












Butterfly pea tea

タイ語で“アンチャン”と呼ばれる
青い花のハーブティー。

アンチャンティー[Hot] 

Tea & Coffee

Bael fruit tea

タイ語で“マトゥーム”と呼ばれるミカン科の
果実を使ったハーブティー。

ベールフルーツティー[Hot]

Thai milk tea with condensed milk

タイミルクティー[Iced] ¥590 [¥649]

タイ語で“チャーノムイェン”と呼ばれる、
コンデンスミルクが入った濃厚なミルクティー。

Mango tea

マンゴティー[Hot] ¥550 [¥605]

マンゴの甘い香りのブレンドティー

Coffee

コーヒー[Iced or Hot] ¥500 [¥550]

Cafe latte

カフェラテ[Iced or Hot] ¥550 [¥605]

Jasmine tea

ジャスミンティー[Iced or Hot] ¥500 [¥550]

Lemongrass tea

レモングラスティー[Hot] ¥550 [¥605]

Dessert Drink Non-alcohol

Mango ROTI（Thai sweet pancake） “ロティ マムアン” 
タイの屋台で人気の、パイのようなパンケーキ。生地とフルーツ、アイスクリームを一緒にお召し上がりください。

ALL ¥890 [¥979]マンゴのロティ

ALL ¥500 [¥550]

マンゴ

アイスクリーム

Chocolate & Banana ROTI（Thai sweet pancake） “ロティ チョコレート グルアイ” チョコとバナナのロティ

Tapioca with coconut milk

“サクー ナーム ガティ” 
バナナともちもちのタピオカが入った
優しい甘さのココナッツミルク。

¥500 [¥550]

タピオカ
ココナッツミルクMango pudding

“プディン マムアン” 
マンゴの味わいが
口に広がる
濃厚なプリン。

¥550 [¥605]

マンゴプリン

Mango “マムアン” ココナッツ/ Coconut “ガティ” 

Ice cream “アイサクリーム” 

¥550 [¥605]

¥550 [¥605]

Original ALL ¥620 [¥682]

Coconut milk & mango juice

ココナッツとマンゴのジュース

Frozen watermelon juice

フローズンスイカジュース

Peach & orange juice

ピーチとオレンジのジュース

ALL ¥500 [¥550]

¥550 [¥605]

Soft drink

タイ語で“アンチャン”と呼ばれる青い花のハーブを使った
タイライムのレモネード。

Butterfly pea tea manaonade

アンチャン マナオネード

※写真はイメージです。 ※［ ］内は税込価格です。

Mango juiceマンゴジュース

Guava juiceグァバジュース

Orange juiceオレンジジュース

Grapefruit juiceグレープフルーツジュース

Cokeコーラ

Ginger aleジンジャーエール

Fried banana

“グルアイ トード” 
ココナッツミルクなどを
入れた衣をつけて
サクッと揚げたバナナ。

揚げバナナ

¥300 [¥330]2本

¥550 [¥605]4本



Drink Alcohol

¥770 [¥847]

400ml ¥660 [¥726]
Draft Beer “ASAHI SUPER DRY”

樽生アサヒスーパードライ

Bottle ¥720 [¥792]Singha

タイ王国のプレミアムビール。
シンハー

Bottle ¥760 [¥836]Chang

タイ国民が愛する象印のビール。
チャーン

Bottle ¥530 [¥583]
Asahi "DRY-ZERO" (alcohol-free beer)

アサヒドライゼロノンアルコール

Beer
Cocktail

Wine
※果汁・果肉入りのアイスを使用しているため、
　果物の繊維等が出てくる場合がありますが、お召し上がり頂いても問題ございません。

WATERMELON

PEACH GREENRED

PINEAPPLE

KIWI

LEMON

PINEAPPLE

果汁たっぷりの溶けにくい
不思議なフルーツアイスが入ったビール。
ビールの冷たさをキープしながら、徐々にフルーティーな味わいに変化、
最後はシャーベットとしてもお楽しみいただけるビアスタイルです。

BEER DROPS

ビアドロップス

BLACK NIKKA highball

¥600 [¥660]ハイボール（ブラックニッカ）

Mekhong highball

¥630 [¥693]メコンハイボール

¥630 [¥693]
Manao highball

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。

マナオ（タイライム） ハイボール

Highball

フルーツスパークリング Fruits sparkling wine ALL ¥790 [¥869]

マンゴ　　 /  スイカ　　　 /  キウイ      /  ミックス

ヴィニャ アルバリ スパークリング ブリュット
VINA ALBALI Sparkling 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。

Glass ¥700 [¥770] Bottle ¥3,800 [¥4,180]

ソル デ エスパーニャ　ティント
SOL DE ESPANA TINTO (Spain)

赤いベリー系の香りが華やかに広がる、バランスのとれた味わい。

Glass ¥600 [¥660] Bottle ¥3,000 [¥3,300]

ソル デ エスパーニャ　ブランコ
SOL DE ESPANA BLANCO (Spain)

淡いレモン色で白い花やグレープフルーツのような香りが広がるワイン。

Glass ¥600 [¥660] Bottle ¥3,000 [¥3,300]

※写真はイメージです。 ※［ ］内は税込価格です。
20歳未満の方、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。

ジントニック Gin tonic

モスコミュール Moscow mule

カシスオレンジ Cassis orange

モヒート Mojito

ココナッツコーク Coconut coke

マンゴピニャコラーダ Mango pina colada

マンゴビア Mango beer

グァバビア Guava beer

シャンディガフ Shandy gaff

ジンジャエールの苦味と、
ビールの苦味がマッチしたスッキリしたカクテル。

ALL ¥690 [¥759]

SPARKLING

RED

WHITE

Mango Watermelon Kiwifruit Mixed fruits
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