
DINNER MENU

テーブルチャージ代として¥500頂戴致します。We will charge all our customers a cover charge.
It is 500 yen.



Asian Style Appetizer ＆ Salad

※テーブルチャージ代として¥500頂戴致します。※写真はイメージです。※アレルギーをお持ちの方は事前にお申し付けください。

Thai style fresh spring roll

ゴイクン
生春巻き

海老と野菜のシャキシャキ感を楽しむベトナム定番の
前菜です！ 2種類のソースでどうぞ

Farmer’s salad with coriander

ヤム パクチー
ファーマーズサラダ

パクチーや様々なハーブで作る、
オリエンタルハーブサラダ

Thai style spicy minced pork salad

ラープ ムー
豚挽肉のスパイシーサラダ

タイ東北地方のサラダ。
スパイシーでレモン風味の爽やかなサラダです

880 (968)

French fries

フライドポテト
オリエンタルフライドポテト

レモングラス塩・コブミカンの葉の塩・スウィートチリソース

600 (660)

Thai style shrimp toast

カノムパン ナー クン
タイ風シュリンプトースト

当店人気メニュー！
海老のすり身をカリカリのトーストに

700 (770)

Thai style spicy green papaya salad

ソム タム タイ
グリーンパパイヤのスパイシーサラダ

タイ料理の代表的なサラダといえばソムタム

Thai style spicy vermicelli salad with celery

ヤム ウン セン クンチャイ
春雨とセロリのサラダ

こちらもタイ定番サラダ。様々な食感が楽しめます

900 (990)

850 (935)

850 (935)850 (935)

Tax in

本日オススメの前菜を、3種盛り合わせにして
ご用意させていただきます3 types assorted platter

前菜３種プレート
880 (968)



Thai style fried pork

ムー グローブ
オリエンタルフライドポーク タイ風カリカリ豚肉の唐揚げ

ジューシーに揚げられた豚肉と甘辛いソースのハーモニー

700 (770)
Tax in

Thai style fried chicken

ガイ トード マナオ
オリエンタルフライドチキン タイ風の鶏肉の唐揚げ

カリカリの唐揚げはビールのお供に欠かせません

980 (1078)

Fried soft shell crab

プーニン トード
ソフトシェルクラブのフライ

脱皮した直後の柔らかい殻付きのカニを、素揚げにしました。おつまみに最高です！

1280 (1408)

Thai style fried pork spare rib

シークロン ムー トード
豚肉のスペアリブ揚げ

オイスターソースをベースに 7種のソースで下味をしてあります

1100 (1210)

Stir fried Kale with crispy pork

パッド ケール ムー クロップ
ケールとカリカリ豚肉の炒め

シーズニングソースをベースにさっと炒めました

1200 (1320)

Thai style stir fried water spinach 

パックブーンファイデーン
空芯菜のタオチオソース炒め

唐辛子とガーリックを効かせて強火で炒めたタイ定番の炒め物！

1200 (1320)

Asian Style Fried Dish

Asian Style Stir-fried

※テーブルチャージ代として¥500頂戴致します。※写真はイメージです。※アレルギーをお持ちの方は事前にお申し付けください。

オリエンタルフライドポーク オリエンタルフライドチキン 空芯菜のタオチオソース炒め



Asian Style Noodle

Asian Style Rice

Vietnamese style noodles with chicken
フォー ガー 鶏肉のベトナムスープ麺 900 (990)

Vietnamese style noodles with beef
フォー ボー 牛肉のベトナムスープ麺 900 (990)

Vietnamese style noodles with lime&coriander
フォー パクチー ライム&パクチーのベトナムスープ麺 1000 (1100)

Hoe style noodles with beef
ブン ボー フェ 牛肉の辛口スープ細麺 1000 (1100)

Tom yam kung noodles with shrimp
フォー トム ヤム クン トムヤムクンのスープ麺 1100 (1210)

Coconut soup noodles with chicken
フォー トム カー ガイ ココナッツミルクのスープ麺 1100 (1210)

Thai style fried noodles with shrimp
パッタイ タイ焼きそば 1100 (1210)

Thai style “Gaparorice” with fried egg
ムー ガパオ 豚肉のスパイシー バジル炒めごはん 1000 (1100)

Thai style chicken rice
カオ マン ガイ タイ風チキンライス 1000 (1100)

Thai style fried chicken rice
カオ マン ガイ トード タイ風フライドチキンライス 1100 (1210)

Thai style Green curry with chicken
ゲーン キョウ ワーン ガイ 鶏肉とナスのグリーンカレー 1200 (1320)

Thai style green curry with shrimp
ゲーン キョウ ワーン クン 海老とナスのグリーンカレー 1200 (1320)

フォー ガー フォー パクチー ブン ボー フェ フォー トム カー ガイ

ムー ガパオ カオ マン ガイ カオ マン ガイ トード グリーンカレー

Tax in

Tax in



Almond pudding

杏仁プリン
オープン以来ご好評いただいているベストセラースウィーツ！
ぜひ一度、お召し上がりください

550 (605)

Zenzai

チェー
甘く煮た豆類や芋類、寒天や果物など複数の具材を合わせて食べる
伝統的なデザート

650 (715)

Thai style beef steak

クライングタイガー
タイ風牛肉グリル

トラが泣くほど美味しいと言われているタイの牛ステーキ。
特製ソースでお召し上がりください

1800 (1980)
Tax in

Asian Style Grill

Asian Style Soup

Asian Style Dessert

※テーブルチャージ代として¥500頂戴致します。※写真はイメージです。※アレルギーをお持ちの方は事前にお申し付けください。

Thai style grilled chicken

ガイ ヤーン
タイ風チキングリル

スパイスを効かせて焼き上げたチキングリルは程よく辛いソースと
よく合います。

1080 (1188)

Pot of “Tom yam kung”

トム ヤム クン
タイの定番！トム・ヤム・クン

パクチーと魚介で彩るトム・ヤム・クン。
プリプリの海老からでるスープは絶品です！

1500 (1650)




