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Warm You Up! 
冬のカラダにうれしい、スパイス＆野菜の力。

一年の中でグッと気温が冷え込むこの時期。
「アジアン・サラダ 融合」では体を温めると言われる

スパイス＆野菜を使ったメニューをご紹介。
「冷え知らず」な毎日を目指しませんか？

■融合　初春②リーフレット　オモテ面　仕上がり A5 ・4c

◎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（2016年2月9日～2016年3月2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。◎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。

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

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

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

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

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

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

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

髙島屋名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-4
ジェイアール名古屋タカシマヤ店 B1Fリーフレット有効期限：2016年3月2日

 F/Asia 配布
アジアン・サラダ融合　店舗一覧

アジア料理とひとくくりに言っても、アジア地域の広さを考えるとその料理
は多種多様。韓国のような寒さの厳しい地域でも唐辛子を使った料理が食
べられていますが、タイのような暑さの厳しい地域でも同じように食べられ
ています。「あれ？唐辛子は体を温める効果じゃないの？？」と疑問が湧いて
くると思われますので、ここで少し解説！
みなさんも辛いものを食べた時に汗をかいた経験があるかと思いますが、
この発汗こそがポイント。寒い時に食べると運動している時のように体が
温まり、暑い時に食べると汗が蒸発し体の表面温度を下げ涼しくしてくれ
るという働きがあるようです。
ですので、体を温めたい時は汗をかきすぎるほど食べてしまうとかえって、
体を冷やしてしまうかもしれません！どうぞご注意を！

唐唐唐唐唐辛辛辛辛辛子子子子子子ははははははははカカカカカカラララララララダダダダダダダををををををを温温温温温温温温めめめめめるるる？？？冷冷冷冷冷冷冷冷ややややややすすすすすす？？？？？？？？

辣油とごま油が効いた四川風の
味わいのビーフンを生野菜と一緒
に。◎ビーフンと肉味噌のスパイ
シーサラダ/100g ￥368（税込）

花椒、にんにく、辣油が香る甘辛
ソースで甘鯛を味わう。ピーナッ
ツがアクセント。◎甘鯛の甘辛麻
辣ソース/100g ￥486（税込）

マイルドな辛みが特徴のこちらのメニューもどうぞ！＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞



■融合　初春②リーフレット中面　仕上がり A5 ・4c

シビれる辛さ
四川風麻婆豆腐 白子添え
100g ￥540（税込）

冬冬冬冬冬冬冬冬冬のののののののカカカカカカカカラララララララダダダダダダダダダににににににににううううううれれれれれれれれししししいいいいいいいい、、スススススパパパパパパパパイイイイイイススススス＆＆＆＆野野野野野野野野菜菜菜菜菜菜菜ののののののの力力力。

カラダをあたためてくれる野菜たち。

唐辛子の辛さだけでなく、花椒（ホァジョー）
の痺れるような辛さが両方しっかりと味わ
える麻婆豆腐が登場。黒豚のミンチに、豆板
醤、豆鼓醤（トウチジャン）を加え、コクと旨み
のある辛味に仕上げました。辛味でいっぱい
になる口の中を、衣を付けて揚げた白子の
甘みでマイルドに。
ほかほかの白いご飯と一緒に味わうと、お
米の甘みと麻婆豆腐の辛みが際立ち、食事
がどんどん進みます！この味、ぜひ一度お試
しください！！

まずは、代表的なものとして「唐辛子」を使用したメ
ニューをご紹介。唐辛子の辛み成分である「カプサイ
シン」は血行を良くし、体の温め効果があると言われ
ています。カプサイシンは、熱に強く油によく溶けるた
め、炒めて香りを出してから調理するのがコツです。

冬の寒さが厳しくなる2月。体の「冷え」は冬の
時期だけではなく、年中気になっている人もい
るほど、現代の女性の悩みの一つではないで
しょうか。
体の冷えがもたらす影響として、免疫力の低
下や新陳代謝が悪くなり肥満や肌や髪の乾
燥といった美容への悪影響等があると言わ
れています。
そんな女性の大敵である冷えを防ぐ対策とし
て、食事もそのうちの一つ。体への温め効果が
あるものを積極的に取り入れ、体の内側から
温めていく工夫をしていきましょう！
「アジアン・サラダ 融合」の温め効果があるス
パイスと野菜を使用したメニューも、ライフス
タイルに合わせてぜひご活用ください。Chilli

　Pepper

Pick Up Menu

Warm You Up! Warm You Up!  - Vegetable -- Vegetable -
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// / / / / / / / //

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////// /

Avocado

Ginger

Carrot

Onion

アボカドに含まれる「ビタミ
ンE」は、強い抗酸化作用を
持つのが特徴。血行を促す
効果があり、体を温めると
されています。

体を温める食材といえば・・・で今や
代表的な生姜。熱を加えることで生
まれる「ショウガオール」と呼ばれる
成分が血行を促し、体を温める働
きがあると言われています。

人参の代表的な成分である「カ
ロテン」は、体内で必要に応じビ
タミンAに変わります。ビタミンA
にも抗酸化作用があり、冷えに
よって滞る血流を改善すると言
われています。

玉ねぎの香り成分である「アリ
シン」は、血行促進や疲労回復
に効果があると言われていま
す。アリシンは熱に弱い性質な
ので、生食がおススメです。

衣を付けて香ばしく揚げた牡
蠣を生姜が効いた醤油ベース
のソースで絡めて。◎広島県産
牡蠣の甘辛生姜ソース/100g 
￥692（税込）

Pick Up Menu
新玉ねぎのみずみずしさと甘
みをベトナム風の味わいで。◎
静岡県産新玉ねぎと香味野菜
のサラダ（ヌクチャム付）/100g 
￥368（税込）

Pick Up Menu
アボカドと海老をバジルとレ
モンが香る爽やかな味わい
のマヨソースで。◎海老とア
ボカドのバジルマヨネーズ
/100g ￥594（税込）

Pick Up Menu
りんご酢の柔らかい酸味に、ド
ライフルーツの甘みがアクセ
ント。◎五香粉香るナッツと人
参の中華風マリネ /100g 
￥399（税込）

唐辛子を使用したメニューは裏表紙でもご紹介！

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2/11～販売 2/25～販売
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Warm You Up! 
冬のカラダにうれしい、スパイス＆野菜の力。

一年の中でグッと気温が冷え込むこの時期。
「アジアン・サラダ 融合」では体を温めると言われる

スパイス＆野菜を使ったメニューをご紹介。
「冷え知らず」な毎日を目指しませんか？

■融合　初春②リーフレット　オモテ面　仕上がり A5 ・4c

◎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（2016年2月9日～2016年3月2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。◎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。

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

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

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

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

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

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

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

髙島屋名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-4
ジェイアール名古屋タカシマヤ店 B1Fリーフレット有効期限：2016年3月2日

 F/Asia 配布
アジアン・サラダ融合　店舗一覧

アジア料理とひとくくりに言っても、アジア地域の広さを考えるとその料理
は多種多様。韓国のような寒さの厳しい地域でも唐辛子を使った料理が食
べられていますが、タイのような暑さの厳しい地域でも同じように食べられ
ています。「あれ？唐辛子は体を温める効果じゃないの？？」と疑問が湧いて
くると思われますので、ここで少し解説！
みなさんも辛いものを食べた時に汗をかいた経験があるかと思いますが、
この発汗こそがポイント。寒い時に食べると運動している時のように体が
温まり、暑い時に食べると汗が蒸発し体の表面温度を下げ涼しくしてくれ
るという働きがあるようです。
ですので、体を温めたい時は汗をかきすぎるほど食べてしまうとかえって、
体を冷やしてしまうかもしれません！どうぞご注意を！

唐唐唐唐唐辛辛辛辛辛子子子子子子ははははははははカカカカカカラララララララダダダダダダダををををををを温温温温温温温温めめめめめるるる？？？冷冷冷冷冷冷冷冷ややややややすすすすすす？？？？？？？？

辣油とごま油が効いた四川風の
味わいのビーフンを生野菜と一緒
に。◎ビーフンと肉味噌のスパイ
シーサラダ/100g ￥368（税込）

花椒、にんにく、辣油が香る甘辛
ソースで甘鯛を味わう。ピーナッ
ツがアクセント。◎甘鯛の甘辛麻
辣ソース/100g ￥486（税込）

マイルドな辛みが特徴のこちらのメニューもどうぞ！＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞


