サラダ

カオマンガイ

タイ人のソウルフード『ソムタム』がオススメの辛〜いサラダ風の冷菜です。
辛い、酸っぱい、甘い、香りが決め手の料理、辛味は抑えてありますが辛いのが美味
しいのです、TRY IT!

青パパイヤのサラダ

¥600

¥600

豚ひき肉と春雨の辛味サラダ

ソムタム・タイ

ヤム・ウンセン・ムー

Spicy Green Papaya Salad

Spicy Vermicelli w/Pork Salad

豚トロの辛味サラダ

豚ひき肉の辛味サラダ

ナムトック・コームー・ヤーン

ラーブ・ムー

Spicy Pork Neck Salad

Spicy Minced Pork Salad

¥950

チキンスープで炊いた最高級ジャスミンライスの上に鶏をのせた逸品、カオマンガイソースを
たっぷりかけて召し上がれ。
カオマンガイ専門店はみなオリジナルソース、ソースが美味しさの決め手。

¥850

¥700

¥850

蒸し カオマンガイ

唐揚げ カオマンガイ

カオマンガイ・トム

カオマンガイ・トー

照焼き カオマンガイ
カオマンガイ・ヤーン

Steamed Chicken & Rice

Deep-fried Chicken & Rice

Teriyaki Chicken & Rice

クイッティアオ

タイのラーメン、クリアーなチキンスープにお米から作られた麺の定番麺料理です、お好みで
ナンプラーや砂糖、ビネガー、唐辛子を入れて自分好みに味付けするのがタイスタイル！

¥600

¥800

¥850

¥950

クイッティアオ

トムヤムチキンヌードル

グリーンカレーヌードル

クイッティアオ・センレック

クイッティアオ・トムヤム・ガイ

クイッティアオ・ゲーンキョーワーン・ガイ

Thai Style Rice Flour Noodles in Soup

Rice Flour Noodles in Tom Yam Soup

Rice Flour Noodles in Green Curry

スープ

スープはトムヤムクンが有名ですが『トムカーガイ』がオススメ！
酸っぱい、甘い、香りが良くほんのり辛いチキンのココナッツスープです。
¥3000

¥3000

ムー・ガター

ムー・チムチュム

タイ式ポーク焼肉鍋 ２人前

タイ式ポークハーブ鍋 ２人前

夜の 屋台料理代表そ の壱
焼肉 も鍋も楽し みたい 我が ままタイ 人御 用
達、 ビ ー ル 片 手 にみんな でワ イ ワ イ 陽 気
に追加をし な が ら何時間も飲むのが タイス
タ イル ！

夜の屋台料理代表その弐
常 夏 の 国 タ イラン ドは当 然 夜 でも 暑 い の
にな ぜかみ ん な 熱 々の 鍋 が好 き、 ビー ル 片
手 にみん な でワイワイ陽 気 に追加 を し な
がら何 時 間 も 飲 むの がタ イス タ イ ル ！

¥1150

¥950

¥950

エビのトムヤムスープ

チキングリーンカレー

トム・ヤム・クン

ゲーン・キョー・ワーン・ガイ

チキンココナッツスープ
トム・カー・ガイ

Tom Yam Khung

Spicy Chicken Green Curry

Chicken Coconuts Soup

チキンナンプラー唐揚げ

竹の子と豚ひき肉の
ピリ辛炒め

ガイ・トー
Thai Fried Chicken

タイ式激辛エビの刺身

ドリンク

クンチェー・ナンプラー
Thai Hot Shrimp Sashimi

パット・ノーマイ
Spicy stir-fried
Young Bamboo & Pork

¥1000

¥650

ビア・チャーン（大瓶） ¥1000
Large bottle Chang Beer from Thai

ビア・チャーン（小瓶） ¥600
Small bottle Chang Beer from Thai

¥850

ビア・シン（小瓶）

¥650

Small bottle Singha Beer from Thai

プレミアムモルツ生ビール ¥480
Suntory Premium Malt’s Draft Beer

角ハイボール

¥480

ジントニック

¥480

レモンサワー

¥480

マンゴヤンリッキー

¥650

マンゴヤンオレンジ

¥750

サングリア・レッド

¥500

Suntory KAKU Highball (Whiskey w/ Soda)

ポーク団子の串焼き
¥850

タイ式豚トロ照り焼き

¥650

ルクチン・ムー

Gin Tonic

Grilled Pork Ball Skewers

コー・ムー・ヤーン
Thai Teriyaki Pork Neck

Lemon Sour (Shochu w/ Soda)

Mangoyan Rickey
(Mango Liqueur w/ Soda)

¥850

Mangoyan Orange
(Mango Liqueur w/ Orange Juice)

¥650

キャベツのナンプラー炒め

タイ式チキン照焼き

ガランピー・ナンプラー

ガイ・ヤーン

Sangria Red

Thai Stir-fried Cabbage

Thai Teriyaki Chicken

マンゴーカクテル

アイスタイミルクティー

¥400

コカコーラ

¥200

オレンジジュース

¥200

烏龍茶

¥200

Iced Thai Milk Tea

Coke

Orange Juice

¥650

¥650

¥650

¥650

チキンと野菜の生姜炒め

チキンガパオ

豚とインゲンのレッドカレー炒め

パッド・ウンセン

ガイ・パット・キン
Thai Stir-fried Chicken Ginger

パット・ガパオ・ガイサップ

パッ・プリック・ゲーンデン・ムー

Thai stir-fried Vermicelli

春雨のタイ風炒め

Pork & Green Beans Red Curry

Thai Basil Minced Chicken

タイ式たまごチャーハン

タイ式ポークオムレツ

カオ・パット・カイ

カイ・ジャオ・ムーサップ
Thai Pork omelette

Thai Egg Fried Rice

¥700

タイ式太麺チキン焼きそば
¥1200

パット・シーユー・ガイ
Pad See Ew Gai (Chicken)

Oolong Tea

¥650

パッタイ
パッタイ・クン

Pad Thai Khung (Shrimp)

¥1200

タイ式シュリンプオムレツ
カイ・ジャオ・クン
Thai Shrimp omelette

¥800

Mango Cocktail

チャー・ノム・イェン

Iced Thai Milk Tea

