
ソムタムタイ 580円

紀州梅干しソムタム 580円

生ハムのせソムタム 680円

シーフードの春雨サラダ
580円

海老入り生春巻4pcs 580円

チーズ入り生春巻4pcs
580円

豚ミンチと煎り米のサラダ 980円

タイ風フライドポテト 280円 タイ風海老せんべい 280円

タイハーブ餃子4pcs 480円 鶏肉タイ風唐揚げ5pcs位 480円

海老のすり身揚げ２Pcs 680円

タイ風オムレツ 680円

揚げ春巻4pcs 480円

鶏手羽先餃子3pcs 680円

海老揚げ春巻3pcs 680円揚げ物３種盛り 980円

ベジタリアンソムタム 680円

春雨サラダ 280円

スモークサーモン生春巻4pcs
580円

ベジタリアン生春巻 580円

写真はイメージです。実際の内容とは異なる場合がございます。※表示価格は税込価格です。

ベジタリアン対応品 辛さの目安 辛い やや辛い

羊飼いのソムタム 580円



トムヤンクン 780円

豚ミンチと豆腐の春雨スープ
780円

トムヤンクン 小 480円

鶏肉のココナッツスープ 980円

トマトと野菜のベジタリアンスープ 780円

豚肉のマッサマンカレー 680円牛筋のグリーンカレー 780円

海老のグリーンカレー 880円

豆腐のベジタリアングリーンカレー 980円

ジャスミンライス S 180円

ジャスミンライス M 280円

ジャスミンライス L 380円

ライスベリー S 280円

もち米 S 380円

パクチー 小盛 110円

パクチー 中盛 280円
パクチー バケツ 980円

チーズ 小盛 110円

鶏肉のグリーンカレー 680円

牛肉のグリーンカレー 980円

写真はイメージです。実際の内容とは異なる場合がございます。※表示価格は税込価格です。

ベジタリアン対応品 辛さの目安 辛い やや辛い



空心菜の炒め物 980円

牛肉のオイスターソース炒め 980円

鶏肉のカシューナッツ炒め 880円

牛肉のタイバジル炒め 980円

鶏肉のタイ風ステーキ 980円

鶏肉のタイバジル炒め 880円

豆腐のタイバジル炒め 880円

トントロのタイ風ステーキ980円

豚肉のタイバジル炒め 780円

ソフトシェルクラブの
にんにく炒め 980円

ソフトシェルクラブの
卵カレー炒め 980円

サーモンのココナッツソース 980円

蒸しサーモンのレモン風味 980円 蒸しサーモンのタイスキ風味 980円

豚肉炒飯 780円 海老炒飯 880円 唐辛子味噌炒飯 980円

パイナップル炒飯 980円 蒸し鶏ご飯 880円 ガパオ丼 980円
(目玉焼き付)

トムヤムラーメン 880円 牛肉入り汁麺
980円

タコのタイバジル炒め 980円
空心菜の天婦羅 980円

パッタイ(タイ風焼きそば)
880円

チキンカレーヌードル 980円

写真はイメージです。実際の内容とは異なる場合がございます。※表示価格は税込価格です。

ベジタリアン対応品 辛さの目安 辛い やや辛い

パクチーと海老炒飯 980円

牛肉のタイ風ステーキ 980円



タピオカの
ココナッツミルク

380円

チャイティ
(ナタデココ入り) 580円

マンゴー入り
タピオカの
ココナッツミルク

480円
マンゴー入りもち米の
ココナッツミルク 680円

かき氷

ジェラート 1種類 1個 180円

バナナの揚げ物とジェラート２種
780円

バナナの揚げ物 480円

タマリンド
(ジェラート入り) 580円

レモン
(ジェラート入り) 580円

グアバ
(ジェラート入り) 580円

パイン
(ジェラート入り)

580円

マンゴー
(マンゴ果肉入り)

680円

イチゴ
(イチゴジャム入り)

680円

ブルーベリー
(ブルーベリージャム入り)

680円

マンゴー パイナップル

グアバ タマリンド

アンチャン イチゴ

ブルーベリー 豆乳

レモン

写真はイメージです。実際の内容とは異なる場合がございます。※表示価格は税込価格です。

ブルーハワイ
(アンチャンジェラート入り)

580円



写真はイメージです。実際の内容とは異なる場合がございます。※表示価格は税込価格です。

ソムタム小
トムヤンクン
空心菜の炒め物
豚のタイバジル炒め
ジャスミンライス
烏龍茶 or ジャスミン茶

ソムタム
トムヤンクン
空心菜の炒め物
牛肉のタイバジル炒め
鶏肉のグリーンカレー
パッタイ(小)
ジャスミンライス
本日のタイデザート

ソムタム
トムヤンクン
タイ風オムレツ
鶏のタイバジル炒め
パッタイ小
もち米
本日のタイデザート

羊飼いのソムタム
サーモンのココナッツスープ
タイ風オムレツ
鶏のカシューナッツ炒め
パッタイ小
もち米
本日のタイデザート

ベジタリアンソムタム
ベジタリアンスープ
空心菜の炒め物
豆腐のタイバジル炒め
パッタイ
ジャスミンライス
ジェラート

スープ 2種、具材 6種

スープ 2種、具材 8種
麺 or ライス、卵

1,980円

1,980円

3,980円

3,980円

2,980円 2,980円

ベジタリアン対応品 辛さの目安 辛い やや辛い

2,980円



豚肉マッサマンカレーライス 440円

鶏肉グリーンカレーライス 440円

※カフェタイム限定のメニューです。
他の時間帯ではご注文出来ません。

ガパオライス 440円
(目玉焼きはつきません)

写真はイメージです。実際の内容とは異なる場合がございます。※表示価格は税込価格です。



タイ焼酎 Thai 芋焼酎 potato    

麦焼酎 barley

ソーダ割は¥110 UP      with soda ¥110 UP

¥480

レモン lemon マンゴ mango

ライチ Lychee ライム lime

グレープフルーツ grapefruit

シークワーサー Flat lemon

トマト tomato     赤玉パンチ akadama

パイン pine apple グアバ guava

タイスイカ Thai water melon

パクチー coriander

¥280

¥380

¥480

¥580

レモン lemon

マンゴ mango             

パイン pineapple

アンチャンbutterfly pea

タマリンド tamarind

¥480

グラス glass
赤 red 白 white

サングリア sungria
赤 red 白 white

ボトル Bottle
赤 red 白 white

スパークリングワインボトル

ウイスキー whisky  

バーボン bourbon  

梅酒 Plum wine  

タイウイスキー(メコン)Thai whisky (mekhong)

ソーダ割は¥110 UP      with soda ¥110 UP

¥480

¥280

¥380

¥1480

￥1980

※表示価格は税込価格です。

Alcohol

¥280
¥680
¥680
¥680
¥630
¥580
¥980

¥280

¥380

¥480

国産ウイスキー Japanese whisky

ジンジャー with ginger  ・ コーク with coke

ジムビーム Jim beam

タイウイスキー(メコン) Thai whisky (mekhong)

大ジョッキは¥220 UP      with mug ¥220 UP

樽生(金麦) 中ジョッキ with mug

プレミアムモルツ Premium Malts

シンハー Singha

チャン Chang

レオ Leo

樽詰(金麦) 大ジョッキ Big mug

プレミアムモルツ 大ジョッキ Big mug

¥580

ラム rum      
ラムマンゴラッシー rum mango russy
ラムパインラッシー rum pine russy
ラムグアバラッシー rum guava russy

パクチーモヒート coriander mojito

ビール beer
シャンディガフ shandy gaff
レッドアイ red eye

カシス cassis
カシスオレンジ cassis orange
カシスソーダ cassis soda

ピーチ peach
ピーチツリーフィズ peachtree fizz
ファジーネーブル fuzzy navel

シークワーサー Flat lemon
オレンジ orange ソーダ soda

¥680

¥480

¥580

¥580



※表示価格は税込価格です。

マンゴ mango          パイン pineapple

グアバ guava

¥580

タイスイカ Thai watermelon

バナナ banana マンゴ mango

￥580

パイン pineapple タマリンド Tamarind

グアバ guava アンチャン butterfly pea

¥480

￥580

ココナッツ coconuts マンゴ mango             

チャイ chai タイティ Thai

アンチャンbutterfly pea

レモングラスジンジャー lemongrass ginger

アジアングリーンシャワー ライム
asian green shower lime

アジアングリーンシャワー レモングラス
asian green shower lemongrass

ヴァージンモヒート virgin mojito

マンゴ mango        パイン pineapple

グアバ guava         ココナッツ coconuts

オレンジ orange       コーラ coke

ジンジャエール ginger ale      

炭酸水 soda

チャイティー chai ホット・アイス

タイティー Thai ホット・アイス

レモングラス Lemongrass 炭酸割・アイス

タイ生姜茶 Thai ginger ホット・アイス

烏龍茶 Oolong ホット・アイス

ジャスミン茶 Jasmine ホット・アイス

ルイボスティー Rooibos ホット・アイス

コーヒー coffee ホット・アイス

¥380

¥380

¥580

¥480

¥280

¥180

ナタデココのチェ
Che with Nata de coco
クラッシュアイスとミルクと練乳のドリンク

Soft drinks

¥380

¥180



ソフトドリンク飲み放題

コーラ、ジンジャエール、スプライト、白葡萄ソーダ、白葡萄、オレンジジュース、
ジャスミン茶(アイス/ホット)、烏龍茶(アイス/ホット)、コーヒー(アイス/ホット) 他
10種類以上 (日によって内容が変わることがあります)

90分

セルフ飲み放題 60分

生樽詰(金麦)
ウイスキー（ハイボール・ロック・ストレート)
酎ハイ (プレーン・マンゴー・レモン・ライム・ライチ）
カクテル（シャンデイガフ)
ソーダ（プレーン・マンゴー・レモン・ライム・ライチ)
15種類以上

レギュラー飲み放題

ソフトドリンク飲み放題 プラス セルフ飲み放題

プレミアムモルツ ノンアルコールビール
酎ハイ（グアバ・パイン・トマト）
芋焼酎、麦焼酎、梅酒 (ロック、お湯割、ソーダ割)
グラスワイン (赤・白）、サングリア (赤、白)
バーボン (ロック、ハイボール)、
タイウイスキー（ロック、ハイボール）
カクテル (モヒート・カシスオレンジ・カシスソーダ・シャンデイガフ・レッドアイ

カンパリソーダ・カンパリオレンジ・ピーチツリーフィズ・ファジーネーブル）
55種類以上

120分
(L.o90分)

※延長 30分ごとに550円UP

※同グループは全員同一の飲み放題コースをご注文下さい。
グループ内で別々の飲み放題はご遠慮ください

(表記は全て税込価格です)


