
タイ国料理レストラン

コワタイ
http://crostage.net

ปู

ผดั

ผง

กะ
หรี

ปู

ผดั

蟹を使ったカレー風味の炒め物。タイ語でプー（ปู）が蟹、パッ（ผดั）が炒める、ポン（ผง）が粉、カリー（กะหรี）がカレーを意味する。ผง

กะหรี



カオ・パ（ッ）

(海老チャーハン）
Kaophat

ขา้วผัดกุง้ ￥980
(税込\1,078)

★スープ付き

「カオ」はごはん、「パッ」は炒める、
文字通り「チャーハン」です。ジャス
ミンライスという香り米を使っていま
すので、タイ米独特の臭いやクセも
なく、また辛くないのでお子様でもお
召し上がりいただけます。

「タイ料理は初めてなんだけど…」
「何を頼んだらいいのかわからない…」

    そんなお客様にはこちらをおすすめします！

カオ・ガパオ・ガイ
(チキンガパオライス)
Khaokrapraokai

ขา้วกระเพราไก่ \1,080
(税込\1,188)

★ライス・スープ・目玉焼き付き

今やコンビニ、ファミレス、ほか弁で
も販売されている大人気のガパオラ
イス。当店のガパオライスは「これぞ
本場の味！」をご提供しています。
辛さも調整できますのでご注文の際
にお申し出ください。

パッ・タイ
(タイ焼きそば）
Phattai

ผัดไทย
※ライスヌードル使用 ￥980

(税込\1,078)

1945年に国民食として宣言されたタ
イ料理です。料理と一緒にお持ちす
るプルアンクルン（調味料）をかけてお
召し上がりください。タイではこの調
味料を使わずに食べるということはま
ずありません。プルアンクルンを入れ
てこそ「パッタイ」です。使い方は備
え付けのガイドをご覧ください。

カオマンガイ
（海南風チキンライス）
Khaomankai

ขา้วมันไก่ \1,080
(税込\1,188)

★スープ付き

タイ・マレーシア・シンガポールなどの
東南アジアの庶民料理・屋台料理で
す。タイ国内では専門店や屋台が多
数あり、それぞれの店が独自の調理
や秘伝のタレを使っています。当店の
カオマンガイは、開店以来多くのお客
様に称賛をいただいている自慢の一
品です。

タイ料理やタイに関する事は、お気軽にスタッフにお尋ねください♪

クィッティオ・トムヤムクン
（トムヤムクン・ラーメン）
KuaytiaoTomyumgoong

ก๋วยเตียวตม้ยํากุง้
※ライスヌードル使用 ￥980
　　　 　　　 　 (税込\1,078)

世界三大スープの「トムヤムクン」に
ライスヌードルが入った超人気メニュ
ーです。レモングラスやバイマックル
ー(コブミカンの葉)などのハーブの
香りやタマリンドやマナオ(ライム)を
使った酸味のある味が特徴です。当
店ではミルキーでコクのある乳濁ス
ープでご提供しています。人気NO.1
の料理です。

クィッティオ・ナムサイムー
（豚肉ラーメン）
Kuaytiaonamsaimu

ก๋วยเตียวนําใสหมู
※ライスヌードル使用 ￥980

(税込\1,078)

クセのないクリアスープのライスヌ
ードルです。麺料理専用調味料（プ
ルアンクルン）でお好みの味付けを
してお召し上がりください。お子様
等が召し上がる場合はコショウ抜き
でご提供致しますので、ご注文の際
にお申し出ください。



カオマンガイ （海南風チキンライス）
Khaomankai

ขา้วมันไก่　 \1,080
★スープ付き (税込\1,188)

カオ・トム （お粥）

Khaotom ขา้วตม้
　　\980(税込\1,078)

「知る人ぞ知る！タイの”おかゆ”のとんでも
ない美味しさ」とネットでも絶賛されるカオ
トムは、あまりにも庶民的すぎる料理である
ため、タイ料理ファンでも食べたことがない
方が多いのでは？ 観光ツアーでは、カオト
ムを食べる機会はまずありません...

“カオトム食せずして
タイを語るなかれ”

※調理には多少時間がかかります

ガイ・パッ・ペッ　(鶏肉ラー油炒め）
Kaiphatphet

ไก่ผัดเผ็ด \1,080
★ライス・スープ・目玉焼き付き (税込\1,188)

カオ・ガパオ・パムク

(イカ・ガパオライス)
Khaokrapraoplameuk

ขา้วกระเพราปลาหมกึ \１,１80
★ライス・スープ・目玉焼き付き (税込\1,298)

カオ・パッ

（海老チャーハン）
Khaophatkung

ขา้วผัดกุง้ \980
★スープ付き (税込\1,078)

カオ・ガパオ・ガイ
(チキンガパオライス)
Khaokrapraokai

ขา้วกระเพราไก่ \1,080
★ライス・スープ・目玉焼き付き (税込\1,188)

カオ・ガパオ・ムー
(ポークガパオライス)
Khaokrapraomu

ขา้วกระเพราหมู \1,1８0
★ライス・スープ・目玉焼き付き (税込\1,298)

スキ・ナーム

（タイすき）
Sukenam

สุกีนํา ￥980(税込\1,078)
※春雨使用

スキ・ヘン
（スープなしタイすき）
Sukehaeng　　※春雨使用

สุกีแหง้ ￥980(税込\1,078)

パッ・ウンセン
(はるさめ炒め)
Phatwunsan　　※春雨使用

ผัดวุน้เสน้ \980(税込\1,078)

ラート・ナー
（あんかけ太麺やきそば）
Ratna　　 　※ライスヌードル使用

ราดหนา้ ￥1,080(税込\1,188)

当店のタイ米は、臭みの
ないジャスミンライス(香
り米)を使用しています。



カオソーイ (カレーラーメン)
Khaosoi　 　※中華麺使用

ขา้วซอย ￥1,080(税込\1,188)
※大盛り&辛さ調整はできません

～北部タイ郷土料理～

カノムチン・ナムギャオ
（豚骨＆トマトの煮込み麺）
Khanomchinnamngieo

ขนมจนีนําเงียว
※国産素麺使用 ￥1,080(税込\1,188)
※大盛り&辛さ調整はできません

パッ・スィユ
（太麺黒醤油焼きそば）
Phatseio

ผัดซอีิว
※ライスヌードル使用 ￥980

(税込\1,078)

クィッティオ・トムヤムクン
（トムヤムクン・ラーメン）
Kuaytiaotomyamkung

ก๋วยเตียวตม้ยํากุง้
※ライスヌードル使用 ￥980(税込\1,078)

クィッティオ・ムートゥン
（豚すじラーメン）
Kuaytiaomutun

ก๋วยเตียวหมูตุ๋น
※ライスヌードル使用 ￥980(税込\1,078)

パッ・キーマオ
（激辛バジルやきそば）
Phatkhimao

ผัดขีเมา　※ライスヌードル使用

※辛さ調整はできません ￥1,080
※半熟目玉焼き付き (税込\1,188)

クィッティオ・ナムサイムー
（豚肉ラーメン）
Kuaytiaonamsaimu

ก๋วยเตียวนําใสหมู
※ライスヌードル使用 ￥980(税込\1,078)

～北部タイ郷土料理～

パッタイ・ウンセン
（春雨パッタイ）
Phattaiwunsan

ผัดไทยวุน้เสน้
※春雨使用 ￥980(税込\1,078)

パッ・タイ
(タイ焼きそば）　 タイ国指定 国民食

Phattai

ผัดไทย
※ライスヌードル使用 ￥980(税込\1,078)

クィッティオ・ヘン(まぜそば)
Kuaytiaohaeng

ก๋วยเตียวแหง้
※ライスヌードル使用 ￥980(税込\1,078)



トム・ヤム・クン トムヤンクン×
（海老トムヤム） トムヤムクン◯
Tomyamgoong

ตม้ยํากุง้
(レギュラーサイズ)\980(税込\1,078)

(ハーフサイズ) \580(税込 \638)

トム・ヤム・ポーテ―
（シーフード・トムヤム）
Tomyampotaek 　

ตม้ยําโป๊ะแตก
(レギュラーサイズ)\1080(税込\1,188)

(ハーフサイズ) \630(税込 \693)

ゲーン・キヨ・ワーン・ガイ
(チキン・グリーンカレー)
Gaengkhiaowankai

แกงเขยีวหวานไก่ \980
※ライスは別にご注文下さい。 (税込\1,078)
※調理には多少時間がかかります。

ゲーン・ペッ・ガイ
(チキン・レッドカレー)
Gaengphetkai

แกงเผ็ดไก่ \980
※ライスは別にご注文下さい。 (税込\1,078)
※調理には多少時間がかかります。

トム・カー・ガイ
（チキン・ココナッツ・スープ）
Tomkhakai

ตม้ข่าไก่ \980(税込\1,078)

カノムチン（そうめん）
Khanomchin

ขนมจนี \350(税込\385)

※グリーンカレーとの相性は抜群！
※日本の素麺を使用しています

カオ・パーォ（ジャスミンライス）

Khaoplao ขา้วเปล่า
並盛\300(税込\330)

大盛\400(税込\440)

半ライス\200(税込\220)

ゲーン・マッサマン
(マッサマンカレー)
Gaengmatsaman

แกงมัสมัน
\1,080(税込\1,188)

タイ南部地方の甘みのあるご当地カレー
です。アメリカの情報サイト『CNNGo』
企画の「世界で最もおいしい50種類の
食べ物」で第1位に選ばれたことから、
世界中で注目を集めている料理です。

※辛さ調整はできません。
※ライスは別にご注文下さい。
※調理には多少時間がかかります。

ゲーン・パネン・ムー
(ポーク・パネンカレー)
Gaengpanaengmu

แกงพะแนงหมู 　　　\1,080
※ライス・スープ付き (税込\1,188)
※調理には多少時間がかかります。

～タイ北部地方の味～

トムヤムガイ（激辛鶏スープ）

Tomyamkai

ตม้ยําไก่ \1,080(税込\1,188)

タイ北部チェンライ地方の激辛トムヤムスープ
です。トムヤムクンの鶏バージョンとは違い、
酸味はなく、鶏を骨ごと煮込んでいるため濃厚
な味わいです。現地の味をそのままご賞味く
ださい。激辛ファンにはたまらない一品です！
※辛さ調整はできません

世界三大スープ

ライスは別にご注文下さい

ライスは別にご注文下さい

ライスは別にご注文下さい



クンチェー・ナンプラー
(海老カルパッチョ)
Kungchenampla

กุง้แชนํ่าปลา ￥980(税込\1078)
※テイクアウトはおすすめ致しません

ヤム・ポーテー
(シーフードサラダ)
Yampotaek

ยําโป๊ะแตก \1,080(税込\1,188)

ヤム・ウンセン
（はるさめサラダ）
Yamwunsan

ยําวุน้เสน้ 　 ￥980(税込\1,078)
※テイクアウトはおすすめできません

ラープ・パムク　（ラオス風イカサラダ）
Lapplameuk

ลาบปลาหมกึ
\１,180(税込\1,298)

ラープ・ムー （ラオス風ポークサラダ)
Lapmu

ลาบหมู \１,1８０(税込\1,298)

カオニャオ（もち米）と一緒にどうぞ！

ソムタム・タイ
（パパイヤサラダ）

Somtamthai　 สม้ตําไทย
มสีม้ตําปลารา้

タイ料理の定番中の定番で、ラオスやタ
イで食べられる青いパパイヤを使ったサ
ラダです。付け合わせの生野菜と交互に
お召し上がりください。ラオスやラオス
に近いイサーン地方では、魚を発酵させ
た「パラー」を入れますが(ソムタム・
パラー)、当店では食べやすい「ソムタ
ム・タイ」をご提供しております。

　　　\１,2８０(税込\1,408)

カオニャオ（もち米）と一緒にどうぞ！

カオニャオ（もち米）
Kao-Nyao

ขา้วเหนียว ￥500(税込\550)

タイ東北・北部地方の主食で、手で小さ
く丸めてから一緒におかずをつまみ口に
入れる...という食べ方です。ぜひタイ式
の食べ方にチャレンジしてみては！？な
んとも言えない味と香りと食感です。

カオニャオの食べ方
　　　 （Youtubeより）

ラープ・ガイ（ラオス風チキンサラダ）　　
Lapkai

ลาบไก่　　\1,080(税込\1,188)

カオニャオ（もち米）と一緒にどうぞ！

「ラープ（ลาบ）」はラオス、タイ
東北地方、北部地方の一般
家庭で頻繁に食卓に出てくる
料理で、カオニャオ（もち米）
との相性は抜群です。

「ヤム（ยํา）」は「和える」
「混ぜる」という意味で、
「甘い」「辛い」「すっぱい」
タレと和えた料理です。

ポッピヤ・ソッ

(生春巻き）
Popiasot

ปอเปี ยะสด　 \1,280
※調理には多少時間がかかります (税込\1,408)

※生食用の海老使用

海老のサイズにより
尾数は変わります



グン・パッ・へッ・ホーム

（海老と椎茸の炒めもの）
Kungphathethom

กุง้ผัดเห็ดหอม
\980(税込\1,078)

ピッガイ・トート（手羽先揚げ)
Pekkhaithot

ปีกไก่ทอดนําปลา
￥880(税込\968)

※調理には時間がかかります

トートマン・プラ―
（魚のすり身揚げ）
Thotmanpla

ทอดมันปลา \980(税込\1,078)

トートマン・クン
（海老のすり身揚げ）
Thotmankung

ทอดมันกุง้ \980(税込\1,078)

コームー・ヤーン・チムチュム
（豚トロ焼き）
Khomuyangjimjum

คอหมูย่างจิมจุ่ม \1,180
※調理には時間がかかります (税込\1,298)

ガイ・ヤーン（グリルチキン）
Kaiyang

ไก่ย่าง \1,２80(税込\1,408)
※調理には時間がかかります

カオニャオ（もち米）と一緒にどうぞ！

カイ・チヤオ・ムーサップ

(豚挽肉入り玉子焼き）
Khaijiaomusap

ไข่เจยีวหมูสับ \780(税込\858)

パムク・パッピッパオ
（イカのラー油炒め)
Plameukphrikphao

ปลาหมกึพรกิเผา
\1,180(税込\1,298)

パッ・パク・ルアムミッ

（肉野菜炒め）
Phatphakruammit

ผัดผักรวมมติร
\980(税込\1,078)



　　　 生ビール (中ジョッキ)

　　　　เบยีรส์ด
\580（税込\638）

　 ノンアルコールビール

　　เบยีรท์ีไม่มแีอลกอฮอล์
\380（税込\418）

●ノンアルコールビールはビン
または缶でのご提供となりま
す。ご指定いただけません。

●ブランドが写真と異なる場合
がございます。

ハイボール

วสิกีเปรียว
￥480(税込\528)

グレープフルーツサワー

レモンサワー 　

各￥480(税込\528)

　　　 　　　 　　　

　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　

マンゴージュース ココナッツジュース ライチジュース グアバジュース

นํามะม่วง นํามะพรา้ว นําล ินจี นําฝรัง
\380 \380 \380 \380
(税込\418) (税込\418) (税込\418) (税込\418)

※トロピカルソフトドリンクはドリンクバーには含まれません。

   

  ドリンクバー
～セルフサービス＆飲み放題～

料理を一緒にご注文 \280(税込\308)

           ドリンクバーのみのご注文 \380(税込\418)

・コカコーラ ・メロンソーダ ・オレンジ(100%)
・カルピス ・カルピスソーダ ・アイスコーヒー
・ホットコーヒー ・ウーロン茶 ・緑茶 ・紅茶

※飲み残しがある場合は別途料金を請求させていただく場合がございます。

タピオカココナッツミルク

￥380(税込\418)

マンゴープリン

￥380(税込\418)

レオビール(発泡酒) シンハービール チャーンビール

เบยีรล์โีอ เบยีรส์งิห์ เบยีรช์า้ง
\580（税込\638） \580（税込\638） \580（税込\638）

(タイ国内シェア 49.5%)※ (タイ国内シェア4.9%)※ (タイ国内シェア36.3%)※
※2015年データ

●ビンまたは缶でのご提供となります。ご指定いただけません。

デザート

未成年者および運転をされる方の飲酒はご遠慮ください


