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クアタイ

めっちゃenjoy! 

タイの家庭料理とは
ちょっと違う、本場屋台の味

辛くない ! 酸っぱくない

タイ料理も揃ってるよ !!

〇〇に３店舗目を
絶賛出店企画中 !!
ヒントはこの写真
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クアタイさんの事業内容を教えてください。

アイナちゃん：ちゃー！　（三人：ハハハハハ）

史（アヤ）ちゃん： タイ料理、飲食店。

謙：いつから始めたの？

史：８年前に母が最初に。経営を開始しました。

謙：そうだよね、お母さんがねぇ。

二人でやるようになったのは？

謙：で、お母さんから引き継いで、ここは今、良樹
君と史ちゃん二人じゃないですか。それはどれぐ
らい前からだっけ？

史：２年前から始めましたね、はい。母も元々、
2店舗目を出したいと言っていて、ちょうどそ
の頃に私たちも出会って…。まあ前の仕事、看
護師（良樹君が）やってたんだけれど、私もちょ
うど東京から帰って来ていて、ちょうど金剛さん
（現在野沢でお母さんが２店舗目を出している所）
が「やってみない？」って声をかけてくれて。
「ちょうど良いんじゃない？」って。でも一人
じゃ大変だから、（良樹君に）「一緒にクアタイや
りませんか？」って言って、それで始めました。

謙：そうだったのね。じゃあ、良樹君は２年前にクア
タイを始めると同時に看護師を辞めたって感じ？

良樹君：いや、辞めてこっち帰ってきて、１年ぐらい
して…知り合って…ここで始めて。

謙：そっか。じゃあ二人でやり始めたのは意外と最近
だったんだね。ちなみに…二人はどうやって出
会ったんですか？

史： もちろんクアタイですよ～（笑）
（謙：だよね～！　三人：ハハハハ～！）

謙：え、どっちかが凄い酔っ払ってたとか？

史：いや、全然そんなことない！（笑）　
（謙：あ、それウチか（笑））

でも出会ったのは４、５年ぐらい前で…「飯山
さわごさ」のさ、打ち上げとかで（良樹君が）
みんなでご飯食べに来ていて、私も、ちょう
どお盆で帰ってきてここを手伝っていて。

「クアタイ」って、どういう意味なの？

史：「クアタイ」はタイの台所って意味。「クア」
が台所って意味でね。

謙： じゃあ、割とこういうのってタイの家庭料理な
の？

史：いや、 う～んとね、家庭料理ではない。だい
たい外に食べに行って頼む料理って感じかな。
そうそう、グリーンカレーとかでもイベント事で
作って、そうめんと一緒に食べるっていうことが
多い。
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謙：え、じゃあ普段タイの人ってどんな感じなの？

史：え～と… 基本野菜がメインで、そこらになっ
ている木の実を使ったりとか、パパイヤサラ
ダとか。

謙：あまり肉は食べない感じ？

史：肉も食べるよ。牛肉が多い感じかな。何で
も食べるけど。豚、鶏、牛、蛇、蛙…ハハハ！

謙：マジ！？じゃあそろそろ蛇とか食いたくなってきた？
蛙とか？

史：ハハハ。そうだね。ああ、でも（タイに）帰っ
た時に結構食べさせてもらってるかな。

謙：うまいの！？

史：おいしい！蛇は…柔らかいよ。お肉。蛙もやわら
かい。鶏肉みたいな感じ。ちょっと似てる。

お店をやっていて一番嬉しいことは？

史：そうですね～。やっぱ、常連さんができるこ
とですね。

謙： 常連さん、いっぱいいるでしょ！？

史：いっぱいますね。あとは笑顔で「ごちそうさま
でした！」「おいしかったです！」っていうと
ころがね。

良：食ってあると嬉しい…。

謙：みんな、ほぼクチコミなの？

史：あ、クチコミが凄い多いと思う。なんか、知
り合いがとか、そのまた知り合いが、と
か。最近は新規の方も増えてきて。「誰々か
ら聞いてきたんです～」とか。今日もなんか
「Google 見て来ました」っていう人もいた。
おじちゃんね。タイも何回か行ったことがあって、
タイ料理、すごく好きって言ってた。

謙：クアタイがクチコミ多いって凄くわかるわ～。野
沢の奥様方もね。

史：うん、みんな凄い広げてくれて。野沢のクアタ
イが出来る前は野沢のお客さんが 4割ぐらい
いたんじゃないかな。グリーンシーズンは。

謙：タイ料理って、特に女子が好きなのかな。

史：あ、でも 最近は、男性の方も多い。

良：今日来てくれた人たちだって現場の仕事の職人さ
ん達だったしね。

謙：何食べてた？職人さん達。

史：ガパオライス、パッタイ、カオソーイ！まあでも、
初めての人だと、やっぱガパオが多いかな。

謙：凄いね、タイ料理って強いよね。この辺りだと他
にはないし。

今もタイには帰ったりしてる？

史：私はほぼ帰らないけれど、お母さんが日本では
入手できない材料を集めに行ったりするね。 私
は３、４年に1回帰るって感じですかね。よっちゃ
んはまだ行ったことが無くて、去年行こうとしてた
らコロナになっちゃって。

謙：史ちゃんは何歳の時に日本に来たんだっけ。

史：私は 10 歳。だから、18 年目になるのかな。

謙：お母さん（マリカさん）はその時すぐにお店を
始めたわけではないよね？

史：そう、色々やってたよ。お母さんはこっちに来て… 
電気の部品を組み立てる仕事をしたりとか…あとは
お父さんのいる「フキヤ」さんの工場のところでバ
イトしてたら、そこで出会って、みたいな感じで。
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謙：でも、大正解だったね、ここでタイ料理屋さんを
始めて。

史：いや、でも最初は「ここでやる」って言ったと
きはみんなめっちゃ反対して、「そんなタイ料理
なんてお客さん来ねえよ、ここ田舎だし流行る
わけないし、辞めた方がいいよ。」ってみんな
言ってたんだけれど、お母さんはやっぱり自分
でやりたいことやるからさ。で、やって、１年目、
２年目、３年目って売り上げは伸びていって。

謙：マリカさん、よくそういう状況で始めたね。凄いよね。

あなたにもできる、簡単タイ料理を教えて！

史：パパイヤサラダ。パパイヤサラダはタイでも気楽
に、日常でみんな食べてるぐらいの料理で。「ソ
ムタム」っていうんだけれど。

良：パパイヤって、俺最初フルーツのイメージだった
けれど、そしたら、食べてるのはどっちかって言っ
たら…大根ぽいのかな？きゅうりっていうのかな？
またちょっと食感は違うんだけれど。

史：そう、基本はでもフルーツだよ。黄色くなった時
はフルーツで食べるんだけれど、そこまで待たず
に緑の状態で。そこで調理していく。だから…甘
くもないし、苦くもないし。

良：イカのゲソとか、そこに入れると結構美味いよ。

史：味はね、お店で頼む時もね、自分の好きな味…
辛酸っぱいとか、甘塩っぱいとか、色々できる。

良：ここにまた調味料で、ラー油を少し足して食べた
りしても美味いかもしれない。

謙：（写真を見て）これ、パクチーだよね？ パクチー
もナンプラーも、考え方によってはうまいんだ
よなあ。最初はダメだったけど…今はうまい。

史： 基本的には生では（パクチーを）食べないけれど、 
タイの人は慣れてるから生で食べてるけれど、初
めて食べる人は生では食べない方が良いね。
この人（良樹君）も最初パクチー駄目だったよ。

良：食えるようになったっス。 毎日採るときに匂
い嗅いでたら。（笑）

謙：なんかね、近所の人にもらった…採れたての雪
の下になってたやつ食ったら、めちゃくちゃうま
かったんだよね。それからは、うまい。

史：ちなみに、みんながどうかわからないけれど、
ウチが使ってるパクチーは匂いすごい強烈。
本場だから。

良：めちゃめちゃ匂いするっス。（笑）　うわ～！っ
てなる。（笑）

クアタイ（市川家）の休日は？

史：パパはね、 釣りが好きだからね、 休日になる
と釣りに行くんデスヨ。

謙：ふむふむ。妻子を置いてだね？（笑）

史：あ、でもね、たまに私たちもついて行ってね。

良：北竜湖とか結構いいじゃないですか、ロケーショ
ンも。

謙：北竜湖の大体どの辺？

良：北竜湖のだいたい表で二人がシャボン玉やった

●用意するもの
・トウガラシ
・ニンニク
・ナンプラー
　（日本の醤油でもOK！）
・レモン
・砂糖
・味の素… ぐらい（笑）
　（全て適量、これがドレッシングとなる材料）
＊あとはパパイヤ、きゅうり、大根、ニンジンなどなど、
　好きな野菜

①すり鉢で、トウガラシとニンニクをすり潰し、
　そこに他の材料も全て入れてかき混ぜる。
②そこに＊の好きな野菜を入れて、モミモミして完成。

ソムタム（パパイヤサラダ）の
作り方

うん、僕にも出来そう！
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り、遊んでいて、オレはその近くでちょっと投げ
てね。

謙：それは素敵な休日だね～。

良：最近、フローターをちょっとゲットして。

史：私はひたすら、うた歌ってるよ。ハハハハハハ！

謙：北竜湖で歌ちゃってる！？（笑）　いやさ、史ちゃ
ん、絶対のど自慢とかでいけるよね！なんか
大会とか出たことある？

史：え～とね～…昔…高校生の時か中学の時か、カラ
オケバトルなんだけれど、第二審査までは受かっ
た。4,000人ぐらいだったんだけれど、で、2,000
人ぐらいの中から、200人のところまではいった
んだけれど、そこで落ちちゃったね。ハハハハ。
まあ、あとはみんなでお出掛けしたりとか、散歩
したりとか。ウサギがいるんだけれど、ウサギを
公園に連れて行ったりとか。冬はボードだね。

謙：ウサギ飼ってたんだ！

史：飼ってたんデス。あと冬はボードだね。

「私たち、実は…。」

史：フフフフ！

良：私たち…実は…

謙：お？　何が来るんだ？

良：いや～じゃあ…私たち…実は…火星に…

 （謙：フハハハ！）３号店を進出する計画を…
立てているんですよ…。（史：ハハハハ！）

謙：あ、マジですか！ヤバいじゃないですか！
もう、じゃあ、結構計画は進んでるんですか？

良：そうですねぇ、構想自体はめちゃくちゃ進んでる
んですけれど、まあ現実、やっぱりそううまくは
いかないっていう…部分も出てくるんですよねぇ。

謙：まあ、カネも掛かるだろうしねぇ。

良：そうですね…まあ、シャトルだったり…（史：いや、
シャトルで行けるかい！）

謙：いやいや、さすがですね。（※あまりに僕の想像
を超えていたので、ここからあまり引き出せず。
良樹君、史ちゃん、ごめんね！関係者の方は詳し
く聞いてみてください。）

「これからのクアタイ」をお願いします。

史：これからのクアタイですか…。まだね、飯山市
民でもクアタイを知らない人も多いから、み
んなにクチコミで色々広げてもらって、いろ
んな方に知ってもらいたいと思うし、「タイ料
理」ってやっぱり、「辛い」とか、「香辛料がいっ
ぱい入ってる」ってイメージが多いと思うんで
すけれど、そうじゃなくても、辛くなくても
食べれるし、香辛料がそんなに入ってない料
理もあるよってのを、もっと知ってもらいた
いですね。

謙：うん、素晴らしい。
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【インタビューを終えて……】
やさしさで溢れてる。それが味に滲み出てる…。いつお店に行っても二人が明るく出迎
えてくれ、僕らを笑顔にしてくれます。自分と同世代の二人ですが、きっと今まで色んな
人を見て、いろんな人と触れ合って来たんだろうなぁ、と今回のインタビューで言葉の端々
からそれを感じました。いつも陽気で、どんなくだらない冗談にも笑ってくれる彼らから
は、「人生のもっと簡単な楽しみ方」のようなものを教わっている気がします。10 年後も
20 年後も間違いなく同じ笑顔がクアタイにあるんだろうな～。と確信させてくれる良樹
君と史ちゃんでした。やっぱいいわ！二人。ありがとうね！

KEN TIMESをご覧のあなたに、
良樹君、史ちゃんから
プレゼントです！！

食事にご来店いただいたお客さまに
「KENTIMESを見た！」とお伝え頂いたお客さまには、

ソフトドリンク
サービス！

お一人様
１杯まで

期限：2021年８月末まで

スペシャルクーポン

●電話／080-4944-4333
●飯山市常郷2203
●営業時間／
ランチ 11:30～14:30（ラストオーダー14：00）
ディナー 18:00～21:00（ラストオーダー20：30）

●定休日／木曜日

タイ料理　クアタイ



「ぽっぽ動物病院」
松川　恵 さん

「有限会社　丸見屋商店」
河野　晃久さん

「リフレイン福沢の癒し処」
福澤　美里 さん

「nozowa green field」
河野　健児 さん

「やよい農園」
滝沢　弥生 さん

「and sugar」
髙坂　沙也香 さん

「ambis」
福澤　龍一 さん

「翻訳家」
辛島・ジェニファー・フランセス さん

「POWERDRIVE  R117」
庚 敏久さん

「BODY CARE SALON WISH」
白石　里香子 さん

「Paint Up Sugar」
佐藤　亮一 さん

「タイコア合同会社」
ロビンソン・ガードナー さん
            　　  奈津子 さん

「山本園」
山本　亮介 さん
　　　　愛 さん

「タイ料理　クアタイ」
市川　良樹 さん
　　　　史 さん

「野沢出張マッサージ
　サオリセラピイ」
齊藤　沙織 さん

ご契約者の中で「野沢・飯山をメインに事業を行なっている方」に向け
てインタビューをさせてもらっています。お客さま同士ががり合い、「地元がよ
り盛り上がっていったらいいな～」と思っています。

ご契約者のインタビュー
河野謙のホームページでご覧いただけます

バックナンバー

8月号
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