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Enjoy ! Local Food
　アジアの屋台めし。

梅雨もあけて夏本番！
旅行にフェスにと、イベントも目白押しの季節。
そんなウキウキとした夏気分に合わせて

アジアの屋台めしをご紹介。



ナンプラーやブラックスイートソイソースを加えた生姜ソースで味
わう、タイ風のチキンライス。チキンライスは、タイ米をにんにく、エ
シャロット、チキンスープで炊いて、旨みが凝縮！旨みと辛味のある
ソースとチキンライスの味わいがやみつきに。トマト、キュウリ、パク
チーを添えて、口直しにさっぱり。

1パック ￥918（税込）

インドネシア料理の代表的な焼き飯「ナシゴレン」。「ナシ」
は飯、「ゴレン」は揚げるという意味。英語の「Fried Rice
（炒飯）」と同じようなニュアンスのようです。現地では様々
な具材のバリエーションがありますが、「アジアン・サラダ 
融合」では、スパイシーなサテ（焼き鳥）と小エビを合わせ
ました。辛味に酸味と甘みが混じりあったコクのあるサンバ
ルソースが味の決め手に。

1パック ￥843（税込）

タイの定番料理「ガパオガイ（鶏肉のバジル炒め）」
を愉しむプレートごはん。バジルの爽やかな香りが染
み込んだ鶏肉の甘辛い味付けで、ごはんがすすむ！
ジャスミンの香りがする「タイ香米」を使用し、本場さ
ながらのガパオライスに仕上げました。カトラリーで
カチャカチャと混ぜ合わせながら食べるのが本場流！

1パック ￥843（税込）

7月30日～販売

7月29日まで販売

1パック ￥972（税込）7月30日～販売

7月30日7月30日からはからは

シンガポール
風に！

シンガポール
風に！

タイ風バジル炒めご飯
ガパオガイ

タイ風チキンライス　カオマンガイ
タイ風ピリ辛生姜ソース付き

ナシゴレン

シンガポール風チキンライス 海南鶏飯
チリソース＆ジンジャーソース付き

ハイナンジーファン

Enjoy ! Local Food

タイの国民食と言われている、平麺ビーフン
「クイッティオ」で作るやきそば「パッタイ」。も
やし、玉葱、キャベツ、厚揚げといった具材と一
緒に、ナンプラーや干しエビなどの旨みが広
がるまろやかな味わいが特徴です。モチっとし
た麺の食感がやみつきになります。

1パック ￥648（税込）

ベトナムの米麺といえば「フォー」が有名ですが、現地で
ポピュラーなものが細麺の「ブン」。ブンが愛されている
理由のひとつは、あらゆる食材との相性の良さ。食感が
軽いので組み合わせる食材を選ばず、スープやタレと
のからみが抜群！野菜とハーブで香りよく、ライムやレ
モン果汁が入ったさっぱりタレでどうぞ。もちもち食感
の揚げ春巻き「チャーゾー」の旨みも染み入り、食べご
たえも十分です。

1パック ￥810（税込）

日本の屋台といえば、お祭りなど非日常の特別な時の催しのイメージが強いですが、東南アジアでは「屋台」はとても生活に密
着した存在。特にタイやベトナムは外食が日常化しており、その背景には、女性の社会進出や共稼ぎが多いことが影響してい
るとも言われています。なので、朝から外食も日常的！おそうざいを買うように、気軽に足を運ぶのが東南アジアの屋台。手軽
さという点でワンプレートのメニューが多いのも特徴。もちろん夜はお酒にぴったりなメニューも豊富！毎日の食卓にも、集いの
食卓にも、おススメのアジアの屋台めしです。

　アジアの屋台めし。

タイ風焼きそばパッタイ

ブン・チャーゾー
ブン・チャーゾーたれ付き



まだまだある！ アジアの屋台めし おそうざい篇
食堂のようなたくさんメニューがある屋台もあれば、ひとつのメニューしか出さない専門屋台まで、いろんな種類の屋台があります。中でも、現地の屋台では定番のタイ＆ベトナムのおそうざいをご紹介！

ASIAN LOCAL FOOD FROM THAI & VIETNAM

タイ東北部 イサーンタイ東北部 イサーン地方料地方料理
日本でも馴染みあるメニューが多数！日本でも馴染みあるメニューが多数！

タイの定タイの定番「ヤム「ヤム」メニューメニュー ベトベトナムの「モン・マン「モン・マン」メニューメニュー

タイ風青パパイヤのサラダ ソムタムタイ風青パパイヤのサラダ ソムタム
100g ¥100g ¥41111（税込）（税込）

タイ風海鮮春雨サラダ ヤムウンセンタイ風海鮮春雨サラダ ヤムウンセン
100g ¥100g ¥41111（税込）（税込）

タイ料理と言っても、そこは日本と同じように地域毎の特色があってひとくくりで
は語れません。特に日本でも知られるようになってきた東北部のイサーン地方の
料理をご紹介。イサーン料理の特徴は、辛味や塩味、酸味の強さ！主食はもち米
で、ごはんに合う料理が多いです。（もちろん日本米との相性も◎）また、生野菜や
ハーブをたくさん食べることも特徴のひとつです。地方出身者の多く集まるバン
コクでは、イサーン地方をはじめとする地方料理専門の屋台も多くあるようです。

イサーン地方料理の代表選手「ガイヤーン」。下味を付けて焼いた鶏も
も肉です。「アジアン・サラダ 融合」では、骨付きの鶏もも肉をコリアン
ダーやターメリックなどのスパイスやナンプラーを効かせて、香ばしく焼
き上げました。添え野菜のキャベツやにんじんと一緒に、ライムをギュっ
と絞ってお召し上がりください。

ガイヤーンと同じようにイサーン地方の代表メ
ニュー「ソムタム」。屋台では、クロックと呼ばれ
る鉢のようなものを使って、その場で混ぜ合わ
せて調理。青パパイヤのみずみずしいシャキ
シャキ感と唐辛子の辛味が相性抜群！

ガイヤーンガイヤーン

ソムタム
こちらも定番メニューの春雨のサラダ「ヤムウ
ンセン」。海老やヤリイカといった海鮮とキクラ
ゲや生野菜を加えました。ライムの酸味と、辛
味の効いた味わいはおかずにもぴったり。食卓
に小鉢をプラスしたいときにもおススメ！

ヤムウンセン

「まだ食べたことがない！」という方は今すぐチャレンジ！「まだ食べたことがない！」という方は今すぐチャレンジ！ ごはん茶碗を取り皿代わりに！ごはん茶碗を取り皿代わりに！

1個 ￥756（税込）1個 ￥756（税込）

「ヤム」は和えるという意味で、料理に例えると、サラダや酢の物、和え物に近いお
そうざいです。ヤムマクア（ナスのサラダ）に、ヤムプラトゥー（サバの和え物）、ヤム
フームー（豚の耳の和え物）などなど。タイには、この「ヤム」が付くメニューがたく
さんあります。あらゆる食材を組み合わせて、塩味、酸味、辛味、甘み、コクの要素を
盛り込んだ立体的な味わいを食文化とする背景の現れでしょう。今回ご紹介す
るのは、定番中の定番ヤムメニュー。まだの方はぜひ、この暑い夏にお試しを！

牛肉もタイの食文化ではさっぱりメニューの一員に！「アジアン・サラダ 
融合」では、黒毛和牛の赤身を使用。チリインオイルや唐辛子の辛み、ナ
ンプラーの旨み、マナオジュース（ライム果汁）の酸味が効いたソース
が、やみつきになる味わい。食卓のメインにもなるサラダです。お酒との
相性も◎ ヤムヌアソース付き 100g ￥ヤムヌアソース付き 100g ￥61616（税込）（税込）

「食事をする」という意味のベトナム語「アン・コム」。この中の「コム」というのは白
いごはんを意味し、ベトナムでもごはんは食事の中心的存在と言えます。「モン・マ
ン」は、そんな白いごはんがよくすすむ、しょっぱい味付けのおかずを指します。ベ
トナムではボリュームだけではなく、「ごはんがすすむ味」も主菜として重要な要
素。甘辛かったり、ダシが効いていたりとその味もいろいろ。大衆食堂では、ごは
んに合うおかずを注文したら、ごはんの上に直接おかずを盛りつけてくれます。

「厚揚げとベトナム」、一見意外そうに見える食材ですが、ベトナムでは古
くから豆腐を食べる食文化があります。そして、フランス食文化の影響を
受けたトマトソースとの組み合わせ。ベトナムの食文化の面白さが垣間み
れるメニューです。厚揚げの中に、豚ミンチや春雨等の具を詰め、ボリュー
ム満点でごはんのおかずにぴったりの一品です。 1個 ￥486（税込）1個 ￥486（税込）

ベトナム風ベトナム風 厚揚厚揚げのげのトマトマトソートソースタイ風牛肉のサラダ タイ風牛肉のサラダ ヤムヌアヤムヌア

こちらもChe c k !こちらもChe c k ! こちらもChe c k !こちらもChe c k !

ベトナム風やみつきポテトベトナム風やみつきポテト
100g ¥34100g ¥346（税込）（税込）

ごはんにぴったりではありませんが、お酒にぴっ
たりの甘辛メニューとしておススメしたいベトナ
ムのフライドポテト。ただ揚げるだけでなく、ニョ
クマムとカラメルの甘辛たれを絡ませるのがベ
トナム風！暑い日のビールのお供にどうぞ。

フライドポテト

こちらもChe c k !こちらもChe c k !

7月29日まで販売

8月5日まで販売



◎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7月16日～8月19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8月19日

F/Asia 配布
アジアン・サラダ融合
店舗一覧

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

「アジアン・サラダ 融合」のメニュー情報をはじめ、
アジア料理に欠かせない食材や調味料の紹介など盛りだくさんの内容に！
F/Asiaのバックナンバーもご覧いただけます。

PC・スマホ　 http://www.rockfield.co.jp/brand/yugo/

「アジアン・サラダ 融合」　
WEBサイトリニューアル

7.16
THU

Vegetable Firstとは？

野菜から食べ始めることで、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。肥満の進行を抑えると言われています。

みんなが集まる食卓にも、みんなが集まる食卓にも、

野菜から食べ始める食事法 Vegetable Firstを野菜から食べ始める食事法 Vegetable Firstを

取り入れませんか。取り入れませんか。

「アジアン・サラダ 融合」のアジアンサラダは「アジアン・サラダ 融合」のアジアンサラダは

テイストも彩りもバリエーションいろいろ。テイストも彩りもバリエーションいろいろ。

テーブルに少しずつ盛りつけて、テーブルに少しずつ盛りつけて、

ヘルシーに賑やかで楽しいひとときを。ヘルシーに賑やかで楽しいひとときを。

ASIAN SALAD YUGO NEWS

アジアンサラダ融合 で検索！


