気軽にタイ食材が買えるお店リスト
～関東エリア・オンラインショップ～
Stores where you can buy Thai food ingredients – Kanto area and online shop-

最寄駅

上野

御徒町

大久保

新大久保

錦糸町

店名
野澤屋 Nozawaya
10：00～20：00
（第３水曜、1月1日定休）

むら珍食材 MURACHIN
（日曜定休）

アジアスーパー ストア
Asia super Store

商品

住所・連絡先

タイ食材（野菜・ハーブを含む）30％。

東京都台東区上野4-7-8アメ横センタービルB1
Ame-yoko Centre Bldg., B1., 4-7-8, Ueno, Taito-ku,
Tokyo
Tel: 03-3833-5212 Fax: 03-3833-5212
www.nozawaya.com

Thai food 30%, including Thai herb & vegetable.

タイ加工食品・調味料・香り米・ハーブ等全商品30～
35％がタイ食材
Thai ingredient, rice, herb. Thai items are about 30-35% of
total. Other products are from Vietnam, India, other Asian
countries.

タイ食材（生鮮野菜・ハーブ・果物含む）その他
雑貨、雑誌、CD等、タイ製品のみ販売。
Thai food only including fresh fruits herb & vegetable, frozen
fish, rice, magazines, newspaper, CD, lifestyle goods

日光商事 新宿大久保店
Nikko Shoji, Shinjuku Okubo

タイ食材を含むアジア系食材店。

アジアヤオショー
ASIA YAOSHO

タイ食材30％。

Asian food shop (Thai /China/Korea/Malaysia, etc.)

Thai food/vegetable/herb 30%, Korea 40% and other Asian
food

東京都台東区上野アメ横センタービルB1
Ame-yoko Center Bldg., B-1F., 6-4-8, Ueno, Taitoku, Tokyo
Tel: 03-3835-6666
www.murachin.com
東京都墨田区大久 保 1-1-11コ ントワール新宿 ビ
ル212
Kontowaru Shinjuku Bldg 212., 1-1-11, Okubo,
Shinuku-ku, Tokyo
Tel: 03-3208-9199 / 3208-9200
www.asia-superstore.com
東京都新宿区大久保1-15-12ヨタカビル1F
Yokota Bldg., 1F., 1-15-12, Okubo Shinjuku-ku,
Tokyo
Tel: 03-3209-0372
東京都墨田区錦糸1-4-11
1-4-11, Kinshi, Sumida-ku, Tokyo
Tel: 03-5611-8040 Fax: 03-5611-8044
www.asiayaosho.com
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最寄駅
錦糸町

錦糸町

高田馬場

湘南台

西川口

新茂原

店名
タイ ランド シ ョップ
Thailand Shop

ピーケイサイアム
P.K. Siam

アジアンロード ショップ
Asian Road Shop
平日10:00～18:00
土10:00～15:00 (日曜定休）

商品

住所・連絡先

タイ料理に必要な 食材全て。タイ野菜・香草輸入のパ
イオニアの一社。タイ食材90％、ベトナム10％。
All kinds of Thai food, from fresh vegetables to
beverage. Thai 90%,Vietnam 10%.

東京都墨田区錦糸3-7-5
3-7-5, Kinshi, Sumida-ku, Tokyo
Tel: 03-3625-7215
www.thai-orient.com

タイ食材のみ販売、タイ料理に必要な食材全て。
タイ果物・野菜・香草輸入のパイオニア の一社。

東京都墨田区錦糸4-9-6
4-9-6, Kinshi, Sumida-ku, Tokyo
Tel: 03-5608-3694
www.pk-siam.com

All kinds of Thai food, including fresh fruits, vegetable,
beverage, for Thai cuisine/Thai restaurant. Magazine &
Newspaper

タイ食材のみ販売。生鮮野菜・香草含む。
ネットオーダー可。
Thai food only including fresh vegetable & herb.
Thai food restaurant operator Spice Road’s Thai food
shop.

エ スニック食品ストア
Ethnic Shokuhin Super

生鮮野菜・香草を含むタイ料理食材80％、
ベトナム20％。ネットオーダー可。
平日13：00～19：00
Thai food 80%, including fresh vegetable & herb.
土日11：00～19：00 （月・火定休） Vietnam 20%

バンコクストア アジア物産
Ban gkok Store Asia Bussan

パーストア
Paa store

タイ食材（生鮮野菜・香草含む）、雑誌、雑貨
全商品80％、フィリピン20％
Thai food including fresh vegetable & herb, magazine,
lifestyle goods 80% of total, 20% Philippine

全てタイ食材、地元生産および輸入野菜・香草含む。
All Thai food including fresh vegetable produced in
Chiba and imported

東京都新宿区高田馬場1-17-9
1-17-9, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo
Tel: 03-5155-6528 Fax: 03-5155-6580
www.asian-road.net
神奈川県藤沢市湘南台2-20-4
2-20-4, Shonandai, Fujisawa-shi, Kanagawa
Tel:0466-44-9456Fax: 0466-43-3955
www.somboun.net/super.html
埼玉県川口市西川口1-5-12
1-5-12, Nishi Kawaguchi, Kawaguchi-shi, Saitama
Tel: 048-3054

千葉県茂原市小林1532-3
1532-3, Kobayashi, Mobara-shi, Chiba
Tel: 0475-22-3734
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最寄駅
高崎

店名
ニパーストア ア イ タイランド
Nipa Store Ai-Thailand

商品

住所・連絡先

タイ食材のみ（ 地元産・ 輸入生鮮野菜・香草含む）ネッ
トオーダー可
Thai f ood only, including f resh vegetable & herb
imported and locally produced.

群馬県高崎市成田町1
1 Naritacho, Takasaki-shi, Gunma
Tel: 027-328-2071 Fax: 027-3271-1396
www.ai-thailand.com

シュチ
ZUCI
オンライン
ショップのみ www.zuci.jpn.com
タイ フード・マーケット
Thai Food Market
オンライン
ショップのみ http://thaifoodmarket.jp

タイ食材（国産・輸入生鮮香草含むー独自に自社開発のペーストあり）、他アジア 食品。
Thai food (including fresh herb of local and imported, original herb paste produced), other Asian food as well.
ピーケイサイアムのOn-Line Shop, 生鮮果物を主とする、他加工食品も販売。
Mainly Thai fresh fruits, and Thai ingredient
prepared food as well

タイ 食材店イサラストア
Thai Food Isara Store
オンライン
ショップのみ www.isarastore.com
ティラキタ
TIRAKITA
オンライン
ショップのみ www.tirakita.com

メコンフーズ
オンライン
Mekong Foods
ショップのみ
www.mekonfoods.jp

タイ食材のみ（香草含む）
Thai food only, including fresh herb.

アジア食品・雑貨、主な取り扱い商材はインド、タイ食材はインドにつぐ。
Asian food / sundries, major goods are from India, Thai food is the secondary items.
No fresh produces, Instant food, seasoning, curry paste, Thai jasmine rice only.
タイ料理（業務・個人用）全て。契約農家生産によるタイ野菜・香草。
ミシュラン取得シェフプロデュ ース食材取り扱い。
All Thai ingredients for Thai cuisine, for business and personal.
Organic vegetable & herb produced by contract farmers in local.
Handling Michelin star chef’s original curry paste, ingredients.
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