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通販本部

ヤマモリ 検索

本格タイカレーを味わうには、タ
イ米は欠かせません。
タイ米は長粒米と呼ばれ、日本
のお米に比べパラパラしている
のでスープカレーの様にさらさら
しているタイカレーとの相性は
抜群です。

タイカレーはタイ米で！！

タイ料理はスプーンとフォークで！！

タイでは普段、ごはんとカ
レーを一緒に盛り付ける事は
しません。
自分用に盛り付けたごはん
に、少しずつカレーをかけて
食べます。
みんなでシェアして食べる事
で色々な味が楽しめるので、

「家族で食べる時」「友人と食
べる時」などにお勧めです。

シェアして
色々な味を楽しむ！！

バイマックルート（こぶみかんの葉）とプ
リッキーヌ（唐辛子）は、取り除いてから
お召し上がり下さい。
なぜ、食べない物がカレーの中に入って
いるかと言いますと、バイマックルート
は、独特な風味が特徴のハーブで、香り
付けに欠かせません。プリッキーヌも丸
ごと入れる事で、刺激的な辛みがでます。
新鮮なハーブをきちんと使っているからこ
そ、本場の味に仕上がっているわけです。

なくてはならない名脇役！！

「タイカレー」食べ方のススメ。
タイ料理は、右手にスプーン、左手にフォークを持ち
食べます。
スプーンはナイフかわりに使い、フォークは具を突き刺
して使うのではなく、スプーンで料理をすくう際に、支
えとして使います。カレーを食べる時も、フォークを使
えば、パラパラのタイ米も上手にすくう事が出来ますよ。

通販限定セット販売
期間限定で送料無料

タイカレー食べ比べセット
グリーンカレー　　200ｇ×１個
バンコクキッチングリーンカレー
　　　　　　　　　200ｇ×１個
イエローカレー　　200ｇ×１個
レッドカレー　　　200ｇ×１個
蟹と卵のカレー　　200ｇ×１個
マンゴーカレー　　200ｇ×１個

味も辛さもいろいろ、どれもクセになるタイカレー。
本場の味を手軽にお楽しみください！

通常2,016円（税込）＋送料525円のところ
送料無料特別価格  1,920円（税込）

通常2,108円（税込）
＋送料525円のところ
送料無料特別価格  
2,000円（税込）

30食ケースパック

人気のタイカレーとタイ米セット

グリーンカレーセット
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）

特別価格：525円（税込）

各1ケース（30食）まとめ買い
　種　類：タイカレー5種類、タイスープ2種類
　　　　　ガパオごはん（1食346円の商品）×各30食

　　特別価格：9,000円（税込）
　　　　　　（通常価格10,380円）

お買い得パック

「タイカレー人気 4 品」と
「タイ香り米」セット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
　　　　　  タイ香り米170g×4（レンジ用パック）

特別価格：2,000円（税込）

「タイカレー人気4品」と
「タイ香り米」セット②

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
　　　　　  タイ香り米170g×4（レンジ用パック）

特別価格：2,000円（税込）

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。

特別送料無料

　　業務用タイカレーグリーン  200g×8食
　　特別価格：2,400円（税込）

　　業務用タイカレーレッド  200g×8食
　　特別価格：2,400円（税込）

　　業務用タイカレーイエロー  200g×8食
　　特別価格：2,400円（税込）

※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。

送料無料特別価格  1,800円（税込）

クリスマスや女子会、
友人を集めてのパーティーなどに便利。

タイ料理手作りセット詰合せ
手作りグリーンカレーセット　１個
手作りトムヤムクンセット　　１個
手作りタイ焼そばセット　　　１個
手作りタイ春雨サラダセット　１個
タイ料理合わせ調味料
　鶏肉のバジル炒めの素　　　１個
タイ料理合わせ調味料
　蟹と卵のカレー炒めの素　　１個

身近な食材で手軽にできる
「本格タイフード」を始めませんか？

特別送料無料

タイ香り米は「世界版
の魚沼コシヒカリ」と
いっても過言ではあ
りません。
自然の甘く香ばしい
香りが特長で、ジャ
スミンライスの愛称
で親しまれています。
タイ東北部の限られた水田でのみ生産さ
れており、一般のタイ米に比べて生産量
が少なく高価ですが、その美味しさゆえ、
タイ料理店はじめ世界各地のさまざまな
ジャンルの料理店で愛用されています。
ヤマモリでは、タイ香り米のNo１老舗メー
カー・チアメン社の「ゴールデンフェニッ
クス」ブランドの香り米を販売しています。

◆ タイ香り米 ◆

okada
画像



手作り本格タイフードを始めませんか
本格タイ料理があっという間に簡単に作れます。
夕食で、パーティーで、メニューアレンジして、手作りする醍醐味をお楽しみください。

家庭では作れない本格ソースが決め手

タイ料理手作りセット グリーンカレー

鍋に油を入れ、鶏肉を表面の
色が変わるまで炒めます。

① ② ③

用意するもの（2 〜 3人前） 
◦鶏肉…………200g（一口大に切る）
◦なす…………1本（100g）（一口大のサイコロ状に切る）
◦しめじ………1/2パック（約50g）（石づきを取って、小房にわけておく）
◦牛乳…………1/2カップ（100cc）
◦油……………大さじ1
◦水……………1/2カップ（100cc）

濃縮カレーソースと牛乳、水、
こぶみかんの葉を加え、ひと
煮立ちさせます。

しめじ、なすを加え弱〜中火
で煮込み、具材に火が通った
ら出来上がりです。

作り方

調理時間 10分

タイ料理手作りセット タイ春雨サラダ

鍋にお湯を沸かし、春雨を約4
分ゆでます。ゆで上がったらザ
ルにあけ水をきっておきます。

① ② ③

用意するもの（3 〜 4人前） 
◦えび…………中5尾（背中から包丁を入れ背わたを取り、ゆでておく）
◦セロリ………1/2本（約50g）（茎は斜め薄切り、葉は一口大に切り、水にさらす）
◦赤玉ねぎ（普通の玉ねぎでも可）
　………………中1/4個（約50g）（薄切りにし、水にさらす）
※お好みで細ねぎや豚ひき肉、きくらげを加えてもおいしくお召し上がりいただけます。

春雨、えび、セロリ、赤玉ね
ぎをボウルに入れ、専用サラ
ダソースを加えます。

②をボウルの中でよく混ぜ合
わせたら出来上がりです。

作り方

調理時間 5分

タイ料理手作りセット タイ焼そば

フライパンに水1
カップ （200cc）
を入れ、沸騰した
ら米麺を加えてふ
たをして弱火で２
分ゆでます。 ふたをとり、 水気

がなくなったら油を
加え全体を絡め、
えびを加えて、中
火で炒めます。

えびに火が通った
ら、 専用ソースを
加え、全体に絡む
ように炒めます。

にら、もやしを加
え、さっと火が通
る程度に軽く炒め
ます。

フライパンの中身を
端によせて、 溶き
卵を加えます。 卵
に火が通ったら全体
に混ぜ合わせて出
来上がりです。

①

②

③

④

⑤

用意するもの（2 〜 3人前） 
◦えび…………中3尾
（背中から包丁を入れ、背わた
を取っておく）

◦にら…………1/3束（約30g）
　（5cm幅に切る）
◦もやし………1/2袋（約100g）
◦卵……………1個
　（溶かしておく）
◦油……………大さじ2
※お好みで厚揚げや豚肉を加えて
もおいしくお召し上がりいただ
けます。

作り方

調理時間 10分

ハーブ付

タイ料理手作りセット トムヤムクン

用意するもの（2 〜 3人前） 
◦えび…………中6尾（背中から包丁を入れ背わたを取り、ゆでておく）
◦しめじ………1パック（約100g）（石づきをとって、小房にわけておく）
◦水……………2カップ（400cc）

鍋に水とこぶみかんの葉を入
れてひと煮立ちさせ、香りを
出します。

① ②

濃縮スープとえび、しめじを加
えて弱〜中火で煮込み、具材に
火が通ったら出来上がりです。

作り方

調理時間 10分

ハーブ付
春雨付

夫婦二人とも、タイフード好きです。タイ料理の手作りセットを使えば、本格的なタイ料理が簡単に作れ、夫婦で楽しめるので重宝しています。
女性30代

お客様の声
お友達を呼んでのホームパーティーで、中華や洋食では当たり前
すぎる。タイ料理の手作りセットを使えば、本格的なタイ料理が
簡単に作れ、お友達が来た時に“どうだ”と自慢出来ます。

女性40代

お客様の声

タイ料理でいつもと違うホームパーティーに。

本格タイフードを作って、みんなに自慢しましょう。2 ～ 3 人分が簡単にできるので便利
普段の夕食の1 品としても人気ですよ。

トムヤムクン手作り
セットに春雨を加え
たら、タイの麺料理
トムヤムヌードルの
完成です。

グリーンカレー手作り
セットになすやしめじ
の他、カボチャやパプ
リカなど、色々な野菜
を加えたら、ヘルシー
なグリーンカレーの完
成です。

夕食で ホームパーティーで

お好みでアレンジ
手作りセットなので、
メニューアレンジが
簡単に楽しめます。

ベジタブル
グリーンカレー

トムヤムクン
ヌードル

米麺付

写真は、グリーンカレー手作
りセット、

タイ焼そばセット、タイ春雨
サラダセット、

おいしいスイートチリソース
を使用。

写真は、鶏肉のバジル炒めの素、トムヤムクン手作りセット、

タイ春雨サラダセットを使用。
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