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Coming of Spring !
アジアンフードでテーブルに春を。

3月に入り、景色も気分もグッと春めいてくるこの季節。
新しい季節を感じられるような

今が美味しい食材や彩り豊かなメニューをご紹介。
毎日の食卓にアジアンフードで感じる春をどうぞ！

■融合　春①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3月3日～2016年3月30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。（海鮮パリパリ包み揚げを除く）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30日

 F/Asia 配布
アジアン・サラダ融合　店舗一覧

プライムビーフのロースト
黒胡椒ソース
プライムビー
黒胡椒ソース

アメリカン・ビーフの最高等級「プライム」を
コクのある中華テイストソースで。

100g ￥999（税込）

最高等級「プライム」をアメリカン・ビーフの最
ストソースで。コクのある中華テイス

食べて納得のジューシーな旨みを持つプライムビーフ。アメリカン・ビーフの最高
等級に値し、全体の数パーセントしか採れない希少性の高い味わいとなります。
ビーフの旨みをさらに引き立たせるソースには、豆鼓醤やマデラ酒で旨みとコクを
プラスした醤油ベースの黒胡椒ソースを。添えたじゃがいも、きのこ、菊菜の付け
合わせも相性抜群です。特別な日の食卓を彩る一品にいかがでしょうか。
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■融合　春①リーフレット中面　仕上がり A5 ・4c

ニョクマムで味付けした筍をわさ
び菜と大葉、ハーブドレッシングと
一緒に。ドレッシングには、バジル、
パクチー、ディルを加えて。
◎ハーブと愉しむ 筍とわさび菜
のサラダ（アジアンハーブドレッシ
ング付）/100g ￥497（税込）

シャキシャキ野菜をクルッとライ
スペーパーで包んだ生春巻き
はフィンガーフードに最適！ヘル
シーな女子会におススメ。　　
◎サーモントラウトとアボカドの生春
巻き（ヌクチャム付）/1個 ￥540（税込）
◎ベトナム風 海老のサラダ生春
巻き（アジアンスイートチリソースor
ヌクチャム付）/1個 ￥540（税込）

そんな時は「ソフトシェルクラブ」は
いかが？蟹の旨みをレモングラス
やこぶみかんの葉が香るスパイ
スパン粉でさっくりと。
◎蟹の香ばし揚げ ソフトシェル
クラブ/100g ￥972（税込）

トムヤムペーストの鮮やかなオレン
ジ色がテーブルのアクセントに！ほ
どよい辛みと酸味、ハーブの香りが
効いた、クセになる味わい。
◎トムヤムクン焼きそば/1パック 
￥616（税込）

春が旬と言われているクレソン。別
名「オランダガラシ」とも言われ、そ
の独特のほろ苦さと2種のマスター
ドを使ったドレッシングが相性抜
群。単調になりがちな食卓に1品加
えるとGood！
◎クレソン＆セロリと蒸し鶏のサラ
ダ（中華風マスタードドレッシング
付）/100g ￥454（税込）

Coming of Spring !Coming of Spring ! Coming of Spring !Coming of Spring !

香ばしく仕上げた合鴨と茄子。蜂
蜜、黒胡椒、五香粉などで味付け
したナッツがアクセントに。甜麺醤
のコクが好相性。
◎合鴨ローストと茄子のサラダ
（甜麺醤入りドレッシング付）
/100g ￥648（税込）

彩り華やか！
テーブルの主役に！1

季節の食材で
テーブルを春色に！1

カラフルな色合いで
見た目にも美味しさを！1

少し変化をつけるなら
季節のハーブをプラス！2

手軽に野菜を
摂るならコレ！2

インパクトのある
揚げものが欲しい！3

海老や帆立、くわい等の食感と皮
のパリパリ感が愉しい一品。思わ
ず手が進んでしまうスイートチリ
ソースと一緒にどうぞ。
◎海鮮パリパリ包み揚げ（アジア
ンスイートチリソース付）/100g  
￥411（税込） 

楽しいおしゃべりには
おつまみがマスト！2 もちっとした食感は

全体の味のアクセント！

豚肉、ビーフン、もやし等の具材を
モチモチのライスペーパーで包
んで。ベトナムの魚醤「ニョクマ
ム」を使用した甘めのソースは、ご
はんにもお酒にもぴったり。
◎海老入りバンクン（ニョクマム
だれ付）/1個 ￥486（税込） 

3 箸休めには
さっぱりテイストを！

みずみずしい新玉ねぎと甘酸っ
ぱいヌクチャムで軽やかな味わ
い。透明感のある彩りで爽やかな
春の風をテーブルに。
◎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）
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アジアンフードでテーブルに春を。
暖かい気温に、色づく街の景色。

春が近づくにつれて、ウキウキとした気分になりますね。
おうちで家族みんなで囲むテーブルも、

「アジアン・サラダ 融合」のメニューを活用すれば
簡単に春色のパーティテーブルに変身！
食卓からも春を楽しんでみては？！

for Family Partyfor Family Party
ファミリーの食卓にファミリーの食卓に

for Girfor Girl’s Night outs Night out
女子会の食卓に女子会の食卓に

for Couplfor Couple’s Lunchs Lunch
ふたりの食卓にふたりの食卓に

女子会の主役は食べものよりも「おしゃべり」？！
ガールズトークに花を咲かせるお供も

季節を意識したいところ。
春色サラダをメインに、おつまみメニューをどうぞ。

簡単に済ませたい休日のランチなど、
ちょっとした食事にも春を感じてみませんか？
彩りや季節の味わいを手軽にチョイス！

3/16まで販売

3/16まで販売
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