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東西文化の融合が生み出した唯一無二の街、マカオ。

THE FOOD JOURNEY｜MACAO ISSUE

ポルトガル人がはじめてマカオに来航したのは大航海時代の16世紀。
約450年が経った今でも、街のいたるところにその面影が残っています。

聖フランシスコ・ザビエル教会（左）。ポルトガルのタイル装飾「アズレージョ」は、
街のいたるところで見られる（上）。

ヨーロッパ風の建築物に混じって、伝統的な中国寺院ももちろん現
存している。カルサーダス（石畳）の通りはポルトガル文化の名残り。

市場や商店には色とりどりの食材が並ぶ。野菜や果物の大半は輸入もの。
外食文化も盛んで、朝食は外で済ませる人も多い。

中国式の格子窓が美しい中国建築が並ぶ通り。赤い傘が装飾された
「パティオ・デ・チョン・サウ」は人気のインスタ映えスポット。

飲茶文化はマカオでも盛ん。店
先で熱々の点心をいただける（上）。
ゆで卵は小腹の空いた時に（右）。

15世紀から17世紀にかけての大航海時代、ポルトガルは航路の開拓や新
発見地の領有、キリスト教の布教などを目的に、盛んに航海を行ってい
ました。15世紀終わり頃にインドのゴア、マレー半島のマラッカを占領し、
1513年には中国南部に到達。その後、1530年代にマカオに上陸し、港
町・マカオは、ポルトガルのアジア貿易の拠点として繁栄します。1557年、
明朝はマカオの居住権をポルトガルに寄与し（行政権の譲渡は1848年）、
ポルトガル人たちは、海に面し、７つの丘もあるマカオの地勢を祖国に

よく似ていると愛し、街を形成していきました。それから約450年、マ
カオは1999年に行政権がポルトガルから中国に譲渡されましたが、特別
行政区として一国二制度が適用され、ポルトガルから受け継いだ社会制
度を現在も維持しています。2005年には30の歴史建造物や広場を含む歴
史市街地区が、東西文化の融合を物語る価値あるものとして世界遺産に
登録されました。西洋と東洋が交差する唯一無二の街並みを維持する
マカオには、今も大航海時代の香りが漂っています。
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ポルトガルがもたらした、
大航海時代の美食文化。
マカオの美食の始まりは大航海時代。
ポルトガルの人たちが自国の食文化と
寄港地の食材などを携え、
マカオに上陸しました。

インド航路の発見で知られるポルトガルの航海者、ヴァスコ・ダ・ガマが、アフリカ・モ
ザンビークで食べた鶏のグリルが起源といわれ、アフリカンという名はそこからつけられ
たと言われています。その後、ポルトガルがインドに拠点を築くようになってから、さま
ざまなスパイスが加えられ、マラッカ王国を征服した際には特産のココナッツを加えるこ
とに。まさに大航海時代を象徴する料理です。

African chicken
アフリカンチキン

アフリカン・チキンは店によって味付けも異なり、盛り付けもさまざま。『Restaurante Litoral Taipa（レ
ストラン・リトラル・タイパ）』Rua do Regedor, Wai Chin Kok Bloco 4 Nos 53-57,Taipa（メイン）。
『Henri’s Galley（ヘンリーズ・ギャレー）』4G-H Av. da República（左）。『Riquexo（リケショー）』（右）
Songbo Village, 69 Av. de Sidónio Pais。

『Rico’s（リコズ）』16 Rua de Tomás Rosa のバカリャウとポテトのグラタン（上）。
『La Famiglia（ラ・ファミリア）』Rua dos Clerigos No.76, Taipa のバカリャウのコロッケ（下）。

『Lord Stow’s Bakery（ロード・ストウズ・べーカリー）』
www.lordstow.com

7年連続でミシュランガイドおすすめのポルトガル料理の名店『Antonio（アントニオ）』7 R.dos Clerigos（左）。

白身魚のタラはポルトガルの人たちにとって、日常に欠かせない国民的な食材です。
日持ちする塩漬けのタラはタンパク源として、船旅にも欠かせない保存食でした。
その名残で、南国のマカオでタラは穫れませんが、バカリャウ（塩漬けの干しダラ）
を使った料理はマカオでも定番。マッシュポテトと合わせてグラタンやコロッケに。
ワインにもぴったりです。

エッグタルト&セラドゥーラ

egg tart & 
Serradura
エッグタルトは、ポルトガルの焼き菓子「パ
ステル・デ・ナタ」が起源。イギリス人の薬
剤師、アンドリュー・ストウ氏がポルトガル
で食べたナタにイギリス流のアレンジを加え
て1989年にマカオでエッグタルトとして売り
出しました。

「セラドゥーラ」もポルトガル伝来で、ポルト
ガル語で“おがくず”を意味する名前通り、細
かく砕いたクッキーを、クリームに重ね合わせ
たもの。店によってレシピが異なり、形も味わ
いもさまざま。食べ比べるのも楽しいです。左は
『ラ・ファミリア』のセラドゥーラ。

Seafood rice
シーフードライス
新鮮な魚介類と米をトマトベースのスープで煮
込んだ料理は、ポルトガルでもおなじみ。オリー
ブオイルやニンニク、コリアンダーやパセリな
ど味付けもシンプルに、素材本来の味を引き出
しています。周囲を海に囲まれたマカオならで
はの新鮮なシーフードが、ポルトガル料理で活
かされた一品です。

『ラ・ファミリア』のカ
ペラはリング型ではな
く丸型。ポテトフライ
もたっぷりで大人も子
どもも楽しめるひと皿。

capela
カペラ
豚挽き肉に柔らかいパン、卵、チーズ、オリーブ、ベーコンまたは
ポルトガルソーセージを加えてリング状にし、オーブンで焼いたマ
カオ版ミートローフ。料理名はポルトガル語で「チャペル」を意味
します。チーズやオリーブなど、ポルトガルの食材をふんだんに使っ
た料理です。

bacalhau
バカリャウ

マカオ

スイーツ
の定番

魚介の旨み
たっぷり

ポルトガル人たちがマカオにもたらしたものの中で、とくに大きな
影響を与えたのは食文化です。ポルトガル料理といえば、シーフー
ドをふんだんに使い、シンプルな調理法で食材の味を最大限に活か
すのが特徴。幸い、港町・マカオは新鮮な魚介が豊富で、故郷の料
理を再現するのも容易でした。また、彼らがアフリカやインド、マ
レー半島といった寄港地で手に入れる交易品もマカオの食文化とし
て根づいていきました。たとえばマレーシア名産のココナッツ。マ
カオを経由して中国各地に運ばれていたため、当時マカオにはココ
ナッツ問屋が何軒もあったといいます。マカオのさまざまな料理に
ココナッツが使われているのはその影響です。インド産のターメリ
ックやコショウ、マレー産のチョウジやシナモンなどのスパイスも
同様、今ではマカオ料理に欠かせない存在に。大航海時代がもたら
した恵みは今もマカオに息づいているのです。
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ミンチィ
minchi

 

RICO's

新鮮なカニとソースが美味！

マカオ生まれの
東西フュージョングルメ。

活きのよいカニを一匹丸ごと使っており、迫力満点。『ヘンリーズ・ギャレー』（上）、『レストラン・リトラル・
タイパ』（下）。 家族経営の小さなレストラン『リコズ』の名物料理。骨を抜くのが一番大変とか。

家庭料理の名店『リケ
ショー』のミンチィ。“こ
れぞおふくろの味”と言い
たくなるようなシンプルな
見た目と優しい味わい。

『老地方（ロウディファン）』（10 R.da Felicidade）のミンチィ。料理好きが高じて店を始めた
マカエンセのアンナさんが作る料理はまさにマカオの家庭の味。

家庭的な雰囲気が漂う「リコズ」
の外観。

こちらもレシピは店に
よって異なる。『ラ・ファ
ミリア』（左）。具がごろっ
とした『リケショー』のポ
ルトガルチキン（右）。

Curry crab
カレークラブ
マカオで獲れるワタリガニをターメリックなどのスパイス、
ココナツミルクで煮込んだもの。ポルトガルにはなく、
マカオ料理を代表する一皿。ターメリックを使うことか
ら、インドのゴアから伝わったといわれていますが、カ
レー料理におなじみのターメリックやシナモン、コリア
ンダーといったスパイスに、八角、五香粉などの中国系
のスパイスもきいているのが特徴で、各店舗独自の秘伝
のスパイスがあると言われています。

chicken rice
チキンライス
内蔵や骨を抜いた丸鶏のなかにチキンの味が染み込ん
だライスやオリーブ、ポルトガルソーセージが詰め込ま
れたもので、2001年にオープンしたレストラン『リコズ』
で生まれました。鶏肉に米、ソーセージ、オリーブといっ
たポルトガルのエッセンスを詰め込み、丸ごと揚げるの
は中国料理の手法と、マカオの食文化を象徴しています。

家庭料理の定番で、牛肉と豚肉の合い挽き
肉をにんにくやタマネギと一緒に甘辛く炒め、
角切りにして揚げたジャガイモと合わせたも
の。ひき肉を使う以外は各家庭、各店ごとに
材料も味付けも異なり、共通するのはごはん
に合う味付けであること。100人いれば100人
のミンチィ、おふくろの味と言われる所以です。

Portuguese 
Chicken
ポルトガルチキン
鶏肉とジャガイモをターメリックやココナツミ
ルクをベースにカレー風味に煮込んだ料理。「ポ
ルトガル」という名前に反し、ポルトガルには
このような料理はありません。アフリカンチキ
ン同様、鶏肉を使って、インドの香辛料、ター
メリックや東南アジア原産のココナッツを用い
た大航海時代の名残が感じられる一品です。

『ヘンリーズ・ギャレー』の
Raymond Vongさん

『リケショー』の
Sonia Palmerさん

『老地方』の
Ana Maria Souさん

マカオの
家庭

料理の定
番！

食べ比べ
も

おススメ
！

マカオにしかない鶏料理です

『ラ・ファミリア』の
Floria Morais Alvesさん

東西を結ぶ貿易港として栄えたマカオで独自の発展を遂げた食文化。
他に類を見ないオリジナリティあふれるマカオ料理の魅力とは……。

大航海時代に、ポルトガルやアフリカ、インド、東南アジアからもたら
された食材や習慣が、マカオで新たな食文化として醸成され、マカオ料
理というオリジナルのジャンルを確立しました。マカオは耕作地がほと
んどないため、野菜や肉類はほぼ輸入に頼っていますが、牛や豚は生き
たまま輸入して半島北部で処理するので新鮮なうちに届けられるように
なり、また、四方を海に囲まれたマカオの港には毎日、豊富な魚介類が

水揚げされます。それらの食材にマカオ料理ならではの歴史に育まれた
オリジナルの調理法と“スパイス”を加えて……。マカオがポルトガルから
中国に返還されて20年。2017年には、大航海時代から築かれた独自の食
文化が評価され、マカオはユネスコの「食文化創造都市」に登録されま
した。大航海時代に始まるマカオ料理の伝統は、今もマカオの人に受け
継がれ、美食の都を支えているのです。
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マカオ初のDEAN & DELUCAが
ギャラクシー・マカオ内にオープンしました。

ドリンクやフードはマカオオリジナルメニューも多数あり、コンパクトな店舗ながら
充実したラインナップ。ギャラクシー・マカオのショッピングモール内にあり、

テイクアウトもできるので、朝食やランチにもぴったりです。

EDIT & WRITER ｜Sumiko Inoue  PHOTO｜Masaharu Okuda  Supported by Macao Government Tourist Office
Published by WELCOME Co., Ltd 2-4-11 JINGUMAE SHIBUYA-KU, TOKYO 150-0001 JAPAN 

PHONE｜03.5771.0460（受付時間｜平日 10:00 -18:00）  www.deandeluca.co.jp

1/African Chicken Croquette  フォカッチャの生地にスパイスがアクセントのアフリカン・チキンを入れ、パン粉をまぶして揚げた
一品。2/Iced Milk Tea & Coffee Jelly  濃厚なエバミルク（無糖練乳）にブラックティーを注ぎ、コーヒーゼリーを合わせたドリンク。
コーヒーゼリーのほろ苦い味わいと、ミルク＆ティーの軽やかな味わいが新鮮で病みつきに。Hong Kong Milk Tea Berliner 香港スタ
イルのミルクティー味のクリームが詰まったドーナッツ。3/Macanese Serradura  マカオの定番スイーツ。コンデンスミルク入り
のホイップクリームとマリービスケットを細く砕いたパウダーが美しい層を描く。シンプルな味わい。4/Bakery  ハード系からペイ
ストリーまで厳選されたライナップがそろう。
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屋台の逸品から喫茶店の軽食まで。
マカオは地元で愛され続ける
ローカルB級グルメも優秀です！

ストリートフードは別腹、ぜひお試しを。

コンビーフと卵の
トーストサンド

“ナン
ピン”

サンド

エッグプリン

パイナップルパンwithバター

ポークチョップバーガー

SWEETS

TEA

SANDWICH
注文を受けてから焼き上げる
ふっくらとした卵焼きとコン
ビーフを角切りトーストでサ
ンド。「世記咖啡（セイキーカ
フェ）」（上）。ハムとチャー
シューにスクランブルエッグ
を挟んだ贅沢なサンドイッチ。
「南屏雅叙（カナムペンンガー
チョイ）」（下）

しっかりとした甘さの中に卵
の味を感じる濃厚なプリン。
ポルトガル伝統のリング型で
切り分けていただく。ほろ苦
いキャラメルソースが絶妙に
調和する。「Mariazinha（マ
リアジーニャ）」

顔が描かれたかわいいデザインの
カップで供される定番ドリンク。濃
厚なミルクティーがコーヒーとの
ミックスでさっぱりした後味に。「翠
華餐廳（チョイワーチャンテン）ギャ
ラクシー・マカオ店」

朝食やおやつはパン派も多く、
テイクアウト専門のベーカリー
もいたるところに。

パイナップルに見立てたパン
は香港発のローカルフード。
カリッとトーストしたパンに
氷で冷やしたバターをはさん
でいただく。「翠華餐廳（チョ
イワーチャンテン）ギャラク
シー・マカオ店」

注文を受けてから2度揚げするポー
クをソフトなバゲットに挟んだバー
ガー。揚げたてのポークがジュー
シーでバゲットに合う。「世記咖啡
（セイキーカフェ）」

コーヒー＆
ミルクティーミックス

DEAN & DELUCA  MACAU
SHOP｜107, G/F, The Promenade Shops, Galaxy Macao,Cotai, Macao
営業時間｜月～日曜 8:00 -21:00  PHONE｜853 8883 2221

INFORMATION

日本そして世界各地の新たな食を求めて旅し、
そこで出逢ったまだ知らない、その土地の豊かさとおいしさを伝えるメディア

「Living with FOOD  食とともに生きること」
DEAN & DELUCAは新たな食の出逢いを通じて、食するよろこびをお伝えしていきます。

about THE FOOD JOURNEY　─旅するDEAN & DELUCA─


