
東南アジア料理　ETHNIC FOOD:
1. トムヤムクン

3. ヤム・ウンセン

5. ヤム・トウフ

2. フォー

4. トルタンギニリン

6. 青菜炒め

ピリ辛タイ風冷ややっこサラダ

タイ風春雨サラダ

世界 3大スープ

東南アジアの人気料理

フィリピンオムレツ

ベトナム米粉麺

￥880

￥780

￥680

￥780

揚　DEEP FRIED FOOD:
ポテトフライ ￥680

みんな大好き「チキンから揚げ」 ￥880

油淋鶏（チキン唐揚げ香味ソース） ￥980

白身魚のフライタルタルソース ￥880

パスタ &ピザ　PASTA & PIZZA:
懐かしのミートソースパスタ ￥900

和風パスタ ￥900

カルボナーラ ￥900

さっぱり和風梅パスタ ￥900

具たっぷりミックスピザ ￥1,200

チキン照り焼きピザ ￥1,200

飯　RICE:
五目炒飯「至極の一品」 ￥800

エビプリチャーハン ￥900

白米（小） ￥300

点心　DIM SUM:
ツルっと「水餃子」（5個） ￥550

プリプリエビ焼売（4個） ￥600

肉まん（2個） ￥500

パリパリ春巻き（2個） ￥500

焼きニラマン（4個） ￥500

HOT 辛料理　SPICY FOOD:
HOT スパイシーポテト ￥680

白身魚のピリ辛ソースかけ ￥980

麻婆豆腐
（辛味・痺れ・旨みの黄金比）

￥980

￥780

￥700

Tom yum goong: Thai soup

Yum wunsen: Thai’s spicy glass
noodle salad

Yum tofu: Thai style spicy cold
tofu salad

Tortang Giniling, Philippine omelet

Pho, Vietnamese noodle soup

Fried vegetables

Spaghetti Bolognese

Garlic and soy sauce pasta

Spaghetti carbonara

Japanese plum paste pasta

Mixed pizza

Teriyaki chicken pizza

White fish and potato

White fish with grated radish starchy sauce

Sweet and chili shrimp

Squid in chili sauce

Teriyaki chicken

French fries

Deep fried chicken

Yulinji fried chicken with spices seasoning

Fried white fish with tartar sauce

Chinese style fried egg

Cheese in omelet

Egg soup

Corn soup

Crispy deep fried noodle with starchy
mixed sauce

Crispy deep fried noodle with shrimp
salty flavor

Mixed fried rice “Chef’s recommend!”

Fried shrimp mixed rice

Rice

Boiled dumplings

Steamed meat and shrimp dumplings

Steamed meat buns

Fried spring rolls

Fried garlic chive buns

Spicy French fries

Deep fried white fish with chili sauce

Mapo tofu

麺　NOODLE:
五目餡かけパリパリ揚げそば ￥850

エビ塩味あんかけ揚げそば ￥950
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炒　FRIED FOOD:
やわらか豚肉のオイスター炒め ￥980

中国式　酢豚 ￥980

ジューシー鶏肉の
スイートビネガーソース

￥880

シャキシャキ野菜の五目炒め ￥980

マーボー豆腐（甘口）お子様おすすめ ￥880

イカのさわやか炒め ￥880

玉子料理 &スープ
EGG FOOD & SOUP: 
中華風玉子焼き ￥780

とろけるチーズ in オムレツ ￥780

ふんわり玉子スープ ￥600

コーンスープ ￥600

温製料理　HOT DISH:
白身魚のみぞれ餡かけ ￥980

ふんわり白身魚のポテト焼き ￥980

中華の王道　エビチリ ￥980

イカ好きにはたまらない
イカのチリソース

￥980

テリヤキチキン ￥980

Fried pork with oyster sauce

Chinese sweet and sour pork

Chicken with sweet and vinegar sauce

Fired mix vegetables

Mapo tofu (no chili for children)

Fried squid

冷製料理　COLD DISH:
ノルウェーサーモンのカルパッチョ ￥880

バンバンジーサラダ（棒々鶏） ￥780

コリコリくらげの酢の物 ￥800

アヒルの卵、熟成ピータン ￥600

季節野菜の彩りピクルス ￥600

カリカリベーコン入りシーザーサラダ ￥780

Carpaccio with Norwegian salmon

Bang bang ji chicken salad

Jellyfish with vinegar

Pi dan century egg

Colorful pickles of season’s vegetables

Caesar salad with crispy bacon

牛ロースステーキ 100g
Beef steak 100 g

お 1 人様

追加￥1500
1注文

*This menu is included in free buffet
 a single time only.

食べ放題コース

￥1,800


