
コーヒー/ジャスミンティー[ Iced or Hot ]  

+¥200(¥220) で 
モーニングガパオ・モーニング汁そばにもお付けできます。

9:00~11:00

drink 単品ドリンク

※写真はイメージです。 ※( )内は税込価格です。中辛小辛 パクチー入り

マンゴジュース
Mango juice

¥300( ¥330) ( ¥330) 

コーヒー [ Iced or Hot ]

Coffee

¥300( ¥330) 

グァバジュース
Guava juice

¥300( ¥330) 

アサヒドライゼロ
（ノンアルコール）

Asahi “DRY-ZERO”
(alcohol-free beer)

¥400( ¥440)

ガイヤーン
トースト
Thai style BBQ chicken 
toast sandwich

¥850 (¥935)
コーヒー/ジャスミンティー付き
[ Iced or Hot ]

マンゴサンド
Mango sandwich

¥900 (¥990)
コーヒー/ジャスミンティー付き
[ Iced or Hot ]

ガパオトースト
GAPAO toast sandwich

¥880 (¥968)
コーヒー/ジャスミンティー付き
[ Iced or Hot ]

モーニング汁そば
Fresh Thai rice noodle with chicken & pork soup

¥790 (¥869)

モーニングガパオ
Spicy stir-fried minced chicken on rice with egg

¥800 (¥880)

alcohol

※未成年の方、車両等を運転してお帰りになるお客様へのアルコール類の提供はできませんので、ご了承ください

カフェラテ [ Iced or Hot ]

Cafe latte

¥300( ¥330) 

ジャスミンティー [ Iced or Hot ]

Jasmine tea

¥300( ¥330)  

コーラ
Coke

¥300( ¥330) 

ジンジャーエール
Ginger ale

¥300( ¥330) 

アンチャンティー (Hot)

Butterfly pea tea

¥300( ¥330) 

樽生アサヒ
スーパードライ
Draft Beer "ASAHI SUPER DRY"

¥400( ¥440)

シンハー
Singha (Bottle)

¥400( ¥440)

ハイボール
Highball

¥400( ¥440)

グラスワイン〔赤or白〕
Glass wine

¥400( ¥440)

大人気の鶏ガパオをサンドで！

半熟玉子で辛さもマイルドにおすすめの一品

タイ名物BBQチキンと

クセになるチリマヨソースが相性バッチリ！

ココ
ナッツ香るホイッ

プと

タイ産
マンゴたっぷり

の

フルーツサンド



ミルキーなオリジナル生乳ソフトクリーム

オリジナル
生乳ソフトクリーム
Raw milk soft serve ice cream

¥330 (¥363) 

ソフトクリーム 
ストロベリーソース
Raw milk soft serve ice cream 
with strawberry sauce

¥380 (¥418) 

ソフトクリーム
マンゴソース
Raw milk soft serve ice cream 
with mango sauce

¥380 (¥418) 

ソフトクリーム
チョコレートソース
Raw milk soft serve ice cream 
with chocolate sauce

¥380 (¥418) 

生乳ソフトクリーム

¥380 (¥410) ¥330 (¥356) ¥380 (¥410) ¥380 (¥410) 

※写真はイメージです　※( )内は税込価格です

Manaonade

アンチャン
Manaonade

アンチャンMango
マンゴ
Mango
マンゴ

Coconut
ココナッツ
Coconut
ココナッツWatermelon

スイカ
Watermelon

スイカ

フローズンジュース ¥520 (¥561) ALL ¥620 (¥682) 

Watermelon
スイカ

Watermelon
スイカ

Coconut
ココナッツ
Coconut
ココナッツ

Mango
マンゴ
Mango
マンゴGuava

グァバ
Guava
グァバ

フロート ¥520 (¥561) ALL ¥620 (¥682) 

TEA & COFFEEsoft drink

アンチャン
マナオネード
 Manaonade

¥550 (¥605)
タイ語でアンチャンと
呼ばれる綺麗なブルーの
お花とタイライムのレモネード

グァバジュース
Guava juice

¥500  (¥550)

マンゴジュース
Mango juice

¥500  (¥550)

ジンジャーエール
Ginger ale

¥500  (¥550)

オレンジジュース
Orange juice

¥500  (¥550)

グレープフルーツ
ジュース
Grapefruit juice

¥500  (¥550)

コーラ
 Coke

¥500  (¥550)

コーヒー [Iced or Hot]
Coffee

¥500  (¥550)

カフェラテ [Iced or Hot]
Cafe latte

¥530 (¥583)

ジャスミンティー [Iced or Hot]
Jasmine tea

¥530 (¥583)

マンゴティー [Iced or Hot]
Mango tea

¥530 (¥583)

アンチャンティー (Hot)
Butterfly pea tea

¥550 (¥605)

タイミルクティー (Iced)
Thai milk tea with condensed milk　

¥580 (¥638) 

タイコーヒー (Hot)　
Thai coffee

¥600 (¥660) 



マンゴプリン
“プディン マムアン”

Mango pudding 

¥550 (¥605)

焼きバナナとタロイモケーキ
“カノム モーケン  レ クルワイ”
Baked banana & Thai taro custard cake

タイのお菓子の定番ココナッツアイスとご一緒にどうぞ

¥880   (¥968)

タピオカ
ココナッツミルク
“サーク ナーム ガティ”
Tapioca with coconut milk 

¥500  (¥550)

マンゴ 
アイスクリーム
Mango ice cream

¥500  (¥550)

ココナッツ
アイスクリーム
Coconut ice cream

¥500  (¥550)

※写真はイメージです　※( )内は税込価格です

マンゴパフェ
Mango parfait

¥750 (¥825)

マンゴかき氷
Mango shaved ice

¥550 (¥605)

マンゴ
パンケーキ
Mango pancake

¥1,000 (¥1,100)

バイマックル 
パンケーキ
Pancake with 
kaffir lime leaves sauce

¥800 (¥880)

マンゴサンド
  Mango Sandwich

 ¥900 (¥990)

ココナッツ香るホイップと
タイ産マンゴたっぷりの
フルーツサンド

タイのハーブ
“バイマックル”を使った
オリジナルソース！
一口食べると
タイを感じる、
後引く美味しさ

生乳ソフトクリームとココナッツ香るホイップの
絶妙な味わいでマンゴとの相性ぴったり！

マンゴとサワークリームソースで
すっきりとした甘さに



※写真はイメージです 　※( ) 内は税込価格です

トムヤムヌードル
“センレック トムヤム”

Fresh Thai rice noodle  
with spicy & sour soup

¥1,100(¥1,210)

カリッと揚げた香ばしい海老と
「甘・辛・酸」に牛乳が入った
マイルドなトムヤムクンと
オリジナル生米麺のバランスが絶妙

SIDE
MENU

メインにプラス

パクチーサラダ
“ヤム パクチー”

Coriander salad

¥440(¥484)

スリースパイスの
フライドチキン
“ガイ トード ”

Deep fried crispy chicken

¥540(¥594)

トムヤムスープ
“トム ヤム クン ナムコン”

Spicy & sour soup with shrimp

¥490(¥539)

トムヤムポテト
“マンファラン トード ロット トムヤム”

Thai style french fries

¥350(¥385)

海老と春雨の
スパイシーサラダ 
“ヤム ウンセン ”

Shrimp and glass noodle spicy salad

¥550(¥605)

コーヒー ¥500(¥550)
Coffee　[ Hot or Iced ]

カフェラテ ¥530(¥583)
Cafe latte　[ Hot or Iced ]

ジャスミンティー ¥530(¥583)
Jasmine tea　[ Hot or Iced ]

アンチャンティー ¥550(¥605 )
Butterfly pea tea　（Hot ）

マンゴジュース ¥500(¥550) 
Mango juice

グァバジュース ¥500(¥550)  
Guava juice

樽生アサヒスーパードライ  ¥660(¥726)  
Draft Beer "ASAHI SUPER DRY"

シンハー       ¥720(¥792)  
Shinha(Bottle)

ハイボール      ¥600(¥660)  
Highball

アサヒドライゼロ
Asahi "DRY-ZERO" (alcohlol-free beer)

¥530(¥583)グラスワイン〔赤or白〕  ¥600(¥660)  
Glass wine［Red or White］

※未成年の方、車両等を運転してお帰りになるお客様へのアルコール類の提供はできませんので、ご了承ください

フローズン
スイカジュース     ¥620(¥682)
Frozen watermelon juice

コーラ ¥500(¥550) 
Coke

ジンジャーエール ¥500(¥550) 
Ginger ale

SOFT DRINK

alcohol

drink

海老のパッタイ
“パッ タイ クン”

Thai style fried rice noodle with shrimp

¥1,180( ¥1,298)

パッタイとは「タイを炒める」という意味。
もちもちの生米麺と

レモングラスの香りをまとわせた
ぷりぷりの海老が楽しめるタイの炒め麺

 タイの汁そば
“センレック ナーム”

Fresh Thai rice noodle with chicken & pork soup

¥890(¥979)

魚のすり身をたっぷり入れた
タイの屋台でもよく食べられている
あっさりとした味わいのヌードル
薬味セットでお好みの味付けに

オリジナル生米麺
“本物の味わい・口当たり” にこだわり、国内の自社工場で、
数年以上をかけて試作を重ねて開発。乾麺にはないもちもちの
食感と風味が醸し出す本場の美味しさで、食べ応えも十分です。

Fresh rice noodle dessert
マンゴ
アイスクリーム
Mango ice cream

¥400(¥440)

カオマンガイ
“カオ マン ガイ”
Boiled chicken & rice

¥900(¥990)

鶏ガラ入りのスープでじっくり茹でた鶏と
そのエキスが凝縮されたスープで炊いた

ジャスミンライスを一緒に食べるタイの定番屋台料理

鶏のガパオ
“ガパオ ガイ”

Spicy stir-fried minced chicken 
on rice with fried egg

¥900 (¥990)

香り豊かなホーリーバジル“ガパオ”を
素揚げと炒めの2種類の食感で楽しめる
スパイシーなタイご飯の定番メニュー

香り豊かなホーリーバジル「ガパオ」をたっぷり入れて、
唐辛子、ナンプラーなどこだわりの調味料で炒めた、
スパイシーでクセになる美味しさです。

GAPAO ガパオ

Spicy

海老のグリーンカレー
“ゲーン キャオワン クン”
Thai green milk curry with shrimp

¥980(¥1,078)

刺激的な辛味とハーブの香りのバランスが絶妙な
海老が入った定番カレー

蟹チャーハン
“カオ パッ プー”

Fried rice with crab meat

¥1,050(¥1,155)

辛いものが苦手な方にもぴったりCho
ice!

※写真はイメージです。  ※( )内は税込価格です。

※お米はタイ産ジャスミンライスを使用しています。
中辛小辛 大辛 激辛 パクチー入り

ライス大盛り
Large rice

¥100 ( ¥110)  

麺大盛り  
Large noodle

¥100 ( ¥110)

パクチー追加
Topping coriander

¥100 ( ¥110)

パクチー大盛り
Extra coriander

¥200 ( ¥220)

選べるハーフ&ハーフ
 Half & Half Choose 2 items

鶏のガパオ
タイの汁そば

鶏のグリーンカレー
トムヤムヌードル

2種類
お選び
ください

写真は一例です！ライス＆ライス、

ヌードル＆ヌードルもOKです！

Choice!

グリーンカレー
＆トムヤムヌードル

ソフトシェルクラブの
玉子カレー炒め
“プーニン パッ ポンカリー”

Stir-fried soft shell crab & egg with curry sauce & rice

¥1,380(¥1,518)

殻ごと食べられるソフトシェルクラブの
旨みを玉子とカレー粉で閉じ込めた一品
ジャスミンライスとの相性もぴったり

鶏のガパオ

＆タイの汁そば

¥1,290(¥1,419) ¥1,590( ¥1,749)季節の前菜
プレートセット

単品

ハーフサイズで色んな組み合わせが楽しめる！

全てミニサイズです

マンゴプリン
“プディン マムアン”

Mango pudding 

¥450(¥495)

タピオカ
ココナッツミルク
“サーク ナーム ガティ”

Tapioca with coconut milk  

¥400(¥440)

季節の
前菜プレート

＋¥300(¥ 330)で
全てのメニューに
お付けします

季節の前菜プレート

※写真はイメージです。



dessert
マンゴ
アイスクリーム
Mango ice cream

¥400(¥440)

マンゴプリン
“プディン マムアン”

Mango pudding 

¥450(¥495)

タピオカ
ココナッツミルク
“サーク ナーム ガティ”

Tapioca with coconut milk  

¥400(¥440)

※写真はイメージです 　※( ) 内は税込価格です

コーヒー
[ Hot or Iced ]
Coffee

カフェラテ
[ Hot or Iced ]
Cafe latte

ジャスミンティー[ Hot or Iced ]
Jasmine tea

アンチャンティー[ Hot ]
Butterfly pea tea

マンゴジュース 
Mango juice

グァバジュース 
Guava juice

ALL ¥300(¥330)

SOFT DRINK

drink

樽生アサヒスーパードライ
Draft Beer "ASAHI SUPER DRY"

シンハー
Shinha(Bottle)

ハイボール
Highball

アサヒドライゼロ
Asahi "DRY-ZERO" (alcohlol-free beer)

グラスワイン〔赤or白〕
Glass wine［Red or White］

ALL ¥400(¥440)

alcohol

※未成年の方、車両等を運転してお帰りになる
　お客様へのアルコール類の提供は
　できませんので、ご了承ください

コーラ
Coke

ジンジャーエール
Ginger ale

トムヤムヌードル
“センレック トムヤム”

Fresh Thai rice noodle 
with spicy & sour soup

¥1,100(¥1,210)

カリッと揚げた香ばしい海老と
「甘・辛・酸」に牛乳が入った
マイルドなトムヤムクンと
オリジナル生米麺のバランスが絶妙

SIDE
MENU

メインにプラス

パクチーサラダ
“ヤム パクチー”

Coriander salad

¥440(¥484)

スリースパイスの
フライドチキン
“ガイ トード ”

Deep fried crispy chicken

¥540(¥594)

トムヤムスープ
“トム ヤム クン ナムコン”

Spicy & sour soup with shrimp

¥490(¥539)

トムヤムポテト
“マンファラン トード ロット トムヤム”

Thai style french fries

¥350(¥385)

海老と春雨の
スパイシーサラダ 
“ヤム ウンセン ”

Shrimp and glass noodle spicy salad

¥550(¥605)

海老のパッタイ
“パッ タイ クン”

Thai style fried rice noodle with shrimp

¥1,180( ¥1,298)

パッタイとは「タイを炒める」という意味。
もちもちの生米麺と

レモングラスの香りをまとわせた
ぷりぷりの海老が楽しめるタイの炒め麺

 タイの汁そば
“センレック ナーム”

Fresh Thai rice noodle with chicken & pork soup

¥890(¥979)

魚のすり身をたっぷり入れた
タイの屋台でもよく食べられている
あっさりとした味わいのヌードル
薬味セットでお好みの味付けに

オリジナル生米麺
“本物の味わい・口当たり” にこだわり、国内の自社工場で、
数年以上をかけて試作を重ねて開発。乾麺にはないもちもちの
食感と風味が醸し出す本場の美味しさで、食べ応えも十分です。

Fresh rice noodle

カオマンガイ
“カオ マン ガイ”
Boiled chicken & rice

¥900(¥990)

鶏ガラ入りのスープでじっくり茹でた鶏と
そのエキスが凝縮されたスープで炊いた

ジャスミンライスを一緒に食べるタイの定番屋台料理

鶏のガパオ
“ガパオ ガイ”

Spicy stir-fried minced chicken 
on rice with fried egg

¥900 (¥990)

香り豊かなホーリーバジル“ガパオ”を
素揚げと炒めの2種類の食感で楽しめる
スパイシーなタイご飯の定番メニュー

香り豊かなホーリーバジル「ガパオ」をたっぷり入れて、
唐辛子、ナンプラーなどこだわりの調味料で炒めた、
スパイシーでクセになる美味しさです。

GAPAO ガパオ

Spicy

海老のグリーンカレー
“ゲーン キャオワン クン”
Thai green milk curry with shrimp

¥980(¥1,078)

刺激的な辛味とハーブの香りのバランスが絶妙な
海老が入った定番カレー

蟹チャーハン
“カオ パッ プー”

Fried rice with crab meat

¥1,050(¥1,155)

辛いものが苦手な方にもぴったりCho
ice!

※写真はイメージです。  ※( )内は税込価格です。

※お米はタイ産ジャスミンライスを使用しています。
中辛小辛 大辛 激辛 パクチー入り

ライス大盛り
Large rice

¥100 ( ¥110)  

麺大盛り  
Large noodle

¥100 ( ¥110)

パクチー追加
Topping coriander

¥100 ( ¥110)

パクチー大盛り
Extra coriander

¥200 ( ¥220)

選べるハーフ&ハーフ
 Half & Half Choose 2 items

鶏のガパオ
タイの汁そば

鶏のグリーンカレー
トムヤムヌードル

2種類
お選び
ください

写真は一例です！ライス＆ライス、

ヌードル＆ヌードルもOKです！

Choice!

グリーンカレー
＆トムヤムヌードル

ソフトシェルクラブの
玉子カレー炒め
“プーニン パッ ポンカリー”

Stir-fried soft shell crab & egg with curry sauce & rice

¥1,380(¥1,518)

殻ごと食べられるソフトシェルクラブの
旨みを玉子とカレー粉で閉じ込めた一品
ジャスミンライスとの相性もぴったり

鶏のガパオ

＆タイの汁そば

¥1,290(¥1,419) ¥1,590( ¥1,749)季節の前菜
プレートセット

単品

ハーフサイズで色んな組み合わせが楽しめる！

全てミニサイズです

季節の
前菜プレート

＋¥300(¥ 330)で
全てのメニューに
お付けします

季節の前菜プレート

※写真はイメージです。

























DRINK

cocktail

樽生アサヒスーパードライ
Draft Beer “ASAHI SUPER DRY”

400ml  ¥660 (¥726)

シンハー
Singha
タイ王国のプレミアムビール

Bottle  ¥720 (¥792)

チャーン
Chang
タイ国民が愛する象印のビール

Bottle  ¥760 (¥836)

アサヒドライゼロ
Asahi “DRY-ZERO”
 (alcohlol-free beer)

Bottle  ¥530 (¥583)

Ch
eer
s!

モヒート
Mojito

¥690 (¥759)

パクチーモヒート
Coriander mojito

¥710 (¥781)

ジントニック
Gin tonic

¥680 (¥748)

ラムコーク
Rum and Coke

¥680 (¥748)

カシス / ライチ / ピーチ / 
マンゴスチン / ココナッツ / マンゴ
Cassis / Lychee / Peach / Mangosteen / Coconut / Mango

¥690 (¥759)
モスコミュール
Moscow mule

¥680 (¥748)

マンゴビア
 Mango beer

¥690 (¥759)

グァバビア
Guava beer

¥690 (¥759)

シャンディガフ
Shandy gaff

¥690 (¥759)

beer

Glass      ¥600 (¥660)

Bottle    ¥3,000 (¥3,300)

アイラム テンプラニーリョ
AYRUM Tempranillo  (Spain)
ベリー系のフレッシュな
味わいがある、なめらかな
口当たりのワイン

re
d

Bottle    ¥3,800 (¥4,180)

ヴィニャ アルバリ 
スパークリング ブリュット
VINA ALBALI Sparkring Brut (Spain)
フレッシュな果実を思わせる香り
としっかりした泡立ち、清涼感
のあるスパークリングワイン

Sp
ar

kl
in

gアイラム アイレン 
ベルデホ
AYRUM Airen Verdejo (Spain)
ピーチやメロンのような
華やかな香りと酸味が心地
よい、清潔感のあるワイン

Glass      ¥600 (¥660)

Bottle    ¥3,000 (¥3,300)

w
hi

te

ノンアルコール

未成年の方、車両等を運転してお帰りになるお客様へのアルコール類の提供はできませんので、ご了承ください。

wine

お好みの割り方をお選びください

ソーダ / オレンジ / グレープフルーツ 
Soda / Orange / Grapefruit

¥770(¥847)



マナオハイボール 
Manao highball

¥630 (¥693)

タイのライムを入れてソーダアップ
した人気No1のハイボール

メコンハイボール
Mekong highball

¥620 (¥682)

モンシャム（タイの焼酎）　［ロック・水割り・ハイボール］  ¥620 (¥682)
Mon siam  [Rock / Water / Soda]
ジャスミンライスから生まれたタイの米焼酎

アーリータイムズ 
　［ロック・水割り・ハイボール］

EARLY TIMES
　[Rock / Water / Soda]

¥630 (¥693)

ブラックニッカ 
　［ロック・水割り・ハイボール］

BLACK NIKKA Clear 
　[Rock / Water / Soda]

¥600 (¥660)

Shochu

TEA & COFFEEsoft drink

アンチャンティー (Hot)
Butterfly pea tea

カフェラテ [Iced or Hot]
Cafe latte

マンゴティー [Iced or Hot]
Mango tea

アンチャン マナオネード
 Manaonade
¥550 (¥605)

タイ語でアンチャンと呼ばれる
綺麗なブルーのお花と
タイライムのレモネード

グァバジュース
Guava juice
¥500 (¥550)

コーヒー [Iced or Hot]
Coffee

ジャスミンティー [Iced or Hot]
Jasmine tea

タイコーヒー (Hot)　
Thai coffee

タイミルクティー (Iced)
Thai milk tea with condensed milk　

マンゴジュース
Mango juice
¥500 (¥550)

ジンジャーエール
Ginger ale
¥500 (¥550)

オレンジジュース
Orange juice
¥500 (¥550)

グレープフルーツジュース
Grapefruit juice
¥500 (¥550)

コーラ　Coke
¥500 (¥550)

ノンアルコール

Whisky

¥500 (¥550)

¥530 (¥583)

¥530 (¥583)

¥530 (¥583)

¥550 (¥605)

¥580 (¥638) 

¥600 (¥660) 

frozen juice
ALL ¥620 (¥682)

フローズンジュース
・マンゴ　Mango

・スイカ  Watermelon

・ココナッツ   Coconut

・アンチャンマナオネード
　manaonade

写真はイメージです
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