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「世界グルメぐるMAP」を一緒に作ってくれる
ボランティアさんを大募集！
多国籍料理が大好き、取材をしてみたい、
日本で暮らす外国人と話してみたいetc…
ご興味がありましたら、お気軽にご連絡ください♪
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エスニック料理のレストラン
にはあまり行ったことがない
A はい
B いいえ

どちらかといえば
A 穴場的なレストランを
　探している
B 人気店に行ってみたい

旅行に行くなら、
A アジア
B 南米

ランチタイムに
利用したい
A はい
B いいえ

どちらかといえば
A フラッと気軽に立ち寄りたい
B 大人数でワイワイ食事したい

音楽を楽しみながら
食事をしたい
A はい
B いいえ

どちらかといえば
A 家庭的な雰囲気を楽しみたい
B おしゃれな雰囲気を楽しみたい

サワデーすみ芳
タイ料理

サワデーすみ芳 サワデーすみ芳
から行ってみよう！
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START!

Welcome to our restaurant! Welcome to our restaurant!

材料は自社工場で作っていますので、
安心してお召し上がりください。
ご来店を心からお待ちしています。 

”真心服務””良心品質”
「真心のサービスで、おいしい料
理を提供する事を心がけます」

ブラジルのおふくろの味をぜひお試し
ください。20時からは生ライブもありますよ！ 

当店を通して、タイに興味を持って
いただけたら嬉しいです！お好みに
合わせて味付けを変えますので、お
気軽にお申し付けください。 

コロンビア料理をぜひ
体験してください！
本当に美味しいですよ！ 
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世界グルメぐるMAP世界グルメぐるMAP
vol.1 名古屋市中区

世界のグルメを
めぐろう♪

「すっぱい」というイメージだっ
たフィリピン料理を「うまい」
に変えたのが当店です！(笑)
ぜひ食べに来て下さい！

ご存知でしたか？東海地域には約40万人、名古屋市には約6
万5000人の外国人の方が暮らしています。
「食」という文化を通して、私たちの暮らす”多文化社会”の
一面を紹介出来たらと思い、このマップを作りました。
外国人の方が経営していたり、働いているお店を紹介してい
ます。ぜひ気軽にお店を訪ねてみてください！
扉を開けたら、各国のおいしい料理と、
彼らの温かい笑顔が迎えてくれるでしょう。

世界グルメぐるMAP世界グルメぐるMAP



Let’ s Cooking!
大人も子供も大好き！
おつまみにも最適な
ブラジルの軽食

ピザ風パステル

みじん切りしたトマトとミックスチーズに、オレガノと塩を少々加え
て混ぜます。それをギョウザの皮で包み、油で揚げていきましょう。
揚げる時に開かないよう、皮のはじをフォークなどでしっかりと押さ
えることがポイント。
また油の温度は高すぎると焦げてしまうので、気をつけて。
キツネ色に揚げあがれば、出来上がり！

パステル用の皮がありますが、ギョウザの皮で代用出来ます。
具材は様々なバリエーションが可能なので、パーティーなどにはもっ
てこい！また自分にとってベストな組み合わせを考えてみても面白そ
うですね。ぜひアレンジして作ってみては♪

作り方

材　料
・ギョウザの皮
・ トマト
・ミックスチーズ
・オレガノ 
・塩

味つけや具の
バランスは
お好みで♪

南米の
雑貨店 PUKIO Latinoamerica

052-251-5161

名古屋市中区大須3-42-3
(市営地下鉄 名城線・鶴舞線[上前津]駅
８番出口から徒歩３分)

11:00～20:00月曜日

ネット販売もあり　http://pukio.jp

PUKIO Latinoamerica
プキオ　ラテンアメリカ

店内には南米の雑貨、衣類、楽器、
CD等が並べられています。
店主のミゲルさんのイチオシは、南米
のお守りである「エケコ人形」とアル
パカのぬいぐるみ。アルパカはかわい
さだけでなくリアルさにもこだわって
いるとのこと。両方とも手作りです。
また毎年春には、ラテンアメリカフェ
スティバルを開催しています。

アフリカの
コーヒー・雑貨店 ZICOFE

090-6612-2120

名古屋市中区大須3-30-25
(市営地下鉄 名城線・鶴舞線[上前津]駅
9番出口から徒歩5分)

11:00～20:00火曜日

「ZICOFE COFEE SHOP」日進店あり

ZICOFE
ジコフィ

お店ではウガンダのフェアトレード
コーヒーを販売しています。他にも
アフリカの雑貨、アクセサリー、衣
類などもあります。
色々な国の商品があるので、どこの
国のものかは店主のハミヤさんにお
尋ねください♪
雑貨等の売上の一部は、途上国支援
に充てられています。

ミゲルさん

ハヤミさ
ん

18時から22時まで提供されるバイ
キングでは、温かい料理5品とサラ
ダ15品、デザ ート3種から選び放題
♪そしてメインの「シュハスコ」
は、テーブルにて取り分けてくれ
ます。シュハスコとは、串刺しし
た牛肉、豚肉、鶏肉に塩をふり、
炭火でじっくり焼いたもの。ブラ
ジルの人気料理です！
人気店のため、予約した方が確実
です。

絶品ブラジル料理が“食べ放題”！

ブラジル料理

SAPUCAI

取材者から一言！

シェフ歴17年のシーダさんの作る料
理はまさに絶品！
シュハスコはもちろん、一品一品セ
ンスの光るサラダとデザートもオス
スメ！
生ライブで店内が一体となる瞬間も
たまりません♪

市営地下鉄 名城線・東山線[栄]駅
13番出口から徒歩5分 052-251-7588

SAPUCAI（サプカイ）
名古屋市中区栄4-12-7 愛知サカエビル1階

火-土 18:00～翌5:00
日 18:00～翌1:00

月曜日

貸切OK / 毎日20時からは生ライブ

42席

おすすめメニューおすすめメニュー
・バイキング
男性 2480円　女性 1980円　

1

名古屋でコロンビア料理を食べら
れる希少なお店で、あまり知られ
ていない“穴場”です。
おすすめメニューの「エンパナー
ダ」は、茹でたジャガイモとひき
肉をトウモロコシ由来の皮で包
み、揚げたもの。「アロス・コ
ン・ポジョ」は、日本のチキンラ
イスに似ていて、子どもでも食べ
やすい料理です♪
それぞれの料理の詳細は、店主の
ジョアンナさんにお尋ねください！

あたたかさに溢れた「隠れ家」的なお店♪

コロンビア料理

EL CACIQUE

取材者から一言！

おすすめメニューおすすめメニュー
・エンパナーダ　500円
・アロス・コン・ポジョ
　　　　　  (チキンライス)　900円

2

とびきりの笑顔で出迎えてくれた
ジョアンナさん。
彼女のふるまうお料理は、人柄を映
し出すようなあたたかみがあり、
rico(おいしい)！ 

市営地下鉄 東山線[新栄]駅
2番出口から徒歩10分 052-243-3787

EL CACIQUE（エルカシケ）
名古屋市中区新栄1-8-11 藤松ビル201

20:00～翌4:00
日曜日 15席

「カイビガン」とは、フィリピン
の言葉で「友達」という意味。そ
の言葉通り、店内はにぎやかな雰
囲気です。近隣へは配達も行って
おり、ひっきりなしに電話がかか
る人気ぶり。
カウンター前には肉料理、魚料
理、スープ、揚げ物など実に多彩
なフィリピン料理が常時10種類以
上並べられています。これらの中
から３種を選び、ライスがついて
何と500円のワンコイン！

安くて旨い！ワンコインで満腹満足☆

フィリピン料理

カイビガン

取材者から一言！

3

どれもおいしそうな料理の中から3
つを選ぶのはやはり難しい…。
ぜひ数人で訪れて、シェアしてみて
はいかがでしょうか？この質と量で
500円、お得すぎます。

おすすめメニューおすすめメニュー
・カルデレタ (ビーフシチュー)
・フライドチキン
・シニガンスープ(酸味のあるスープ)

市営地下鉄 名城線・東山線[栄]駅
13番出口から徒歩15分 052-242-2257

カイビガン
名古屋市中区栄4-11-10 東京ビル２F

18:00～翌5:00
日曜日

テイクアウト、配達あり

29席

駅を出ると目の前に見える「紫禁
城」の文字。徒歩０分の好立地に
あります。
ランチセットは数種類あり、値段 
も680円からとお得！昼間は近隣で
働く会社員でにぎわっています。
ランチタイムにはコーヒー一杯の
無料サービスがあり、平日17時か
ら19時まではドリンクが半額で頂
けますよ。早めの来店がオススメ♪
中国人シェフが作る、まさに本場
の中華料理です！

モンゴル火鍋を囲んで盛り上がろう！

中国料理

紫禁城

取材者から一言！
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忘年会や新年会など、大人数でワイ
ワイ利用するのにも向いているお
店。モンゴル火鍋を囲みながら語り
合ってみては？
ランチセットは野菜もたっぷり で、
グッドバランスです！

市営地下鉄 鶴舞線[鶴舞]駅
5番出口から徒歩スグ 052-331-7766

紫禁城（しきんじょう）

名古屋市中区千代田3-12-11

月-金（ランチ)11:00～14:00
　　  （ディナー）17:00～翌0:00
土•日•祝   16:00～23:00

無休

多治見市、岡山県にも店舗あり

80席

おすすめメニューおすすめメニュー
・ラム肉香草チップス　780円
・モンゴルチヂミ　380円
・モンゴル火鍋　一人前980円(二人前~)

お店の前を通ると、いつも明るく
声をかけてくれる店員さん。オス
スメは「ピタパンミディアム」。
スパイスの効いたお肉、新鮮な野
菜、ソースがばっちりとマッチ。
また日本では数少ない「HALAL」
のお肉を使っているお店です。
「HALAL」とは、イスラム教で定
められている作法のこと。この
マークが付いていると、イスラム
教徒の人も安心してお肉を食べら
れるのです。

のび～るトルコアイス＆盛り上が～る会話☆

トルコ料理

Mega Kebab5

おすすめメニューおすすめメニュー
・ピタパンミディアム　500円
・トルコアイス　300円
・さくらんぼジュース　300円

取材者から一言！

Mega  Kebabの目標は、HALALのお
肉を使うお店を増やすことだそう。
お店とともに食に関する多文化共生
の意識も根付いていけば良いなと思
います！

市営地下鉄 名城線・鶴舞線
[上前津]駅  9番出口から徒歩5分 052-251-8925

Mega Kebab（メガケバブ）
名古屋市中区大須３丁目30-35

平日 10:30～21:00 土日 10:00～22:00無休
大須2号店 /アスナル金山店/名古屋空港店 /錦店/
住吉店/浜松店もあり
www.MegaKebab.com
http://youtu.be/ts6pNr8eeqw

オススメのヤムウンセンは、春雨
サラダのような料理で、ピリッと
辛くもさっぱりとした味。各料理
の味つけは、好みに合わせて変え
てくれるので、気軽に頼んでみて
ください♪
HPでは宴会プランやクーポン券な
どを提供しているので、来店前に
は要チェック！火曜はメンズ、水
曜はレディースデーで、会計から
半額になりますよ。
(割引上限は5000円)

食べタイ！行きタイ！楽しみタイ！

タイ料理

サワデーすみ芳6

市営地下鉄 名城線・東山線[栄]駅
7番出口から徒歩15分 052-242-7512

サワデーすみ芳（サワデーすみよし）

名古屋市中区栄3-9-30 柘植ビル2階

11:00～23:00
無休

鶴舞店もあり
http://www.sawasdee-sumiyoshi.com/

90席

取材者から一言！

店内はタイの装飾で彩られ、店員さ
んはタイの衣装を着ておもてなし。
そしてタイ人のシェフが作る料理は
まさに本場の味。タイに行きたくな
ること間違いなしのお店です！

おすすめメニューおすすめメニュー
・ヤムウンセン　￥1260
・カニカレー風味炒め　￥1500
・パッタイ(ランチセット)　￥900


