Delivery Menu

セットメニュー Set menu

デリバリーメニュー

Khuanjai

やや辛い
辛い

パクチー使用
おすすめランチ

Curry Lunch Set

Thai food Restaurant

Set menu come with rice, spicy cristal noodle salad,
and pickles.

★ライス・ 春雨サラダ・ピクルス・スープのセット
カレーランチ

本格タイ料理がご自宅で楽しめる！

辛さの目安

クワンチャイは、タイ政府認定レストラン“タイセレクト”受賞

Osusume Lunch Set

Beef Curry Set

30 グリーンカレー

1,500円

31 レッドカレー

32 マッサマンカレー

34 レッドカレー

35 マッサマンカレー

海老カレーセット
Shrimp Curry Set

33 グリーンカレー

1,200円

奥丹波鶏カレーセット
Wild chicken Curry Set

36 グリーンカレー

1,000円

37 レッドカレー

38 マッサマンカレー

牛すじカレーセット
Beef tendon Curry Set

130 グリーンカレー

1,100円

131 レッドカレー

チェンジメニュー

132 マッサマンカレー
Change Menu

40

パッタイセットA

トムヤンクン（S）付

1,300円

41

パッタイセットB

チキンスープ付

1,200円

39

パッタイ

42

厳選牛のオイスターソース炒めセット 1,200円

43

厳選牛のタイバジル炒めセット

1,200円

44

揚げ天使の海老のピリ辛あんかけセット

1,500円

45

天使の海老のココナッツソースセット 1,500円

46

奥丹波鶏のタイバジル炒めセット

Padthai A set
Padthai B set

Beef oystersauce set
Beef holybasil set

Deep fried prawn with spicy gravy set
Stir fried prawn with coconuts sauce set
Stir fried wild chicken with holy basil set

300円

47

奥丹波鶏のカシューナッツ炒めセット 1,000円

2 チェンジタイもち米

300円

48

奥丹波蒸し鶏丼セット

Change Sticky rice

アルコール・飲料
120
121
122
123
124
125

チャンビール（小） 630円

126

Chang beer small

シンハービール（小） 630円
Shingher beer small

赤ハウスワイン

Red house wine 750ml

白ハウスワイン

White house wine 750ml

レオビール（小）
Leo beer small

Stir fried wwild chicken with cashew nuts set

127

1,980円

128

1,980円

129

630円

130

ラオスビールクラシック（小） 630円

131

Raos beer classic small

ラオスビール ダーク（小） 630円
Raos dark beer small

ラオスビール ゴールド（小） 730円
Raos gold beer small

スパークリング ハウスワイン
Sparkling house wine 750ml

緑 茶（500ml）
Green tea 500ml

2,980円
200円

コカ コーラ（500ml） 200円
Coka cola 500ml

デザート

タピオカのココナッツミルク 400円

112

マンゴーとタピオカのココナッツミルク 500円

113
114

ココナッツジュース（250ml） 380円

梅田店

デリバリー・テークアウト対応店

西宮北口店

バナナの揚げ物

Deep fried frittered banana

デリバリー・テークアウト・弁当対応店

芦屋店

デリバリー・テークアウト・ケータリング・弁当対応店

岡本店

500円

Tel.078-413-2280

三宮店

Tel.078-333-7780

要予約

Set menu come with rice, salad,
and Simmered dish.

2,500円

Reservation system
“HYAKKARYOURAN BENTO”

ベストセラー
“RAN”

WAGYUステーキ＆WAGYU焼肉、特製ハンバーグ＆奥丹波鶏グリル

Wagyu Steak, Wagyu Yakiniku Special Hamburg, Griled wild chicken

厳選和牛の食べ比べ

151 薔薇（バラ）

2,000円

※店内ご飲食の場合は営業時間が異なりますので各店舗にお問い合わせください。
※休業日が祝日の場合は営業いたします。
（ 翌日が代休）
※写真はイメージです。実際の内容と異なる場合がございます。 Photo is just image
※表記価格は全て税込です。価格は予告なく変更される事があります。
※デリバリーでのクレジットカード支払は、10,000円以上で対応いたします。各種割引との併用不可。
※クレジットカード支払の場合は注文時に必ずお問い合わせください

配達のご注文は

ディナー ３,000円以上より、
ランチ 2,000円以上より 承ります。

WAGYUステーキ＆WAGYU焼肉

お手頃人気メニュー

特製ハンバーグ＆奥丹波鶏グリル
Special Hamburg, Griled wild chicken

WAGYU焼肉＆特製ハンバーグ

1,800円

“YURI”

154 向日葵（ヒマワリ）1,800円
WAGYU焼肉＆奥丹波鶏グリル

“HIMAWARI”

リーズナブルな2段重弁当
“AJISAI”

155 撫子（ナデシコ） 1,200円
ハンバーグ＆タイ風鶏唐揚げ

デリバリー容器は回収しないワンウェイ方式です。

The containers for delivery are not collected. (one way)

白いデリバリー容器はフタを取って電子レンジで再加熱できます。

Take oﬀ the cap, then white containers for delivery are available for microwave.

Wagyu Yakiniku, Special Hamburg

Wagyu Yakiniku, Griled wild chicken

Wagyu Steak, Wagyu Yakiniku

152 紫陽花（アジサイ） 1,600円

153 百合（ユリ）

但し以下地域への配達は所要時間が必要ですので昼夜
共に４,０００円以上にて承ります。また、有料道路が唯一
の交通手段の場合は往復の通行料を頂戴します。ポート
アイランド、六甲アイランド、芦屋奥池、西宮浜、栢堂より

一番人気メニュー
“BARA”

水曜定休

〒650-0011 神戸市中央区下山手通2-11-5ザ・ビー神戸1Ｆ
デリ地域 神戸市中央区・兵庫区
デリ受付 ●11:30-14:00 ●17:30-21:00

Dinner Minimum order 3,000yen ,
Lunch Minimum order 2,000yen (for delibvery)

150 蘭（ラン）

火曜定休

テークアウト対応店（但し大口のデリ・弁当はデリバリー対応する場合あり）

Mango and sticky rice in coconuts milk

お弁当 “BENTO” Lunch

超豪華2段重弁当

水曜定休

〒658-0072 神戸市東灘区岡本1-4-3 坂井ビルB1
デリ受付 ●11:00-14:00 ●17:00-21:00
デリ地域 東灘区・灘区・水曜日／芦屋地域

もち米とマンゴーのココナッツミルク浸し700円

百花繚乱弁当（ひゃっかりょうらん）

Tel.0797-69-8855

〒659-0095 芦屋市東芦屋町3-5 芦屋清州プラザ1F
デリ地域 芦屋市・西宮市一部・火曜日／東灘区対応
デリ受付 ●11:00-14:00 ●17:00-21:00

Coconuts juice 250ml

★ライス・サラダ・煮物2種・緑茶

Tel.0798-65-6211 火曜定休

〒662-0832 西宮市甲風園1-3-12 カミヤビル1F
デリ地域 西宮市・宝塚市一部
デリ受付 ●11:30-14:00 ●17:00-21:00

Tapioka in coconuts milk

Mango and tapioka in coconuts milk

Tel.06-6442-1088

〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9ブリーゼブリーゼ 5Ｆ
デリ地域 梅田周辺
デリ受付 ●11:00-14:00 ●17:00-21:00

Dessert

110

Tel.06-6220-0400 日祝定休

テークアウト対応店（但し大口のデリ・弁当はデリバリー対応する場合あり）

1,000円

Steamed wild chicken set

※一部地域では配達をしておりません

淀屋橋店

〒541-0043大阪市中央区高麗橋2-3-5柳湖堂ビルＢ1Ｆ
デリ受付 ●11:30-14:00 ●17:00-21:00
デリ地域 大阪市中央区・西区・北区・都島区・港区

1,000円

1 チェンジトムヤンクン S

Change Tomyamgoon S

デリバリー・テークアウト・ケータリング・弁当対応店

1,000円

Padthai

Thai food Restaurant

クワンチャイ６店舗全店がタイ政府認定レストラン”タイセレクト”受賞。こ
の数は日本最大数です。クワンチャイ三宮店、岡本店、芦屋店、西宮店、梅
田店、淀屋橋店の６店舗がタイセレクトに認定されました。タイセレクトは
『タイ国商務省』が厳格な審査の上、世界中のタイレストランの約５％のみ
選択する大変名誉のあるもので、日本では約2200店舗のタイレストラン
の内わずか114店舗のみしか選ばれず神戸地域ではクワンチャイのみで

レッドカレー

厳選牛カレーセット

Khuanjai

“NADESHIKO”

Hamburg, Deep frid chicken

※百花繚乱弁当のご注文受付は、通常営業日3日前の12：00迄にお願い致します。※ご注文は金額合計１万円以上からお受け致しま
す。※前日のキャンセルは５０％、当日のキャンセルは１００％のキャンセル料を頂戴致します。※お箸・おしぼり付き、荷姿はご希望
にあわせます。※配達地域…●岡本店：神戸市東灘区・灘区・中央区（一部地域を除く）、●芦屋店：芦屋市・西宮市西部、●淀屋橋店：
大阪市北区・中央区・港区・都島区。※大量ご注文の場合は配達地域のご相談に応じます。※配達時間はお食事の１〜2時間前を予定

ご注文方法

予約優先制となります

ご自宅デリバリー&テークアウトメニュー

Delivery Menu
TAKE OUT MENU

Reservation priority system

1.所定の店舗にお電話ください。
（FAXでのご注文はご遠慮願います）

2.お客様番号あるいはお名前、住所、お電話番号をお伝えください。
3.ご注文の商品名か商品番号と数量をお伝えください。
1.Call to the shop nearby . Do not order by fax.
2.Tell your name. address.phone#.(customer# if you have.)
3.Order in name or number on brochure.

※容器に入れて商品をお届けしますので、
カタログ等の
盛付けとは異なります。
Delivery menus are hold in containers, so diﬀerent from
imaged pictures.

■前日までのご予約をおすすめします。■ご注文を受けてから調理しますので配達は45分〜2時間頂戴しております。店舗や交通事情によりお
届けが２時間超える場合があります。ご了承下さい。■配達可能区域は配達サービス対応店から車で30分以内です。食材は新鮮な素材を使っ
ておりますので品切れを起こすことがあります。■お届けさせて頂いてから涼しい場所に保管の上1時間以内にお召し上がりください。その時間
外に問題が発生しても当店では責任を負いかねます。■表示以外のメニューも出来る限り対応させて頂きます。■表示価格、サービスは予告
無く変更される場合があります。■繁忙期はご注文を受けかねる場合があります。■カレー単品にはライスが付きませんので、別途ご注文願い
ます。■ケータリング地域につきましては、もよりの店舗にご連絡の上ご確認下さい。遠方地域でもご相談を承ります。■コックの出張、特別な
■I recommend a reservation until the day before. ■Because I cook it after receiving orders, I receive the delivery for from 45 minutes to
two hours. Sending it may exceed it by a store and a trafﬁc condition for two hours. Approve.■I can deliver it, and the area is less than 30
minutes by car from a delivery shop for service. Because the ingredients use the material that his fresh; absence of goods I may wake you
up.■Please have it after safekeeping in the cool place within one hour after sending it. Even if a problem occurs outside that time, I cannot
take responsibility in our store.■The menu except the indication supports as much as possible, too. ■A sticker price, the service may be
changed without a notice.■I may not receive orders for the busy season. ■Because rice is not included, please order it from curry one
piece of article separately.■About the catering area, please conﬁrm it after communication in store. I accept consultation in the distant
place area.■As for the business trip of the cook, the special carving, I would like a reservation until one week ago.
2017.5作成

・1枚につき1回ご利用いただけます。

（クレジットカード、個別割勘不可。１グループ1枚のみ利用可）

・他のサービスとの併用はできません。

※2017年6月末までは旧価格・旧メニューでのご注文にも対応します

Party
Menu
パーティメニュー

★本格的タイ料理がいろいろ楽しめるお得なセットです。

Full-scale cooking in Thailand is an advantageous set to be able to enjoy in various ways.

●チョイス料理・・・どちらか１品お選びください●

212 クワンチャイセット
82
100
55
96
61
62
112

辛さの目安

やや辛い

パクチー使用

辛い

210 ファミリーセット

Family Set

50 トムヤンクン
（M）

２名様分

3,800円

（１名あたり １,７５０円）
Tomyamgoon M

84 春雨のシーフードサラダ
21 奥丹波鶏のグリーンカレー

Spicy cristal noodles with seafoods

98 奥丹波鶏の唐揚
（5個）
3 ジャスミン米
（M）

211 ハッピーセット
50 トムヤンクン
（M）
82 生春巻
（８個）

Deep fried wild chicken 5pcs
Thai rice M

4,800円

２名様分

happy Set

（１名あたり 2,2５０円）
Tomyamgoon M
Summer roll 8pcs

62 奥丹波鶏のタイ風ステーキ
60 奥丹波鶏のカシューナッツ炒め

Wild chicken stake
Stir fried wild chicken with cashu nuts

100 豚肉炒飯
（M）

Fried rice with pork M

Delivery
Menu
タイカレー
Thai Curry

Tomyamgoon M
Stir Fried Salmon with coconuts sauce
Stir Fried Softshellcrab with egg and curry
Grilled wild chicken Thaistyle
Deep fried fritterd banana

3~4名様分

7,500円

（１名あたり 2,1５０円）
Summer roll 8pcs

Deep fried spring roll 8pcs
Fried rice with pork M
Thai Omlette with minced pork
Stir fried beef with oyster sauce or
Stir fried chicken with cashew nuts and
Deep Fried prawn cracker

Rice & Sidemenu

ライス・サイドメニュー
4 ジャスミン米 L

500円

5 タイもち米

400円

6 パクチー

400円

1,000円

24 奥丹波鶏のレッドカレー

1,000円

Wild chicken matsaman curry

22 海老グリーンカレー

1,200円

25 海老レッドカレー

1,200円

28 海老マッサマンカレー

133 牛すじのグリーンカレー

1,100円

134 牛すじのレッドカレー

1,100円

135 牛すじのマッサマンカレー 1,100円

Shrimp matsaman curry

85
82
68
65
21
91
54
98
90
4

Thai rice L

1,200円

Thai sticky rice
Corriander

Beef tendon matsaman curry

Delux Party Set

141
142
143
144
145
146

Hors d'oeuvres plate ７

91

Deep fried minced prawn
Pork Stake
Tomyamgoon with prawn
Stirfried wild chicken with holybasil
Stiirfried softshellcrab with egg and curry

100 豚肉炒飯

1,000円

105 タイ唐辛子味噌炒飯

101 海老炒飯

1,100円

106 パイナップル炒飯 1,600円

Pork fried rice
Shrimp fried rice

102 蟹 炒飯

Crab fried rice

1,300円

1,400円

Fried rice with Thai chilli paste

39 パッタイ（タイ風焼そば） 1,000円

パクチー料理

Padthai

700円

142 パクチーと春雨のシーフードサラダ

1,100円

Deep fried chicken 5pcs with corriander

Fried rice with pineapple with curry ﬂavor

Spicy cristal noodles with seafoods and corriander

143 パクチーいっぱいのトムヤンクン（M）
Tomyamgoon M with full of corriander

144 青パパイヤの天麩羅パクチー載せ

Green papaya tempura with corriander

1,300円
1,300円

145 パクチーと海老の炒飯

1,300円

146 サーモンの黒胡椒炒めパクチー載せ

1,500円

Corriander and shrimp fried rice

Khuanjai
Th a i f o o d R e s t a u ra n t

梅田店

※繁忙時はテイクアウト対応

西宮北口店

火曜定休

芦屋 店

水曜定休

Stirfried softshellcrab with egg and curry x2 or

デリ受付 ○11:00-14:00 ●17:00-21:00

デリ受付 ○11:30-14:00 ●17:00-21:00

デリ受付 ○11:00-14:00 ●17:00-21:00

Wild chicken stake

※写真はイメージです。

Stirfried beef with oystersauce x2

19 オードブルプレート５

Greencurry with wild chicken x2
Deep fried shrimp spring roll 6pcs

82

Tomyamgoon with prawn x2

Hors d'oeuvres plate 5

2名様分

（１名あたり 2,500円）

生春巻（８個）

９0 海老せんべい
84 春雨のシーフードサラダ

Deep fried wild chicken 10pcs
Deep fried 2 prawn cracker

奥丹波鶏唐揚（１０個）
62 奥丹波鶏のタイ風ステーキ

98

Thai rice L x2

（１名あたり 2,000円）

6,000円

Deep fried chicken 5pcs with corriander
Spicy cristal noodles with seafoods and corriander
Tomyamgoon with full of corriander
Green papaya Tempura with corriander
Fried rice with shrimp and corriander
Stir fried salmon with black pepper and corriander

Summer roll 8pcs
Deep fried prawn cracker
Cristal noodle seafood salad
Deep fried wild chicken 10pcs
Wild chicken stake

ケータリングメニューについて

※税別3万円から300万円までお受けします。お１人当たりの単価は1,500円〜3万円まで対応します。
※パーティ用ウォーマー、銀器30セット以上完備しております。お皿、カトラリーもご要望により準備いたします。
※メニュー内容につきましては、デリバリーメニューに表記しているものからご相談の上対応させていただきます。
※寿司等の和食やアルコール・ソフトドリンク・挿花･カービング・各種デザート等の準備もご相談に応じます。
※ご注文は１週間以上前にお願いします。
※３日前のキャンセルは半額、前日および当日のキャンセルは全額キャンセル料を頂戴致します。
※岡本店か淀屋橋店にて対応致します。
※有名海外ブティックオープンパーティ、海外要人接待、大型ホームパーティ等多数実績があります。

60 奥丹波鶏のカシューナッツ炒め 1,000円

66 厳選牛のタイバジル炒め

61 奥丹波鶏のタイバジル炒め

1,100円

62 奥丹波鶏のタイ風ステーキ

1,400円

67 ソフトシェルクラブのニンニク炒め 1,600円

63 サーモンのココナッツソース

1,300円

137 厳選牛のタイ風ステーキ

1,600円

138 豚肉のタイ風ステーキ

1,300円

64 サーモンの黒胡椒炒め

1,500円

Stir fried beef with holy basil

Stir fried wild chicken with holy basil
Wild chicken steak

Stir fried softshellcrab with garlic

Stir fried softshellcrab with egg and curry

69 揚げ天使の海老のピリ辛あんかけ

Beef steak

70 天使の海老のココナッツソース

Salad
1,000円

Green papaya salad

おつまみ

1,900円
Deep fried prawn with sticky gravy sauce

97 豚ミンチのタイ風オムレツ

Thai style omlett with minced pork

139 空芯菜の炒め物

Finger Foods

スープ＆蒸し物

90 海老せんべい

400円

50 トムヤンクン M

Deep fried prawn cracker

Soup & Steamed

Tomyamgoon M

（6個）
91 海老の揚げ春巻

900円

84 春雨のシーフードサラダ

900円

136 トムヤンクン L

85 くらげのタイハーブサラダ

（８個）
92 タイハーブ餃子

900円

1,000円

51 豚ミンチと春雨と豆腐のスープ

86 生ハムとパクチーのサラダ

1,000円

Jerryﬁsh salad thai style

Ham salad with corriander

Deep fried shrimp spring roll 6pcs
Thai herbal Gyoza 8pcs

（２個）
94 海老のすり身揚げ

900円

95 揚げ春巻 ８個

900円

Deep fried minced prawn 2pcs
Deep fried spring roll 8pcs

96 タイ風手羽先餃子
（６個）

1,000円

98 奥丹波鶏の唐揚
（10個）

1,000円

Deep fried chiken wing gyoza 6pcs
Deep fried wild chicken 10pcs

99 奥丹波鶏の唐揚
（5個）
Deep fried wild chicken 5pcs

火曜定休

三宮店

水曜定休

※繁忙時はテイクアウト対応

デリ受付 ○11:00-14:00 ●17:00-21:00

デリ受付 ○11:30-14:00 ●17:30-21:00

600円

900円

1,200円

Stir fried morning groly

900円

Spicy cristalnoodle salad with seafoods

1,900円

Deep fried prawn with coconuts sauce

82 生春巻
（８個）
Summer roll 8pcs

1,600円

68 ソフトシェルクラブの卵カレー炒め 1,600円

Stir fried salmon with coconuts sauce

80 青パパイヤのサラダ

岡本店

4,500円

Maindishes

TEL.06-6220-0400 TEL.06-6442-1088 TEL.0798-65-6211 TEL.0797-69-8855 TEL.078-413-2280 TEL.078-333-7780
デリ受付 ○11:30-14:00 ●17:00-21:00

Deep fried wild chicken 10pcs

Summer roll 8pcs x2

※表記価格は全て税込です。※店内ご飲食の場合は営業時間が異なりますので各店舗にお問い合わせください。※写真はイメージです。写真は実際の内容と異なる場合がございます。Photo is just image
日祝定休

Cristal noodle seafood salad

Jerryｆｉｓｈ salad Thai style

Stir fried salmon with black pepper and corriander

淀屋橋店

Deep fried prawn cracker

15,000円

5~6名様分

Stir fried wild chicken with chshew nuts

サラダ

Deep fried spring roll 8pcs

（１名あたり 2,73０円）

Stir fried beef with oyster sauce

141 鶏肉の唐揚5Pパクチーまみれ

Deep fried shrimp spring roll 6pcs

Thai rice L x2

65 厳選牛のオイスターソース炒め 1,600円

Corriander Menu

Summer roll 8pcs

Greencurry with wild chicken

Stir fried salmon with black pepper

Fried Rice & Noodle

6,500円

or Stirfried softshellcrab with garlic

Pork steak

炒飯&麺類

2~3名様分

（１名あたり 2,330円）

生春巻（８個）
海老揚げ春巻（６個）
95 揚げ春巻
（８個）
90 海老せんべい
８４ 春雨のシーフードサラダ
98 奥丹波鶏唐揚
（１０個）
62 奥丹波鶏のタイ風ステーキ
82

Cristal noodle seafood salad

2~3名様分

鶏肉の唐揚5Pパクチーまみれ
パクチーと春雨のシーフードサラダ
パクチーいっぱいのトムヤンクン
青パパイヤの天麩羅パクチー載せ
海老とパクチーの炒飯
サーモンの黒胡椒炒めパクチー載せ

18 オードブルプレート７

Summer roll 8pcs

クラゲのタイハーブサラダ
生春巻（8個）×2
ソフトシェルクラブの卵カレー炒め ×2 or
厳選牛のオイスターソース炒め ×2
奥丹波鶏のグリーンカレー ×2
海老の揚げ春巻（６個）
天使の海老のトムヤンクン ×2
奥丹波鶏唐揚（１０個）
海老せんべい（2袋）
ジャスミンライス（L）×2

メイン料理

10,000円

Deep fried prawn cracker

16 デラックスパーティセット

Corriander Set

Deep fried noodle with sticky gravy

Thai rice M

海老せんべい
生春巻（８個）
春雨のシーフードサラダ
海老のすり身揚げ
豚肉のタイ風ステーキ
天使の海老のトムヤンクン
奥丹波鶏のタイバジル炒め
ソフトシェルクラブの卵カレー炒め or
ソフトシェルクラブのにんにく炒め
奥丹波鶏のグリーンカレー
ジャスミンライス（L）×2

17 パクチーセット

Deep fried minced prawn 2pcs

Beef matsaman curry

4~5名様分

（１名あたり 2,20０円）

Party Set

90
82
84
94
120
54
61
68
67
21
4

Gyoza 8pcs

27 奥丹波鶏のマッサマンカレー 1,000円

21 奥丹波鶏のグリーンカレー

Beef tendon red curry

6,500円

400円

26 厳選牛のマッサマンカレー 1,500円

Beef tendon green curry

２~3名様分

（１名あたり 2,60０円）

3 ジャスミン米 M

1,500円

Shrimp red curry

Mango with coconutsmilk 2

生春巻（8個）
餃 子（8個）
海老のすり身揚げ（２個）
揚げ春巻（8個）
豚のあんかけ揚げそば
豚肉炒飯（M）
豚ミンチ入りタイオムレツ
厳選牛のオイスターソース炒め or
奥丹波鶏のカシューナッツ炒め&
海老せんべい

23 厳選牛のレッドカレー

Shrimp green curry

or Wild chicken stake

Thai rice M

★カレーにはライスがつきませんので別途ライスのご注文をお願いします。

Wild chicken red curry

Stir fried wild chicken with holybasil

Mini Party Set

1,500円

Wild chicken green curry

Chicken wing gyoza 6pcs

Summer roll 8pcs

Curry only come with soup no rice. If you need rice,please order separately.

Beef red curry

Steamed salmon with lemon flavor

Thai Select Set

20 厳選牛のグリーンカレー
Beef green curry

Fried rice with pork M

生春巻（8個）
ジャスミンライス（M）
トムヤンクン（M）
サーモンのココナッツソース
ソフトシェルクラブの卵カレー炒め
奥丹波鶏のタイ風ステーキ
113 バナナの揚げ物

82
92
94
95
108
100
97
65
60
90

5,800円

Summer roll 8pcs

82
3
50
53
68
62

214 ミニパーティセット

Green curry with wild chicken

（１名あたり 2,20０円）

生春巻（8個）
豚肉炒飯（M）
蒸しサーモンのレモン風味
奥丹波鶏の手羽先餃子（6個）
奥丹波鶏のタイバジル炒め or
奥丹波鶏のタイ風ステーキ
マンゴーとタピオカのココナッツミルク ×2

213 タイセレクトセット
※写真はイメージです。

２~3名様分

khuanjai Set

15 パーティセット

Tomyamgoon L

Minced pork vegitables and tofu soup

900円
1,600円
900円

54 天使の海老のトムヤンクン

1,800円

55 蒸しサーモンのレモン風味

1,500円

56 蒸しサーモンのタイ醤油風味

1,500円

140 蒸しサーモンのレモン風味パクチーづくし

1,800円

Tomyamgoon with prawn

Steamed salmon with lemonﬂavor
Steamed salmon with thai shoyu

Steamed salmon with lemon and corriander

テークアウトで10％ＯＦＦ！

現金のみ

