
・マンゴーラッシー
　Mango Lassi

・ラッシー
　Lassi

・アイスチャイ
　Ice chai

・マサラティー（チャイ）
　Masala tea(Hot chai)

・ジャスミン茶
　Jasmine tea

・アイスコーヒー
　Ice Coffee

￥200

Extra Coriander
パクチー大盛り

セットドリンク おひとつお選び下さい

Dip Special Combo
ディップ スペシャル  コンボ

01

￥1,150

人気メニューをお選び頂き
「ハーフ＆ハーフ」でお楽しみいただけます

パッタイ
Pad thai
タイ風焼きそば

ガパオライス
Gapao rice
鶏挽肉のバジル炒めごはん

カオマンガイ
Kao mun gai
タイ風蒸し鶏のチキンライス

カオ パット クン
Fried Rice with Shrimp
タイ風エビ入りチャーハン

クワイ ティアオ ガイ
Kuay Tiao Gai
チキンスープの米粉麺

クッティオトムヤム
Kuay Tiao Tom Yum
トムヤンクンヌードル

タイ ランチ メニュー

■      ・      より一品ずつお選び下さい
　Please choose one dish each from 　 and 　
■ ミニ生春巻き 
　Thai style spring rolls
■ ミニデザート　　　■ ソフトドリンク
　Dessert                           Soft drink

表示価格は税込です
All prices are tax included.



with soup
スープ付き

Thai Lunch Set  タイ ランチ セット

・アジアン瓶ビール
　Asian Bottle Beer

￥500￥300・グラス生ビール（プレミアムモルツ）
　Glass Beer Premium Malt’ s -

เคร่ืองปรุงรส クルワンプルーン
テーブルの上に「調味料セット」【タイ語でクルワンプルーン】を
ご用意致しております。ナンプラー、お酢、砂糖
プリックポン（唐辛子をすりつぶしたもの）などで「自分好みの味」にお仕立て下さい。

with soup
スープ付き

Pad Thai
パッタイ
Thai style stir fried noodle with original tamarind source.

タイ風焼きそば ピーナッツがアクセント
特製タマリンドソースの優しい味わいです

03 ￥990

Kao Mun Gai
カオマンガイ
Thai style boiled chicken and rice .

タイ風 蒸し鶏のチキンライス特製辛味噌ソースで
お召し上がり下さい

04 ￥990

Kuay Tiao Gai
クワイ ティアオ ガイ
Vietnamese chicken soup noodle (Chicken pho).
チキンスープベースの米粉麺
優しい味わい

08 ￥890Kao Pad Kung
カオ パックン
Fried Rice with Shrimp.

強火が決め手 タイ風エビチャーハン

06 ￥890

02 Gapao Rice
ガパオ ライス
Stir-fried minced chicken with basil, served with Thai rice 
topped with fried egg.

定番人気メニュー！挽肉のバジル炒めご飯（目玉焼きのせ）

￥990

with soup
スープ付き

with soup
スープ付き

ジャスミンライスの
おかわり承ります

Green Curry
グリーンカレー
Chicken and eggplant green curry.

タイハーブ香る爽やかな辛さ  ジャスミンライス付き

05 ￥1,050

Kuay Tiao Tom Yum
クイッティオ トム ヤム
Rice noodle with tom yum khung soup.

海老の旨味とハーブの香りがあふれる
トムヤムクンスープに米粉の麺

07 ￥890

Thai Quick タイ クイック ランチ 

各ミニ生春巻き＆ドリンク付き

各ミニ生春巻き付き
プラス￥100にて
ソフトドリンク付き



セットドリンク おひとつお選び下さい

バターナンから
チーズナンへのグレードアップ

・マンゴーラッシー
　Mango Lassi

・ラッシー
　Lassi

・アイスチャイ
　Ice chai

・マサラティー（チャイ）
　Masala tea(Hot chai)

・ジャスミン茶
　Jasmine tea

・アイスコーヒー
　Ice Coffee

■ カレー3種類　チキンカレーと
　 　 ～  　より2つお選び下さい
　 Chicken curry & Choose 2 curries /  B  -  G  

■  タンドリーチキン
　 Tandoori chicken

■ シークカバブ
　 Seek kabab

■ カレー2種類　チキンカレーと
　 　 ～  　より1つお選び下さい
　 Chicken curry & Choose 1 curry /  B  -  G  
■  バターナン＆サフランライス
　 Butter naan ,  Saffron rice
■  タンドリーチキン
　 Tandoori chicken

インディアン ランチ メニュー

Chicken Biryani Plate
 チキン ビリヤニ　プレート

13 ￥1,200

■ ハイドラバディ チキン ビリヤニ
　 Hydrabadi chicken biryani
■  ダルカレー
　 Dal Curry

■  プレーン ヨーグルト
　 Plain yogurt 

■ サラダ
　 Salad

■ ソフトドリンク
　Softdrink

■ サラダ
　 Salad
■ ソフトドリンク
　Softdrink

Dippalace Spe. Thali
ディップパレス スペシャル  ターリー

￥1,200

Indian Premium Thali
インディアン プレミアム ターリー

￥1,450

■  バターナン＆サフランライス
　 Butter naan ,  Saffron rice

■ サラダ
　 Salad

■ ソフトドリンク
　Softdrink

12

カレー 2種のチョイスはプラス￥50ですカレー 2種のチョイスはプラス￥50です

14

カレー 3種のチョイスはプラス￥50ですカレー 3種のチョイスはプラス￥50です

カレーを
お選び
下さい▶

※本来の辛さ以下にはできません辛さをお好みで調整できます  Spices adjusted on customer request. Mild甘口 Medium中辛 Hot辛口 Super Hot激辛

キーマエッグカレー
Keema Egg Curry
キーマカレーに茹で玉子をのせて

ダル カレー
Dal Curry
レンズ豆のカレーです

マトンカレー
Mutton Curry
煮込んだ羊肉がヘルシー

野菜のカレー
Vegetable Curry
野菜たっぷりカレー 

サグチキンカレー
Saag Chicken Curry
ほうれん草とチキンのカレー

チキンカレー
Chicken Curry
定番のチキンカレー

ミックスシーフードカレー
Mix Seafood Curry
魚介類の旨みたっぷり

プラス￥200にて
チーズナングレード

アップ

バターナン＆
サフランライスの
おかわり自由です

プラス￥200にて
チーズナングレード

アップ

バターナン＆
サフランライスの
おかわり自由です

￥200

表示価格は税込です
All prices are tax included.

カレーのチョイスはプラス￥50ですカレーのチョイスはプラス￥50です



Ladies Special Thali
レディース スペシャル  ターリー

カレーを
お選び
下さい▶

■ カレー2種類　チキンカレーと
  　 　 ～   　より1つお選び下さい
　 Chicken & Choose 1 curry /  B  -  G  
■  バターナン＆サフランライス
　 Butter naan ,  Saffron rice
■  タンドリ チキン ティッカ（骨なし）
　 Tandoori chicken tikka

■ サラダ
　 Salad
■ デザート
 　Dessert  
■ ソフトドリンク
　Soft drink

11 ￥1,100

プラス￥200にて
チーズナングレード

アップ

￥500・タイ / インドワイン（グラス）
　Glass Wine - Thai or India

・シークカバブ（単品）
　Seek Kabab  スパイスで味付けした鶏と羊挽肉のタンドール焼

￥200 ・チキンティッカ（単品）
　Chicken Tikka  骨なしタンドリーチキン

￥200

￥920Double curry & saffron rice
ダブルカレー＆サフランライス

09

プラス￥100にて
ソフトドリンク付き

ライス大盛りプラスY100になります

カレー2種のチョイスはプラス￥50ですカレー2種のチョイスはプラス￥50です

Indian Lunch Set
インディアン ランチ セット

各￥990

各￥970

10

■ カレー1種類
　 Choose 1 curry

■  バターナン又はサフランライス
　 Butter naan  or Saffron rice

■ サラダ　　　■ ソフトドリンク
　 Salad                          Soft drink

※本来の辛さ以下にはできません辛さをお好みで調整できます  Spices adjusted on customer request. Mild甘口 Medium中辛 Hot辛口 Super Hot激辛

キーマエッグカレー
Keema Egg Curry
キーマカレーに茹で玉子をのせて

ダル カレー
Dal Curry
レンズ豆のカレーです

マトンカレー
Mutton Curry
煮込んだ羊肉がヘルシー

野菜のカレー
Vegetable Curry
野菜たっぷりカレー 

サグチキンカレー
Saag Chicken Curry
ほうれん草とチキンのカレー

チキンカレー
Chicken Curry
定番のチキンカレー

ミックスシーフードカレー
Mix Seafood Curry
魚介類の旨みたっぷり

■ カレー2種類　チキンカレーと 　 ～ 　 より1つお選び下さい
　 Chicken & Choose 1 curry /   　 - 　  

■  サフランライス　　■ サラダ
　 Saffron rice                                Salad

バターナン＆
サフランライスの
おかわり自由です

プラス￥200にて
チーズナングレード

アップ

カレー2種のチョイスはプラス￥50ですカレー2種のチョイスはプラス￥50ですバターナン＆
サフランライスの
おかわり自由です

女性限定
Ladies only


