々日本人の美意識が高いことの
表れなのかも知れないですね。 

現場の声をもとに開発する
タカラベルモント社のシャンプー台

永川さん　以前は「サイドウォッシュ」といっ
て美容師さんがシャンプー台の横に立って腰
をかがめながらシャンプーをするスタイルが
主流でしたが、この施術方法は腰にかなりの
負荷がかかります。体への負担を少しでも軽
減し美容師さんが一日でも長くキャリアを続
けられるように、「バックウォッシュ」スタイ
ルのシャンプーユニットやシャンプーベッド
を開発し、癒しのサービスが受けられる「ヘッ
ドスパ」という技術やサービスメニューまで
も開発し普及活動を行ってきました。僕もそ
の一員としてやってきたので、実はシャンプー
テクニックにはかなりの自信があります。（笑）
ほかには世界初の全自動洗髪機なんてのもあ
ります。

林さん　本当にサイドシャンプーは腰がキツ
イんですよね。それが原因で腰痛が悪化し、
美容師を辞めていった先輩や同期もいるくら
い。僕も自分と相性が悪いシャンプー台があっ
たサロン勤務時は腰痛がかなり悪化して、寝
ていても痛く、勤務中はコルセットを服の下
に着用してました。
　シャンプーを休みたくはないが、腰を痛め
て大好きな美容の仕事ができなくなるのもど
うかと、当時は悩んだ事もありました。

永川さん　でも、ヘアサロンで受けるサービ
スで一番気持ちがいいのはシャンプーのとき
ですよね。 欧米のサロンだと2-3分で終わるの
が普通で、耳に水は入るし、顔に水はかかるし、
お湯がでなくて冷たい水で洗われるし、タオ
ルドライをしっかりしないから服が濡れるな
んてこともある。シャンプーブースはお金が
取れないという考えが根底にあって、オーナー
もそこには力を入れない。日本では生産性が
あろうがなかろうが、手は抜かない。だから、
その価値や良さを見いだす機器を開発して、
美容師さんの想いに応えるのが我々の役割だ
と感じています。 

トロントから発信する。

林さん　うちの美容室はスタッフのご両親が
移民系カナダ人なこともあり、僕らもほぼ全
員が2カ国語話しますし、僕はスペイン語も
話します。ですので、お客様も 非常に国際色
豊かですね。一日で何カ国語聞くんだ!?って
ことがあるくらいに、色んな言語が飛び交う
ような職場です。今後も移民が増えていく中で、
人口は引き続き、トロント／ GTAを中心に広
がるのでないかって思ってますね。

永川さん　そうですね。でもトロントは他の
大都市圏に比べて在留邦人の数が多いわりに
日本のサロン数がとても少ないですね。日本
のおもてなし精神と確かな技術力は、世界各
国の名だたる有名サロンで活躍する日本人ヘ
アスタイリストが多いことを見ても、世界に
通じるものがあることを証明しています。日
本にはモノ作り以外にも、世界に誇れるもの
がたくさんあります。自信をもって出店して
もらいたいですね。その際にはぜひとも当社
へご用命ください。（笑）

林さん　美容室を海外展開するには、その土
地のスタイルを理解して対応する柔軟さも求

められますよね。日本
人美容師の高い技術や
気配り精神を気に入っ
て、他の国や都市から
トロントに移ってきて
も日本人美容師を求め
て来店してくださる欧
米人のお客様もいらっ
しゃるんです。それは
他の国、都市で活躍す
る日本人美容師達のお
かげであり、 僕もその
一人でありたいし、世

界中の日本人美容師が各国、都市で評判を上
げて、我々のハイ・クオリティを証明すると
いうこの動きをぜひ今後も活発にしていきた
いですね。

美容と健康に関る仕事は面白い
永川さん　美容と健康に関する仕事は本当に
面白い。

林さん　人対人の仕事だから、感情もあるし、
そこにあるパッション（情熱）も直接感じる
ことができる。

永川さん　物質的な欲求は金銭的に解決する
ことができるけど、精神的な欲求はなかなか
満たされない。だから美容と健康に対する人々
の追求心に終わりはありません。

林さん　僕らのような現場の人間の働き易さ
とか効率とかを実際にサロンに足を運んで、
現場の声に応えて製品を開発してくださる。
これは単にモノ作りの域を超えていて、理解
がなければ成立しないんです。永川さんのよ
うな方がトップでいて下さる限りは、僕ら現
場の人間も心強いし安心して、現場で働けま
すね。

永川さん　僕は今でも現場の第一線で働くこ
とを心がけています。現場が見えてないと経
営判断に支障がでるということもありますが、
何度もキャリアを変えて美容師になりたいと
思ったほど美容に関する仕事が好きで興味が
尽きないからかも知れません。世界中のサロ
ンを見てきた経験を活かして、理美容業界の
潤滑油となり業界の発展に役立ちたいといつ
も考えています。

永川源さん
1970 年生まれ。小 3 の時に観た映画『スー
パーマン』に 感化されて異文化に強い感
心を抱くようになる。Alliant Int'l 大学を卒
業後、金融機関を経てタカラベルモント(株) 
に入社。国際事業部 アジア・オセアニア
地域営業、英国 駐在を経て、2009 年より
カナダ法人社長。趣味は旅行、 ヘアカット、
テコンドー、ゴルフ、スキー。

林 弘和さん
1979 年生まれ、名古屋出身。日本国内
のサロン数店舗を経 て渡加。若い頃から
憧れた、NY のサロンや 『Vidal Sassoon』 
からの誘いを断り、世界中に展開するサ
ロン 『TONI&GUY』(ト ロント店)へ就職。
1 年目から著名人の担当や撮影等も経験
し、 一躍トップスタイリストへ。その後、日
本帰国や中米滞在を 経 て 、 再 び 、ト 
ロ ン ト の  『TONI&GUY』 へ 復 帰 。ク 
リ エ イ テ ィ ブ デ ィ レクターとして活躍し、
北米 Top10 も受賞。2011 年に 『 salon 
bespoke』 をオープン。

YUME ESPOIR

ROLLERBALL-F 

林さんの経営するsalon bespoke
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トロント・ヘアサロン/ エステサロン紹介

TONI & GUY Toronto
グローバル経営のサロン

　約50年前に創業し、現在世界に400店舗以上を展開している、
『TONI & GUY』のトロント店。優れたスキルのスタイリストによ
るサービスが評判で、常に地元の顧客で賑わう忙しいサロン。
住所：180 Bloor Street West, Toronto / TEL：416-929-4997
営業時間：火・木・金10:00am～8:00pm / 水　10:00am～7:00pm
　　　　　土　9:00am～6:00pm
http://toniguytoronto.com

SASSOON SALON
　ヨークビルエリアに佇む、セレブリティーに人気のヘアサロン。
日本でも有名な『VIDAL SASSOON』ブランドのサロンで、ヘア
ケア製品も良質なモノを揃えている。
住所：37 Avenue Road, Toronto / TEL：416-920-1333
営業時間： 火　9:00am～7:00pm / 水　8:30am～7:45pm
　　　　　金　8:30am～8:00pm / 土　8:00am～6:30pm
http://www.sassoon.com

DF Hair & Skin Care Salon

ローカル経営のサロン

　アジア系のサロンで、日本人スタイリストも在
籍している。すべてのスタイリストがディレクター
のダニエルさんから最新のカットデザインやカ
ラー・ホイルテクニックの手ほどきを受けており、
常に最新の技術を顧客に提供している。
住所：26 Cumberland Street, Toronto
TEL：416-966-6703
営業時間：火～土　9:00am～7:00pm
http://www.dfhairsalon.ca

Concepts Salon and Spa Toronto
　カナダ人経営のヘアサロンながら、日本人ヘアスタイリストのいる
サロン。ヘアカットだけでなくスパも併設し、マッサージや日焼けサー
ビスを受けることもでき、全身から美しさやリラックスした居心地の
良さを感じることができる。
住所：60 Bloor Street West, Toronto / TEL：416-922-1558
営業時間：月・火　9:00am～7:00pm / 水～金　9:00am～8:00pm
　　　　　土　8:30am～6:00pm / 日　11:00am～5:00pm
http://www.conceptstoronto.com

bob + paige salon

　グリークタウン内にある、地元のファッショニスタたちがこぞって通
うヘアサロン。腕のいいヘアスタイリストとサービスの良さが人気で、
地元誌をはじめとするメディアからの取材も多い。
住所：239 Danforth Avenue, Toronto / TEL：416-850-9719
営業時間：火～金　10:00am～8:00pm / 土　9:00am～5:00pm
http://www.bobandpaige.com

Barberella
　リトルイタリー内にある、レトロな雰囲気が可愛いブティックヘアサロン。
地元の人たちを中心に多くの人から愛されている。クラシックなヘアスタ
イルから色鮮やかなカラーリングまで幅広い要望に的確に応えてくれる。
住所：891 Dundas Street West, Toronto / TEL：416-408-0440
営業時間：火～金　11:00am～7:00 pm / 土　11:00 am～5:00 pm

John Steinberg and Associates
　ファッションディストリクト内にある、お洒落なサロン。個人個人に合わ
せたヘアスタイルを近代的なアプローチから作り出していくクリエイティブ
なスタイリストたちが集まっており、いつでも洗練されたサービスを受ける
ことができる。
住所：585 King Street West, Toronto / TEL：416-506-0268
営業時間：火　10:00am～6:00pm / 水・金11:00am～7:00pm
　　　　　木10:00am～7:00pm /  土　9:00am～5:00pm
http://www.johnsteinberghair.com

Topcuts
　格安価格とサービスのスピー
ドの早さに地元の人も多く集う
ヘアサロン。予約は不要で、
思い立ったが吉日とばかりに気
軽に訪れることができるのが嬉
しい。上記店舗以外にも市内
に15店が点在する。
住所：3248 Yonge Street, Toronto (他店舗あり） / TEL：416-640-6928
営業時間：月～金 9:00am～9:00pm / 土 8:30am～6:00pm / 日11:00am～5:00pm
http://www.topcuts.com

Atrier May

　ダウンタウンの便利なロケーションに位置し、
レベルの高い技術とサービスで地元のお客様も
多く集う日本人経営のヘアサロン。自然光の入
る明るい店内で、インテリアにもこだわりを持っ
たお洒落なサロン。
住所：3529 Yonge Sreet, Toronto
TEL：416-488-8776
営業時間 ：月・水～土　10:00am～6:30pm
　　　　　日　完全予約制
http://www.atelier-may.com

アジア系ヘアサロン ( 日系含む )
sa-lon bespoke

　日本製の縮毛矯正・パーマ液を取り揃え、日
本人に特に嬉しいサービス提供をしてくれるヘア
サロン。アートギャラリーをイメージして作られた
店内奥では、季節毎に地元アーティストの作品
展示も行われている。
住所：846 Yonge Street, Toronto
TEL：647-346-8468
営業時間：火～金　10:00am～8:00pm 
　　　　　土　9:00am～6:00pm
http://www.salonbespoke.ca

©bob＋paige salon
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トロント・ヘアサロン/ エステサロン紹介

トロントの人気エステサロン・スパ

 Sora Beauty Salon
　コリアタウン内にある、日本人ヘアスタイリストのサービスが良
心価格で受けられるサロン。場所柄も相まって、日本人だけでなく
多くの韓国人たちがそのサービスを求めて通う。
住所：5457 Yonge Street, Toronto / TEL：416-733-0152
営業時間：火～日　9:30am～7:00pm
http://www.ysbalance.com

Maya Hair Salon
　どんなスタイルにしようか決められない人も安心。経験豊富で感性鋭いスタ
イリスト達が、自分に似合う髪形やカラーリングをみつけてくれる。トリートメン
トも充実しており、カットではなくても足しげく通いたくなるようなサロン。
住所：635 Bloor Street West, Toronto / TEL：416-588-1480
営業時間：月～土　10:00am～8:00pm

STILLWATER SPA
　パークハイアットホテル内に併設されているスパ。あわただしい日常から
抜け出し、ゆったり、じっくりと体をいたわることのできる極上のサービス
が待っている。マッサージやサウナはもちろん、施術後にはゆっくりとくつ
ろぐことのできるティーラウンジもある。
住所：4 Avenue Road, Toronto / TEL：416-926-2389
営業時間：月～金　9:00am～10:00pm / 土 8:00am～10:00pm
　　　　　日10:00am～6:00pm
http://www.parktoronto.hyatt.com

Hammam Spa
　ファッションディストリクト内にある極上スパ。古くから伝わる伝統的な
施術と、現代の技術の融合。サウナなど日本人にも嬉しいスパメニュー
が揃っている。
住所：602 King Street West, Toronto / TEL：416-366-4772
営業時間：月～金　11:00am～9:00pm / 土　10:00am～8:00pm
　　　　　日　11:00am～7:00pm
http://www.hammamspa.ca

Summerhill Spa
　ボディやフェイシャルマッサージのみでなく、ネイルやWAXINGのサー
ビスも行っているローカルスパ。
住所：154 Cumberland Street, Toronto / TEL：416-924-0531
営業時間：月・日 11:00am～7:00pm / 火～土　10:00am～8:00pm
http://www.summerhillspa.com

Civello Salon & Spa
　ヘアサロン、スパ、フェイシャルメイク、ブライダルなどバラエティ豊かなサー
ビスを受けられる。下記の住所以外にもトロント市内に2店、オークビルに
1店と、支店が点在。（店舗によりサービス内容は異なる）
住所：269 Queen Street West, Toronto / TEL：416-977-7755
営業時間：月　8:00am～5:30pm / 火・水・土　8:30am～7:30pm
　　　　　木・金　10:00am～9:00pm / 日　10:00am～7:00pm
http://civello.com

balance Hair & Nail Studio
　ネイルサロンやまつげエクステのスペースを
併設した日本人経営のヘアサロン。“外面だけ
でなく内面もキレイに”をコンセプトに、顧客
一人一人に合わせたヘアデザインを提案する
ことを心掛けている。

住所：5457 Yonge Street, Toronto / TEL：416-733-0152
営業時間：火～日　9:30am～7:00pm
http://www.ysbalance.com

Kamiya Hairdressing
　日本・海外での経験も豊富で個性的な日
本人スタイリストが多数在籍している人気ヘ
アサロン。イートンセンターの目の前という立
地も加わって、平日でも混雑していることが
多い。Webサイトからのオンライン予約も可能。

住所：211 Yonge Street, Toronto / TEL：416-916-1868
営業時間：月～日10:00am～8:00pm
http://kamiyahairdressing.com

CHURA HAIR SALON
　日本とバンクーバーに支店を持つヘアサロン。
それぞれに個性を持ったスタイリストが在籍して
いるため、あらゆる角度のヘアスタイルに対応
できる。顧客の要望に沿い、かつ顧客自身の
個性をいかすヘアスタイルを実現してくれる。

住所：161 Baldwin Street Unit 4, Toronto / TEL：416-979-5405
営業時間：月～日10:00am～8:00pm
http://chura-hair.com

Tac-TiQ Hair Salon
　日本のヘアスタイル技術とクオリティの高い
サービスを良心的な価格で提供することをコ
ンセプトしたサロンで、日本人ヘアスタイリス
トのサービスが受けられる。インテリアはモダ
ンな雰囲気で、駅のそばでアクセスも良い。

住所：561 Bloor Street West, Toronto / TEL：647-961-0561
営業時間：月～日　10:00am～8:00pm
http://tac-tiq.com

hair happiness
　幸せをもたらすと言われる四つ葉を店の
ロゴに持つ、日本の技術とサービスを真心
込めて提供するアットホームなサロン。トロ
ント市内には北に位置するシェパード駅近く
とダウンタウンにそれぞれ1店舗ずつある。

　日系コミュニティタウン内にあるヘアサロ
ン。思い通りのウェーブを空気の力で仕上
げるデジタルパーマ、「Air Wave」を導入。
髪にも優しい施術提供をしてくれるサロン。

住所(ウェルズリー店)：546 Yonge Street, Toronto / TEL：416-590-7770
営業時間：月～土　12:00pm～8:30pm
http://www.hairhappiness.com

Elmwood Spa
　青色を基調とした清
潔感の溢れるスパ。常
に自分を美しく保ちたい、
日常のストレスから解放
されたい、など、どんな
要望にも応えてくれる理
想の場所。レストランや
ジュースバーも併設され
ている。

住所：18 Elm Street, Toronto / TEL：416-977-6751
営業時間　月～木　10:00am～9:00pm / 金 9:00am～9:00pm 
　　　　　土　 9:00am～8:00pm / 日　10:30am～6:30pm
http://www.elmwoodspa.com

STUDiO T

住所：3160 Steeles Avenue East, Markham (J-TOWN) / TEL：905-475-4247
営業時間　火～土　10:00am～7:00pm / 日　11:00am～6:00pm
http://www.studiot.org

©Elmwood Spa
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バンクーバー・ヘアサロン/ エステサロン紹介

グローバル経営のサロン
Aveda Tonic
　高い技術力と研ぎ澄まされた感覚で、ファッションと美と健康をつなぐ。当店で使用
している『AVEDA』の製品は、天然資源由来にこだわっており、人だけではなく自然界
にも優しい成分。ヘアケアサービスも充実している。また、メイクアップレッスンも人
気が高い。それぞれの顔の特徴を分析し、アイシャドウやチークはどんな色味が合うか
など、個性を生かしたメイクアップ法を提案してくれる。ヘアスタイルからメイクまで、
まさに美のトータルコーディネートを受けることのできるサロン。

住所：2714 Granville Street, Vancouver
TEL：604-697-9227
営業時間：月・日　11:00am～6:00pm
　　　　　火～金　10:00am～8:00pm
　　　　　土 9:30am-7:30 pm
http://avedatonic.ca

Bangtown Hair Saloon
ローカル経営のサロン

　レトロな雰囲気が可愛いヘアサロン。値段に
相応するヘアケアサービスで人気。
住所：438 W Pender Street, Vancouver
TEL：604-682-7775
営業時間：月　9:00am～8:00pm
　　　　　火～土　9:00am～9:00pm
　　　　　日　10:00am～6:00pm
http://bangtown.ca

East Vanity Parlour
　ノスタルジックな気分に包まれる店内は、ピ
ンクの壁にオレンジの温かな光で、来た人を心
地よくさせてくれる。老若男女、幅広く愛され
るサロン。

住所：2408 Main Street, Vancouver
TEL：604-637-1122
営業時間：毎日　10:00am～8:00pm
http://eastvanityparlour.com

L'atelier Hair Boutique

　赤を基調としたインテリアにもこだわった
お洒落なヘアサロン。老若男女問わずたくさ
んの地元の人が訪れる。
住所：1063 Mainland Street, Vancouver 
TEL：604-685-2444
営業時間：火～金　9:00am～7:00pm
　　　　　土　9:00am～5:00pm
http://latelierhair.com

Rain Hair Salon Vancouver
　個性的なスタイリストぞろいのサロン。
ニューヨークやサンフランシスコのブ
ティックから発想を得ているというそのセ
ンスで、顧客をトレンドの最先端へと導く。
また、地元のデザイナーによるアクセサ
リーの販売も行っており、ヘアスタイルを
変え、新しいアクセサリーに挑戦できる
のも魅力の一つ。　

住所：207-1540 West 2nd Avenue, Vancouver
TEL：604-733-7246
営業時間：月　10:00am～5:00pm
　　　　　火・水　11:00am～7:00pm
　　　　　木・金　10:00am～8:00pm
　　　　　土　9:00am～6:00pm
　　　　　日　11:00am～6:00pm
http://rainhairsalon.com

Farzad's Barber Shop(men's)

　男性専門の理髪店。オーナーは30年近くこ
の仕事に携わるプロフェッショナルであり、もう
一人の美容師である日本人女性も東京で長年
の経歴を持つ。店内には２台しか席をもうけて
いないため、静かなひとときを過ごせる。 
住所：126-1208 Homer Street, Vancouver
TEL：604-408-0060
営業時間：月～金9:00am～6:30pm
　　　　　土　9:00am～5:30pm
http://farzadsbarbershop.com

KENZO HAIR SALON

　イエールタウン内にある、男性カットも女性カット
も技術に富んだスタイリストがかっこよくスタイリング
してくれるサロン。
住所：1141 Mainland Street, Vancouver
TEL：604-681-3885
営業時間：月～土　10:00am～6:00pm
http://www.kenzohair.ca

Avant Garde Hair Studio

　優秀なスタイリストを揃えたデザイナーズサロン。
ナチュラルなヘアスタイルからユニークなスタイルま
で自由自在に仕上げてくれる。

住所：075 Mainland Street, Vancouver
TEL：604-688-1986
営業時間：火～土　8:00am～7:00pm
http://www.avantgardehair.com

Studio 16 Hair Design

　居心地がよく、心からくつろぐことのできる空間で、
訪れた人はそれぞれスタイリストによる細やかな気配
りと丁寧なカウンセリングを受けることができる。結
婚式などのパーティのためのヘアスタイリングも人気。

住所：1224 Bute Street, Vancouver
TEL：604-684-6636
営業時間：月～金 10:30am～7:00pm
　　　　　土　10:30am～6:00pm
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バンクーバー・ヘアサロン/ エステサロン紹介

人気エステサロン・スパ absolute spa
　センチュリープラザホテル＆スパ内にあるスパ。９つのプライベート施術
ルームとハンド・フットケアルーム、そしてなんといってもオススメなのは、
夫婦または恋人と隣同士で施術を受けることのできるプライベートカップル
ルームである。日々の疲れを大切な人とともに癒す素敵な時間が過ごせる。
住所：2525 Arbutus Street,Vancouver
TEL：604.736.2111 
営業時間：月～金　10:00am～8:00pm / 土・日　10:00am～6:00pm
juilletsparesort.ca

Le Petit Spa - Day Spa Services
　日々の疲れから体も心も解き放ち、ほっと一息つくためのデイスパ。全
身のマッサージや、マイクロクリスタル・ピーリングというフェイシャルトリー
トメントで、疲れとともに老廃物も取り去ることができる。
住所：3701 W Broadway, Vancouver / TEL：604-224-4314
営業時間：火　11:00am～6:00pm / 水～金　10:00am～7:00pm 
　　　　　土　9:30am-6:00pm
http://www.lepetitspa.ca

Willow Stream Spa
　フェアモントパシフィックリムホテル内にあるスパ。ここで施術をうけるこ
とのできるウィロー・ストリーム・スパは、人間が本来持つエネルギーと
再生力を取り戻すことをテーマとしたもの。ウィロー＝柳のように、しなや
かで強靭な肉体と明るい精神とのバランスを手に入れることができる。
住所：1038 Canada Place, 5th Floor, Vancouver / TEL：604-695-5550
営業時間：毎日　7:00am～10:00pm
http://www.fairmont.com/pacificrim

Vancouver Shiatsu
　バンクーバーで本格的な指圧マッサージを受けられる。薬ではなく、
人の手による自然治療法である「指圧」。体の内側のエネルギーを引
き出し、病気知らずの体に。価格も良心的。
住所：2678 W Broadway, Vancouver
TEL：604-657-7756
営業時間：金～日　9:00am～7:00pm
http://www.vancouvershiatsu.com

Juillet Spa & Wedding
　丁寧な接客から、訪れ
る人をまるでセレブリティか
のように思わせてくれるス
パ。最新の技術を駆使し
た施術も人気の高い理由
のひとつ。また誕生日や
結婚パーティに、最大45
名までのゲストを迎えて開
くことができるスパ・パーティ
というサービスもユニーク。

住所：2525 Arbutus Street,Vancouver
TEL：604-736-2111 
営業時間：月～金　10:00am～8:00pm / 土・日　10:00am～6:00pm
http://juilletsparesort.ca

Chura Hair Salon
　日本、トロントにもチェーン店があるヘアサロン。
日本人スタイリストがアジア人にあったヘアケア
サービスを提供してくれる。
住所：571 Howe Street, Vancouver
TEL：604-685-1006
営業時間：毎日　10:00am～8:00pm
http://chura-hair.com

Guild hair Salon
　ナチュラル志向でオーガニックケアにこだわりをも
つ。カットだけでなく、パーマやカラーもアジア人の
髪質にあった施術を提供。
住所：918-736 Granville Street, Vancouver
TEL：604-806-0918
営業時間：毎日　9:00am～8:00pm (祝日休業)
http://guildhairsalon.com

KAEN Beauty Design Studio

　ナチュラル志向でオーガニックケアにこだわりをもつ。
カットだけでなく、パーマやカラーもアジア人の髪質にあった施術を提供。
住所：846 Thurlow Street, Vancouver
TEL：604-696-6080
営業時間：日～木　11:00am～7:00pm / 金　11:00am～10:00pm
　　　　　土　11:00am-8:00pm
http://kaenvancouver.com

ROBERT MAX

　男性客も多いヘアサロン。
日本人スタイリストだけでなく、多国籍出身のスタイリストがいる。
住所：524 W Pender Street, Vancouver
TEL：604-685-0649
営業時間：月～土　10:30am～6:00pm / 日　予約のみ
http://robertmax.ca

Sakura Salon
　スタッフは皆日本人のヘアサロン。オススメ
は、スカルプマッサージ。ウェディングや着付
けも対応可。
住所：555 Bute Street, Vancouver
TEL：604-558-0393
営業時間：火～日　10:00am～7:00pm
http://sakura-hairsalon.com

TSUBAKI HAIR EXPRESS
　良心価格で日本人の髪質にあったヘアカットが評判。カット時間も素早く、
仕事や学校の休憩時間に訪れるお客さんもいる。

住所：515 Dunsmuir Street, Vancouver
TEL：604-685-7257
営業時間：月～金　10:00am～7:00pm / 土・日　10:00am～6:00pm
http://tsubakihair.com

アジア系ヘアサロン ( 日系含む )

KOTO Salon
　ロンドンの『Toni & Guy Academy』で技術を磨き、美容業界のコンペティ
ションで数多くの受賞経験をもつスタイリストが在籍。日本人スタイリストもいる
ので、カラーやパーマも日本人の髪質にあったサービスを受けることができる。
住所：156 E Hastings Street, Vancouver / TEL：604-558-0550
営業時間：火～金　10:00am～6:00pm / 土　9:00am～6:00pm
　　　　　日　10:00am～5:00pm　
http://kotohairdressingsalon.ca

©Juillet Spa & Wedding
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街角ファッショ
ンスナップ

トロント編

① オリビアさん（23 歳）
② 学生
③ アニー・ホール

④ Levi’s
⑤ スリフトストア ( 中古品店 )
⑥ 約C$100

① マシューさん（30 歳）
② ファッションスタイリスト
③ ストリートスタイルブログ

④ PRADA
⑤ ハイエンド、ロウエンドのショップ
⑥ 約C$500

① キーランさ ん（22 歳）
② PR / マーケティング
③ 自分

④ Phillip Sparks
⑤ クイーン通り西
⑥ 約C$500-1000 (3ヶ月ごと)

① ミラさん（26 歳）
② 役者
③ ビョーク

④ ARCHIVAL
⑤ どこでも
⑥ 約C$50～100

①名前・年齢
②職業
③ファッションアイコン

④好きなファッションブランド　
⑤ショッピングによく行くエリア・ショップ
⑥月々ファッションにかける金額
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街角ファッショ
ンスナップ

トロント編

① ペイジさん（19 歳）
② 学生
③ Herapatra

④ STAR FASHION
⑤ クイーン通り西
⑥ 約C$20～40

④ ユニクロ(ニューヨーク)
⑤ ケンジントンマーケット
⑥ 約C$150

① タカさん（29 歳）
② 学生
③ 街で見かけるおしゃれな人

④ Ralph Lauren
⑤ クイーン通り西
⑥ 約C$100～300

① ミランダさん（24 歳）　　　　　　　　　
② 大学院生　
③ ブリジット・バルドー

① ロヴィスさん（24 歳）
② ミュージシャン
③ ファレル・ウィリアムス

④ OBEY
⑤ urban outfitters / ZARA
⑥ 約C$100

①名前・年齢
②職業
③ファッションアイコン

④好きなファッションブランド　
⑤ショッピングによく行くエリア・ショップ
⑥月々ファッションにかける金額
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街角ファッショ
ンスナップ

バンクーバー編

① ナキアさん（24 歳）
② 学生
③ ケリー・ローランド

④ H&M
⑤ METROPOLIS at metrotown
⑥ 約C$1,000

① スミさん（21 歳）
② 学生
③ いない

④ TOP SHOP
⑤ Holt Renfrew
⑥ 約C$300～400

① イアンさん（42 歳）
② 教師
③ イギ―・ポップ

④ The Stooges
⑤ なし
⑥ 約C$400

① ヴィヴィアンさん（22 歳）
② 学生（ESL）
③ いない

④ Miu Miu
⑤ なし（各ショップに買い物へ行く）
⑥ 約C$400～500

①名前・年齢
②職業
③ファッションアイコン

④好きなファッションブランド　
⑤ショッピングによく行くエリア・ショップ
⑥月々ファッションにかける金額
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街角ファッショ
ンスナップ

バンクーバー編

① まよさん（22 歳）
② 飲食店店員
③ 水原希子

④ GARAGE
⑤ METROPOLIS at metrotown
⑥ 約C$100

① サラさん（21 歳）
② メイクアップアーティスト
③ オードリー・ヘップバーン

④ Sincerely Jules
⑤ Oakridge Centre / Pacific Centre
⑥ 約C$500

① マイクさん（67 歳）
② リタイア
③ いない

④ Calvin Klein
⑤ HUDSON’S BAY
⑥ 約C$500

④ こだわらない
⑤ Pacific Centre
⑥ 約C$200～300

① サラさん（32 歳）
② 衣料販売店人事
③ いない

①名前・年齢
②職業
③ファッションアイコン

④好きなファッションブランド　
⑤ショッピングによく行くエリア・ショップ
⑥月々ファッションにかける金額
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食
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カナダの食産業・事情・トレンド・文化・習慣

全国展開するレストラン企業

トロント・ローカルレストラン

バンクーバー・ローカルレストラン

トロント・日本食レストラン

バンクーバー・日本食レストラン

全国展開するスーパーマーケット企業

トロント・バンクーバーのスーパーマーケット

ビジネスインタビュー・日本食レストラン業界

食イベント

食
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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
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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
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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
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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
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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
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『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。

©CRFA©PEI Shellfish Festival

©GoToVan ©Vegetarian Food Festival

©Savour Stratford Perth
County Culinary Festival

©Gourmet Food Wine Expo
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カナダの住宅事情

トロント・お宅訪問

バンクーバー・お宅訪問

ビジネスインタビュー・トロントの商業不動産事情

ビジネスインタビュー・バンクーバーの商業不動産事情
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トロントの不動産事情
　トロントおよび近郊都市圏(GTA)の住宅購入は、依然値ごろ感が続いており、多くの人々が購入を検討している。しかし、2014
年1月の販売登録物件は昨年と比べて落ち込み、買い手にとっては物件探しに苦労する状況となっている。
　不動産取引の仲介業者同士が、物件情報等を共有する仕組みで構成されるマルチプル・リスティング・サービス（MLS）でみると、
2014年1月の販売件数は4,135件。これは昨年同月の4,229件と比べ2.2％減である。新規登録物件数も、1万577件から16.6％減の
8,822件という結果になった。
　トロント不動産協会（Toronto Real Estate Board）によると、物価上昇や、それに伴う住宅資産価値の上昇により、住宅を販売に出す人はこ
れから増えるとみている。これは特に、家族が増えてより大きな家を探す、もしくは子供が巣立ったことで部屋があまり、小さな家に移るなど、
ライフスタイルの変化によって生じる可能性が高い。また、2014年1月の平均販売価格は52万6,528カナダドルで、昨年同月の48万2,080カ
ナダドルと比べると、9％以上の伸びである。
　そして2014年も物価上昇は依然として続くと予想されている。昨年同様、トロントおよび周辺都市における、コンドミニアムなど
独身者向け住宅やセミデタッチ住宅の市場の競り合いが、販売価格を押し上げ続けると予想される。また、住宅ローンの金利は史上
最低値の近くをキープするとみられるため、物価の上昇にもかかわらず、トロントおよび近郊都市圏(GTA)の平均的な家庭にとって
も比較的手ごろに住宅の購入を検討できるとされている。

バンクーバーの不動産事情
　2013年の不動産市場は弱々しくスタートしたが、それでも着実な回復をみせ、年末には非常に安定し、均衡のとれた市場に落ち着
いた。そして2014年も持続すると予想される。
　2014年1月の新規物件登録数は5,345件と、昨年の5,128件から4.2％の増加があった。販売登録件数の全体をみると、1万2,602件と、
昨年同月からは4.9％下がったものの、12月からは9％の増加である。
　住宅価格は依然安定しており、前月から変化はみられない。販売に関しては、マルチプル・リスティング・サービス（MLS）の集計から、
昨年同月の1,351件と比べ、1,760件に増加。バンクーバー不動産協会（Real Estate Board of Greater Vancouver ） によると、2014
年1月の売上はこの10年の平均値より7.2％上回っている。マルチプル・リスティング・サービス（MLS）の住宅価格指数からみる
基準価格は全タイプの不動産で上昇しており、メトロバンクーバー圏で60万6,800カナダドルであった。これは昨年同月から3.2％、
また2013年12月からもわずかではあるが0.6％の上昇である。
　一戸建て物件の販売は728件で、昨年同月の576件からは34.3％増加。バンクーバーおよび近郊都市圏を指すメトロバンクーバーでの
基準価格は3.2％上昇の92万9,700カナダドルであった。
　アパートメントの販売件数は753室と、これも昨年同月の576室から30.7％増加。基準価格は3.7％上昇の37万1,500カナダドルであった。
　バンクーバーの不動産市場はこの1年近く均衡を保っており、これは住宅価格の安定にともない、住宅の販売および登録も落ち着
いていることを意味しているといわれる。

　カナダの不動産業界で顕著な動きをみせているのがコンドミニアムである。現地紙の報道によると、近年のコンドミニアムの成長は目覚
ましく、2000年の時点ではコンドミニアムは不動産全体数の2割程度を占め、その時点では約3万件程が建設中であったが、10年後の2012年、
割合は4割近くにまで伸び、国内全土で13万件に上っている。そして2014年に完成予定のコンドミニアムは史上最高件数とみられる。しか
しこれが建設過剰となり、メトロバンクーバー圏内では2万件近い空室がでており、またトロントではコンドミニアム登録件数が8％増加し
たのに対し、売上は18％の下落をみせている。現在カナダの平均住宅コストは、収入の4.5倍とされている。このことも相まって、一戸建て
住宅と比べると値段は手ごろ、空間の狭さは光熱費等の節約にもつながることから、コンドミニアムの人気は依然として高い。

トロント・バンクーバーの不動産事情

図表でみる人々の住宅所有形態と収入に対する家賃の割合

一般家庭総数

トロント

トロント 

オンタリオ州

オンタリオ州

バンクーバー

バンクーバー

ブリティッシュ・
コロンビア州

ブリティッシュ・
コロンビア州

カナダ

カナダ

人数 人数割合 (%) 割合 (%) 割合 (%) 割合 (%)割合 (%)

1,989,695 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

住宅所有形態

住宅所有形態

1,358,620

631,070

68.3

31.7

71.4

28.4

69.0

30.6

264,570

128,440

136,135

70.048.5

51.5 29.8

出所：カナダ統計局 (2013 年 11 月調べ )※16

出所：カナダ統計局 (2013 年 11 月調べ )※17
※1ヶ月平均コスト内訳
オーナー：住宅ローン、光熱費や水道代などの公共料金、固定資産税、コンドミニアム管理費
テナント：家賃、光熱費や水道代などの公共料金

住宅指数

①2010 年総収入
に対し 30%以上を
住宅コストに
費やしている
割合 (%)

1ヶ月平均コスト
(C$)

所有者 (オーナー )

所有者 (オーナー )

合計

合計

借家人 (テナント)

借家人 (テナント)

31.8

26.6

43.2

1,366

1,516

1,043

27.0

20.9

42.3

1,181

1,284

926

37.7

29.0

46.0

1,270

1,462

1,089

30.3

23.8

45.3

1,156

1,228

989

25.2

18.5

40.1

1,050

1,141

848

収入に対する家賃の割合

所有者
( オーナー )
借家人

( テナント )
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1北米らしい広々したリビングルーム2赤の壁がか
わいらしいマスターベッドルーム3洋子さんの仕事
部屋4美亜ちゃんのお部屋5白を基調とした清潔感
の漂うキッチン

　リーさん家族がダウンタウンにあるこのコンド
ミニアムを購入したのは3年前。当初は投資目
的での購入であったため、将来の価格上昇を
見越し、ロケーション、そして家のサイズを元に
この物件を購入したのだが、諸事情により予定
を変更して、住まいとしてこの物件へと引っ越し
てきた。インテリアは芸術一家に生まれたあん
ずさんということもあって、ヨーロッパ製のスタイ
リッシュでモダンなものが多く、壁に飾られたあ
んずさんの父親が描いた絵画が印象的な空間
を作り出している。
　この建物は下階がホテル、上階が住宅物件と
いう構造で、住宅階を短期で借りることもできる
ため、隣部屋が空室ということも。さらにLeeさ
ん家族は角部屋だということも相まって、騒音も
気にせず快適な生活を送っている。2階構造ユ
ニットの1階を来客スペース、2階をプライベート
と分けることができることも快適性を高めている。
また、メンテナンスフィーが月々 C$800と相場より
も安価ながら、メンテナンス専門作業員が常駐、
困ったときにはすぐに対応してくれるというのも嬉
しいポイントだ。
　家族揃って完全オフの日となる日曜日には、歩
いて近所にあるエンタテイメント施設やグローサ
リーストアへと出掛けるというリーさん一家。普段
仕事に学校に習い事にと、家族それぞれが忙し
い日々を送るなかで、歩調を合わせ、会話を楽し
みながら家族みんなで過ごすこのゆったりとした
時間は、リーさん一家にとってとても特別で、か
けがえのない大切な時間となっている。　

お宅訪問 トロント編

住まいタイプ：コンドミニアム
家族構成：
父・リー・イヴェンさん（37）、母・原あんずさん（38）
長男・海渡くん（12）、長女・海亜ちゃん（10）

職業：イヴェンさん・フランチャイズ会社共同経営
　　　あんずさん・会社社長秘書
間取り：2BR, 2Bath / 面積：1,100 sq ft
購入金額：45万カナダドル / 購入年：2011年

リーさんご家族

1あんずさんの父親の絵画が飾られたリビングルーム2
マスターベッドルームは吹き抜けのそばでお洒落3大き
な窓のあるダイニング4海渡くんのお部屋5最先端のシ
ステムキッチンが完備されている

　トロントから西の郊外・ミシサガ地区の一軒家
に住むレイノルズさん一家。カレドン（ミシサガ
から北部）にあるブレットさんの実家から、数か
月前に引っ越してきたばかりのお宅に今回お邪魔
した。この物件は築30年以上の家を7年前にリノ
ベーションした物件で、外観には趣を残しながらも、
家の中にはモダンな雰囲気が漂っている。年数の
経った物件のため庭の木々も大きく成長しており、
隣家との距離も適度に保たれているのが心地よい。
また、最近まで自然溢れる街・カレドンで暮らし
ていたレイノルズさん一家にとって、都会に近い
ながらも自然溢れる環境であったことが、この物
件購入の大きな決め手となった。
　4BRと部屋数の多いこの物件。これも物件探し
の条件の一つで、それはウェブデザイナーであ
る洋子さんの仕事部屋を作るためのものであっ
た。仕事部屋である中2階の書斎には、洋子さん
の机の横にブレットさんの机も並べられており、
二人並んで作業をすることも多い。その姿を想
像するとなんとも温かな気持ちになってくる。
　一家の住むミシサガの西エリアは比較的移民
が少ない地域なのだが、近くには韓国系スーパー
があり、容易に日本食材を手に入れることがで
きる。そのほかのスーパーや最寄駅も車で10分
圏内にあり、住宅地で静かな環境でありながら
生活も便利な立地にある。また、近所には自転
車のトレイルも多く、アウトドア一家であるレイ
ノルズさん家族は夏の到来を待ちかねているとい
う。街中心部へのアクセスにも便利で、自然溢
れる静かな住宅街での生活。まだまだ始まった
ばかりの新天地での生活にレイノルズさん一家
は心を躍らせている。

レイノルズさんご家族
住まいタイプ：一軒家
家族構成：父・ブレットさん（44）、母・洋子さん（40）
長男・智くん（12）、長女・美亜ちゃん（9）

職業：ブレットさん・英語教師（カレッジ勤務）
　　　洋子さん・ウェブデザイナー
間取り：4BR, 3Bath
敷地面積：2,300sq ft（庭込み：3,750sq ft）
購入金額：49万9,900カナダドル / 購入年：2013年
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お宅訪問 バンクーバー編

　ダウンタウンの一等地にあるコンドミニアムに
住むシャルマーズ淑子さん。元々は趣味で行って
いた不動産投資を、ご主人が亡くなった7年前か
ら本格的に行うようになり、現在では一軒家を3軒、
コンドミニアムを6部屋、B&Bを1軒所有・管理
している。
　この自宅は不動産会社の “投資だけでなく、自
宅にもお金をかけてみては？” という助言から5
年前に購入したもので、以前の住人である香港の
女優が、約9カ月をかけてリフォームを行い、
ウォークインクローゼットやドレッサールームを
拡張、ウォーマーを含めた3段式のオーブン、収
納スペースの増築などを行ったという、便利さと
ともに華やかさの広がる物件だ。「最初は値段が
高くてとても買えないと思っていたのですが、ロ
ケーションとこの豪華な雰囲気に購入を決意しま
した」と購入の決め手を語る淑子さん。建物周辺
には教会やYMCA、病院、各種飲食店や映画館
などの施設が集まっており、1階には深夜まで営
業のスーパーマーケット、その他建物内にプール
やジャグジーなど充実した設備を完備しており、
月々 C$1,500というメンテナンスフィーにも納得
だ。窓からはバンクーバーの違った表情をそれぞ
れの角度から眺めることができ、その絶景は思わ
ずため息が出てしまうほど。
　インテリアは白とピンクを基調にまとめられ
ており、リビングには淑子さん自らが生けた花
が飾られている。“使いやすさ” をコンセプトに、
余計なものを置かずに広さを活かした空間はと
てもすっきりとした印象で、まるでモデルルー
ムのよう。年に数回行われるホームパーティに
は約100人が集まり、その様子はまさに住居と
いうよりもイベント会場とでもいうのが相応し
いように感じる。
　また、日常生活においては、淑子さんがマスター
ベッドルームを、そのほか2つのベッドルームを
友人二人がそれぞれ使用しているのだが、その広
さや一部屋一部屋の設備の充実ぶりから自室でほ
とんどの時間を過ごすという淑子さんたちは、共
同生活ながらも、それぞれ独立した生活を送って
いるという。一つのユニット内ながら、まるで一
つのアパートに住んでいるかのような贅沢空間が
ダウンタウンに存在しているということに、ただ
ただ驚くばかりだ。

住まいタイプ：コンドミニアム
シャルマーズ淑子さん（62）
職業：不動産業
間取り：3BR+3.5Bath / 面積：3,000sq ft
購入価格：200万カナダドル  / 購入年：2009年

シャルマーズ 淑子さん

1/2白とピンクを基調とした重厚感のあるリビングルームとダイニングルーム3淑子さん自慢の三段式オー
ブン4広々としたおしゃれなキッチン5セカンドベッドルーム6バンクーバーの夜景が一望できる大きな窓
のマスターベッドルーム7イートインスペースからの絶景
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1愛さんご家族と友人が憩いの時間を過ごす2書道
が飾られたマスターベッドルーム3こだわりの赤色
を持つ外壁4広々としたL字型のメインキッチン5
火力の強いガスコンロのあるセカンドキッチン

　専門学校の同級生だった征次さんと清香さん
はともにカナダへとやってきて6年前に結婚。長
男・虎太郎くんの誕生をきっかけに一昨年、リッ
チモンドで新築のコンドミニアムを購入した。「以
前は1BRのアパートに住んでいたのですが、子
供が生まれて2BRは必要かなとこの機会に住居
を購入することにしました。最近このあたりに
はコンドミニアムが立て続けにできていて、比
較的値段も安く、加えて新築ということが大き
な魅力でしたね。」リッチモンドは学区もよく、
治安がよいエリアということもあり、子供を育
てるのによい環境だということが物件購入の大
きな決め手となったという阿藤さん。インテリ
アでもまだ小さな虎太郎くんの安全性を優先し、
角のないテーブル、革製の汚れにくいソファー
などをチョイスするという両親から虎太郎くん
への愛情が感じられる。
　二人はともに歯科技工士だが、それぞれ別の職
場で働いており、通勤のため車を２台所有してい
る。その2台の駐車場スペースを購入することが
できたのも、新築ならではの利点だろう。最寄り
駅へも徒歩20分という距離で、電車でのアクセ
スにも事欠かない。駅には日系スーパーのセン
タービルがあるため、日本食材も手に入りやすく、
充実した住環境が整えられている。
　休日となると家で日本のテレビを観ながら寛ぐ
ほか、散歩やゴルフ、釣りといったレジャーに出
掛けることが多いという阿藤さん一家。夏になれ
ばコンドミニアム内にあるクラブハウスのプール
で虎太郎くんを泳がせるなど、身近な場所でもア
クティブな余暇を楽しんでいる。両親の愛情を一
身に受けた虎太郎くんは、両親同様にアクティ
ブで元気な人物へと成長していくことだろう。

お宅訪問 バンクーバー編

住まいタイプ：コンドミニアム
家族構成：
父・征次さん（36）、母・清香さん（33）
長男・虎太郎くん（1）
職業：征次さん・清香さんともに歯科技工士
間取り：2BR+Den, 2Bath / 面積：920 sq ft
購入金額：43万カナダドル（2か所の駐車場代を除く）

購入年：2012年

阿藤さんご家族

1家族3人で過ごすのにぴったりなサイズのリビング
ルーム2使いやすいL字型キッチン3虎太郎くんのお
部屋4バスルーム5いつでも顔が見れるように食事ス
ペースに虎太郎くんのプレイスペースがある

　6年前にスティーブストンの一軒家へと引っ
越してきた國光さん一家。「よい公立学校が多
いことや地価の安定具合、そして日系コミュニ
ティと馴染み深いことからスティーブストンエ
リアに引っ越してきました」と愛さんが語るよ
うに、スティーブストンは100年以上前に和歌
山の漁師が移り住んだ場所で日本との親交が深
く、仏教会や日系文化会館など日系コミュニ
ティも多く存在している場所だ。「海外にいる
からこそ、日本に触れていたいという気持ちが
強くなっているのかなと思います」と話す國光
さんの家からは、習字や柱の背比べのしるしな
どそこかしこから日本を感じることができる。
　スティーブストンは新鮮な魚が安く手に入る
ことでも有名な場所で、家から少し歩いた先の
港では船から直接新鮮な魚を購入することもで
きる。加えて近くのスーパーの日本食材の品揃
えもよく、料理の得意な愛さんは2つあるキッ
チンをフル稼働させて、社員を集めてのホーム
パーティで自慢の手料理を振る舞っている。そ
のうちに、知人から “キッチン＆バー 923”と呼
ばれるようになったこの家は、家族だけでなく、
日常的に人々が集まり、多くの人の憩いの場と
なっている。
　3年前から機内食製造会社の社長を務めている
愛さんは、忙しい日々を送りながらも、毎日の食
事にも手を抜かない。1日3食を手作りし、晩御飯
には家族揃ってイートインダイニングでテレビを
消して団欒を楽しむことをモットーとしている。
食卓でのかけがえのない時間が、これからも國光
さん一家の絆を強くし続けていくことだろう。

國光さんご家族
住まいタイプ：一軒家
家族構成：母・愛さん（39）
長男・大和くん（13）、次男・裕大くん（12）
職業：機内食製造会社経営
間取り：4BR, 3.5Bath（2リビング、2キッチン）
敷地面積：2,800sq ft
購入金額：85万カナダドル
購入年：2008年
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照岡敏介さん
2 級建築士、オンタリオ州政府公認リアル・エステート・ライセンス保持者
Royal LePage Signature Realty 所属

　事業を行う上で特に重要な位置を占める
商業不動産物件の選定。2級建築士であり、
オンタリオ州政府公認リアル・エステート・
ライセンス保持者、トロントでもトップレ
ベルの不動産会社・Royal LePage Signature 
Realtyに所属する照岡敏介さんに、トロン
トで事業を行うメリットやダウンタウンエ
リア分布、おすすめエリアなどを伺った。

トロントに活動拠点を置くメリットを
教えてください。
　トロントはカナダの最大の経済都市であ
り、質の高い生活環境と共に信頼できる工
業、商業環境も提供しています。トロント
市半径160キロメートルの地域にはカナダ
総人口の3分の1、約1,000万人が暮らして
います。そのため、カナダ最高峰ハイテク
企業の80パーセント以上がトロントに拠
点を置いており、北米の映画・ビデオ業界
産業においても非常に大きい市場規模で、
トロントはフィルム製作都市としても有名
です。さらにトロント証券取引所は証券取
引価格が北米第3位、証券取引量では北米
第2位につけており、カナダだけでなく北米、
ひいては世界経済に対しても大きな影響力
を持っているというのが魅力でしょう。
　そしてトロントは経済都市というだけで
なく、多民族大都市という側面も持ってい
るため、世界各国の食べ物を味わうことが
出来る街です。さらに世界最高峰のスポー
ツイベント、コンサート、劇などが開催さ
れる機会も多く、世界中から大勢の観光客
が訪れる場所でもあります。そして昨今は、
居酒屋・ラーメンブームも起きており、行
列のできる日本食屋が数多く存在していま
す。日本の味や感覚を求める地元民がさら
に増えることで、この勢いはますます加速
していくのではないかと思います。

トロントで商業不動産物件を探す際に
気を付けるべきことはありますか？
　トロントは現在、建設ブームでダウンタ
ウンのあちらこちらで交通規制が掛かって
います。エグリントン通りやアベニュー通
りは新しい地下鉄線建設のために、大型建

設重機が道の半分を占領して1車線相互通
行、場所によっては枝分かれしている道に
も通行止めの交通規制が掛かっています。
この建設による町の交通事情は歩行者ルー
トにも影響を与え、商店の経営に甚大な影
響をもたらす可能性があり、場所によって
は1年後には全く違う交通環境となってい
る可能性もありますので、そこは留意して
おきたいですね。
　また、飲食店で酒類の販売をする場合
に は、LLBO（Liquor  Licensing Board 
of Ontario）からの許可が必要となります
が、許可が下りるまでに多少時間が掛か
ります。オンタリオ州は酒の販売が厳し
く規制されていて、用途地域で酒の販売
が認められている場合でも、近隣住民か
らの酒類販売に対し苦情や異議申し立て
がある場合には、酒販売の時間制限を定
められることもあるというのも心に留め
ておいた方がよいでしょう。

ダウンタウンのエリア分布を
教えてください。
　オンタリオ湖に面したダウンタウン南側
はハーバーフロントと呼ばれており、周辺
には建設中のものから建設予定のものまで、
数多くのコンドミニアムが建ち並んでいま
す。この一帯はカナダの経済成長、そして
建設・不動産ブームを目で見て感じ取るこ
とが出来るエリアで、これらのコンドミニ
アムの中には１階部分を商業用店舗にして
いる建物もあります。
　ハーバーフロント北側に位置する金融街
はカナダ経済の心臓部とも呼ばれ、世界銀
行や証券会社、保険会社や法律事務所らを
中心に、カナダ国内・大手グローバル企業
が活動拠点を置いています。金融街の西側
にはエンターテインメント・ディストリク
トと呼ばれる有名クラブやレストランが点
在するエリアがあり、週末には仕事の接待
や若者たちの遊びの場として大いに賑わい
ます。そのエンターテインメント・ディス
トリクト北にはチャイナタウンがあり、平
日・週末問わず活気に満ち溢れ、その北の
ヤング通りとカレッジ通りの交差点西には
リトルイタリーがあり、食の街として栄え

ています。
　そして忘れてはいけないのが、トロント
ダウンタウンのリテール中心地であるイー
トンセンター。北と南の出入り口にはそれ
ぞれ地下鉄の駅があり、レストランや商店、
事務所など総勢230店舗以上が入っている
ダウンタウン最大のモールです。さらに、
トロントのメインストリートの一つである
ヤング通りは、やはり商店とレストランか
らの人気が高く、ヤング通りとブロア通り
交差点をやや北上すると、最高級ブティッ
ク店が建ち並ぶヨークビルやそれを取り巻
くお洒落な飲食店があります。
　そして工業地域ですが、ダウンタウン周
辺では搬出入を考慮してかカナディアン・
パシフィック鉄道沿いとオンタリオ湖沿い
に多く見られるというのがおおまかなエリ
ア分布ですね。

オフィスやレストラン、リテールなどの
おすすめエリアを教えてください。
　日本人経営の日本食レストランの場合、
トロント市郊外（スカボロー、エトビコ、
マーカムなど）でも成功されている方々
がたくさんいます。ヤングプロフェッショ
ナルをターゲットとする場合は食事の後
も遊べるダウンタウンやミッドタウンが
おすすめですが、中高年層をターゲット
とする場合には郊外でも人を集めること
が出来ると思います。ただ、ダウンタウ
ンに店舗を出す時には、夜に人気のない
場所、または治安の悪い場所を通らなけ
ればお店にいけないという所は避けたい
ですね。
　オフィスに関していえば、日本への輸出
入が多い商売であればピアソン国際空港近
く、米国への搬出入が多ければオンタリオ
湖の港近辺が良いでしょう。また留学エー
ジェンシーであれば、ダウンタウンやミッ
ドタウンがおすすめです。以上のように、
おすすめする場所は職種によってかなり
違ってきますので、実際に商業不動産物件
を探す際にはトロントの地理に詳しい不動
産エージェントに相談することをおすすめ
します。

トロント商業不動産物件事情
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山本博さん
Colliers International, Vice President, Japanese Business

　事業を行う上で重要なのは、オフィスや
店舗を置く商業物件。大手商業不動産会社

『Colliers International』バンクーバー店で日
本人を中心に数々の企業に物件を30年近く
に渡って紹介し続けてきた山本博さんにバ
ンクーバーで事業を行うメリットや物件
リースを中心にお話を伺った。

バンクーバーに新規出店や活動拠点を置く
メリットを教えてください。
　地理的にカナダでは日本に一番近くカナダ
での玄関口。また米国へもダイレクトアクセ
スができること、その上日本人や日系人そし
て日本からの旅行者も多く、日本人にとって
馴染み深いといったことに加え、最近ではソ
フトウェア産業の拠点としても注目を浴びて
います。大手ゲーム会社『Electric Arts』はバ
ンクーバー（バーナビ）発祥で、ソフトウェ
ア開発の優秀な人材が多く、加えて政府の誘
致もあって、『GREE』や『DeNA』、バンダイ
ナムコなど日系のソフトウェア会社も近年進
出してきています。『Microsoft』本社のある
シアトル・レッドモンドまでも車で3時間ほ
どですし、これから益々ソフトウェア業界が
熱くなり、それに伴って街もさらに活性化し
ていくと思われます。
　また、バンクーバーでは商品生産・倉庫物
件も盛んで、賃料もそれほど高くありません。
日本の会社はリッチモンドに多く拠点を置い
ていて、特に流通会社にとっては港湾施設や
国際空港、米国にも近いので、リッチモンド
は人気のあるエリアです。

バンクーバーで物件を探す際、
気をつけておくべきことは何でしょうか？　
　北米は日本と違い、不動産には厳しい用
途地域設定があります。農場、工業、商用、
住居など、この土地にはこういったものし
か作ってはいけないというものが各市に
よって定められているのです。日本では住
宅街にパチンコ屋があるといった光景も当
然のように見られますが、そのように住宅
街に突然オフィスや店舗を開くということ
はできないのです。オフィスや店舗を持ち
たいと考えている事業主の方は “コマーシャ
ルエリア” という区域から物件を探すこと
となります。また、家賃相場はスクエア
フィートで年単位表示です。日本は坪数で
月単位表示ですから、この数値を読み違え

ないように気を付けてください。
　あとはやはり、実際に例えばレストランを
こちらで開きたいのであれば、2 度や3度は
訪れて、1、2週間ぐらいかけてじっくりと物
件を見て回ることが大切だと思います。また、
住宅不動産と商業不動産は完全に業界が分か
れていますから、商業物件に関しては、きち
んとした商業不動産業者に相談することが大
切ですね。

ダウンタウンのエリア分布を
教えてください。
　ダウンタウンは北を中心にオフィス街があ
り、南西に賃貸アパートの住宅街、東に買取
マンションの住宅街、南東に昔の倉庫街・イ
エールタウンがあり、北東にガスタウンと
チャイナタウンが位置するといったのが大ま
かなエリア分布です。
　オフィス街の中心はグランビル通り×カナ
ダ・プレイス×サロー通り×ジョージア通り
の四角形に囲まれる地域で、ほとんどの大会
社がここにオフィスを持っています。
　商店街はロブソン通りとデンマン通り、デ
ビー通り、グランビルが目抜き通りで、裏通
りのアルバーニ通りのバラード通り～ビュー
ト通り間も高級ブランド商店街です。デンマ
ン通りはレストラン街で日本食レストランな
ども多くあります。ロブソン通りは賃料が最
も高い通りですが、バラード通り～ビュート
通り間以外は多少安くなります。また、最近
は老舗店が閉店して新店が入るのを待ってい
る状況で空室が見られるため、賃料は少し下
がってきています。イエールタウンやサウス

グランビル。また、ダウンタウンから少し離
れますが、キツラノも個性的な店が集まって
いて人気が高いですね。
　また、最近ではガスタウンの近くに大きな
コンドミニアムができて、以前はお土産屋さ
んばかりだった街が活性化し、この辺に住ん
でいる人向けの店ができてきています。地元
の人が作った個性的な、いわゆる隠れたブラ
ンドなんかが集まっている地域で、ここも今
後の動向が気になる地域ですね。

オフィス、レストラン、リテールにお薦めの
エリアを教えてください。
　基本的にオフィス物件では、ダウンタウ
ンとブロードウェイ、リッチモンドのエリ
アが日本人のお好みでこの辺りをご紹介す
ることが多いです。
　飲食業界はターゲット客層によっておす
すめエリアが変わってきます。日本人をター
ゲットとした場合、日本人はあまりかたまっ
て住んでいませんから一概にどこが良いと
は言えないのですが、最近はリッチモンド
に日本食店が続々と出店しています。リッ
チモンドは人口の半分が中国人、加えて日
本人の退職者が集まり始めてきているので
す。また、私は安易にダウンタウンのオフィ
ス中心街を選ぶことはおすすめしません。
ダウンタウンは昼は賑やかですが、夜には
人がいなくなってしまいます。ですから、
ダウンタウンのなかでも、ホテルが集結し
たエリアなど、常に人の行き交いがある場
所など周辺事情をきちんと理解することが
大切だと思います。

参考：Metro Vancouver Industrial Market Report‐Third Quarter 2013（Colliers International）
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バンクーバー商業不動産物件事情

リテールの路面貸借価格と空室の動向（2013年第 3四半期時点）

ロブソン通り
イエールタウン
サウスグランビル
ブロードウェイ西
4番通り西
デンマン通り
ガスタウン
アルバーニ通り
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余暇

イベント

カナダの余暇事情

トロント・余暇を過ごすスポット

バンクーバー・余暇を過ごすスポット

©Tourism Vancouver/ Coast Mountain Photography

©Tourism Vancouver/ Michael Song
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カナダ全国のイベント紹介

Abbotsford International Airshow

カナダでは季節によって様々なイベントが開催されます。

オンタリオ州 トロント

オンタリオ州 トロントオンタリオ州 トロント

8月8日～ 10日(2014年)
開催場所: Abbotsford International Airport
http://www.abbotsfordairshow.com

例年9月上旬～中旬
開催場所：トロント市内各所 / http://tiff.net

　1962年から始まった西海岸最大、世界でもトップ10に数えられるエ
アーショー。カナダやアメリカの軍用飛行機の他、一般自家用飛行機
なども見ることができる。アクロバット飛行やパラシュート降下など、
そのパフォーマンスに時間を忘れて見入ってしまう。轟音唸る会場で
は、耳栓をつける人も。会場では飛行機を見るだけでなく乗ることも
可能で、飛行機好きの人にはたまらない。

Pride Week
6月20日～ 29日(2014年)
開催場所: Church Wellesley Village
http://www.pridetoronto.com
　毎年6月にトロントで開催されているこのプライド・ウィークは、
世界でも最大級規模の性の多様性をアピールするイベントであり、
世界的にも注目を集める。最終日に行われるパレードには毎年世界
中から多くの見物客、参加者が集まり賑わいを見せる。期間中市内
のあちらこちらで同性愛者や両性愛者など人達の象徴であるレイン
ボーの旗が掲げられる。

　毎年9月に行われる国際映画製作者連盟公認の映画
祭。同映画祭はノンコンペティション映画祭として有
名である。出品作品は世界初、北米初公開の作品が多
く、米国アカデミー賞前哨戦としても注目される。
GALA上映ではハリウッドセレブリティたちがレッド
カーペットを歩く姿を間近で観ることもでき、街中で
セレブリティたちと遭遇することもある。日本からも
毎年数多くの作品が出品されている。

Toronto International
Film Festival（TIFF）

例年6月下旬～ 9月初旬
開催場所：Stanley Park
http://www.aboriginalbc.com/klahowya-village
　“Klahowya”（クラホウヤ）とは歓迎を意味する
先住民の言葉。ブリティッシュ・コロンビア州先住
民が毎年夏にスタンレー・パークにクラホウヤ・ヴィ
レッジを築き、訪れた人々は先住民のクラフトや料
理、パフォーマンスを体験することができる。アト
ラクションの一つ、ミニチュアトレインも先住民の
物語をテーマとしたアトラクションとして人気と
なっている。

Klahowya Village
7月4日～ 13日(2014年)
開催場所：Stanpede Park
http://cs.calgarystampede.com 
　100年以上の歴史を持つ世界最大の屋外ロデオの
祭典で、毎年120万人が訪れる。期間中は街全体が
お祭り騒ぎで、仕事中の人もみながみな一様にジー
ンズにカウボーイ・ハットの装いとなるほど盛り上
がる。目玉であるロデオの観戦チケットの競争率は
特に高い。当日券では野外遊園地やコンサートを楽
しむことができ、スタンピードの雰囲気を味わうこ
とができる。

Calgary Stampede Festival International de
Jazz de Montreal
6月26日～ 7月6日(2014年)
開催場所：モントリオール市内各所
http://www.montrealjazzfest.com/default-en.aspx
　毎年200万人もの人々が訪れる、2004年に「世界最
大のジャズフェスティバル」として認定されたジャズ
フェスティバル。10日以上に渡る開催期間中には特設
ステージが設けられ、街全体がフェスティバルムード
に覆われる。基本的には屋外ステージは無料で楽しむ
ことができ、仕事帰りや観光の合間にふらりとジャズ
の音色に耳を傾けることができる。

5月6日～10日(2014年)
開催場所：トロント市内各所
http://cmw.net
　音楽ビジネスに特化したプレミアムエンタテイン
メントイベント。音楽、映画、コメディという3ジャ
ンルのフェスティバルが開催され、中でも市内60
か所、1,000組を超えるミュージシャンたちが5夜
に渡って熱いステージを繰り広げる音楽フェスティ
バルは圧巻。カンファレンスやトレードショーも併
催され、有識者や音楽業界関係者が世界中から集
まって交流を深める良い機会となっている。

Canadian Music Week
例年7月下旬
開催場所：English Bay
http://hondacelebrationoflight.com

　イングリッシュ･ベイで行われる毎年恒例の花火フェス
ティバル。夏は日が長くなるため、開始時間は午後10時
からと遅めのスタート。優美な音楽が流れる中で、豪快
に打ち上げられた花火が夜空を彩る。数カ国から選りす
ぐりの花火デザイナーたちを呼び集め、毎年違った花火
の様を楽しむことができる。イングリッシュ･ベイ付近で
あればどこからでも見ることができるが、イングリッシュ
･ベイ･ビーチやバニエ･パークから眺めるのがおすすめ。

Celebration of Lights

アルバータ州 カルガリー

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

ブリティッシュ・コロンビア州 バンクーバー ケベック州 モントリオール

©Abbotsford International Airshow

©Calgary Stampede ©Klahowya Village in Stanley Park

©Jonathan Evans

TORONTO VANCOUVER STYLE   083Copyright© 2014 JETRO. ALL rights reserved.



娯楽・レクリエーション産業の市場規模

余暇に対する考え方や習慣・文化

　カナダ統計局によると、2011年は多くの企業がアミューズメントパークやゲームセンターの分野で新しいアトラクションや遊戯セクショ
ンに対して投資を行い、営業収益は2010年の4億1,230万カナダドルから2011年の4億6,000万カナダドルへと11.6%の増加を記録した。
またゴルフ業界における営業収益が2010年の25億カナダドルから2011年に24億カナダドルへと3.7%減少した要因として、2011年の春は
快晴があまりなく湿った天気が続いたためとしている。さらに2011年は例年よりも長いスキーシーズンだったとされており、スキー産業の
営業収益は、2010年の8億9,420万カナダドル から9億6,710万カナダドルと、8.2%の増加を見せた。

カナダの余暇事情

アミューズメントパーク・ゲームセンター

営業収益

2009

414.4
367.0
124.7
11.4

412.3
390.3
131.4
5.3

460.0
413.3
145.6
10.2

2010 2011

営業費用
給与・賃金・給付
営業利益率

その他娯楽・レクリエーション産業
営業収益 7,437.6

7,059.2
2,596.9
5.1

7,536.5
7,197.3
2,636.3
4.5

7,530.2
7,188.0
2,618.4
4.5

営業費用
給与・賃金・給付
営業利益率

ゴルフコース・カントリークラブ
営業収益 2,486.2

2,401.8
944.9
3.4

2,501.7
2,459.5
958.9
1.7

2,409.2
2,351.4
907.0
2.4

営業費用
給与・賃金・給付
営業利益率

スキー施設

営業収益

2009

934.7
876.8
338.6
6.2

894.2
839.1
319.8
6.2

967.1
921.6
345.2
4.7

2010 2011

営業費用
給与・賃金・給付
営業利益率

フィットネス・スポーツセンター
営業収益 2,024.7

1,925.1
799.8
4.9

2,209.8
2,104.7
868.5
4.8

2,216.1
2,077.4
856.8
6.3

営業費用
給与・賃金・給付
営業利益率

その他全ての娯楽・レクリエーション施設
営業収益 1,992.0

1,855.4
513.5
6.9

1,930.8
1,794.0
489.1
7.1

1,937.8
1,837.5
509.4
5.2

営業費用
給与・賃金・給付
営業利益率

営業収益、営業費用、給与・賃金・給付の該当数値の単位は、100万カナダドル。
営業利益率の該当数値の単位は、%。
出所：カナダ統計局(2013年11月調べ)※18

カナダの祝日
1/1（水）    New Year’s Day
4/18 （金）   Good Friday (QC州以外)
5/19 （月）   Victoria Day (NB,NS,NL州以外)
7/1 （火）     Canada Day
9/1 （月）     Labour Day
10/13 （月）Thanksgiving Day (NB,NS,NL州以外)
11/11 （火）Remembrance Day (MB, ON, QC, NS州以外)
12/25 （木）Christmas Day
12/26 （金）Boxing Day

下記はカナダでは州独自の祝日一覧
2/10 （月）   Family Day (BC)
2/17（月）   Family Day (ON,AB,SK,MB)  
         　　  Islander Day (PEI) / Louis Riel Day (MB)
4/21 （月）　Easter Monday (QC)
6/24（火）   St. Jean Baptiste Day(QC)
7/21（土）   National Aboriginal Day (NT)
8/4（月）     British Columbia Day (BC) / Heritage Day (AB) / 
                  Civic Holiday (SK,MB,ON,NT) / Nataru Day (PEI,NS) / 
                  New Brunswick Day (NB)

　カナダの祝日は月曜日が多い。これは「ハッピーマンデー制度法」で制定している祝日が多いからである。土日＋月曜祝日の３連休で「ロングウィー
クエンド」と呼ばれている。
カナダでは祝日を家族と過ごすのが一般的である。例えば、クリスマスやサンクスギビング、イースターホリデーなどは家族で集まり、ホームパーティーを開く。
ローストターキーを焼き、親戚や本当に親しい友人だけを呼んで、思い思いの時を過ごすのが特徴である。

※上記はすべて2014年度の祝日日程

©Tourism Vancouver/ Dannielle Hayes
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週末の過ごし方

長期休暇の過ごし方

余暇に関連するデータ「1日あたりの余暇に割り当てている時間」(単位：分)

　カナダでは週末の余暇の楽しみとして、野外アクティビティ
を好む傾向にある。冬の寒い時季を終え、春になると夜8－9
時ごろまで日が長くなるため、朝から晩まで毎週のように出か
ける。野外イベントやフェスティバルがあちらこちらで開催さ
れたり、サイクリング、自家用船舶でのクルージングなど楽し
み方は様々。ロングウィークエンドを利用してキャンプやコ
テージへ出かける家族も多い。

トロントはミュージカルにおいてもとても有名で、たくさんの劇場があり、ニューヨークのブロードウェイにも劣らないレベルを誇る。また、
トロントやバンクーバーには多くの芸術館やアートギャラリー（個展）が点在している。先住民族やバンクーバーの歴史を学べるVancouver 
Museumから、靴の博物館、The Bata Shoe Museum Collection（トロント）までジャンルも幅広い。
　カナダでは夏になるとフェスティバルやイベントで移動遊園地をよく見かける。有名なのは、トロントのカナディアンナショナルエキシビ
ジョン (CNE)やバンクーバーのパシフィックナショナルエキシビジョン(PNE)。

カナダで楽しめるアクティビティ／エンターテイメント

年中
楽しめる

春夏
～秋

劇 / アート / アトラクション

山登りや洞窟探索
　◆トロント周辺　　　シ―ニック・ケイブ (260 Scenic Caves Rd. Collingwood)　/　トバモリー
　◆バンクーバー周辺   グラウスマウンテン (6400 Nancy Greene Way)

アスレチック：ジップトレック（レールを使った綱渡り）やバンジージャンプなど
　◆トロント周辺　　　ツリートップ・トレッキング (10818 Heart Lake Rd. Brampton)
　◆バンクーバー周辺   ワイルドプレイ（バンジージャンプなど） (35 Nanaimo River Rd.Nanaimo) / ジップ・トレック ( 734 Whistler)
スカイダイビング
　◆トロント周辺　　　スカイダイブ・トロント (3065 4th Line, Cookstown)
　◆バンクーバー周辺   スカイダイブ・バンクーバー（5112 Gladwin Rd, Abbotsford）
キャンプ
　◆トロント周辺　　　アルゴンキン州立公園
　◆バンクーバー周辺   ゴールデンイヤーズ州立公園 / E.C.マニング州立公園  / アリスレイク州立公園
アイスホッケー、野球、バスケットボールなどのスポーツ観戦や、カヌー、クルージング、マラソン、乗馬、サイクリング、ゴルフ、釣り
などもカナダで出来る人気のアクティビティ。

　小さい子供のいる家庭では基本的に、子供の学校が長期
休暇に入る頃に旅行を計画する。カナダでは、企業側も社
員が長期休暇を取ることを奨励しており、長い人は1 ヶ月以
上の休暇を申請する場合もある。
　長期休暇の旅行先は様々だが、短い休暇であればカナダ
国内や米国を旅行する人が多く、長期のまとまった休暇が
とれるとヨーロッパやアジア圏内に旅行したり、クルーズ
に参加する人も多い。
　寒い冬はカリブ海の島々など暖かい地域へ旅行する人が
増える。

　2010年の、一日当たりの余暇時間（仕事や家事、また
睡眠や食事といった毎日発生する事柄の時間は除く）を年
齢別にみると、最も多いのが75歳以上で一日当たり456分。
これに対し、最も少ないのが35～44歳で246分である。
この年齢層は人生の中でも特に忙しい時期、つまり仕事で
は働き盛りの年代であり、また家庭においても子育てなど
に追われる時を過ごしていることがわかる。
　また性別で見てみると、男性が348分なのに対し女性
は312分と、36分少なく、過去24年で最も男女の差が
大きい。加えて5年前と比べると、男性の余暇時間は6
分増えているのに対し、女性は6分減っている。これは
女性の仕事などに対する社会進出が増えていることなど
が挙げられる。しかしながら、特徴的なのは、女性の余
暇時間が24年前と同じであるという統計結果がでており、
この間に家事に加え、社会での役割も増えていると考え
ると、逆に、忙しさの中でも余暇時間の創出を大事に考
える風潮にあるということが伺える。
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15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+（分）

年齢別(2010年) 男女別

年齢
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出所：カナダ労働省 (2014 年 2 月調べ )※19 出所：カナダ労働省 (2014 年 2 月調べ )※20
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2.Canada’s Wonderland

3. Toronto Zoo

1. Ripley’s Aquarium of Canada

　トロントニアンに大人気の遊園地Canada’ s 
Wonderland。キッズ向けから絶叫系アトラクション
まで数多くあるこの遊園地は、毎年5 月～10 月ま
で営業している。トロント市内から少し離れているが
子どもから大人までたくさんの人々が訪れる人気ス
ポットだ。中には世界でも最大、最速級のジェットコー
スターもあり絶叫好きな方でもハラハラすること間違
いなし。カップルや家族で毎日賑わい、土日は１時
間以上待つアトラクションもある。TTC ヨークミル
ズ駅、ヨークデール駅からGO バスで30～40 分。

余暇を過ごすおすすめスポット
トロント編

　2013 年オープンしたRipley’ s Aquarium of Canada。世界でもトップクラスの家族向けアトラ
クションとなっており、オープン以来多くの人が訪れている。トロントのランドマークであるCNタワー
の隣に位置し、敷地面積1万2,500 平方メートル、水量総計は570 万リットルという大規模水族館。
中は9つのテーマに分かれており、1 万5,000種もの海の生物が、海水や淡水といったそれぞれの
生息地を泳ぐ姿を楽しめる。水族館好きの方はもちろん、小さいお子さんが飽きない様々な演出が
なされており訪れた人は皆大満足なおすすめスポットだ。

住所：9580 Jane Street, Vaughan
TEL：905-832-8131
https://www.canadaswonderland.com

　710 エーカーの広大な土地で、ゾウやライオン、ト
ラ、ホッキョクグマなど500種を超える動物5,000匹
以上を飼育するカナダ最大規模の動物園。地下鉄
とバスを乗り継いで行くことができる。広い園内は動
物が生息する地域ごとに７つの動物地理区に別れ
ており、熱帯などカナダの気候に合わない地域は巨
大なパビリオンの中に収納されている。一番人気
は、アフリカ・パビリオン内のジャングルに住むゴリラ。
歩いて１日で全てのエリアを回るのは難しいので見
たいポイントを事前に調べておくのがオススメ。

カナダ最大の都市トロントにも自然がたくさん。

住所：288 Bremner Boulevard, Toronto / TEL：647- 351-3474
http://www.ripleyaquariums.com/canada

住所：2000 Meadowvale Road, Toronto
TEL：416-392-5929
http://www.torontozoo.com
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　TTC ハイパーク駅すぐに位置するハイパークは、
160 ヘクタールもの面積を持つ広大な公園。ピク
ニックやお散歩をする人で春から夏季にかけて多
くの人々で賑わう。公園内には動物園などもあり、
家族、カップル、友達同士と皆が1日中楽しめる
スポットとなっている。例年４月下旬～5 月上旬に
かけて満開になる桜を眺めながら、のんびりお散
歩したり、お弁当を持ってお花見に出かけたりす
る人も多い。ただし、トロントでは屋外での飲酒
は法律で禁止されているので注意しよう。

余暇を過ごすおすすめスポット
トロント編

4. High Park

住所：1 Bass Pro Mills Drive, Vaughan / TEL：855-356-2150
http://www.legolanddiscoverycentre.ca/toronto

　春から夏にかけて、ピクニックやビーチで楽
しめるトロントアイランド。トロントアイランドまで
は、ベイ通りとクイーンズ・キー近くの乗り場か
らフェリーが15 分ごとに運行している。トロン
トアイランドからながめるダウンタウンの絶景も
魅力のひとつだ。日中はサイクリングやゴルフ、
ビーチでのバーベキュー、夜はトロントの夜景
を眺めるなど、いろいろな楽しみ方ができるた
め、毎年夏季は多くの家族やカップルで賑わう。
また、島内にはセンタービル・アミューズメント
パークという遊園地もあり、小さいお子さんが
いるご家族にはぴったりだ。

5. Toronto Islands

6. LEGO LAND 
　Discovery Centre
　巨大ショッピングセンター「Vaughan Mills」内にある家族向けのスポット
LEGO LAND Discovery Centreには、レゴ工場や、3D映像に加えて実際
に風が吹いたり雨が降ったりと臨場感抜群の4Dシネマなど、全部で15 のアト
ラクションがあり、大人も子どもも楽しめるアトラクションがいっぱいだ。敷地内
にはトロントの街並みがLEGO で再現されており、その精密さは圧巻。「家族
のためのテーマパーク」であり、大人のみの入場はできないのでご注意を（特
別時を除く）。

©LEGO LAND Discovery Centre

住所：1873 Bloor Street West, Toronto
TEL：416-338-0338
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　TransLink バ ス で 来ることのできる 距 離 
に あるグラウスマウンテン。山のふもとから山頂
まではSkyrideというゴンドラ( 約12分)かグラ
ウスグリンドと呼ばれる 2.9km の登山道を登る
という 2 通りの方法で行くことができる。登山道
は1 時間半ほどのコースで、かなりハードな道
のりだが、頂上から見る景色は格別。頂上に
はカフェもあり、登山客で賑わう。下山はC$10 
のゴンドラで利用する。冬はバスで気軽に行け
る近場のスキー場としても大人気だ。

余暇を過ごすおすすめスポット
バンクーバー編

　ノースバンクーバーの人気観光名所のひとつキャピラノ・サスペンション・ブリッジ・パーク。緑の中で木々のに
おいやマイナスイオンを感じながら、自然と一体化できるアトラクションが楽しめる。地上70メートルの高さにかか
るスリル満点の吊り橋や、崖沿いに設置されたクリフウォークは、カナダ人のみならず世界からの観光客に大人気で、
カップルから家族連れまで多くの世代が訪れる。ツリー・トップスアドベンチャーでは、地上30メートルの遊歩道が
森の中にかけられ、リスの視点を体感できるのが特徴。霧がかった木々や静かに流れる川の上を歩き、自然と
一体化できること間違いなし。ダウンタウンからバスで行けるので気軽に大自然体験ができるのもうれしいポイント。

住所：3735 Capilano Road, North Vancouver / TEL：604-985-7474
http://www.capbridge.com

3. Sewell’s Marina

1. Capilano Suspension Bridge Park 

2. Grouse Mountain

©Tourism Vancouver/Coast Mountain Photography

©Tourism Vancouver/Coast Mountain Photography

©Capilano Suspension Bridge Park

バンクーバーの魅力、広大な自然のもとでのんびりと。

　ボート釣りやクルージング好きに人気のスウェルズ
マリーナ。釣り道具やボート（1時間C$55）のレンタル
もできる。カナダでは釣りをするのにライセンスが必要
なので、事前に取得することをお忘れなく。また、バン
クーバーの海をボートで探検できるシー・サファリも大
人気。約2 時間のコースは、切り立った崖のすぐ脇を
走りぬけ、岩場で休むアザラシたちに遭遇するなど誰
もが楽しめる体感型アトラクションだ。このコースに加
えてボートハウスのレストランでのディナーや水上飛行
機での飛行などとセットになった豪華なコースもある。

住所：6400 Nancy Greene Way, North Vancouver
TEL：604-980-9311
http://www.grousemountain.com

住所：6409 Bay Street West, Vancouver
TEL：604-921-3474
http://www.sewellsmarina.com
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余暇を過ごすおすすめスポット
バンクーバー編

4. Playland

住所：845 Avison Way, Vancouver / TEL：604-659-3474
http://www.vanaqua.org

5. English Bay Beach

6.Vancouver Aquarium
　1956 年にオープンした老舗水族館。比較的小規模だが、海の生
き物の生態を観察できる。また、館内の4Dシアターやイルカのショー
は家族連れに大人気となっている。また、この水族館はカナダで初め
てベルーガ ( 白イルカ)を飼育したことでも有名で、ベルーガが大きな
水槽で優雅に泳ぐ姿を眺めることができる。週末はかなり混み合うので、
小さなお子さん連れの方やゆっくりと過ごしたい方は、週末の午前中、
もしくは、平日に行くのがオススメ。

©Vancouver Aquarium©Vancouver Aquarium

©Tourism Vancouver/Coast Mountain Photography

©Tourism Vancouver/Clayton Perry

©Tourism Vancouver/PNE©Tourism Vancouver/PNE

住所：100 N Renfrew St, Vancouver
TEL：604-253-2311(PNE)
http://www.pne.ca/playland/index.html

　このビーチでは、ランニングやサイクリング、散
歩などを楽しむ人々が多く、ゆったりとした時間が
流れる。暖かい季節には、日焼けやビーチバレー
も楽しめ、またのんびり読書や談笑をするにも心
地よい。訪れる人おのおのが大切な時間を過ごし
ている。また、ここからの夕日はバンクーバーに
来た際には一度は見たほうがいいといわれるほど
美しく、夕暮れ時には毎日多くの人々で賑わう。
毎年行われる花火大会もかなり混雑するので早
めにスポットを確保しに行くのがオススメ。また、
出迎えてくれる銅像たちも大人気で写真を撮って
楽しむ人 も々多い。

　ブリティッシュ・コロンビア州最大規模の夏
のイベントパシフィックナショナルエキシビジョ
ン (PNE) を企画、運営するPNEが経営す
る遊園地。15 エーカーの広さで、毎年4月
から10 月まで営業している。シーズン開始
前に年間パスを購入すると割引があり、お得
だ。今でも毎年50万人以上の人々が夏季
の間、多くのアトラクションを楽しんでいる。
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　日本とトロントの時差は日本時間からマイナス14時間、バンクーバーとはマイナス17時間であるが、3月第2日曜日から11月第１日
曜日までは、サマータイム制度が導入されており、日本との時差はトロントでマイナス13時間、バンクーバーでマイナス16時間となる。

時差

気候

付加価値税・売上税

通常時
日本標準時間（JST）から
・太平洋標準時間（PST）－17 時間
・山岳部標準時間（MST）－16 時間
・中部標準時間（CST）－15 時間
・東部標準時間（EST）－14 時間
・大西洋標準時間（AST）－13 時間
・ニューファンドランド標準時間（NST）－12 時間 30 分

サマータイム実施時 / 3 月第 2 日曜～ 11 月第 1 日曜
日本標準時間（JST）から
・太平洋標準時間（PST）－16 時間
・山岳部標準時間（MST）－15 時間
・中部標準時間（CST）－14 時間
・東部標準時間（EST）－13 時間
・大西洋標準時間（AST）－12 時間
・ニューファンドランド標準時間（NST）－11 時間 30 分

トロントピアソン空港周辺 (2012 年 )
平均最高気温 (℃) 平均最低気温 (℃)

1 月 1.9 -5.3 37.6
降水量 (mm)

2 月 3.1 -3.7 14.2
3 月 12.4 1.0 15.6
4 月 12.8 1.7 41.8
5 月 22.1 11.0 44.4
6 月 26.1 15.1 76.4
7 月 30.0 18.6 100.0
8 月 26.9 16.2 52.4
9 月 21.5 11.2 121.0
10 月 14.2 6.2 126.4
11 月 7.4 -0.4 10.2
12 月 4.1 -2.5 43.2

バンクーバー国際空港周辺 (2012 年 )

通貨
　　カナダの通貨はカナダドル（C$）で、ドル（$）とセ
ント（¢）を使用。硬貨は5セント、10セント、25セント、
1ドル、2ドルの5種類。紙幣は金額によって色もデザ
インも異なり、5 ドル紙幣（青）、10 ドル紙幣（紫）、
20 ドル紙幣（緑）、50ドル紙幣（赤）、そして100ドル
紙幣（茶）がある。

注）2013年2月、カナダでは1セント硬貨が廃止されたが、
現金での支払いの場合、次のとおりの計算となる。
1ドル1セント、2セントは1ドルに切り下げ。
1ドル3セント、4セントは1ドル5セントに切り上げ。
1ドル6セント、7セントは1ドル5セントに切り下げ。
1ドル8セント、9セントは1ドル10セントに切り上げ。
なお、小切手、クレジットカード、デビットカードの場
合は、1セント単位での支払いが必要となる。

　カナダ国内の多くのホテル、商店、レストランで米ド
ルを利用することも可能。為替レートは銀行や空港ほど
よくはないが、大きなホテルでは一般的に銀行と同じ為
替レートが適用される。

　カナダのほとんどの商品やサービスに対して、5％の連邦付加価値税（GST）が課される。さらに、アルバータ州を除く全ての州で、
物品購入や金融取引に対して5 ～ 10％の州売上税（PST）が付加され、ユーコン準州、ノースウエスト準州、ヌナブト準州の3準
州ではPSTは付加されない。オンタリオ州、ニューファンドランド＆ラブラドール州、ノバ・スコシア州、ニュー・ブランズウィッ
ク州では、PST とGST の代わりに、それらを合算した統一売上税（HST）が適用される。一部のホテルや小売店では料金にGST
やHSTが含まれているが、一般的に料金に別途付加される。

平均最高気温 (℃) 平均最低気温 (℃) 降水量 (mm)
1 月 6.3 0.8 126.4
2 月 7.7 2.0 131.8
3 月 8.7 2.3 111.6
4 月 13.1 6.0 93.2
5 月 16.1 8.2 42.6
6 月 17.8 10.9 76.8
7 月 21.7 13.7 27.8
8 月 23.5 14.4 2.9

10 月 13.4 7.6 197.0
11 月 9.8 4.6 162.8
12 月 6.2 2.5 183.4

9 月 19.6 11.1 5.0

5セント/ 10セント/ 25セント / 1ドル / 2ドル(左から)

100ドル紙幣 50ドル紙幣

10ドル紙幣

5ドル紙幣

20ドル紙幣

出所：カナダ環境省 (2014 年 2 月調べ )※21 出所：カナダ環境省 (2014 年 2 月調べ )※21

　オンタリオ州トロントは北緯43 度に位置し、夏は暑く、冬は厳しい寒さが訪れる。 ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーは北緯49 
度とトロントよりも北に位置するにもかかわらず、カナダ国内で最も温暖な気候を持つ 。
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カナダで生活をする人の家計事情

両都市の所得事情

資産と負債
　カナダ統計局によると、2012年の1世帯あたりの純資産の中央値は24万3,800カナダドルであった。これは、
2005年と比べると44.5%の上昇である。資産が42%上昇しているのに対し、負債が18.7%の上昇と、資産の
伸びが大幅に上回ったことを受けた結果である。州別にみると、最も高いのがブリティッシュ・コロンビア
州の34万4,000カナダドルで、オンタリオ州は4位の26万5,700カナダドルであった。この2州で比較すると、
世帯別負債中央値はブリティッシュ・コロンビア州で7万2,300カナダドル、オンタリオ州で7万2,000カナダ
ドルと、ほぼ同額程度であるのに対し、世帯別資産中央値が48万9,000カナダドル、39万7,000カナダドル（同順）
であり、約10万カナダドルの開きがみられる。これは、主要資産である不動産が大きく影響していると考え
られる。不動産資産のうち、住居資産のカナダ全土の中央値は30万カナダドルであり、資産全体の3分の1
を占めている。これは2005年比46.6%の上昇。州別にみると、ブリティッシュ・コロンビア州で43万カナダドル、
オンタリオ州で33万カナダドル。また、近年増加傾向にある住居以外の不動産は、カナダ全土の中央値が18

万カナダドルで、全体の約10%を占める。住居以外の不動産とは、ペンションや賃貸用物件などを指し、カナダ人の5人に1人は所有しているとされている。
州別には、ブリティッシュ・コロンビア州で30万カナダドル、オンタリオ州で20万カナダドルであった。

　住居に次ぐのは年金資産である。カナダ全土の中央値は11万6,700カナダドルと、2005年から50.7%の上昇をみせている。これは、近年の高
齢化が一因とも考えられる。こちらは2州ともに約12万カナダドルと、同程度であった。

　2009年に導入された非課税貯蓄口座（Tax-free Savings Accounts：TFSA）の動向も注目すべき点である。貯蓄率の低いカナダ人に貯蓄を促すために導
入されたこの制度では、毎年最大5,500カナダドルの入金が可能で、その範囲内であれば税金がかからずに運用できるというものである。2012年の時点で、
490万世帯が総計660億カナダドルをこの口座で運用している。これは、各家庭の総資産においてはわずかな割合（約0.7%）であるが、全世帯の3分の1
が利用しているため大きな動きといえる。中央値は1万カナダドルである。（注：2012年までは年間限度額が5,000カナダドルであった。）

　カナダの家計財政状況は、やや脆弱ともいえる。というのも、米国や英国と比べ、カナダ人一般家庭の資産は多いものの、前述したように、
そのほとんどの資産は住宅によるものであり、これは住宅市場の是正や不景気とともに暴落するおそれもあるためである。
　2012年の家計負債の総額は1.3兆カナダドルで、そのうち77%を占めるのが住宅ローンの1兆カナダドル。これは、2005年の6,508億カナダド
ルから大幅な増加である。住居の住宅ローン中央値は14万5000カナダドルであり、2005年と比較すると41.8%の増加である。州別にみると、
ブリティッシュ・コロンビア州で20万6,000カナダドル、オンタリオ州で15万4,000カナダドルである。
　また住居以外の不動産に対するローンに関しては、カナダ全土の中央値が14万カナダドルであり、2005年からは36.7%の増加である。ブリティッ
シュ・コロンビア州では20万カナダドル、オンタリオ州では16万カナダドルであった。
　33.8%の世帯が主たる住居に係る住宅ローンを抱えており、この数値は過去13年間でほぼ推移は見られないのに対し、それ以外の不動産にか
かるローンを抱えている世帯の割合は、同期間で1.8%の微増がみられる。
　所有車両に係るローンの総計は、2012年で758億カナダドルであり、2005年からは44.6%増。各家庭の中央値は1万5,000カナダドルと、過去13年間
で3,200カナダドル増。オンタリオ州はカナダ平均と同額であったが、ブリティッシュ・コロンビア州では1万6,000カナダドルと、カナダ平均を上回った。
　また、40%の世帯がクレジットカードの未払金を抱えており、中央値は3,000カナダドルと、2005年から11.1%増である。こちらもオンタリ
オ州はカナダ平均と同額、ブリティッシュ・コロンビア州は若干上回って3,800カナダドルであった。学費ローンでは、2012年の総計は283億
カナダドルであり、2005年から24.4%増。8分の1の世帯で同ローンをかかえており、中央値は1万カナダドル。オンタリオ州で1万1,000カナダドル、
ブリティッシュ・コロンビア州で1万1,800カナダドルであった。

　また、資産100カナダドルに対して借金額を計測したとき、年代別では、一家の長が35歳以下の世帯で最も高く、36.44カナダドルであった。また、
家庭のタイプ別にみると、ひとり親の家庭において最も高く、25.72カナダドルであった。子供のいる家庭では23.74カナダドルと、過去13年で
2.86カナダドルの増加である。
　可処分所得に対する家計負債比は過去30年で上昇を続け、2013年には約164%と、過去最悪の水準を更新している。専門家らの見解では、近
い将来現行の金利1%からあがることを想定して、それでも管理できる家計状況を各家庭で管理していかねばならないとしている。2016年まで
は現行金利水準が見込まれているが、今後の金利引き上げは、家計負債のさらなる拡大にもつながるとみられる。

カナダの暮らし

税引後の所得中央値（家族構成別）

家族構成と性別
トロント オンタリオ州

すべての家族

人数（人） 人数（人）税引後の
所得中央値 (C$)

税引後の
所得中央値 (C$)

税引後の
所得中央値 (C$)

税引後の
所得中央値 (C$)

税引後の
所得中央値 (C$)

バンクーバー ブリティシュ・
コロンビア州 カナダ

1,467,245 73,947 71,128 67,044147,490 69,271 67,915

二人家族 1,195,595 80,551 76,951 72,356120,765 75,841 73,063

片親家族 227,990 46,567 44,398 42,40121,345 41,466 40,646

その他の家族 43,660 63,099 59,837 55,4845,385 53,476 56,638

667,375 28,401 27,319 25,761148,085 25,886 25,958一人暮らし
親族と暮していない人々

男性 309,955 30,138 29,422 28,19772,435 26,774 28,095

女性 357,425 27,076 25,823 23,91775,645 25,413 24,408

©Tourism Vancouver / Clayton Perry

出所：カナダ統計局(2013年11月調べ)※22
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年間通してフルタイム
として働いた人の
人口と所得

トロント オンタリオ州 カナダ

人数 所得中央値(C$) 所得中央値 (C$)

43,745 44,017 43,522 42,697

39,765 31,760 30,927 30,249

35,455 64,916 66,394 62,765

小売業 /
卸売業のマネージャー

小売業販売員

財務監査役/会計士

トロント
年間通してフルタイム
として働いた人の
人口と所得

バンクーバー ブリティッシュ・
コロンビア州 カナダ

人数 所得中央値(C$) 所得中央値 (C$) 所得中央値 (C$)

13,125 76,116 73,559 74,931

11,810 75,971 75,222 80,146

10,735 64,545 62,075 62,450

自然応用化学分野

10,700 47,980 46,692 45,758行財政監督と行政職

代表的な職業における所得中央値

総所得の割合（15歳以上）

バンクーバー

トロント オンタリオ州 バンクーバー ブリティッシュ・
コロンビア州 カナダ平均所得

51.3 49.6 52.4 51.4 50.0所得なし またはC$27,815 以下

48.7 50.4 47.6 48.6 50.0C$27,815 以上

22.0 23.8 22.2 24.1 25.0C$27,815 ～C$51,304 

26.8 26.6 25.4 24.5 25.0C$51,305 以上

出所：カナダ統計局(2013年11月調べ)※25
単位＝%

出所：カナダ統計局(2013年11月調べ)※23

出所：カナダ統計局(2013年11月調べ)※24

中間管理職

金融・ビジネス
マネジメント職

　2010 年の個人(15 歳以上)の総所得の割合をみると、カナダ全土では 上位10％が8万420 カナダドル以上で、上位5％が10万2,305 カナダドル以上、
上位1％が19万1,150カナダドル以上であることが分かる。この金額を基準として各都市別にみると、トロントでは人口の12.1%、バンクーバーでは 
11.3% が 8万420 カナダドル以上(上位10%)の所得を得ていることが分かる。さらに、上位 1% に関しては、トロント、バンクーバーと もに 1.6% であり、
カナダ全土の中では両都市ともに水準が高いことがうかがえる。また、カナダ全土の平均総所得は 2万7,815 カナダドル。これを基準にみると、 2万7,815
カナダドル以上の人口の割合は、トロントで 48.7%、バンクーバーで 47.6% と、両都市ともにわずかに半数を下回っている。また、カナダ全土の下位 25% は、
所得なし、もしくは 1万2,025 カナダドル以下であり、この基準で各都市をみ てみると、トロントで 27.9%、バンクーバーで 27.6% であり、両都市におい
て人口割合が最も高い層である。

　統計局によると、2012年の物品・サービスに対する家計支出平均値は5万6,279カナダドルであった。このうち最も多いのが、住宅費（家賃、住宅ローン、
補修・維持費、固定資産税、光熱費含む）の1万5,811カナダドルであり、全体の約3割、前年比4%の上昇であった。それに続くのが交通費（車両の購入・
維持費、公共交通機関使用料含む）の1万1,216カナダドル、そして食費の7,739カナダドルであり、両カテゴリーともに前年比1%減であった。また、
オンタリオ州、ブリティッシュ・コロンビア州ともに、この順位は同じである。
　オンタリオ州の家計支出平均値は5万8,062カナダドル。住宅費は1万7,132カナダドルで、このうち、所有住居に掛かる支出は4%減（9,296カナダドル）で
あるのに対し、賃貸住居に掛かる支出が前年比12%増（3,877カナダドル）であった。交通費は1万1,520カナダドル（前年比2%増）、食費は7,465カナダドル（前
年比5%減）である。食費に関しては、外食費が前年から10%も減少している（2,075カナダドル）のが特徴的である。また、教育費が1,872カナダドルと、前
年比19%増の顕著な上昇をみせており、カナダ平均（1,386カナダドル）、ブリティッシュ・コロンビア州（1,468カナダドル）と比べても極めて高い。
　ブリティッシュ・コロンビア州の家計支出平均値は5万8,808カナダドル。住宅費は1万8,101カナダドルで、所有住居に掛かる費用が前年とほぼ同じ（9,751
カナダドル）であるのに対し、賃貸住居に掛かる支出が前年比24.6%増（4,390カナダドル）と顕著に伸びている。交通費の変動も特徴的で、1万319カナダドル（前
年比6%減）であり、このうち自家用の車両等に掛かる費用が9%減（8,808カナダドル）であるのに対し、公共機関使用料は9%増（1,511カナダドル）であった。
食費は8,271カナダドル（前年比2%増）であり、外食費は8%増の2,573カナダドルと、オンタリオ州とは真逆の結果となっている。また、レクリエーション費が
4,529カナダドル（前年比13.5%増）と、カナダ平均（3,773カナダドル）、オンタリオ州（3,546カナダドル）を大きく引き離している。

　2010年の年間フルタイム就業者の代表的な職種の人口および所得中央値は、トロントでは「小売業/卸売業マネージャー（4万3,745 人、4万
4,017 カナ ダドル）」、「小売業販売員（3万9,765 人、3万1,760 カナダドル）」「財務監査役/会計士（3万5,455人、6万4,916カナダドル）」であり、
商業都市の特徴があらわれているといえる。全就業形態での職種順位も1位が小売販売員（10万9,655 人）、2位が小売/卸売マネージャー（5万
8,990 人）であり、フルタイムおよびパートタイムで両職種の雇用が多いことが分かる。一方バンクーバーでは、年間フルタイム就業者の主な職
種は「自然・応用科学の専門職（1万3,125 人、7万6,116 カナダドル）」、「中間管理職（1万1,810 人、7万5,971 カナダドル）」、「金融・ビジネ
スマネジメント専門職（1万,735 人、6万4,545 カナダドル）」と、トロントとは全く違う様相をみせている。「自然・応用科学の専門職」は全就
業形態でみたときの順位も2位（1万9,470 人）であり、昔から強い林業界はもちろんのこと、近年目覚ましい発展をつづけるコンピュータ産業
の影響を受け、エンジニアの雇用が多いことが読み取れる。全就業形態の1位は「飲食・ホテルなどの接客業（1万9,675 人）」であり、こちら
も観光業の盛んなバンクーバーならではの結果である。（※表の中では万を省略。）

27.9 25.6 27.6 26.7 25.0所得なし またはC$12,025 以下

23.4 24.0 24.7 24.7 25.0C$12,025 ～C$27,814 

12.1 11.3 11.3 9.5 10.0C$80,420 以上(上位10%) 

6.4 5.5 6.4 4.7 5.0C$102,305 以上 (上位5%) 

1.6 1.1 1.6 0.9 1.0C$191,150 以上(上位1%) 

カナダの暮らし

消費動向（支出の内訳）

所得中央値 (C$)
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カナダの通信事情

カナダの大手通信会社

充実した無料WiFi環境

Bell Canada 
http://www.bell.ca

Rogers Communications
http://www.rogers.com

TELUS Mobility 
http://www.telus.com

　カナダは日本と比べ、WiFi環境が整っており多くのカフェ
（STARBUCKS COFFEE / Tim Hortons / Timothy's 
/SECOND CUP / Mcdonald's 等）で無料WiFiを利用す
ることができる。他にもローカルカフェやレストランでも無料
WiFiを提供しているところは少なくない。
　また、トロント市内には多くの公共図書館やコミュニティーセ
ンターが点在しており、そこでも無料でWiFiを使用できたり、
2013年からTTCの一部駅内でもWiFiサービスがスタートした。

基本的な電話通信事情
　カナダは電話のかける側・受取
側の両者に課金されるシステム。
市内通話は無料だが、市外電話は
全て課金対象なので、要注意。

　インターネット・ブロードバンド市場では、その普及率は2010年の時
点で全世帯の79%だったのにも関わらず、2011年の時点では全世帯の
97%に達しており、 高い水準にある。また、携帯電話市場では、全国規模
で事業を行う移動体通信事業者はベル・モビリティ、テラス・モビリティ、
ロジャース・ワイヤレスの3社であり、その競争は拮抗している。普及率
は年々上昇を続けている。固定電話市場ではベル・カナダ・エンタープラ
イズ、テラスおよびロジャース・コミュニケーションズが全国規模でサー
ビスを展開しているが、その普及率は年々下がり続けている。カナダの放
送市場は、有料放送の分野でケーブルテレビの加入者が700万人を越えて
おり、衛星放送の加入者数に比べると2倍以上と圧倒的な差がついている。
　ちなみに地上テレビの全国放送は、公共放送のCBCと商業放送のCTV
が実施しているほか、特定の放送ネットワークに属さない独立系商業放送
事業者や州交付金で運営される州営放送事業者が存在している。©Tourism Vancouver / Robert Kent

　カナダ最大手の総合通信事業者で、包括的で革
新的なブロードバンド通信サービスを住宅・企業
に提供している。主なサービスとしては、ハイス
ピードFibeインターネット、Fibe TV、サテライト
TV、無線通信（ベル・モビリティ、ソロ、ヴァージン・
モバイル）、住宅固定電話、ローカル・長距離電話
サービスなどが挙げられる。なかでも同社は携帯
電話のサービスエリアが広く、カナダ全土で利用
することができるのが特徴で、さらに海外ローミ
ング機能も併せ持っている。料金形態は プリペイ
ド方式から月・年契約までと様々なプランを扱っ
ており、利用者には短期滞在者も多い。
　また、同社はメディアコンテンツ事業にも力を
入れており、同社系列マルチメディアカンパニー
であるベル・メディアではラジオ、デジタルメディ
ア、そしてカナダナンバー 1ネットワークを誇り、
最も多くのカナダ国民に視聴されているCTVを含
むテレビコンテンツを展開している。

本社：モントリオール
前年比年間売上成長率：2.6パーセント（2013年）
加入者：2110万人（2013年）
加入者増加率：19.5パーセント（2008年～2013年）

　カナダ最大のCATVシステム運用会社で、無線サー
ビスの最大手プロバイダでもある。主なサービスと
して、無線、ケーブル、ビジネスソリューションズ、
メディアという4つの軸を持つ。携帯電話事業では
携帯電話会社のファイドを2004年に買収したことで、
カナダ全域の携帯電話ユーザー数において最大手へ
と躍り出た。料金は他社と比べ少々高い印象だが、3
年などの長期契約で割高感が薄まる。そのため、永
住者やビジネスマンの利用者が多い。
　また、同社ではテレビショッピングやスポーツエン
タテインメント、雑誌や貿易関連書籍、デジタルメディ
アなどのコンテンツ事業も展開している。同社はメ
ジャーリーグチーム、トロント・ブルージェイズの親
会社であり、その本拠地である世界初可動式屋根つき
の多目的スタジアム、ロジャース・センターも所有し
ていることから、特にスポーツを中心としたエンタテ
インメント関連事業での注目度が高い。

本社：トロント
年間売上高：127億カナダドル（2013年)
加入者：無線サービス950万人、ネットワークアク
セスライン115 万人、インターネット 196 万人、
テレビ 212万人（2013年）

　一般電話での普及率ナンバー 1の総合通信会社。
1885年にアルバータ州で創業し、その後BC州・ア
ルバータ州の地域通信事業者を経て総合通信事業
者へと成長を遂げたという企業背景もあって、カ
ナダ西部での利用率が特に高い。無線、データ、
IP、音声、テレビ、エンタテインメント、映像と
幅広い事業を展開している。
　携帯電話ネットワークではベル・モビリティのネッ
トワークを使用しており、ベル・カナダ同様、北米全
域での通話が可能。会社としては老舗ながらも、全国
展開においてはベル・カナダ、ロジャースと比べ比較
的歴史が短いため、さらなる躍進に向け、他社とも競
合出来るよう独自の携帯電話ブランド・コード・モバ
イルの展開やメディア事業の拡大などを行っている。
　　
本社：バンクーバー
前年比年間売上成長率：5パーセント（2012年）
加入者：無線サービス 770万人、ネットワークア
クセスライン 340万人、インターネット 140万人、
テレビ 68万人（2012年）
前年比加入者増加率：無線サービス 4.5パーセント、ネッ
トワークアクセスライン－5.2パーセント、インターネット 
5.7パーセント、テレビ 33パーセント（2012年）
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人種のるつぼならではの様々な宗教の共存
　カナダは、「人種のるつぼ」と称されるほどの多民族国家で有名な国。昔から移
民の受け入れも他国に比べると比較的開放的だったこともあり、様々な人種・宗
教が共存している。カナダ人の約80％はクリスチャンで、カトリック教徒は人口
の約44％、プロテスタントは約29％を占める。その他の宗教としては信者の多い
順にイスラム教、ユダヤ教、仏教、ヒンズー教、シーク教などが挙げられる。また、
約 16.5%が 無宗教である。
　カナダでは主にキリスト教の祭典が祝日となるものの、州や宗教によって特有
の祝日があったり、宗教によってその祝日の過ごし方は多種多様である。
　宗教によって考え方や習慣は違うものの、カナダでは宗教間での争いは大問題
にはなかなか発展しない。その所以は一般的にカナダは他民族・他宗教に対する
寛容度が隣国に比べ高いことが挙げられる。

カナディアン・マルチカルチュラリズム・デー
（Canadian Multiculturalism day）
　カナダ国家の根幹には多文化主義があり、それゆえ国の繁栄がある。この考え
のもと、多民族、多宗教のコミュニティーが自由・平等の中で共存し、お互いの
文化を尊重し合うことを祝う日である。2002年に宣言が公布され、毎年6月27日
と定められている。公休日ではないが、6月21日のナショナル・アボリジナル・デー
に幕を開けるセレブレイト・カナダの一環であり、7月1日のカナダ・デーまで、
11日間にわたり国家繁栄を祝う。

信教の自由局（Office of Religious Freedom） 設立
　2013年2月19日、カナダ政府は外務貿易開発省内に信教の自由局を設置した。
世界中で迫害されている宗教的少数派の保護・支援や、宗教への嫌悪感や不寛容
への反対、そしてカナダの宗教に対する多元主義と寛容さの拡大を目的としている。
当局を通して、宗教や信仰の自由は人類共通の権利であることを世界に向けて発
信し、世界中にはびこる脅威に立ち向かうとしている。

カナダの宗教事情

宗教にまつわる衣食住

おおよそのトロントエリア別宗教分布表
（キリスト教を除く）

除夜の鐘がたたける寺院

　移民の多いカナダでは宗教の共存が昔から強く根付いているため、他宗教に対する考え方は非常に寛容で、その証拠にバンクーバー
やトロントではエリアによって各国の衣食住を分け、尊重し合っている。例えば、イスラム教のハラールやユダヤ教のコーシャーフー
ド等が普通のスーパーマーケットで手に入れられるのも多宗教国家ならでは。カナダ人の大多数を占めるキリスト教信者はエリアに
関係なく居住しているが、他宗教は基本的に各宗教ごと、一角のエリアに集まっている。

ユダヤ教　　バサースト通り × ローレンス通り西 周辺
イスラム教　東ヨーク 周辺
シーク教　　ブランプトン (GTA) / ヴォーン / マーカム 周辺
仏教　　　　シェパード通り西 / キール通り × ダンダス通り西 周辺

おおよそのバンクーバーエリア別宗教分布表
（キリスト教を除く）

ユダヤ教　　キツラノ / オークリッジ 周辺
イスラム教　ナイト通り東 × キング・エドワード通り 周辺
シーク教　　バーナビー・ニュートン 周辺
仏教　　　　リッチモンド 周辺

トロントやバンクーバーでの年越しでも、日本の正月気分を味わうことができる。
大晦日には除夜の鐘つきがあり、年越し蕎麦もることができるため、かなり本格的な日本のお正月が味わえる。

トロント本願寺主催で毎年開催される。トロントにいても除夜の鐘の音を聞き、年越しの気分が味わえる。
トロント本願寺（Toronto Buddhist Church）
住所：1011 Sheppard Avenue West, Toronto
TEL ：416.534.4302
http://www.tbc.on.ca

トロントで初詣

東漸寺：浄土宗西山派のお寺（Tozenji-Seizan Japanese Buddhist Temple）
住所：209 Jackson Street, Coquitlam
TEL ：604.939.7749
http://www.tozenjikendoclub.com

バンクーバーで初詣

©Tourism Toronto / Danielle Petti
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カナダの結婚事情とブライダル産業の事情・トレンド

セレモニー（挙式）
　カナダの法律上、結婚の成立にはセレモニーを行うことが厳守。セレモニー自体
の形式は教会などで行う宗教的な結婚式、または結婚式執行官（Marriage 
Commissioner）による市民結婚式（Civil Ceremony）のどちらかを選択する。どち
らのセレモニーも式を執り行う資格を持った結婚式執行官または牧師、そして証人

（Witness）として花婿介添人（Best Man）と花嫁介添人（Maid of Honor）が必要。
教会で行う場合は、牧師とのリハーサルなども行うなど日本の形式に似ている。

　多民族国家であるカナダでは2006年時点で国内の全カップルの3.9パーセントが異民族カップルであり、年を経てさらに移民者が増加した
現在、さらに大きな比率を占めていると言われている。統計局によると、結婚しているカナダ人の人数は2009年1,282万9,268人だったのに対し、
2011年は1,343万7,432人まで増加した。そのうち、オンタリオ州は558万506人。ブリティッシュ・コロンビア州は187万9,075人。
　また、人種のるつぼであるカナダでは国際結婚のケースが極めて多い。カナダ統計局の2006年調べによると、他国籍保持のカナダ在住者で
当人と違う国籍のパートナー（カナダ含む）と結婚した国籍第一位は日本人であった。
さらに、カナダは世界でも数少ない同性結婚が認められている国である。オランダ、ベルギー、スペインに次いで第4番目、2005年に合法化され、
2011年までに結婚した同性カップルが4万組、事実婚の同性カップルが8万組という統計も出ている（※2005年以前にも合法化していた州も
あるが、国としては2005年から）。国内各地で行われている同性愛者や両性愛者、トランスジェンダーといった性的マイノリティの祝祭であ
るプライド・パレードでは、結婚した同性カップルのお披露目なども行われている。
　また、カナダでは婚姻制度の捉え方にも多様性が見られ、多くの事実婚のカップルが存在する。2011年の統計によれば、夫婦関係にあるカッ
プル1,572万組中、約313万組が事実婚であるとされている。オンタリオ州では83万1,976人、ブリティッシュ・コロンビア州では33万,916人である。
日本ではあまり馴染みはないが、カナダの家族法では「12 ヶ月間以上同居」しながら、「結婚しているカップルと同じく経済的なことも含め
全てをシェアしている状態」のことを指す。カナダでは戸籍の概念がないことが事実婚の多い大きな理由の一つであろう。そして、結婚して
いるカップルと法的にもほぼ変わらずに様々な権利を得ることが可能なため、結婚せず、何十年も事実婚として過ごし、子供を一緒に育てる
というケースもある。

　このように独自の多様性が見られるカナダのブライダル事情だが、5組に1組のカップルがウェディングコーディネーターを雇っての挙式を
行っており（※2010年）、カナダのブライダル業界は例年約40億カナダドルを生み出す巨大産業の一つでもある。
　業界の昨今のトレンドとして、地元ウェディング情報誌が花嫁2,200名に対し行った調査を見てみると、2013年の約16万件の結婚式のうち、
最も多くの挙式が8月に行われ、次いで7月、9月と夏季に集中していたことがわかった。この結果の要因の一つとして、この3カ月は気温が高く、
ガーデンウェディングなど屋外での挙式に適した時期であることが挙げられるだろう。また、挙式費用が前年比5パーセント増となったこと、
最も人気のある伝統的挙式スタイルに加え、近年はカジュアルな挙式スタイル人気も急激に増加していること、約12パーセントが海外挙式を
考えていることなども同調査によりわかった。

イスラム教
　法で定められている最低限の手続きは、結婚の誓いを交す時の証人として、 成人イ
スラム教徒二人の立ち合いがあること、および結婚を一般に公表すること。結婚式の
形式や装飾は、当事者の好みにまかせられ、適当な集会所で執り行うことができる。
　夫は妻に、「マハル」と呼ばれる結婚の贈り物をすることが、クルアーン（イスラ
ム教の聖典）定められている。贈り物は金銭や財物で、それは妻の法定財産となり、
夫はいかなる時でもこれに手をつけることはできない。

ユダヤ教
　結婚誓約式のことをヘブライ語でキドゥシン（本来「婚約」の意）と言う。
　ユダヤ教では、結婚は神の計画を成就する道だと教え伝えられている。そのため、
式に参加するものは新郎新婦と共に喜び祝うために大切な聖書（トーラー）の勉強
すら中断しなさいと命じているほど、結婚式を重んじている。ユダヤ教の教えによ
ると、ユダヤ人はユダヤ人としか結婚できない。ユダヤ人とは、ユダヤ人の母親か
ら生まれた者、または改宗した者、と定義されている。
　結婚式の参加者で信仰深い方たちは当日断食をする。女性は必ず結婚式の前にミ
クベというお風呂のようなものにつかる。
　結婚式では、フッパという４本の柱が立てられた天幕の下で誓いが交わされる。

ヒンズー教
　ヒンズー教では、結婚式や両家を集めた披露宴前後に、いろいろな行事（儀式）
がある。日本は通常一日で終わるが、ヒンズー教は最低でも一週間前後かかる。
　儀式の中には、親戚の女性だけが集まって結婚を祝い徹夜で歌い踊るパーティーや、
新婦の兄弟が新郎に挨拶に来る儀式、新郎が全身にターメリックを塗り、体を清め
る儀式もある。結婚披露宴では親戚や友人一同が集合して、みんなでひたすら踊り
続ける。その後、結婚の儀式は夜中に家族とごく近い親戚のみが残って行われる。 
　結婚式が終わったあとは結婚式の出席者一同で会食。 新郎新婦がお互いにご飯を
食べさせあう儀式がある。

キリスト教徒の次に多い3つの宗教のセレモニー
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　近年、10人から100人までの小規模の披露宴を執り行うカップルが増えている。披露宴と呼ぶほど厳粛な雰囲気ではなく、親戚や親しい
友人だけを招待し、食事を楽しむ事を目的とした結婚披露ディナーが人気の披露宴スタイル。コストも抑えられる他、気を使う事無く自分
たちの結婚を祝ってもらう会を設けられる点が人気の理由。
　また、近年は海外で結婚式を挙げる、デスティネーション・ウェディングも人気の結婚式のスタイル。友人と家族だけを招待し、ハネムー
ンも兼ねてバケーション気分で結婚式をあげる。結婚する当人も参加者も同時に楽しめるため人気が出ている。人気スポットはメキシコ・
カリブ海のリゾート。
(http://www.torontosun.com/2014/01/23/5-new-weddings-trends-for-2014)

カナダの結婚事情とブライダル産業の事情・トレンド

結婚式に関するマナー
招待状への返事
　　招待状を受け取ったら出来るだけ早く出欠の返事を出す。

ブライダルシャワー
　これは日本では馴染みの無い文化だが、北米では一般的。
結婚間近の女性の友人や親戚が集まり、花嫁のためにパーティ
を開く。このときプレゼントを準備することを忘れずに。パー
ティ自体は花嫁の自宅やレストランで行われる場合が多い。

結婚祝い
　ブライダルシャワーでのプレゼントとは別に準備する。
日本のようにお金、もしくは小切手を包む場合もあるが、
近年は結婚するカップルが直接デパートや専門店などに赴
き、自分達が欲しい新生活に必要なものリストを登録する
方法（Bridal Registry）がトレンド。この場合、贈る側は指
定されたお店に直接行くか、お店のウェブサイト上でリス
トの中から自身の予算にあったプレゼントを選び購入する。

当日の服装
　女性の場合は基本的にカクテルドレス、長めのスカートと
ブラウスが好まれ、男性はスーツ。日本のように黒を避ける
必要は特にない。また、招待状に「カジュアルな服装で」や

「Black Tieで（ディナージャケットと黒のネクタイ、またはタ
キシード）」などと当日の服装を事前に希望されているときは
それに従う。

　案内係（Usher）がいない場合、新郎側参列者が通路右側、
新婦側参列者は通路左側に座るのが一般的。前２～３列に
は親族が着席するので、避ける。

式場での席順

最近の結婚披露宴事情

トロント
1. Art Gallery of Ontario
317 Dundas Street W., Toronto, ON M5T 1G4
416.979.6634
http://www.ago.net

2. Berkeley Church
315 Queen Street E., Toronto, ON M5A 1S7
416.361.9666
http://1871berkeleychurch.com

3. Distillery District
55 Mill Street, Toronto, ON M5A 3C4
416.203.2363
http://www3.thedistillerydistrict.com

4. The Drake Hotel
1150 Queen Street W., Toronto, ON M6J 1J3
416.531.5042
http://www.thedrakehotel.ca

バンクーバー
1. Marriott Pinnacle Hotel Vancouver 
1128 W Hastings Street, Vancouver, BC V6E 4R5
604. 684.1128
http://www.marriott.com

2. Fairmont Pacific Rim Hotel 
1038 Canada Place, Vancouver, BC V6C 0B9
604.695.5300
http://www.fairmont.com/pacific-rim-vancouver

3. Terminal City Club
837 W Hastings Street, Vancouver, BC V6C 1B6
604.681.4121
http://www.tcclub.com

4. Vancouver Aquarium 
845 Avison Way, Vancouver, BC V6G 3E2
604.659.3474
http://www.vanaqua.org

シーズン
　カナダ特有の結婚式のシーズンは定められていないが、1月～3月は比較的人
気のないシーズンで、６月、８月、１０月に結婚するカップルが多い。需要が
無いローシーズン中はウェディングサービスやケータリング、写真撮影などの
割引プロモーションを行うウェディング関連の会社が多い。（バレンタインデー 
やイースターなどの特別な日を除く）

主な挙式スポット　

引き出物
　カナダと日本の結婚式で決定的に違うのが「引き出物」。日本では結婚式に参
加してくれた方々に感謝の気持ちを込めてお土産として引き出物を渡す習慣が
あるが、カナダの結婚式に「引き出物」の文化は存在しない。カップルによっては、
小さなギフトを用意する事もあるが、特に強制ではない。結婚式のテーマがあ
る場合は、引き出物の代わりに、結婚式当日に身につけてほしいコスチューム（お
揃いのネクタイやイヤリング）などをギフトとしてプレゼントすることもある。
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　カナダの教育は、州政府によって管轄されており、各州の教育省が教育水準
を設定し、カリキュラムを組む。カナダの義務教育は、6歳から16歳までで、
州によって歳の区切り方は若干異なる。カナダは州によって法律が違うため、
就学年齢の違いも生じる。幼稚園（Kindergarten）には、ブリティッシュ・コロ
ンビア州では5歳、オンタリオ州では4歳から入園が可能。ちなみに幼稚園は義
務教育でない。しかし公立のため授業料は無料なので、集団生活に慣れさせる
目的で通わせることが一般的。

　カナダは先進国のなかでも極めて「生涯教育」に優れている国で有名。それ
は様々な局面で垣間見る事ができる。年齢や性別、国籍、身体障害に関係なく、
個人が勉強したい意思を尊重、個人のライフスタイルにあったペースで学習す
ることが可能。
　例えばカナダではセカンドキャリアを積むためにカレッジや大学に復学する
ことにとても理解がある。様々な年齢層の学生が混ざって勉強することに寛容で、
クラスに40 ～ 50代の学生がいることは全く珍しくない。企業によっては、社員
のスキルアップを図るために授業料・休職手当を与えるところも少なくない。
　また、勉強できる分野が多様なことも特徴だ。日本では専門学校等で勉強す
るような教科でも、カナダでは州立大学で学士号を取得できるケースが多い。
通信教育の講義システムも発達しており、主婦や仕事をしながら講義を受講し
ている人も多い。

 　近年は幼稚園からフレンチ・イマージョンを取り入れる学校が沢山あるため、
幼稚園の入園申込みの時点で早くも「一般か、フレンチか」という選択に迫られ
るのが一般的になってきている。カナダでは特に英仏のバイリンガルは将来的に
就職に有利と考えられているため、フレンチ・イマージョン・スクールは一番人
気で競争率が高い。トロントやバンクーバーのような都市部にある学校では入学
受付に抽選制を用いている場合もある。

カナダの教育産業と教育事情

全州共通
Pre School / Kindergarten　（6歳以下）
バンクーバー (BC)
Elementary / Primary School（6-12歳）
Secondary School（12-17歳）
University / College（18-22歳）

公立学校は３種類
カナダは公用語が英語とフランス語の2言語であるため、公立学校は以下の3種類存在する。
一般スクール: 英語で全ての授業が行われる。
フレンチ・イマージョン・スクール: 英語とフランス語で授業が行われる。
フランコフォン・スクール:フランス語を母国語とする両親（または片親）がいる子供のみが通うことができる。

トロント(ON)
Elementary / Primary School（6-13歳）
Secondary School（13-17歳）
University / College（18-22歳）

教育システム

　カナダの教育制度は世界でもトップレベルを誇るといわれており、世界の教育
市場からみても政府教育支出額（対GDP比）が極めて高いとされている。教育
市場上昇の背景には、人口の増加に伴い、就学率が比例して上昇している事があ
げられ、特に近年では義務教育前の教育が盛んである。カナダの学校教育の質が
極めて高いことは、教育を重視する国民性からだけでなく、カナダの高校生が読解、
理科、数学の国際テストで常に世界ランキング上位の成績をあげていることから
も証明されている。2004年の学習到達度指標プログラム(School Achievement 
Indicators Program :SAIP)において、13歳生徒の71%、16歳生徒の64%が、各
年齢層に期待される学習レベルに達していることが証明された。
　また同国の経済政策の主要産業の１つが国際教育とされている。英語を第一言
語としない人のための英語クラスなどで移民や留学生の英語力補強に対応しつつ、
小中学校から大学、短期・長期等様々な留学プログラムを提供し、外国人が学び
やすい体制が整備されている。Education in Canadaによると、2011年には20万
人以上の留学生がカナダを留学先に選んでいるいう。さらに特筆すべきは、産学
連携が活発であるということである。学生が一定期間企業などで仕事を体験する
という「Co-opプログラム」では、実務能力を培うことができ、各産業を担う人
材育成に大きく貢献している。

カナダの教育産業

©Tourism Toronto / Danielle Petti
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保育園・幼稚園（Pre School / Kindergarten）
　小学校入学以前の教育制度としては日本同様、2歳児から受け
入れている保育園と4、5歳時を受け入れる幼稚園がある。

小学校（Elementary / Primary School）
　修学年齢は6、7歳が一般的で、修了学年は州により6年生～
8年生のいずれか（12～13歳）。1日平均5時間で、第1言語（英語、
フランス語）、算数、理科、社会、美術、体育、生活など日本同様、
学問の基礎を総合的に学ぶ。近年では、インターネットが積極
的に授業に取り入れられている。また、成績の優れた生徒が対
象の特別進級制度があるため、小学校では、2年生から4年生
へというように、飛び級することが可能。小学校、中学校は基
本的にスクールバスまたは各家庭で送迎する。集団下校や子供
たちだけで学校を行き来することはない。日本では当たり前の
掃除・給食の習慣は北米にはなく、各自でランチボックスを持
参するのが一般的。

中学校・高校（Secondary School）
　通常、9月に始まり、6月に終わる2学期制。地元の生徒や他国からの留学生と交流することにより、国際的なコミュニケーショ
ン能力を若いうちから培うことができる。
　公立校
　　カナダ国内の生徒の95%は、Public Schoolと呼ばれる公立校に通う。公立校教育は、カナダ国民に無料で提供される。
　私立校
　　私立校は一般的にPrivate SchoolやIndependent Schoolと呼ばれ、そのうち50%ほどがキリスト教系の学校。私立校は日
　　本同様、独自の伝統と教育方針で運営されており、カリキュラムやアクティビティーも公立校とは異なった授業内容を提供。
　部活動
　　日本のように「部活動」というくくりで全校生徒が部活に所属しなければいけないということはない。スポーツに興味の
　　ある学生は、各自でトライアウトを受け、合格したらそのスポーツチームに参加できる。また、学校外でスポーツクラブ
　　に所属している生徒もいる。

4年制大学・2年制大学（University / College）
　カナダの大学は例外を除き、大多数が州立大学である。そのため大学のレベルの差はないに等しい。トロント大学やマギル
大学など、世界的にみても高水準の教育を提供している。カナダの大学で取得できる学位は、学士号、修士号、博士号の3種類。
カナダではセカンドキャリアを積むためにカレッジや大学に復学することにとても理解がある。クラスに40～50代の学生が
いることは全く珍しくない。カナダの高等教育を受ける中でとても重視されているのが実践力。日本ではカレッジと聞けば、
大学就学生に劣るようなイメージがついているが、カナダでは最終学歴がカレッジでも就職に問題はない。カナダでの大学は、
専門分野に対してもっと深く学ぶ、研究や論文スタイル。一方、カレッジでは専門的な分野でプレゼンテーションやインター
ンシップ（職業体験）を必須科目とする実践的学習方法が用いられている。

カナダの各種教育機関

親の教育に対する考え方

カナダの日系教育機関
日本語補習授業校
　トロント・バンクーバーいずれにも日本語補習授業校がある。将来日本へ帰国した後、日本の学校教育を受ける場合にも
スムーズに適応することができるよう通わせる在加日本人の親御さんが多い。この学校では日本語により授業を行い、日本
の主要教科の補習教育を受けることが出来る。課外授業や運動会などのイベントもあり、日本の文化や習慣を身につけるの
にも役立つ。

　子供を持つ家庭では、良い学区エリアを第一条件に居住エリアを選ぶ家庭が多い。質の高い教育・学問知識を学校教育に求め、
放課後にはアイスホッケーやサッカーなどのクラブ、アクティビティ、またはピアノやバレエといった習い事を行うというのが一般的。それでも、
公用語であるフランス語の塾や、数学に特化した塾なども存在し、特に数学などの学習塾は中国人などのアジア人の利用が目立つ。ま
た日本人家庭においては、カナダと日本の数学のカリキュラムが大きく異なるため、日本の数学レベルを維持したいという理由で日系学
習塾に通う、また英語力不足で現地校についていくことが難しいといった場合には家庭教師を雇う、といった家庭も見られる。また高
校もしくは大学で日本に戻る帰国子女のための塾や、予備校による帰国子女向けセミナーなども開催されている。

トロント補習授業校
The Japanese School of Toronto Shokokai Inc．
住所：c/o McMurrich Junior Public School
115 Winona Drive, Toronto, Ontario M6G 3S8
TEL：416.656.4822
http://torontohoshuko.ca

バンクーバー補習授業校    
VANCOUVER JAPANESE SCHOOL
住所：C/O Sir Charles Tupper Secondary School 
419 East 24th Avenue, Vancouver, B.C. V5V 2A2
TEL：604.713.5706
http://www.vjschool.net

カナダの教育産業と教育事情
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駐在員

駐在・長期滞在者事情

駐在員インタビュー・トロント

駐在員インタビュー・バンクーバー

©Tourism Vancouver/ Robert Kent

©Tourism Toronto/ www.torontowide.com

駐在員
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トロント・バンクーバーに在留する邦人数とその内訳

カナダ移民局統計にみる、カナダ国内の外国人就労者

トロント
　外務省の海外在留邦人数調査統計(平成25年要約版)によると在外公
館別トロントの在留邦人数の総数は、1万7,185人である。そのうち男
性6,456人、女性1万729人と女性が男性に比べ多い。在留邦人総数の
うち、永住者は、9,789人(男性：3,535人、女性：6,254人)、3ヶ月以
上滞在の長期滞在者数は、7,396 人である(男性：2,921人、女性：4,475人)。

トロントの日系企業数
　トロントの日系企業数は229拠点ある。その内訳は、本邦企業支
店28、本邦企業駐在出張所10、本邦企業100%出資現地法人本店は
97、本邦企業100%出資現地法人本店以外が61、日本人が海外に渡っ
て興した会社は7である。

様々な種類の就労ビザと申請プロセス
　カナダで就労をするためには就労ビザ（ワークパーミット）を取得することが必須である。
　一番取得しやすくポピュラーなのは、ワーキング・ホリデー・ビザである。これは、カナダと日本の2国間の取り決めに基づき、両国の
若者に互いの国の文化や生活様式を理解する機会を提供し、その間の滞在費を補うための就労を許可する制度である。飲食業界を始めとす
る多くのホスピタリティ産業で彼らの労働力が大きな割合を占めている。ワーキング・ホリデー制度は30歳（ビザ申請時）までの若い人
材がお互いの国で1年間、旅行や仕事の経験を得ることを可能にしている。
　ワーキング・ホリデー・ビザは、オープン・ワーク・パーミットという種類のビザで、雇用主以外のもとでは就労できない一般的な就労
ビザとは異なり、雇用主が指定されていない就労ビザである。
　オープン・ワーク・パーミットには様々な種類があり、カナダで大学やカレッジと呼ばれる職業訓練に特化した専門学校を卒業した人が
申請できるポスト・グラデュエート・ワーク・パーミット（Post-Graduation Work Permit）や移民申請をしている人が取得できる就労ビザ、
カナダで就労・就学している人の配偶者用の就労ビザ、また、それ以外にも住み込みケアギバー（Live-in Caregiver）の就労ビザや日系企
業の駐在員が取得する企業内転勤就労ビザ（Intra-Company Transferee Work Permit）などもある。
　就労ビザの申請の基本的な手順としては、まず、雇用主がカナダ人材技能開発省（Service Canada / HRSDC）に外国人雇用許可(LMO)を
申請する。申請後、許可証が発行されると、就労ビザを市民権・移民省(CIC)に申請することが可能となり、ビザを取得することができる。
最近では、外国人雇用許可(LMO)を取得することが非常に難しくなってきている。申請者のポジション、職務内容、給与、過去の就労経験年数や、
会社がその人物を必要とする理由、また、カナダ人や移民を雇う努力をしたが、該当者がいなかったということや、申請者を雇うことで将来
的にカナダ人、移民に雇用の機会を作ることができるか・・・など、様々な条件を満たしていることを 証明する必要がある。

　近年移民政策に揺れるカナダ。カナダ人の就業率の低下や、移民にかかる社会保障コストの増大など、移民はカナダ経済に多大な影響を及ぼ
す存在となっている。2013年11月には、移民申請のカテゴリーで最も人気があった、カナディアン・エクスペリエンス・クラス（Canadian 
Experience Class‒CEC）において移民申請受け入れ件数に制限が設けられ、フード・サービス・スーパーバイザー職などいくつかの職種が申請
対象外となり、特に多くの若者に影響を与えた。また2014年2月には、投資移民プログラムおよび起業移民プログラムの廃止が発表され、富裕
層を中心に大きな影響を与えている。

カナダの駐在員事情

民間企業関係者：合計770人
報道関係者：1名
自由業関係者：合計70人

トロントの長期滞在者の職業
留学生、研修者、教師の合計：2,426人
政府関係職員：合計21人
その他職業：合計2,411人

バンクーバー
　バンクーバーの在留邦人数の総数は、3万1,039人である。そのう
ち男性1万991人、女性2万48人と女性が圧倒的に多い。在留邦人
総数のうち、永住者は、1万9,740人(男性：7,407人、女性：1万2,333人)
で、永住者以外の3カ月以上滞在の長期滞在者数は、1万1,299人で
ある。(男性：3,584人、女性：7,715人)。 

バンクーバーの日系企業数
　バンクーバーの日系企業数は245拠点ある。その内訳は、本邦企
業支店7、本邦企業駐在出張所8、本邦企業100%出資現地法人本店
は63、本邦企業100%出資現地法人本店以外が33、日本人が海外に渡っ
て興した会社は129となっている。

民間企業関係者：合計1,289人
報道関係者：3名
自由業関係者：合計253人

バンクーバーの長期滞在者の職業
留学生、研修者、教師の合計：5,100人
政府関係職員：合計23人
その他職業：合計3,322人

国

カナダ
2012年12月1日現在

人数
フィリピン
米国
メキシコ
インド
フランス
オーストラリア

47,470
39,886
23,683
22,281
18,961
17,450

英国 15,715
中国
韓国
日本

15,034
11,837
8,899

レベル0 ‒ 管理職
レベルA ‒ 専門職
レベルB ‒ 技術職
レベルC ‒ 事務職
レベルD ‒ 単純労働者
レベル記載なし

性別記載なし
合計

小計

外国人労働者の男女別職業スキルレベル / 2012年

出所：カナダ移民局(2014年1月調べ)※26

国

トロント
2012年12月1日現在

人数
フィリピン
インド
米国
中国
韓国
英国
日本
アイルランド
メキシコ
オーストラリア
カナダ移民局ヒヤリングによる回答
(2014年1月調べ)

国

バンクーバー
2012年12月1日現在

人数
オーストラリア
フィリピン
米国
韓国
メキシコ
中国

5,065
3,425
3,060
2,240
2,010
2,005

日本 1,945
英国
インド
ドイツ

1,795
1,145
1,085

カナダ移民局ヒヤリングによる回答
(2014年1月調べ)

出所：カナダ移民局(2014年1月調べ)※27

別職業スキルレベル 男性
7,691
28,878
27,774
32,348
9,831
36,536
143,058

女性
1,681
8,644
5,181
9,429
3,567
42,010

男女合計
9,372
37,522
32,955
41,777
13,398
78,546

70,512
3

213,573

年々厳しくなる移民政策

8,975
8,110
7,815
3,900
2,680
2,675
2,480
2,245
2,095
1,725
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久保恵一さん
DentsuBos
Vice President, International Development

まず、赴任当初に抱いていた
カナダのイメージを教えてください。　
　私は以前シアトルに留学していたことが
あって、留学当時によくバンクーバーを訪
れていたので、赴任前からカナダに対して
親しみを感じていましたし、安全面や生活
環境面で特に強い不安はありませんでした。
ですが、妻と息子3人（11歳、8歳、2歳）
と共に実際にトロントで生活をするとなる
と、やはり家族がスムーズにトロントでの
生活に適応できるのか、という心配があり
ました。一番気がかりであった子供たちの
学校については、赴任前に出張で何度かト
ロントを訪れていたときに、社員たちに良
い学区を教えてもらって目星をつけておき、
家探しもその学区に住める家ということを
第一条件に行いました。そうして迎えた登
校初日、さっそく自宅に友達を連れてくる
など、子供たちはすぐに学校生活にも溶け
込んだようでとても安心しました。

約1年半トロントで駐在された
感想を教えてください。
　赴任後 ２～３ヶ月経った頃からこちらの
生活には慣れては来ましたが、気候の変化
や社会の仕組みを知るためにはやはり1年く
らいはかかったかなという感じですね。そ
して１年半経った現在は、カナダの生活に
より広く、そして深く関わるようになり、
今までとは別のステージで、新たな経験を
しているという感じです。

余暇の過ごし方を教えてください。
　土曜日には子供たちをトロント補習授業
校に連れて行き、その後に長男と次男はト
ロントにある日系コミュニティサークルで
サッカーをしています。そして、私自身は
旅行やアウトドアが好きなので、日曜日に
はアルゴンキン国立公園や車で１時間半程
のナイアガラの滝に行ったり、湖に釣りに
出掛けて大きなサーモンを釣ったりと、ア
ウトドアライフを楽しんでいます。これぞ
カナダの醍醐味でしょうね。アウトドア好
きの私には、すごくカナダは合っているよ
うに思います。これからは、冬にはスノー
モービルやアイスフィッシング、夏には
キャンピングカーでキャンプをしたり、カ
ヌーで湖を横断したりと、カナダならでは
のことに色々と挑戦していきたいと思って
います。

これまでのトロント生活で
苦労されたことを教えてください。
　赴任当初の話ですが、私以外に日本人がい
ないため、どのエリアで家を探すべきか、また
ガスや水道、電気やゴミなどの、生活をスター
トするための手続きをどうすればよいのか、と
いった駐在員の視点でのアドバイスを得るのが
難しく、何事にも時間と手間がかかり苦労しまし
た。また、例えば、ケーブルテレビやインターネッ
トの工事を頼んでも業者が予定日に来なかった
り、購入した家具と違う商品を留守宅に配送さ
れた上に引き取りに来ないなど、カナダと日本
におけるサービスに対する感覚の違いに慣れる
までに少し時間が掛かりました。

ビジネス環境における日本との
違いを教えてください。
　基本的には大きく変わらないと思います
が、時間の使い方に対する考え方は違うと
感じますね。カナダではワーク＆ライフバ
ランスが重視され、仕事とプライベートが
はっきりと分かれています。日本では業界
的にも深夜遅くまでの勤務が日常でしたが、
カナダでは同じ業界であっても通常時であ
れば基本的に午前9時から午後5時までの就
業時間で、夏には退社時間がさらに早くな
ります。就業時間が短いから仕事量が少な
いのか、というとそうとも限らず、意思決
定者が明確なため、物事を決めるまでの時間
が短く、必要性が低いことには極力時間を
掛けないなど、生産性は高く、時間の使い
方が上手いですよね。どちらがよい悪い、
ということではありませんが、時間をかけ
て漏れなく微細にわたって多くのことを検
討する日本人のやり方とは、非常に違うと
ころだと思います。これにも関連して、 日本
の場合、「先ずは書類」と、書類なしには会
議や業務が始まらない印象がありますが、
こちらでは書類の有無よりも内容の濃い
ディスカッションすることに重きが置かれ
ているので、書類作成時間が少ないことは
もちろん、会議が短く、効率的に時間が使
われているように感じます。
　また、子育てをしている共働き夫婦が、
子供の状況にあわせて、それぞれの業務時
間を調整したり、休暇を取ることは当たり
前であり、それを会社や社会も当然のこと
として受けとめています。 休暇日数も日本
に比べれば遥かに多く、夏の長期の休みに
加え、冬もバカンスを取ることは珍しくあ

りません。プライベートを充実させる環境
や社会システムがあるからこそ、仕事に打
ち込める。カナダ人がそのように考えてい
るように感じますね。

カナダで働く魅力を教えてください。
　私には小さい子供がいますので、先程申
し上げたとおり、ワーク＆ライフバランス
という点に魅力を感じます。また、トロン
トがあるオンタリオ州は人口の三分の一を
移民が占めるなど、世界中から来た人材と
一緒に働けるのもカナダの大きな魅力のひ
とつです。加えて、トロントは北米第4位の
大都市でありながらも、私の感覚的には大
き過ぎなく適度なサイズで、人的ネットワー
クを作りやすい環境にあることが挙げられ
ると思います。日系コミュニティを例にす
ると、トロントに住む日本人はおよそ1～
1.5万人といわれており、トロント全体の規
模の割には人口が少ないと思いますが、そ
れゆえに、コミュニティの繋がりは濃く、
お互いにサポートし合える環境にあると思
います。企業間だけでなく、移住者やワー
キングホリデーを中心とした若者など様々
なコミュニティが存在しているので、多種
多様な人たちとネットワークを広げること
ができます。

カナダで働く上で
心得ておくべきことを教えてください。
　以前、“明文化されていないカナダの職場
でのルール” という講座をトロント大学で
とったことがあります。その中で、「最初の
会議では周りの意見を聞くことに徹し、その
後回数を重ねていくうちにだんだんと自分の
意見を発表していかないと、カナダ社会では
受け入れられない。新しい環境に来た当初は
出しゃばりすぎないことが大切だ」という講
義がありました。北米というと激しい競争社
会であり、自分の意見を声高に主張し、周囲
を説得しながら目標を実現していく強いリー
ダーシップにこそ価値がある、というイメー
ジが私にはあり、講義での指摘は、何だか日
本の話を聞いているようで新鮮でしたが、講
義後、職場での様子を意識して観察してみる
と、確かに自己を主張しながらも強引に突破
することはなく、聴くところは周囲の意見を
きちんと聴くという人が多いように感じてい
ます。私たち日本人にとって、とても働きや
すい人たちだなと思います。

2012 年に電通がモントリオールの広告会社・Bos 社を
買収・統合したことで誕生した DentsuBos 社。
その DentsuBos 社唯一の日本人として 2012 年よりトロントに
赴任された久保さんに、カナダ生活 1 年半の経験を伺った。
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現地駐在員インタビュー / バンクーバー

中山淳雄さん
BANDAI NAMCO Studios
Executive vice president, development

出張生活から本格的な駐在生活が
始まりますが、ご苦労されたことや
知らなかったことは？
　おそらく全ての駐在の方が経験されてい
ることではありますが、30 年以上日本で暮
らしてきた人間が、戸籍や住宅移転に始まり、
銀行口座・クレジットカード・保険、税金、
携帯開設、電気水道、テレビ、子供の学校
と何から何までOSごとアップデートするよ
うな体験は苦労この上ない感じです。相場
もわからないためきちんと調べてからと思
いながら、日本での業務引き継ぎとカナダ
での新規業務開拓と仕事も苛烈を極め、も
う何でもいいので好きにしてくれ、という
のが駐在員の、まあ一般的な始まりなのだ
ということを薄々感じ始めました。海外駐
在の歴史が長い会社さんは「駐在員パッケー
ジ」みたいなものがあるので、ある程度の
苦しみが緩和される仕組みだったりします
が、これからという会社は自らが地雷になっ
て後人のために道を踏み鳴らすようなこと
をしております。

カナダそしてバンクーバーの印象を
教えてください。
　旅行、仕事で様々な場所を体験しましたが

（アジア、中東、欧州、アフリカ、米国、オ
セアニア）、ここは日本人にとって希少な「ス
トレスなく過ごせる外国」の一つだと思いま
す。暑くても寒くても機能停止してしまう脆
弱な自分にとっては、気候のストレスから解
き放たれているというのが一番ですが、人の
ストレスがない、食事のストレスが比較的小
さめ、というので殺人的な住宅コストを除け
ば本当に過ごしやすいところです。ケベック
やオンタリオの方々とも付き合うと、バン
クーバーはカナダ人もうらやむリゾート地
であり、「えっ、バンクーバーで働くってそ
れ仕事になるんですか？」的な反応をされる
こともあります。そしてカナダは全体的に米
国人よりちょっと田舎で、ワーク・ライフ・
バランスを求める人たちが多くいると思い

ます。この地の一番のおすすめポイントは多
文化なところです。これ、米国だろうと、中
国だろうとアフリカだろうと、特に日本のよ
うなモノカルチャーな文化からみると本当
に新鮮です。アジア人もヨーロッパ人もアメ
リカ人も、コスモポリタンな環境で異質を受
け止めるというのは一部欧州先進国やオー
ストラリア、そしてこのカナダでしか味わえ
ない独特なものですし、自分自身がそうした
環境で学べることは非常に大きいと思って
ます。

ビジネス環境で日本との違いを
教えてください。
　仕事の厳しさ・時間拘束性でいうと東京
＞米国＞トロント＞モントリオール＞バン
クーバーの順に楽になっていきます。オセ
アニアには負けるかもしれませんが、ワー
ク・ライフ・バランスという意味ではカナ
ダは非常に優れた場所ですし、それでいて
他の欧米先進国のように「ロジカルでフェ
アなビジネス環境」が守られております。
アポイント5分前に参上しておく必要もなく、
上司から先に名刺交換することもなく、スー
ツを着用する機会も少なく、ちょっとラフ
でルーズで、忘れっぽい顧客先に悩まされ
ることもありますが、基本的にビジネス環
境はよいですね。それよりも行政があまり
に官僚的でないところが驚いています。民
間人はどんどん採用しますし、そもそも州
政府関係者が代理でビジネスアポイントま
で取ってくれたり、企業誘致に賭けるこの
国の覚悟や体制には感嘆します。

バンクーバーのゲーム産業について
教えてください。
　バンクーバーのゲーム産業はなかなか歴
史が古く、そもそも20年以上前にカリフォ
ルニアの映画やゲームなどの産業誘致を試
み、エレクトロニック・アーツ（以下EA）
という世界大手の一角が数千人の雇用を構
えたところからスタートしております。お
かげで石を投げればEA出身者にあたるとい

うほど、ほとんどEAで学び育った人材が産
業クラスターをつくり、そのネットワーク
で小さなベンチャー企業がざくざく湧いて
は消えております。ただ最近はちょっとモ
ントリオールの力強い税制優遇に劣勢を極
めており（こちらはUBIというフランスの
企業がこれまた3,000人規模で拠点を構えて
おり、そこを中心に発展）、わりと小さめの
ゲーム会社が多いイメージでしょうか。そ
れでも世界最大のマーケットである米国と
文化的親和性が高く、学校や産業クラスター
による人材育成効果もあり、ゲーム開発に
とって必要な要素はそろっている土地です。
米国と日本が飽和気味にあるゲーム産業に
対して、この国はまだまだ伸びる余地がある、
そういう思いでバンダイナムコとしても拠
点展開に踏み切りました。

余暇の過ごし方などで、ライフスタイルに
取り入れたいことはありますか？
　とにかく日本ではモテモテだった「朝か
ら 晩 ま で 身 を 粉 に し て 会 社 に 捧 げ ま
すっっ !!」という人材は、この国では一切
通用しません。アフターファイブでいかに
過ごすかがカナダの同業者やパートナーか
らも敬意を集める大事な部分ですので、3年
ぶりに大学時代のレーサーバイクをひっぱ
りだし、7年ぶりにカビカビのウェットスー
ツでスキューバダイビングを試み、10年ぶ
りに旧時代のスノーボードにヤスリをかけ、
とにかくアクティビティと呼べることには
全部ひととおり手をだしてみようかなと
思ってます。あとは家族ですね。ここにく
るまでに多大な迷惑をかけてしまった家族
に、きちんと時間をかけて、豊かな暮らし
ができるように頑張ります。あ、あとは教
習所を出てから一切触れることがなかった
免許が、必須になります。ちょっとこちら
で通用するのか不明ですが、若葉マークを
貼り付けて、とにかく周りの方に迷惑をか
けないよう、車の練習をしなければなりま
せん。まあ忙しいですが、新しい生活はと
ても楽しみにしております。

2013 年に玩具・ゲーム・アミューズメント施設運営を目的として
バンクーバーに拠点を設立したバンダイナムコ。
日本人とカナダ人のゲーム開発者たちの感覚をブレンドし、
面白いゲームを開発・リリースするため、2014 年に新しく赴任した中山さんに、
バンクーバーでの生活立ち上げについて、体験を伺った。
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