通 販限 定

通販にてヤマモリタイダンスシリーズを5,000円以上お買い求めの方に

タイフードプレゼントキャンペーン

「タ イ カ レ ー の 歌 CD」1 枚か
「NARAYAのハンカチ」2 枚がもれなくもらえます。
※詳しくはヤマモリショッピングサイトをご覧になるかフリーダイヤルにてお問い合わせください。
※プレゼントはおひとり様1回までとさせていただきます。
※プレゼント品にご希望がある場合は、ご注文の際にお申し付けください。
ショッピングサイトご利用の場合は、備考欄にご記入願います。
先着
名様
10月1日ご注文分から

100

＜ヤマモリタイダンスシリーズ＞

非売品
オリジナル
SONG

タイカレーの歌
CD1枚

タイブランド
ハンカチ

NARAYAの
ハンカチ
2枚

「グリーンカレー」
のパッケージを解剖する。
タイの現地生産
ならではのこだわり

新商品情報

本 格派タイフードセット

おいしい
スイートチリソース

ライム果汁入りなので爽やかな風味が味わえる
スイートチリソース。
すっきりした甘さとローストガーリックの旨み
で唐揚げや生春巻きはもちろんソースとして色々
なメニューに使えます。

タイ産 のやわらかくてジューシーなフ
レッシュチキンを使用。深いコクと高品
質なココナッツミルク。またタイ料理に
かかせない新鮮なハーブやスパイスはタ
イ国内の契 約農 家から届けられます。
タイ現 地生産なので、実現できるこだ
わりです。

とは
Yamamori タイダンスは、
｢家庭で手軽に本格的なタイ料理が楽しめる｣が
ブランドコンセプト。
タイフードと言えば｢yamamoriタイダンス｣と
認知していただけるように、
このマークはヤマモリの
タイフード全品につけています。

180g

268円（税込）

こんな
スイートチリソースが
あったらうれしいを
商品にしました！

セット内容：グリーンカレー×1、イエローカレー×1、レッドカレー×1
マンゴーカレー×1、蟹と卵のカレー×1、トムカーガイ×1
バンコクキッチングリーンカレー×1
トムヤムクン×1、ガパオごはん×1、スイートチリソース×1
グリーンカレーラーメン×2、トムヤムラーメンエビ×2
タイ香り米170g×7
（レンジ用パック）

特別価格：

マヨネーズ和えもおすすめ

5,000円（税込）

人気のタイカレーとタイ米セット
「タイカレー人気 4 品」
と
「タイ香り米」
セット①

「タイカレー人気 4 品」
と
「タイ香り米」セット②

グリーンカレーセット

特別送料無料

2,000円（税込）

特別価格：

特別価格：

2,000円（税込）

ハーブとスパイスが
タイ料理の決め手

セット内容：グリーンカレー×1
タイ香り米170g×1
（レンジ用パック）

セット内容：グリーンカレー×1、イエローカレー×1 セット内容：グリーンカレー×1、イエローカレー×1
レッドカレー×1、蟹と卵のカレー×1
レッドカレー×1、マンゴーカレー×1
タイ香り米170g×4
（レンジ用パック）
タイ香り米170g×4
（レンジ用パック）

特別価格：

525円（税込）

こぶみかんの葉、 パクチー、 バジル、
レモングラス、唐辛子などのハーブとス
パイスはタイ料 理には欠かせません。
香り付けに使う事が多いのですが、最
近ではハーブの薬効が話題になっていま
す。イラストに使っているHerb&Spiceは、
一番左から「プリッキーヌ
（小唐辛子）
」
「バイマックルート
（こぶみかんの葉）
」
「ホムデーン
（赤小たまねぎ）
」
「ガラン
ガー
（しょうが）
」
「プリッキーヌ」
、そし
て横に長いのが
「レモングラス」
です。

※レッドカレー・イエローカレー・蟹と卵のカレーのセットもあります。

お買い得パック

3 0 食ケースパック

業務用タイカレーグリーン 200g×8食

2,400円（税込）

特別価格：

業務用タイカレーレッド 200g×8食
特別送料無料
外箱が付いていないレストランユース業務用
商品を8食パックにしました。ヤマモリタイ
カレーをお買い得にお求めいただけます。

2,400円（税込）

特別価格：

業務用タイカレーイエロー 200g×8食

2,400円（税込）

特別価格：

類：タイカレー6種類、タイスープ2種類
ガパオごはん
（1食346円の商品）×30食

9,000

特別価格：
円（税込）
（通常価格10,380円）

この他さまざまなセット商品がございますので、詳しくはショッピングサイトをご覧ください。

通販本部

ヤマモリ

検索

〒515 - 8513 三重県松阪市大口町字新地1672−7

7 0120 - 800 - 910 FAX. 0598 - 51 - 4649
ホームページ http://www.yamamori.co.jp/
ショッピング http:// 0120 - 800 - 910 .com/
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保存料は
使用していません。

各1ケース（30食）まとめ買い

種

モンドセレクション
金賞受賞
2009年に初めてモンドセレク
ションに出 展し、金 賞を受賞、
その 後2012年まで4年 連 続 で
「金賞」を受賞しています。タイ
料理のジャンルでは唯一のモン
ドセレクション4年連 続 金賞受
賞。世界が認めた味と品質の
「グ
リーンカレー」です。

タイのベンジャロンの
器に盛り付け。
カレーが盛り付けてあるのは、タイのベン
ジャロン焼きです。ベンジャロンの語源は、
５色の（多色の）という意味でタイ王室専用
に作られている高級磁器です。調理写真の
真ん中のプリッキーヌ（緑唐辛子）と右上の
バイマックルート（こぶみかんの葉）は本来
は食べませんが、調理の時の香り付けや風
味付けに使いますので、カレーを食べる時
はこれらを取り除いていただきます。

本品はレトルトパウチ食品で、保存料を
使っておりません。また側面の原材料
表示の欄を見ていただくと、使用原料
が少なく化学調味料や香料、着色料な
どの食品添加物の類が使われていない
事がわかると思います。本品は、より
現地の味にちかづけるべくシンプルな配
合にしてあります。
原材料名

ココナッツミルク、鶏肉、なす、
カレーペースト、ナンプラー、
大豆油、砂糖、バジル、
唐辛子、こぶみかんの葉

グリーンカレーができるまで
農

THAILAND

タイ国の新鮮なハーブ・スパイス、鶏肉などの材料を
手切り、手詰めで調理し、本格タイ料理を作っています。

園

タイの自社工場で作り出される
高品質で本物の美味しさを紹介します。

洗浄・原料加工

包

海上輸送（日本へ）

装

「材料を包丁で
丁寧に切ります」

Siam Yamamori Inc ／サイアムヤマモリ株式会社
ヤマモリの100 % 出資によりタイ国に設立。日本のヤマモリと同
じ生産設備、製造技術、そして品質管理を導入したレトルトパウチ食
品の製造工場です。HACCP や ISO 9001の認証を取得し、日本人マ
ネージャーのもとお客様に安全で安心してお使いいただける商品を作
り、タイ国内及び日本のマーケットに輸出をしています。

調

理

鶏肉

お店へ

タイなす

JAPAN
ご家庭へ

ナンプラー

タイなす

ココナッツミルク

カレーペースト

緑唐辛子

「大きな釜で調理します」

パウチにソースと具材を入れたあとや、レトルト殺菌を
してパッケージに包装されるまでの間には、金属検出機や
X 線異物検査機などで、商品の中身に異物がないかなどの
厳重なチェックを何度にもわたって行います。

鶏肉

こぶみかんの葉

パウチ
充填

充

殺

スズメナス

菌

「大きめの具材は
直接パウチに
入れます」

「100℃以上で
加圧・加熱
殺菌します」
お客様の声

同僚に勧められ、今日
「タイカレー・グリー
ン」を食べました !
本当に美味しくて思わ
ずメールをしてしまい
ました !
基本的にレトルト食品
は苦手で、あまり期待
していなかったのです
タイ料理のレストラン
が…
にも負けない味に感動
しました。開発された
感謝致します。充実し
方々に
たランチタイムでした
。ありがとうございま
す !!

シール
で密封

填

50歳女性

初めて御社のタイカレ
ー（レッド）
を食べました。辛いな
ぁと思いつつも鶏
肉の柔らかさや鮮やか
な香辛料の香りにとて
も満足しました。これ
機会があれば友達に勧
からも
めたいと思います。あ
まりにおいしかったの
伝えさせていただきま
で、お
した。ありがとうござい
ました。おいしかった
です！

ヤマモリ Thai Food History
2000 年 2001 年 2002 年

2003 年
❖ヤマモリ
タイカレーラッ
ピングバスが都
内を走る。

❖タイカレー発売
21世 紀 が 始 ま っ た2000年1月、
タイ国の現地レトルト工場で、タイ
カレー 3品（グリーン・レッド・イ
エロー）製造、4月には日本に輸入
され、国内のスーパー・コンビニで
販売を開始しました。この商品のレ
シピ開発に際しては、ヤマモリの開
発スタッフが、タイ・バンコクの料
理学校に長期間通い、タイカレーの
基本を学んでから現地でレシピ開発
に取り組みました。当時のパッケー
ジではタイ語を大きく表記し、タイ
現地生産の輸入品であることを強調
しています。

❖「トムヤムクン」
「蟹と卵のカレー」
発売。
4月9日東京のタイ王国大
使館公使公邸の庭園で、首
都圏の食品流通・外食のお
客様をご招待し「タイ料理
の夕べ」を開催、その後も
毎年春先に開催しています。

2004 年
ヤマモリタイカレーの歌
音楽でヤマモリタイカレーを覚
えてもらおうと、ヤマモリ社員が
作詞をし、ジャズピアニストの水
原ひろこ先生に補作詞・作曲をお
願いしてできあがったのが「ヤマ
モリタイカレー」の歌です。タイ
フェスティバルやスーパーでのイ
ベントの時などに一日この曲をか
けて盛り上げます。タイカレーの
試食に並んでいるお客様も近くを
歩いているお客様も思わずリズム
をとり、一度聞いたら忘れられな
い歌となっています。歌っている
のは、社員と当時のタイ人留学生
（女性）
。CD は非売品ですが、ホー
ムページで曲を聴く事が可能です。

女性

2005 年

2006 年 2007 年
名古屋市内にヤマモリ直営のタイ料理
レストラン「サイアムガーデン」がオー
プン。タイの著名な料理研究家の指導の
もと一流レストランで腕を磨いた経験豊
富なシェフたちがタ
イ料理の持つ本来の
美味しさを伝えてい
ます。建物は、もと
シャム国（現在のタ
イ）領事館が置かれ
た事もある国の登録
有形文化財です。

❖トムヤムラーメン（えび味 ･ ポーク味）
発売。
❖「タイフェスティバル in 名古屋」がこの
年の夏、名古屋テレビ塔下で始まる。
ヤマモリを中心とした名古屋
のタイ関係会社 ･ 団体で組織し
た実行委員会で運営、今年は８
回目となり、12万人のお客様が
集まりました。

2008 年

2009 年

❖「タイ焼そばの素」
「タイ春雨サラダの素」
発売。

2010 年

2011 年

2012 年

❖ NIKKEI プラス１で
❖ヤマモリタイフード
ファンの為の情報ツール
「ヤマモリグリーンカレー」
「タイダンスCafé」
が1位に！
スタート

❖モンドセレクション
金賞受賞。
こ の 年 初 め て「 グ リ ー ン カ
レー」を出品して、金賞を受賞。
2009 ～ 2012年と4年連続し
て金賞受賞。
「マンゴーカレー」
は2009年 ～ 2011年 と3年 連
続金賞を受賞しています。

❖「マンゴーカレー」
発売。

日本経済新聞、土曜日の別刷り
「NIKKEI プラス１」なんでもラン
キング「夏に食べたい ぜいたくレ
トルトカレー」で「ヤマモリグリー
ンカレー」が１位になりました。
2010年6月5日（土）朝刊。

❖「タイカレー鍋の素
（グリーン・レッド）」
発売。

春先より「タイダンス Café」リー
フットをタイカレー全品のパッ
ケージに入れ、秋口には Web で
も「タイダンス Café」サイトを始
めました。イラストレーター・お
おのきよみさんのイラストやタイ
料理研究家・長澤恵さんのアレン
ジレシピなどヤマモリタイフード
が、より身近におしゃれに感じられ
る情報ツールとして好評です。

❖朝日新聞レトルトカレー売れ筋拝見で
「ヤマモリグリーンカレー」が1位に、
「ヤマモリイエローカレー」が7位に。
朝日新聞土曜日朝刊「Be」
（別刷り）
、売
れ筋拝見「レトルトカレー」の2012年の5
月の成城石井の売上高ランキングより。

リーフレット

Web ページ

❖「グリーンカレー手作りセット」
「トムヤムクン手作りセット」
「グリーンカレーラーメン」
発売。

❖「おいしいスィートチリソース」
発売
❖タイフードシリーズ、パッ
ケージデザインの見直し

