Hot Pot

3800

トムヤムココ鍋

鶏肉 & 海老ベーススープ ライム バーズアイチリ シーズニングオイル
パクチーのせいろ
野菜のせいろ

カイラン菜 / 空芯菜 / 紅芯大根 / クレソン / セルバチコ /

トレビス / グリーンパパイヤ / 舞茸

魚のせいろ

真鯛 / 海老 / ホタテ / すり身団子

肉のせいろ

鶏むね肉 / 炙り鴨むね肉 / 鶏団子

スパイス

焙煎赤唐辛子 / チリジャム / チリナンプラー / チリビネガー

ライスヌードル

＊食材は仕入れ状況により変更となります

追加オプション
パクチーのせいろ
（2人前）

+ 700

野菜のせいろ (2人前)

+ 1000

魚のせいろ (2人前)

+ 1500

肉のせいろ (2人前)

+ 1200

その先へ グリーンカレー (1人前)

+ 300

アレルギーに関しましてはスタッフまでお問い合わせください / メニューは仕入状況により変更となる場合がございます

Hot pot dinner course
ソムタム スパイシーグリーンパパイヤサラダ

トムヤムココ鍋

鶏肉 & 海老ベーススープ ライム バーズアイチリ シーズニングオイル
パクチーのせいろ
野菜のせいろ
魚のせいろ

カイラン菜 / 空芯菜 / 紅芯大根 / クレソン / セルバチコ /

トレビス / グリーンパパイヤ / 舞茸
真鯛 / 海老 / ホタテ / すり身団子

肉のせいろ

鶏むね肉 / 炙り鴨むね肉 / 鶏団子

スパイス

焙煎赤唐辛子 / チリジャム / チリナンプラー / チリビネガー

ライスヌードル

＊食材は仕入れ状況により変更となります

シーズナルアイスクリーム

追加オプション
パクチーのせいろ
（2人前）

+ 700

野菜のせいろ (2人前)

+ 1000

魚のせいろ (2人前)

+ 1500

肉のせいろ (2人前)

+ 1200

その先へ グリーンカレー (1人前)

+ 300

アレルギーに関しましてはスタッフまでお問い合わせください / メニューは仕入状況により変更となる場合がございます

Christmas Dinner

Amuse

ミャンカム エビ ピーナッツ パイナップル バイチャプー

Appetizer

海老のトムヤム蒸し餃子
マグロ タルタル タイバジルドレッシング
ヤムウンセン ソフトシェル クラブ フリッター タイハーブ

Fish

イトヨリ バプール アサリスープ

Meat

“北海の黒” サーロイン グリル
季節蒸し野菜 パプリカ 茄子 レリッシュ

Main dish

合鴨のグリーンカレー
トムカー 車海老 季節の貝

Dessert

ヨーグルト ドライフルーツ ヌガーグラッセ

Cafe

タイティー or コーヒー

アレルギーに関しましてはスタッフまでお問い合わせください

17:00 以降はサービス料 10% 頂戴致します

Hot Pot

3800

“Tom yum coco pot”
Chicken & shrimp soup, lime, birds eye chilli, seasoning oil
Coriander
Vegetable

Chinese broccoli / Morning glory / Watermelon radish / Watercress /

Fish

Red snapper / Prawns / Scallop / Fish balls

Meat

Chicken / Duck / Chicken balls

Spices

Roasted spicy red pepper / Chillijam / Chilli numpla / Chilli vinegar

Wild rocket / Radicchio / Green papaya / Maitake mushroom

＊Speciﬁc Hot pot items may change according to market.

Rice noodles

Additional items (Serving for two)
Coriander

+ 700

Vegetable

+ 1000

Fish

+ 1500

Meat

+ 1200

Green curry set (One person)

+ 300

Please inform the staﬀ if you have any allergies and / or dietary restrictions.

Hot Pot
Green papaya salad, dried shrimp, peanut
“Tom yum coco pot”
Chicken & shrimp soup, lime, birds eye chilli, seasoning oil
Coriander

Vegetable

Chinese broccoli / Morning glory / Watermelon radish / Watercress /

Fish

Red snapper / Prawns / Scallop / Fish balls

Meat
Spices

Wild rocket / Radicchio / Green papaya / Maitake mushroom
Chicken / Duck / Chicken balls

Roasted spicy red pepper / Chillijam / Chilli numpla / Chilli vinegar
＊Speciﬁc Hot pot items may change according to market.

Rice noodles
Seasonal ice cream

Additional items (Serving for two)
Coriander

+ 700

Vegetable

+ 1000

Fish

+ 1500

Meat

+ 1200

Green curry set (One person)

+ 300

Please inform the staﬀ if you have any allergies and / or dietary restrictions.

Christmas Dinner

Amuse

Miang kham, prawn, peanuts, pineapple

Appetizer

Steamed tom yum prawn dumpling
Tuna tartare, Thai basil dressing and crispy wonton
Warm salad of soft shell crab fritter and glass noddles

Fish

Steamed ﬁsh, clam soup

Meat

Grilled Japanese beef sirloin
Steamed seasonal vegetable, capsicum and eggplant relish

Main dish

Duck green curry
Tom kha soup, prawn, shellﬁsh

Dessert

Nougat glace, yogurt, dried fruit

Cafe

Thai tea or coﬀee

Please inform the staﬀ if you have any allergies and / or dietary restrictions.
10% service charge will be added from 17:00

