
シンハー ￥780

Beer
Singha Beer

タイの王室にも認められた由緒あるプレミアムビールです。
ほど良い飲み心地とすっきりとした味わい！辛い料理に良く合います。

チャーン ￥720Chang Beer

タイ国で庶民派ビール！口の中で広がる、独特な苦みとコクが特徴です。
ヤムウンセンやソムタムタイとの相性がgoodです。

氷結のクリーミーな泡立ちが辛さを和らげます。

アサヒスーパードライ ピルスナー ￥580
ジョッキ    ￥680

Asahi Super Dry           

アサヒスーパードライ エキストラコールド ￥780
Asahi Super Dry EXTRACOLD

アサヒドライゼロ ￥500Non-alcohol Beer “Asahi DRY-ZERO“

Cocktail

エラワン・クィーン ￥900Erawan Queen

5種のフルーツを贅沢に使用したフルーツカクテル。
トムヤムクンと一緒にどうぞ！！

レモンサワー ￥550

Sour
Lemon  Sour

タイランド・ラッシー ￥780Thai Latchi

甘味のあるマンゴーとヨーグルトをミックス。
ほどよい酸味が辛さをうるおいます。

レモングラスモヒート ￥750Lemongrass Mojito

薫り高いフレッシュのレモングラスと香草で作ったタイ風モヒート。
レモンとハーブの風味がタイ気分を演出します。 

Wine

グラス   ￥580
ZellerBach Sauvignon Blanc（California）
適度なボディの中にわずかに感じるミントの香りが
タイの料理とベストマッチ！

ゼラーバック・ソーヴィニョンブラン（白）

グラス   ￥580柑橘系の爽やかな香りを感じるこのワインは、
辛味をきかせた料理との相性が抜群です。

サイクルズ・グラディエーター・ピノノワール（赤）
Cycles Gladiator Pinot Noir (California)

メコンハイボール ￥550

Highball
Maekong Highball 

タイ生まれの独特な香りとほんのり甘めのウイスキーです。
グリーンカレーと不思議なほどにマッチします。

ひげのハイボール ￥550Nikka Highball

ジャックハニーハイボール ￥650Jack Honey Highball

竹鶴ハイボール ￥700TAKETURU Highball

メコン（タイウイスキー）　　 ￥500

Whisky and Others
Maekong

ブラックニッカ ￥500Black Nikka

アイヤラ（タイ焼酎） ￥500Aiyara

黒霧島（芋） ￥500KUROKIRISHIMA

かのか（麦） ￥500KANOKA

黒糖梅酒 ￥500KOKUTOU Umeshu

ジャスミンのお酒 ￥500Jasmine

タイ・キック ￥780Thai Kick

自家製の唐辛子ウォッカとジンジャエールで、
キックをうけたような衝撃。食前酒としてオススメです。

ヘルシーにタイの料理と一緒にお召し上がり下さい！

ココナッツミルクティー ￥650Coconut Milk tea

グリーンバナナクーラー ￥650Green Banana Cooler

カシスジャスミンティー ￥650Cassis Jasmine Tea

グレープフルーツサワー ￥550Grapefruit Sour

ジャスミンハイ ￥550Jasmine  Sour

ウーロンハイ ￥550Oolong Sour

トロピカルシェーク ￥600

Non-Alcohol
Tropical Shake

パインレモネード ￥550Pineapple Lemonade

ココナッツミルク ￥550Coconut Milk

マンゴジュース ￥500Mango Juice

グアバジュース ￥500Guava Juice

Tea and Coffee

レモングラスティー ￥550Lemongrass Tea

タイミルクティー ￥550Thai Milk Tea

ジャスミンティー ￥450Jasmine Tea

ウーロンティー ￥400Oolong Tea

コーヒー ￥400Coffee

パインジュース ￥500Pineapple Juice

ペプシNEX ￥400Pepsi NEX

ジンジャーエール ￥400Ginger Ale

※表示価格は税別です。  ＊Above prices are excluding tax. 

Drink

グラスガンチア・ピノ ディ ピノ ￥680
Pinot di Pinor（Italy)
ピノ種のみを使用したしっかりとした厚みを感じる
辛口スパークリングワイン　



《Sparkring》

《White》

ガンチア ピノ ディ ピノブリュット    ボトル ￥3600Pinot di Pinor（Italy)

ピノ種のみを使用したしっかりとした厚みを感じる辛口スパークリングワイン

シャンドン ブリュット ボトル ￥5800Chandon Brut　(Australia)

シャルドネとピノノワールの美しいブレンドによる
フレッシュシトラスの様な果実味が爽快です。

   ボトル ￥3800
ZellerBach Sauvignon Blanc（California）
適度なボディの中にわずかに感じるミントの香りが
タイの料理とベストマッチ！

ゼラーバック・ソーヴィニョンブラン

ボトル ￥6300
MudHouse Sauvignon Blanc   (New Zealand)
パッションフルーツやグァバの香りと熟した味わいの
みずみずしい果実味、香草を使った料理に良く合います。

マッドハウス・ソーヴィニョンブラン

ボトル ￥5400
Hawk Crest Chardonnay   (California)
スキッとした爽やかな酸味と適度な果実味が
スパイシーな料理と良く合います。

ホーククレスト・シャルドネ

ボトル ￥4800
BOGLE Vineyards Sauvignon Blanc   (California)
いきいきとしたシトラスの果皮とレモングラスの香り、酸味の際立った
口当たりがスパイシーで香草を使った料理を爽やかにソフトにします。

ボーグル ヴィンヤード・ソーヴィニョンブラン

ボトル ￥4200
Rose Moubt Chardonnay  Semillon (Australia)
熟したトロピカルフルーツの様な香りとシトラスの香りが調和した、
生き生きとした酸味が海老トーストやはさみ揚げなどの料理に良く合います。

ローズ マウント・シャルドネ・セミヨン

《Red 》

ボトル ￥3800
Cycles Gladiator Pinot Noir (California)
柑橘系の爽やかな香りを感じるこのワインは、
辛味をきかせた料理との相性が抜群です。

サイクルズ・グラディエーター・ピノノワール

ボトル ￥5400
Bodegas Juan Gil. 4 Meses  (Spain)
華やかでちょっとジンファンデルのような果実味と香り。
少し温度を低めにして、タイしゃぶと一緒にどうぞ。

ボデガ ファン・ヒル クアトロメセス

ボトル ￥6300
Flagstone Dark Horse Shiraz    (South Africa Western)
凝縮した黒系果実の複雑な香り、口当たりはしっかりとして丸みがあり
長い余韻とバランスを兼ね備えたフルボディです。

フラッグストーン ダークハウス・シラーズ

ボトル ￥4200
Santa Digna cabernet Sauvignon （chile）
豊かな果実味と柔らかな渋みの口当たり！
タイ料理の濃厚なソースと良く合います。

サンタ ディグナ カベルネ・ソーヴィニョン

ボトル ￥4800
ST Hallett Gamekeeper’s Shiraz&Cabernet  (Australia) 
芳醇なプラムやブラックベリーを思わせる香りとふくよかで
豊かな味わいです。スパイシーな料理と一緒にどうぞ

セント・ハレット ゲームキーパーズ シラーズ＆カベルネ

※表示価格は税別です。  ＊Above prices are excluding tax.

 

Wine List

ベリンジャー・ホワイトジンファンデル（ロゼ） ボトル ￥4000
 ）ainrofilaC（lednafniZ etihW regnireB

カリフォルニア産の微発泡ロゼワイン。
フルーティでほんのりと感じる甘みが特徴です。


