
タイの定番！バイガパオ
鶏肉のガパオ炒めご飯
フライドエッグ添え
pat gapao gai sap
with Fried Egg

 　1000

表示価格はすべて税抜き価格です。別途 消費税を頂戴致します。  All prices listed are tax excluded. tax will be added to the total.  

店内調理では自然由来の素材を使用し、化学的に精製されたものは使用しておりません。 All  Carefully Cooked with Natural Ingredients. No Processed Ingredients  Anywhere. 

Double Fried Egg  ダブル・フライドエッグ +100

しっとりジューシー！
やみつき
カオマンガイ
khao man gai
Steamed Chicken and Rice

　　　　1100

香味野菜と
トムヤムスパイス・豚肉の
汁なし中華あえ麺 
[バミー・ヘーン]
bamii haeng
Tossed  Pork Noodle

 1100

Fried Egg  フライドエッグ +100

もっちり平打ち米麺と
甘酸っぱいソースの
タイ焼きそば パッタイ
pad thai
Thai Style Stir Fried Noodle

 1150

鶏肉の
フォー・ガー
pho ga
Chicken Pho

1200
Fried Egg  フライドエッグ +100

鶏肉と茄子、竹の子の
グリーンカレー
green curry
with Chicken, Eggplant &
 Bamboo Shoot

 1150

LUNCH MENU
ランチメニュー全品に
サラダ・ドリンク
が付きます

SALAD LUNCH
サラダランチには

スープ・ドリンクが付きます

LUNCH DRINK
ランチセットのドリンクはこちらよりお選び下さい
マークの付いているドリンクはお替りできます

hot herbal  tea 今週のホット・ハーブティー
iced jasmine  アイスジャスミンティー
coffee コーヒー  | HOT or ICED |

pineapple juice パイナップルジュース

coca-cola コカ・コーラ
ginger ale ジンジャーエール
tonic water トニック・ウォーター
lychee lemonade ライチ・レモネード
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chai cheese cake
チャイのチーズケーキ

400

jasmin che
ジャスミン香るチェー
ジャスミンパンナコッタ
とアニスのジュレ

400

che
black sesame and tofa
黒ごま豆花のチェー

400

banana pudding
w/coconut ice cream
バナナプリン

ココナッツアイス添え
400

Black sesame
黒ごまアイス 300

Roast Banana
焼きバナナアイス 300

ICECREAM

丹波黒鶏と白舞茸、
サツマイモの
ココナッツミルクスープ
トムカーガイ
[ジャスミンライス付き]
tom kha gai
chicken, maitake mushroom 
and sweet potat soup

 1100

特製中華麺使用
タイ北部カレーヌードル 
カオソーイ 
Khao Soi 
Thai Curry Noodle

　　　1200

グリルチキンとケール
フライドエッグのサラダ
ヤムカイダーオ
kale, chicken & fried egg salad
  1100



pho ga -chicken pho 鶏肉のフォー・ガー

DIM SUM COURSE ¥1,800

bamii haeng -tossed pork noodle
香味野菜とトムヤムスパイス・豚肉の汁なし中華あえ麺 [バミー・ヘーン]

pad thai -thai style stir fried noodle
もっちり平打ち米麺と甘酸っぱいソースのタイ焼きそば [パッタイ]

khao soi -thai curry noodle
特製中華麺使用 タイ北部のカレーヌードル [カオソーイ]

tom kha gai -chicken, maitake & sweet potato soup
ココナッツミルクのトムカーガイ ジャスミンライス付き

pat gapao gai sap with fried egg
タイ定番！鶏肉のガパオ炒めご飯 フライドエッグ添え

khao man gai -steamed chicken & rice
しっとりジューシー！やみつきカオマンガイ

green curry -chicken, eggplant & bamboo shoot
鶏肉と茄子、筍のグリーンカレー

生春巻きと点心付き！お好きなメインを選べる

▶ SUMMER ROLL 生春巻き

▶ DIM SUM おまかせ点心3種盛り合わせ

▶ DRINK お好きなドリンク

▶ DESSERT デザート

下記よりコースのメインディッシュを 1つ お選びください
MAIN DISH

DADAÏ COURSE ¥2,500
選べる点心とメイン！ダダイを堪能できるアジアン・コース

▶ DRINK ドリンク

▶ DESSERT デザート

▶ MAIN DISH 選べるメインディッシュ
    右記8種類よりお選びください

▶ MAIN DISH 選べるメインディッシュ
    右記8種類よりお選びください

▶ CRAB & URCHIN SUMMER ROLL
    蟹と雲丹の生春巻き

▶ DIM SUM OF YOUR CHOICE
    選べる点心3種
    下記 DIM SUM の　  マークより、
　 お好きなものを3つお選びください。

▶ TOM YAM KUNG トムヤムクン

pork, tofu & glass noodle soup                                                           250
豚ひき肉と厚揚げ、春雨のスープ

goi cuon - shrimp and chicken summer roll          | 2pc | 400
生春巻き - 海老と鶏胸肉のゴイクン

| 2pc | shrimp toast w/ mango chili sauce                                     | 1pc | 250
シュリンプトースト - マンゴーチリソース

crispy chicken wings - tamarind flavor                                   | 1pc | 300
ガイトード クリスピーな手羽先揚げ - タマリンド風味

vietnamese deep fried rice paper spring roll            | 1pc | 300
ベトナム揚げ春巻き  - たっぷり野菜で巻く軽い春巻き

tom yam kung - hot and sour shrimp soup　                                   400
トムヤムクン- タイの定番・辛くて酸っぱい海老のスープ

pork, shrimp & kuwai shumai                                    | 2pc | 350
豚肉と海老・くわいの焼売

pork & mushroom shumai                                             | 2pc | 400
豚肉とキノコの焼売　カレー醤

lamb & coriander shumai                                            | 2pc | 400
ラム肉と筍・パクチーの焼売

steamed shrimp & coriander gyoza                           | 2pc | 400
パクチーと海老の蒸し餃子

steamed shrimp & celery gyoza                                  | 2pc | 400
海老とセロリの蒸し餃子

boiled pork gyoza - spicy sauce                                       | 2pc | 300
水餃子 - レモングラス醤と海老辣油

chimaki - pork cha siu & quail egg                                    400
もち米ちまき - チャーシューとうずらの卵
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表示価格はすべて税抜き価格です。別途 消費税を頂戴致します。  All prices listed are tax excluded. tax will be added to the total.  

店内調理では自然由来の素材を使用し、化学的に精製されたものは使用しておりません。 All  Carefully Cooked with Natural Ingredients. No Processed Ingredients  Anywhere. 

LUNCH DRINK
ランチセットのドリンクはこちらよりお選び下さい
マークの付いているドリンクはお替りできます

hot herbal  tea 今週のホット・ハーブティー
iced jasmine  アイスジャスミンティー
coffee コーヒー  | HOT or ICED |

pineapple juice パイナップルジュース

coca-cola コカ・コーラ
ginger ale ジンジャーエール
tonic water トニック・ウォーター
lychee lemonade ライチ・レモネード


