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+280
麺の種類が選べます！

オーダーにより提供の順序が前後する場合がございます。ご了承下さい。写真はイメージです。表示価格は税込です。21_09

カオマンガイ

麺大盛り
ご飯大盛り

+100 
+100

鶏挽肉のバジル炒めのせご飯

味玉
目玉焼き

パクチー増量

蒸し鶏のせ炊き込みご飯

（サラダ・スープ付）蒸し鶏をごはんと一緒に炊き込みます。
鶏の旨味がしみ込んでごはんが進む～！

Steamed sliced chicken on chicken rice

マッサマンカレー

（サラダ付）ほのかな辛さの中に深いコクと上質な甘み
タイ南部のご当地カレー

Matsaman curry
エビチャーハン

ガパオ

当店の定番。タイの挽き肉のバジル炒め
目玉焼きをくずして合わせると美味!

（サラダ・スープ付）

（サラダ・スープ付）海老入りタイチャーハン。
レモンをしぼってさっぱりとどうぞ。

Stir-fried spicy minced chicken & harb on rice

Shrimp fried rice

日替わり2種セット 990

990

990 990

990 990 990

950

990 990

990 990
本日の丼+ミニ麺のセット。
内容はスタッフまでお尋ねください。

Two Kinds Lunch Set  (Please ask for details.)

グリーンカレー

（サラダ付）ココナッツミルク入りで辛さの中にも
ほんのりした甘みあり。当店の人気物

Green curry

トムヤムクンラーメン

パッタイ

ビーフンをエビ、もやし、ニラ等と
炒めるタイの代表的な焼そば。

（サラダ・スープ付）

※半ライス付(ご希望の方)鮮烈な辛味と酸味がマッチした、
クセになるタイラーメン。

Pad thai

Tom yum goong noodles
タイ醤油ラーメン

※半ライス付(ご希望の方)すっきりシンプルなタイラーメン。
辛く無い、コクありスープ

Thai soy sauce noodles
グリーンカレーラーメン

グリーンパッタイ

当店の名前にもなった緑色の麺と野菜、
エビを炒める特製焼そば。おすすめ！

（サラダ・スープ付）

※半ライス付(ご希望の方)ピリッとスパイシーな
グリーンカレースープが美味。

Green pad thai

Green curry noodles

辛口太麺焼ビーフン
（サラダ・スープ付）酔っ払いも目を覚ます辛い焼きビーフン、

別名”パッキーマオ”

Spicy grilled thick rice noodles

A. 中華麺（バミー）
egg noodle

B.中細米麺（センレック）
thin rice noodle

DAILY
LUNCH !!

本日の

＊当店指定の製麺所では「そば」を含む製品を製造しております。サラダには 小麦、卵、乳、エビ が含まれます。アレルギーのある方はご注意ください。



アレルギー表示・过敏显示器・Allergy display

卵/ 鸡蛋
달걀 / Egg

乳/ 牛奶
우유 / Milk

カニ/ 螃蟹
게 / Crab

エビ/ 虾
새우 / Shrimp/Prawn

落花生/ 花生
땅콩 / Peanut

小麦/ 小麦
보리 / Wheat

そば/ 荞麦
소바 / Soba

특정재료를 사용하지 않는상품에대해 조리과정상 알레르기물질과 섞이는 과정도 있습니다.
주방내조리도구, 또는 식기, 튀김용기름은 구별하여사용하고 있지않으므로 이해해주시고 주의부탁드립니다.

음식 주문하실때는 손님께서 신중히 판단하시길 부탁드립니다.
또는 전문의사와의 상담을 추천드립니다.

Please be advised that food prepared here may contain ingredients
that may cause you allergic reaction. 

We strongly recommend to consult a doctor if you are unsure of  items you are ordering.

在点菜时、还请各位客人自己慎重判断选择。

同时建议与专门的医师进行咨询。

本店内即使未使用特定原材料的商品、在烹饪的过程中也会有混入过敏源食材的情况。

厨房的烹饪器具、碗筷、以及炸锅的油在制作料理时会混合使用、还请各位理解。

손님께 알리는글致各位尊敬的客人To Customers,

It may contain allergic substance in dishes which do not include
specific ingredients listed below, during a process of cooking. Please understand
that we use same kitchen equipments, tablewares, and oil for frying to all dishes.

特定原材料を使用していない商品においても調理過程で下記アレルギー物質が
混入する場合がございます。店内調理器具、及び食器、揚げ油は
使い分けいたしておりませんのでご理解の上ご注意ください。

商品ご注文の際には、お客様ご自身で慎重にご判断くださいますよう
お願い申し上げます。また、専門医へのご相談をおすすめいたします。

お客様へ
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