
Drink

※価格は全て税別　※ナンプラー／お酢／粉唐辛子が必要な方は従業員にお申し付けください　※ランチタイムはお一人様一品以上のご注文をお願いいたします。　※満席の場合、お声がけさせていただくことがございます。ご了承ください。　※ランチタイムは人数がお揃いしてからのご案内となる場合がございます。　※具の内容は変更する場合がございます。ご了承ください。

Lunch Set ランチ60分制
※混雑状況によってお声掛けさせて頂きます。

※週替わりは店頭またはスタッフまでお尋ねください

追加オプション

平　日 11:00~15:00 （ラストオーダー）

土日祝 11:00~15:30 （ラストオーダー）週替り

サラダ� ¥390 （税別） ご飯・麺大盛　 ¥200（税別）

パクチー抜けます！
お気軽にお申し付けください。

Topping

A

¥1,100 （税別）

週替わりガパオと週替わりミニヌードル

B

¥1,300 （税別）

週替わりガパオとミニグリーンカレー

C

¥1,300 （税別）

週替わりヌードルとミニガパオ
※ミニガパオのフライドエッグはオプションです

お得な情報はLINE＠で

Toppingミニフォー� ¥350（税別）

ミニガパオ� ¥350（税別）

ミニグリーンカレー（ライス無し）� ¥350（税別）

ライス単品� ¥350（税別）

パクチー大盛り� ¥250（税別）

辛さ増し� ¥90（税別）

フライドエッグ� ¥180（税別）

具大盛（メニューによって異なります）� ¥200（税別）

ドレッシングはパクチー・ごまだれから選べます

お一人様、ご1品のご注文をお願い致します
must order at least one item for one person

フライドエッグ
追加

¥180（税別）

ランチドリンクご注文で
「グリーンカレー」をプレゼント！

全ランチ グリーンスムージー スープ ミニデザート つき！

コーヒー (HOT・ICE)� ¥550（税別）

紅茶�(HOT・ICE)� ¥550（税別）

ウーロン茶 (HOT・ICE)� ¥550（税別）

ジャスミン茶 (HOT・ICE)� ¥550（税別）

コーラ� ¥550（税別）

ジンジャーエール� ¥550（税別）

マンゴージュース� ¥550（税別）

グアバジュース� ¥550（税別）

オレンジジュース� ¥550（税別）

グレープフルーツジュース� ¥550（税別）

パインジュース� ¥550（税別）

ラッシー� ¥550（税別）

カフェラテ (HOT・ICE)� ¥650（税別）

カプチーノ� ¥650（税別）

バタフライ・ピー (HOT・ICE)� ¥650（税別）

マンゴーラッシー� ¥650（税別）

グアバラッシー� ¥650（税別）

アフォガード� ¥750（税別）

コーヒーフロート� ¥750（税別）

バタフライピー・モヒート�

（アルコールあり）� ¥850（税別）

（アルコールなし）� ¥750（税別）

ランチアルコール� ¥500（税別）

タイの青いお茶。レモンを絞ると……
※ご妊娠されている方はお控えください

モヒートを楽しんだ後に、バタフライピーを注ぐと…色が変わります！

※グリーンカレープレゼント対象外



ミニフォー� ¥350（税別） 

ミニガパオ� ¥350（税別）

ミニグリーンカレー（ライス無し）� ¥350（税別）

ライス単品� ¥350（税別）

パクチー大盛り� ¥250（税別）

辛さ増し� ¥90（税別）

フライドエッグ� ¥180（税別）

具大盛（メニューによって異なります）� ¥200（税別）

平　日 11:00~15:00 （ラストオーダー）

土日祝 11:00~15:30 （ラストオーダー）Regular a la carte
パクチー
大盛

¥250（税別）
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炊き込みご飯と茹で鶏のシンプルなご飯ですが、
辛いソースと甘いソースを絡めて食べるとこれまた美味しい !
両方のソースを混ぜて使うのがオススメ!

ミニ本日ヌードルセット
茹で鶏のせ炊き込みご飯 ¥1,200（税別）   

単品 ¥1,090（税別）   

玉子が入っているポンカレーはマイルドで、日
本人の口に一番合うタイ料理です !　ぜひ一
度食べてください !　ヤミツキ間違いなし !

ミニ本日ヌードルセット
エビ玉子カレー

¥1,350 （税別）　単品 ¥1,250（税別）    

ガチャイというタイの薬膳生姜に特徴がありま
す。ベースはレッドカレーです。ココナッツミルク
は入っていませんので、辛さが際立ちます。

ミニ本日ヌードルセット
辛口�森の薬膳スープカレー（ポーク）

スタンダードなタイのカレーです。水は使わずコ
コナッツミルク100％で作っている濃厚グリーン
カレーです。

ミニ本日ヌードルセット
鶏とナスのグリーンカレー

¥1,300 （税別）　単品 1,190（税別）   ¥1,200（税別） 　単品 ¥1,090 （税別）   

シンプルなフォーの上にパクチーどっさりです。

ミニガパオセット
どっさりパクチーのフォー ¥1,400（税別）   

単品 ¥1,300（税別）     

野菜のたくさん入ったフォーはとってもヘルシー。
唐辛子を入れて辛くするのも良し、レモンを絞って爽やかにするも良し。

ミニガパオセット
鶏とトマトと野菜のフォー ¥1,300（税別）   

単品 ¥1,200（税別）     

ヌードル用に配合された自家製グリーンカレー
ペーストを使用。小麦の香り高い玉子麺と青
唐辛子の辛さとハーブの香りが後引くおいし
さ！　これはもうラーメンのジャンル！

ミニガパオセット
グリーンカレーラーメン

¥1,250 （税別）　単品 ¥1,150（税別）    

タイ料理の中でも一番人気のあるガパオライスは、
鶏ひき肉をオイスターソースとホーリーバジル  （ガパオ）で炒めた料理です。

ミニ本日ヌードルセット
チキンガパオライス ¥1,200（税別）  

単品 ¥1,090（税別）  

トマトとチーズの組み合わせは、ガパオライスに良く合います。

ミニ本日ヌードルセット
トマト＆チーズ�チキンガパオライス ¥1,300（税別） 

単品  ¥1,190（税別） 

今までのトムヤムヌードルをさらに改良しまし
た。小麦の香り高い玉子麺と香味オイルの香
りと濃厚なトムヤムスープが癖になるおいしさ！　
これはもうラーメンのジャンル！

¥1,250（税別）　単品 ¥1,150 （税別）    

炙ったロブスターから出る出汁の、濃厚なスー
プの旨味にノックアウト！　中華麺がよく絡む！　
レギュラーメニューの自慢のトムヤムラーメンが霞
む旨さ！

¥3,280（税別）

ミニガパオセット
トムヤムラーメンロブスター

トムヤムラーメン

残ったスープに
シメの
追いライス！

¥250（税別）麺

全ランチ グリーンスムージー スープ ミニデザート つき！

甘酸っぱくて人気のパッタイは、お
子さんでも食べることができる人気
メニューです。麺はフォーを使って
いるのでモチモチです。

ミニガパオセット
モチモチのパッタイ

¥1,200（税別）　単品 ¥1,090 （税別）

パッタイの翡翠麺バージョンで
す。食べごたえあります !

ミニガパオセット
グリーンパッタイ

¥1,300（税別）   単品 ¥1,190（税別）

ご飯

ご飯・麺大盛
 ¥200（税別）

Topping

ランチ60分制
※混雑状況によってお声掛けさせて頂きます。

追加オプション

パクチー抜けます！
お気軽にお申し付けください。

お得な情報はLINE＠で

サラダ� ¥390（税別）

ドレッシングはパクチー・ごまだれから選べます

お一人様、ご1品のご注文をお願い致します
must order at least one item for one person



ミニフォー� ¥350（税別） 

ミニガパオ� ¥350（税別）

ミニグリーンカレー（ライス無し）� ¥350（税別）

ライス単品� ¥350（税別）

パクチー大盛り� ¥250（税別）

辛さ増し� ¥90（税別）

フライドエッグ� ¥180（税別）

具大盛（メニューによって異なります）� ¥200（税別）

サラダ� ¥390（税別）
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パクチー
大盛

¥250（税別）

炊き込みご飯と茹で鶏のシンプルなご飯ですが、
辛いソースと甘いソースを絡めて食べるとこれまた美味しい !
両方のソースを混ぜて使うのがオススメ!

ミニ本日ヌードルセット
茹で鶏のせ炊き込みご飯 ¥1,200（税別）

単品 ¥1,090（税別）

ガチャイというタイの薬膳生姜に特徴があります。ベースはレッドカレーです。
ココナッツミルクは入っていませんので、辛さが際立ちます。

ミニ本日ヌードルセット
辛口�森の薬膳スープカレー（ポーク）¥1,300（税別）

単品 ¥1,190（税別）

タイ料理の中でも一番人気のあるガパオライスは、
鶏ひき肉をオイスターソースとホーリーバジル  （ガパオ）で炒めた料理です。

ミニ本日ヌードルセット
チキンガパオライス ¥1,200（税別）

単品 ¥1,090（税別）

スタンダードなタイのカレーです。
水は使わずココナッツミルク100％で作っている濃厚グリーンカレーです。

ミニ本日ヌードルセット
鶏とナスのグリーンカレー ¥1,200（税別）

単品 ¥1,090（税別）

今までのトムヤムヌードルをさらに改良しました。
小麦の香り高い玉子麺と香味オイルの香りと濃厚なトムヤムスープが癖になる
おいしさ！　これはもうラーメンのジャンル！

ミニガパオセット
トムヤムラーメン ¥1,250（税別）

単品 ¥1,150（税別）

野菜のたくさん入ったフォーはとってもヘルシー。
唐辛子を入れて辛くするのも良し、レモンを絞って爽やかにするも良し。

ミニガパオセット
鶏とトマトと野菜のフォー ¥1,300（税別）

単品 ¥1,200（税別）

甘酸っぱくて人気のパッタイは、お子さんでも食べることができる
人気メニューです。麺はフォーを使っているのでモチモチです。

ミニガパオセット
モチモチのパッタイ ¥1,200（税別）

単品 ¥1,090（税別）

麺ご飯

平　日 11:00~15:00 （ラストオーダー）

土日祝 11:00~15:30 （ラストオーダー）Regular a la carte

パクチー抜けます！
お気軽にお申し付けください。ご飯・麺大盛

 ¥200（税別）

追加オプション

全ランチ グリーンスムージー スープ ミニデザート つき！

お得な情報はLINE＠で

Topping

ドレッシングはパクチー・ごまだれから選べます

ランチ60分制
※混雑状況によってお声掛けさせて頂きます。

お一人様、ご1品のご注文をお願い致します
must order at least one item for one person


