タイダンス トピックス

【評価コメント】
「辛さと甘さのバランス
が高評価のヤマモリのグ
リーンカレー。タイ茄子
やこぶみかんの葉など、
本場の具材がしっかりと
入っているだけでなく、
ルーもタイの味と思える
ほどで、3人とも合格点
を付けた。

雑誌「モノクロ」2014年1月号のヒット商品辛口採点簿「タイ
人も認めるグリーンカレーがこれだ！」コーナーにて、「高
い評価を得るレトルトカレーの王道」としてタイダンスグ
リーンカレーが取り上げられました。
各社タイカレーをタイ人の方が、辛さの質、甘さの質、具
材の3点を評価し、タイダンスグリーンカレーは「◎」と最高
評価でした。

定

期間限

タイカレー
HOT つけ麺セット

タイラーメン
ナンプラーセット

ココナッツミルク
手作りセット

洗練された本場の味を
ヤマモリのタイ料理レストラン
「サイアムガーデン」
で
タイ料理の文化を日本に伝え続けてきたヤマモリ。ご家庭で本格タイ料理を楽しんでいただく
「タイダンスシリーズ」
は、おかげさまで多くのファンの方にご愛好頂いています。
そのヤマモリがタイ料理レストランも運営している事はご存じでしょうか。
今年で10周年を迎えた名古屋・納屋橋にある
「サイアムガーデン」
をご紹介いたします。

歴史ある空間で
心ゆくまで楽しむ
名古屋の中心、堀川・納屋橋のたもとでこの街の歴史を見守っ
タイフードの手作りセットとココナッツミルクを
セットにしました。
ココナッツミルクを使えば、さらに本格的な味わ
いになります。

てきた、国の登録有形文化財「旧加藤商会ビル」。古くはタイの

2014年8月末までの期間限定特別セット。
タイカレーとそうめんの新しい食べ方をお楽し
み下さい。

タイラーメン4種とナンプラーをセットにしました。
ラーメンにナンプラーをちょっと入れるだけで、
さらにタイテイストになります。

グリーンカレー200g×1、レッドカレー200g×
1、イエローカレー200g×1、名代そうめん缶
185g×2、三重の味そうめん300g×2

トムヤムラーメンエビ味×2、トムヤムラーメン
ポーク味×2、タイラーメンチキン味×2、タイ
ラーメングリーンカレー味×2、ナンプラー×1

通常価格 1,836円（税込）のところ

通常価格 1,820円
（税込）
のところ

通常価格 1,176円
（税込）
のところ

味・酸味とバランスの取れた香り、暖かな気候が育てる豊かな

特別価格：

特別価格：

特別価格：

食材の数々に多彩なハーブとスパイスを用いた、美味しいだけ

1,600円（税込）

グリーンカレー手作りセット×1、トムヤムクン
手作りセット×1、ココナッツミルク×1

1,600円（税込）

1,000円（税込）

領事館もおかれていたこの美しい洋館にヤマモリが運営するタ
イ料理レストラン「サイアムガーデン」があります。タイ人シェ
フがつくる本格的メニューで、絶妙に組み合わされた甘味・辛

でなく身体にも良い健康的なタイ料理を提供しています。一皿
一皿の盛り付けも大切にした「おもてなしのタイ料理」を、お楽
しみ頂けます。

人気のタイカレーとタイの香り米セット
「タイカレー人気 4 品」
と
「タイの香り米」
セットA

「タイカレー人気 4 品」
と
「タイの香り米」セットB

グリーンカレーセット

セット内容：グリーンカレー×1
タイの香り米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
タイの香り米170g×4
（レンジ用パック）
タイの香り米170g×4
（レンジ用パック）

特別送料無料

特別価格：

2,700円（税込）

特別価格：

2,700円（税込）

特別価格：

650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。

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：

各1ケース（30食）まとめ買い

種

ヤマモリ

検索

シェフはタイ料理のシェ
フとして 訓 練を 受 け、
経験を積んでいること。
タイ香り米をはじめ、タ
イ調味料をなるべく多く
使用していること。
さらに、ハイレベルの品質管理、サービス
や雰囲気といった厳しい条件をクリアした
店舗が ｢タイ･セレクト｣ として認定されて
ます。サイアムガーデンは、2006年に認
定されています。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

サイアムガーデンが監修した
「いちばんやさしい タイ料理」
本が全国発売
イタリア料理、フラ
ンス料理に続き、成
美堂出版から6月
末日にタイ料理の
本が発売されます。
基本レシピがわか
りやすく紹介され
る料理本で、その監修としてサイアムガー
デンが指名されました。是非とも、全国の
書店にてお買い求めください。

サイアムガーデン
愛知県名古屋市中区錦1-15-17
旧加藤商会ビル1F
☎052-222-8600
詳しくはHPをご覧ください。
HP：http://www.siamgarden.jp

9,500円（税込）

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/
2014年 ■ 月 ■ 日発行

タイ国政府認定
「タイ･セレクト」
レストラン

◆

通常価格 10,680円
（税込）
のところ

特別価格：

〒515 - 8513 三重県松阪市大口町字新地1672−7

Hot News

◆

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356円の商品）×30食

送料に関してはショッピングページをご覧ください。
商品情報は2014年6月1日現在のものになります。

通販本部

◆

東京のおいしいタイ料理店はココ!!

バンコクキッチン
本場タイ人の一流シェフによる本格タイ料理をスタイリッ
シュに楽しむことができる
「バンコクキッチン」
。
リーズナブルなお値段で、旅先で食べた
「タイ料理」
の味が
そのまま食べられるお店と好評です。お店の味が家庭で味
わえるレトルトタイプの「バンコクキッチングリーンカ
レー200g」はヤマモリのタイ工場で生産しており、当社も
サポートしています。

店舗

・新宿店
・丸の内店
・赤坂店
・銀座コリドー街店
・有楽町店 ・自由が丘店
・玉川高島屋店
（デリカテッセン）
・千住ミルディス店
（フードコート）

詳しくはHPをご覧ください。
HP：http://www.bangkok-kitchen.com

！
タイの定番調味料が新登場！
世界初 おいしさそのまま新鮮ボトル !!

見 !!

カレーからデザートまで、これ1缶でタイの食卓が出来ます !!

タイダンス ナンプラー
1本 200㎖

おいしさ新発

タイダンス ココナッツミルク

356円（税込）

1個 400g

356円（税込）

タイ料理には欠かせないナンプラー。ヤマモリタイダンスは、上質な香りのナン

タイダンスが厳選したココナッツミルク。

プラーをタイから直輸入して新鮮ボトルに詰めました。開栓後でも90日間美味し

タイカレーに使うと、自然な甘みとコクが格段に上がります。他にも、煮込み

さが保たれる、世界初のナンプラーです。

料理やデザートなど、様々な料理で幅広くお楽しみ頂けます。いつもの料理に

1年以上熟成されたクリアな上澄み液を使用し、スクイズタイプのボトルなので、

加えるだけでちょっとエスニック風に。お料理の腕が上がります。

使いたい量を一滴から注ぐことができます。
と加えるだけで、料理のおいしさが引き立ちます。

②タイダンスタイカレーを湯煎し、器に取り分け
ます。（１袋が２人分になります。
）

、
ルクを使って
ココナッツミ
めます。
し
楽
が
ー
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クを
ココナッツミル
トムヤムクンに
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な
に
い
わ
味
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入れるとマイル

ヤマモリタイダンス グリーン
カレー手作りセットが便利です。
牛乳ではなく、ココナッツミル
クを使用して頂くと本格的なグ
リーンカレーの出来上がりです。

ヤマモリタイダンス トムヤム
クン手作りセットが便利です。
水とココナッツミルクを半々（各
200ml）にして頂くと、マイルド
トムヤムクンの出来上がりです。

食卓でお好みの量を
ちょい足し

カレーに

鶏のから揚げ

麺類に

●作り方
1 フライパンにごま油を熱し、卵、ご
はんを加えてごはんがパラパラにな
るまで炒めます。
『タイダ
2 長ネギを加えてさらに炒め、
ンス ナンプラー』を回しかけて混ぜ
ます。
3 2をお皿に盛り付け、大葉を散らせ
ばできあがり。

炒め物に

鶏肉のナンプラー風味にゅうめん
●材料（1人分）
そうめん（ゆでて水洗いする）……… 50g
鶏ささみ肉（縦半分に切っておく）…… 1本
もやし（さっとゆででおく）…………… 60g
クラッシュピーナッツ………………… 15g
万能ネギ（小口切り）…………………… 1本
『タイダンス ナンプラー』………… 大さじ1
水… ……………………………… 350cc

●作り方
1 鍋に水350ccを沸騰させ、鶏ささみ肉を
入れたら弱火にして10分ゆでます。
2 鶏ささみ肉を取り出し、冷めたら手で裂きます。
3 ゆでたそうめんを1の鍋で温め、『タイダ
ンス ナンプラー』で味付けをします。
4 器に3を盛り、鶏ささみ肉、クラッシュピー
ナッツ、万能ネギをのせればできあがり。

ひき肉のココナッツカレー
●材料（4人分）

●作り方

ひき肉（牛、 豚どちらも可）………… 100g 1 鍋に油を熱し、にんにくとしょうが
にんにく
（みじん切り）………………… 2片
を 炒め 香りが 出 たらひ き肉、 ズッ
しょうが（みじん切り）… …………… 20g
キーニ、ナスを加えて炒めます。
市販のカレールー…………………… 60g 2 全体に油がまわったら水を加えてフ
ズッキーニ…………………… 1本（輪切り）
タをして煮込み、
野菜が柔らかくなっ
ナス…………………………… 1本（輪切り）
たらカレールーを加えます。
『タイダンス ココナッツミルク』
…… 100cc 3 カレールーが溶けたら『タイダンス
水… ……………………………… 250cc
ココナッツミルク』を加え、一煮立
サラダ油…………………………… 大さじ1
ちしたらできあがり。

●材料（２〜３人分）
●作り方
鶏モモ肉（一口大に切っておく）… ……１枚 1 ボウルに鶏もも肉、
『タイダンス ナン
プラー』、レモン汁、砂糖を入れて
『タイダンス ナンプラー』…… 大さじ１＋１/２
よく揉み、1時間以上漬け込みます。
レモン汁…………………… 大さじ１＋１/２
（もしくは小麦粉）をまぶし、
砂糖…………………………… 大さじ１/２ 2 1に米粉
170℃の油でからりと揚げればでき
米粉（もしくは小麦粉）… …………… 適量
あがり。
揚げ油………………………………… 適量

●材料（1人分）
ごはん……………………………… １５０g
卵（溶いておく）……………………… １個
長ネギ（みじん切り）………………… 50g
『タイダンス ナンプラー』………… 小さじ２
ごま油……………………………… 小さじ２
大葉（千切り）……………………………２枚

そうめんつゆを加える事がポイントで、グリーン、レッ
ド、イエローカレーどれも違った味わいで美味しく頂け、
たっぷり具材でおなかも大満足。
是非、この新しい食べ方をお試しください。

①そうめんを普段通りゆでて水洗いし、水切りを
します。

隠し味にキッチンで
適量をちょい足し

卵とネギのチャーハン

―タイカレーにそうめんつゆを加えて、
つけ麺スタイルで―

作り方

タイ料理はもちろん、から揚げや炒め物など普段の料理でもお楽しみ頂け、ちょっ

揚げ物に

今年の夏は
タイカレー
HOTつけ麺がオススメ!!

ココナッツパンケーキ
●材料（２人分／４枚分）

小麦粉… ……………………………１００ｇ
ベーキングパウダー… …………… 小さじ１
グラニュー糖……………………… 大さじ２
『タイダンス ココナッツミルク』
…… ２００ｃｃ
バナナ（スライス）…………………… 適量
（お好みで練乳または、はちみつ）
サラダ油…… パンケーキ１枚につき小さじ１

デザートに

●作り方

1 ボウル に 小 麦 粉・ベ ー キングパウ
ダー・グラニュー糖を入れて混ぜ合
わせ、
『タイダンス ココナッツミル
ク』
を少しづつ加えながら、なめらか
になるまで混ぜます。
2 フライパンに油を熱し、1の生地を
流して両面に焼き色がつくまで弱火
で焼いて、お皿に盛りつけます。
3 スライスしたバナナをのせ、お好み
で練乳または、はちみつをかけてで
きあがり。

デザートに

バナナとココナッツミルクのアイス
●材料（4人分）
バナナ……………………… 1本
グラニュー糖………… 大さじ3
『タイダンス ココナッツミルク』
… …………………… 200cc
シリアル…………お好みで適量

●作り方
1『タイダンス ココナッツミルク』
・バナナ・グラニュー糖
をミキサーに入れて、なめらかになるまですり潰します。
2 冷凍庫（目安２時間）に入れて半分固まったら空気を含ま
せるように混ぜ、再度冷凍庫（目安２時間）で固めます。
3 器に盛り付け、
お好みでシリアルをのせればできあがり。

③②にお好みの量のそうめんつゆを加え、①をつ
けてお召し上がりください。冷たい麺とアツア
ツのスープがベストマッチです。
（そうめんつゆは、タイカレー 1 / 2袋に対して
30 ml が目安です。）

