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Addicted to Asian Food
　クセになるアジアの味。

「やめられなーい！」「とまらなーい！」
アジア料理の魅力にはまってしまうと、何度も繰り返し
食べたくなってしまう「あの味」の正体を徹底解剖！
7月に登場する「クセになる」新作メニューもご紹介。



思わずクセになる 
野菜たっぷりのサラダ。
あなたはどれがお好み？

Addicted to
Asian Food

BasilBasil

Wild RocketWild Rocket
Sweet BasilSweet Basil

CorianderCoriander

Coliander & DillColiander & Dill

パクチー好きのみなさまにご支持いただいている
「アジアン・サラダ 融合」の看板メニュー。
パクチーをもりもりと食べられる理由のひとつとし
て、甘みのあるさわやかな香りのハーブ「ディル」と
の味わいのバランス。この２つのハーブの相性の良
さに、蒸し鶏、ピリ辛の中華風ドレッシングが合い、
箸が止まらなくなってしまいます。
まだ食べたことのない方は、ぜひお試しを！

蒸し鶏とパクチーのやみつきサラダ
ピリ辛中華ドレッシング付き

レモングラスドレッシング付き

100g ￥476（税込）

レモン＆ライムのタイ風ピリ辛ソース付き

まだ食べたことない？！
その味に、はまる人続出。
不動の人気No.1※サラダ。

日本でも知られている、タイのひき肉炒めご飯「ガ
パオライス」。この「ガパオ」はバジルの意味。ガパ
オ・ガイ（鶏肉）やガパオ・ムー（豚肉）と、タイのおそう
ざいではバジル炒めは超定番！
この定番メニューをサラダにしてしまった「アジア
ン・サラダ 融合」ならではのオリジナルメニュー。
ガパオ・ガイ・サップ（鶏ひき肉のバジル炒め）に、フ
レッシュのバジルを加え、野菜と一緒にもりもり食
べられるガパオをどうぞ！

バジル香る ガパオ風サラダ

100g ￥432（税込）6月18日～販売

バジルはイタリアだけじゃない！
タイ料理の「クセ」を生む、
定番ハーブをたっぷりと。

パクチーをさらにおいしく味わうための、スイートバジルとセルバ
チコの2種のハーブ。そして、グリーンカレー味のナッツをトッピン
グに、マヨネーズがベースのクリーミーなレモングラスドレッシング。
すっきりと爽やかなハーブの味わいの中に、程よい苦味と辛味、酸
味が混じり合って、やみつきになってしまう味！
「これでもか！」と言わんばかりに、タイでおなじみの味を盛り込んだ
サラダとなっています。ぜひご賞味ください！

タイの香り　3種ハーブのサラダ

100g ￥735（税込）
7月2日～7月15日 販売 ※髙島屋横浜店のみ先行販売中

「アジアン・サラダ 融合」が
自信を持ってお送りする、
アジア好きにはたまらないサラダが登場！
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その魅力に取りつかれてしまうと、繰り返し食べたくなってしま
うのがアジア料理。
アジアにはその歴史や地形から、近隣国だけではなく西洋の食
文化も融合し合って生まれている、独特の食文化があります。
食材やスパイス、調味料そのもののオリジナリティや、日本でも
馴染みのあるものでも組み合わせが珍しかったりと、その奥深
さは無限大。
そんなアジア料理のエッセンスを盛り込んだ夏の「アジアン・サ
ラダ 融合」のメニュー。7月にデビューする新メニューもご紹介！

※2014年5月8日から2015年6月16日までの売上実績から算出。



贅沢したいときは、お寿司？

いえいえ。ここはやっぱりアジア好きなら・・・

中国で食されている「羊肉のクミン炒め（孜然羊肉）」。「食の大国」中
国で食べられているということは、この組み合わせは折り紙付き。
日本の中国料理店のメニューで、おなじみの方も多いのでは？
「アジアン・サラダ 融合」では、粗挽きにした熟成のラム肩肉をハ
ンバーグのように俵型に整えじっくりロースト。クミンシード、そして
桂皮や八角など13種のスパイスがブレンドされた十三香粉が香

る味わいに仕上げました。トッピングのパクチー
もアクセントに、ご飯がすすむ食卓のメイン料理
としておススメです。

1個 ￥1,296（税込）
7月2日～7月15日 販売

おうちで手軽にラム肉を
メインディッシュに。
クミンと十三香粉が食欲をそそる！
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ソフトシェルクラブは、脱皮して間もない甲羅の柔らかいワタリガニ
系蟹の総称。殻ごと食べられるため、蟹の旨みがギュッと凝縮され
た味わいです。
衣を付けて揚げたソフトシェルクラブに、スパイスパン粉をたっぷ
りとトッピング。スパイスパン粉の中身は、こぶみかんの葉（カファ
ライムリーフ）やレモングラス、パクチーに、チリインオイルやトムヤ
ムペーストなどをミックス。
暑い日にビールと一緒に、ちょっと贅沢な晩酌をどうぞ。

蟹の香ばし揚げ　ソフトシェルクラブ
100g ￥1,080（税込）

こぶみかんの葉、
レモングラスの香りが押し寄せる！
蟹の旨みが口いっぱいに広がる！！

6月25日～7月15日 販売

、お寿司？

いえいえ。ここはやっぱりアジ

贅沢したいときは

ジア好きなら・・・

Kaffir Lime LeafKaffir Lime Leaf

Cumin SeedCumin Seed

ChinesChinese 1 13 Spices Spices
粗挽きラムのロースト

にんにく、黒胡椒が効いた鶏手羽中に、
甘辛いニョクマムだれが絡み合う！
暑い日の格別な味わいのビール。そのお供に選ぶ鶏手羽も、
アジアンテイストはいかがでしょう？
にんにく、黒胡椒、そしてニョクマムが入ったたれに鶏手羽
中を漬け込んで、カラッと2 度揚げ。そこに、ニョクマムベー
スの甘辛いたれを絡ませ仕上げました。
期待を裏切らない（？！）おつまみメニューです。

鶏手羽中のベトナム風甘辛だれ
100g ￥346（税込）

ニョクマムニョクマム

7月1日まで販売

ベトナム風やみつきポテト
100g ￥346（税込）7月2日～販売

ベトナムの魚醤。ベトナムの魚醤。
カタクチイワシ等の小魚を原材料とし、カタクチイワシ等の小魚を原材料とし、
独特のコクと旨みを持つ。独特のコクと旨みを持つ。
ベトナム料理に欠かせない調味料。ベトナム料理に欠かせない調味料。

ニョクマムテイストおつまみニョクマムテイストおつまみ
その美味しさは反 則その美 味しさは反 則

お酒を片手に、思わず手が伸びてしまう・・・お酒を片手に、思わず手が伸びてしまう・・・

さつまいもとじゃがいもの
2種のポテトの味がやみつきに！
2 種類のポテトの旨みと、ニョクマムをベースにしたカラメル
ソースの味に、思わず手が止まらなくなってしまう一品。
やみつきな味わいの裏側には、2 種のポテトを素揚げした後
に燻製バターに絡ませ、ポテトはコクのあるバター風味に。そ
して、仕上げの黒胡椒がスパイシーに味全体を引き締めます。
さつまいもを食べたらじゃがいもを・・・と繰り返し手が伸びてし
まいます！

LemongrassLemongrass



◎写真はイメージです。◎予告なしに商品内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。◎商品によっては取り扱いのない店舗や日時がご
ざいます。また、本リーフレット有効期間（2015年6月17日～7月15日）の前後にも販売している場合がございます。◎商品は数に限りがございますので、
売り切れの際はご容赦ください。◎要冷蔵商品です。お持ち帰り後はすみやかに冷蔵庫にお入れください。◎必ず各商品に記載の消費期限内にお召し
上がりください。消費期限の記載がない商品はお買い上げ当日中にお召し上がりください。◎表示価格は消費税を切り上げ表示した消費税込みの価
格です。切り捨て表示の店舗では価格が異なる場合がございます。

リーフレット
有効期限：
2015年7月15日

F/Asia 配布
アジアン・サラダ融合
店舗一覧

タイの香り 3種ハーブのサラダ　100g ￥735（税込）
7月2日（木）発売 ※髙島屋横浜店のみ先行販売中
タイの香り 3種

野菜から食べ始める食事法、野菜から食べ始める食事法、

「Vegetable First（ベジタブルファースト）」。「Vegetable First（ベジタブルファースト）」。

野菜の食物繊維が血糖値の上昇をゆるやかにし、野菜の食物繊維が血糖値の上昇をゆるやかにし、

インスリンの急な分泌を抑制。インスリンの急な分泌を抑制。

肥満の進行を抑えると言われています。肥満の進行を抑えると言われています。

「アジアン・サラダ 融合」では「アジアン・サラダ 融合」では

Vegetable FirstにVegetable Firstに

おすすめの新サラダが登場。おすすめの新サラダが登場。

ハーブをたっぷり使ったサラダで、ハーブをたっぷり使ったサラダで、

暑い夏の日の食卓でも暑い夏の日の食卓でも

健康的な食事を応援しています。健康的な食事を応援しています。

株式会社ロック・フィールド フリーダイヤル  0120-878732　FAX  0120-333740  
［お客様相談室］

受付時間  10:00～20:00（年中無休） ホームページ　http://www.rockfield.co.jp/

商品、サービスに関するご意見、お問い合わせは 〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町15-2

銀座三越店
東京都中央区銀座 4-6-16
銀座三越 B2F

髙島屋玉川店
東京都世田谷区玉川 3-17-1
髙島屋玉川店 B1F

アトレ恵比寿店
東京都渋谷区恵比寿南1-5-5
アトレ恵比寿 3F

エスパル仙台店
宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
エスパル仙台 B1F

阪急梅田店
大阪府大阪市北区角田町 8-7
阪急うめだ本店 B1F

大丸梅田店
大阪府大阪市北区梅田 3-1-1
大丸梅田店 B1F

西武池袋本店
東京都豊島区南池袋 1-28-1
西武池袋本店 B1F

アトレ吉祥寺店
東京都武蔵野市吉祥寺南町 1-1-24
アトレ吉祥寺本館 1F

髙島屋横浜店
神奈川県横浜市西区南幸 1-6-31
髙島屋横浜店 B1F

ラゾーナ川崎店
神奈川県川崎市幸区堀川町 72-1
ラゾーナ川崎プラザ1F

6/17 New Open!


