
211 ハッピーセット ¥4,800
２名様用

生春巻、 トムヤムクン(M)
鶏のタイ風ステーキ、
鶏のカシューナッツ炒め
豚肉炒飯(M)

3364 2-3名様用 ¥5,670

牛肉のガパオ、 鶏グリーンカレー
トムヤムスープ、ソムタム(小)
パッタイ、ﾗｲｽ Ｌ

牛肉の
ガパオ

鶏の
グリーンカレー

タイ風焼そば
パッタイ

210 ファミリーセット ¥3,800
２名様用

春雨のシーフードサラダ、
鶏のグリーンカレー、
トムヤムクン(M)、鶏の唐揚げ(5個)
ジャスミン米(M)

215 パーテイセット ¥10,000
４‐５名様用

えびせんべい、生春巻(8個)
春雨のシーフードサラダ
海老のすり身揚げ
鶏肉のタイ風ステーキ
トムヤンクン
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
鶏のグリーンカレー
ジャスミンライス(L)×２

18 オードブル
プレート

２‐３名様用 ¥6,500

生春巻(８個)、揚げ春巻(８個)
海老の揚げ春巻(６個)、えびせんべい
春雨のシーフードサラダ
鶏の唐揚げ(約10個)
鶏のタイ風ステーキ

鶏の
ｶｼｭｰﾅｯﾂ炒め

タイ料理
クワンチャイ

鶏のタイ風
ステーキ

タイ風唐揚げ弁当 ¥980
5012 タイ風唐揚げ弁当 A 5013 タイ風唐揚げ弁当 B

（唐揚げ５個、野菜、ﾁﾘｿｰｽ、ご飯） （唐揚げ５個、野菜、

スイートﾁﾘｿｰｽ、ご飯）

5014 タイ風唐揚げ弁当 C
（唐揚げ５個、野菜、タルタルｿｰｽ、ご飯）

鶏肉ｽﾃｰｷ弁当 ¥1,080

5015 鶏肉ステーキ弁当 A                                        5016 鶏肉ステーキ弁当 B
（鶏肉ｽﾃｰｷ、野菜、ﾀｲﾊｰﾌﾞｿｰｽ、ご飯） （鶏肉ｽﾃｰｷ、野菜、

ﾊﾆｰﾏｽﾀｰﾄﾞｿｰｽ、ご飯）

5017  鶏肉ステーキ弁当 C
（鶏肉ｽﾃｰｷ、野菜、油淋鶏ｿｰｽ、ご飯）

蒸し鶏ご飯弁当 ¥1,180
5023 蒸し鶏ご飯弁当A 5024 蒸し鶏ご飯弁当B

(蒸し鶏、野菜、ﾀｲﾊｰﾌﾞｿｰｽ、ご飯)                                       (蒸し鶏、野菜、
ﾊﾆｰﾏｽﾀｰﾄﾞｿｰｽご飯)

5025蒸し鶏ご飯弁当 C
(蒸し鶏、野菜、油淋鶏ﾞｿｰｽ、ご飯) 

ｿﾌﾄｼｪﾙｸﾗﾌﾞの
卵ｶﾚｰ炒め

カレーご飯 （ｶﾚｰ ご飯 ピクルス付）

5036鶏グリーンカレーご飯 ¥980

5038鶏マッサマンカレーご飯 ¥980

5033 海老のグリーンカレーご飯 ¥1,080

5035 海老のﾏｯｻﾏﾝｶﾚｰ ご飯 ¥1,080

5030 厳選牛のグリーンカレーご飯 ¥1,180

5032 厳選牛のﾏｯｻﾏﾝｶﾚｰご飯 ¥1,180

どんぶり

5044ガパオ丼 目玉焼付 ¥1,180

5048 鶏肉のｶｼｭｰﾅｯﾂ炒め丼 ¥1,180

5047 牛肉のｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め丼 ¥1,180

5046  ｿﾌﾄｼｪﾙｸﾗﾌﾞの卵ｶﾚｰ丼 ¥1,480

オプション

5008 春雨サラダ(S) ¥200
5000 ソムタム(S)           ¥380

5007 チキンスープ(S) ¥200

5009 トムヤンクン(S)      ¥380

5010 ご飯大盛り ¥200
5011 炒め物大盛り ¥380

ｿﾌﾄｼｪﾙｸﾗﾌﾞの
卵ｶﾚｰ丼

ソムタム
(青ﾊﾟﾊﾟｲﾔｻﾗﾀﾞ)

タイ料理で使われる
様々なハーブと効能

※写真はイメージです。新鮮な素材を使っていますので欠品の場合があります。
実際の内容と異なる場合があります。表記価格は全て税込価格です。

鶏の
ｸﾞﾘｰﾝｶﾚｰ

鶏の
ﾏｯｻﾏﾝｶﾚｰ

トムセップはｲｻｰﾝ地方のハーブスープです。
ソムタムは青パパイヤのサラダです。

※内容・価格は予告なく変更されることがあります。2022.07



海老炒飯
パイナップル炒飯 タイ風焼そば

パッタイ

パクチーと
海老の炒飯炒飯

100豚肉炒飯 ¥1,180

101 海老炒飯 ¥1,280

ソフトシェルクラブ

68 卵カレー炒め ¥1,600

67 ニンニク炒め ¥1,700

空心菜

72 空心菜の炒め物 ¥1,200

73 空心菜の天婦羅 ¥1,300

スープ サラダ

50 トムヤンクンM ¥1,100

52 鶏肉のｺｺﾅｯﾂｽｰﾌﾟ ¥1,400

54 天使の海老のﾄﾑﾔﾝｸﾝ ¥1,800

80 ｿﾑﾀﾑ 青ﾊﾟﾊﾟｲﾔのｻﾗﾀﾞ ¥1,100

82 生春巻(８ｐｃｓ) ¥1,100

84 春雨のｼｰﾌｰﾄﾞｻﾗﾀﾞ ¥1,100

104パクチーと海老の炒飯 ¥1,580

106 パイナップル炒飯 ¥1,680

39 パッタイ(タイ風焼きそば)   ¥1,280

ラーメン

5074 グリーンカレーラーメン ¥1,280

5075 ﾏｯｻﾏﾝｶﾚｰラーメン ¥1,280

5076 トムヤムラーメン ¥1,280

5077 牛肉入り汁麺 ¥1,280

ﾄﾑﾔﾑﾗｰﾒﾝ

おつまみ

90 海老せんべい ¥680

99 鶏唐揚げ(5個)        ¥680

98 鶏唐揚げ(10個) ¥1,080

97 豚ミンチのﾀｲ風ｵﾑﾚﾂ ¥1,080

92 タイハーブ餃子(８Pcs)    ¥1,080

95 揚春巻(８ｐｃｓ) ¥1,080

96 タイ風手羽先餃子(６ｐｃｓ) ¥1,080

94 海老のすり身揚げ(２ｐｃｓ) ¥1,280

91 海老の揚春巻(６ｐｃｓ) ¥1,280

脱皮したての
やわらかい蟹です。

芯が空洞でシャキシャキ食感。
ビタミンCが豊富です。

トムヤンクンは世界三大
スープの一つです。

３種のラーメンが新登場！

晩酌のお供にピッタリ！

ﾗｲｽ＆ｻｲﾄﾞ

３ ジャスミン米 M ¥580

４ ジャスミン米 Ｌ ¥680

５ タイもち米 ¥680

６ パクチー ¥580

デザート

112 ﾏﾝｺﾞｰとﾀﾋﾟｵｶのｺｺﾅｯﾂﾐﾙｸ ¥680

113 ﾊﾞﾅﾅの揚げ物 ¥680

114 もち米とﾏﾝｺﾞｰの
ｺｺﾅｯﾂﾐﾙｸ浸し ¥880

5115 マンゴージェラート ¥480

5116 グアバジェラート ¥480

5117 タマリンドジェラート ¥480

ドリンク

5131 ココナッツジュース ¥380

5120 マンゴ―ジュース ¥380

5121 パイナップルジュース ¥380

5122 ライチジュース ¥380

5123 ファンタクリームソーダ ¥380

5124 エナジードリンク ¥380

5125 タイコーヒー ¥380

5126 ジャスミン茶 ¥380
パン

5118 ｺｺﾅｯﾂﾐﾙｸﾊﾟﾝ、ｸﾞﾘｰﾝｶﾚｰﾊﾟﾝ、
ﾚｯﾄﾞｶﾚｰﾊﾟﾝ 3種セット ¥680

クワンチャイはタイ政府認定レストラン“タイセレクト”全店舗受賞！
配達は2005年のオープン当初から行っており、17年の実績があります。
店舗配達のご注文はディナー3,000円より ランチ2,000円より承ります。
ご注文方法 予約優先制となります。前日までの予約をおすすめします。
50,000円以上のご注文でケータリング対応出来る場合があります。
六甲アイランド等一部地域への配達は4,000円以上からの配達になります。

１・所定の店舗にお電話下さい(店舗からの配達対応は岡本店)
2・お名前、ご住所、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。
※容器に入れて商品をお届けしますので、写真の盛付とは異なります。
ご注文を受けてから調理しますので配達は45分から2時間頂戴しています。
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は責任を負いかねます。

岡本店のデリバリーは、PayPayでの支払ができます。
配達可能区域、配達方法、時間等詳細は各店へ。
デリバリーは代行会社からご注文いただけます。

淀屋橋店 大阪市中央区高麗橋2-3-5 柳湖堂ビルB1F TEL 06-6220-0400 月曜定休日
ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ代行会社対応 デリ受付11:30-14:00  17:00-21:00

三宮店 神戸市中央区下山手通2-11-5 ザ・ビー1F TEL 078-333-7780 水曜定休日
デリバリー代行会社対応 デリ受付11:30-14:00  17:00-21:00

梅田店 大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼブリーゼ5F TEL 06-6442-1088 不定休

岡本店 神戸市東灘区岡本1-4-3 坂井ビルB1F TEL 078-413-2280 火曜定休日
店舗＆デリバリー代行会社対応 デリ受付11:00-14:00  17:00-21:00

三宮店・岡本店・淀屋橋店は定休日が祝日の場合は営業し、翌日が休業日になります。

デリバリー非対応

三宮店・梅田店
のテイクアウトは
このチラシ非対応です。
専用メニューがあります。

タイ料理と一緒に甘いトロピカルドリンクは
いかがですか？自家製ジェラートが人気です！

冷蔵保存状態でお届けします。自然解凍後
トースターで焼くと風味が広がります。

岡本店、淀屋橋店、茶屋町店のみ
テイクアウト(現金支払い)が10％OFF！

テイクアウト用
レジ袋は
有料です

タイフレバーパン

ジャスミン米はタイの
最高級の長粒米です。

※写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。表記価格は全て税込価格です。 クワンチャイホームページ http://khuanjai.com/

茶屋町店 大阪市北区茶屋町10-12 NU茶屋町9F TEL 06-6110-5828 不定休
デリバリー代行会社対応 デリ受付11:00-14:00  17:00-21:00

自家製
ジェラート各種


