
※写真はイメージです。 This is a sample image.
※お持ち帰りレジ袋をご希望の方には１枚５円頂戴いたします。
   Plastic bags are charged. We charge ５yen for plastic bags bag.
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タイ料理

￥777 ���������

098-989-9890
     パクチー +￥216
        Coriander

目玉焼き +￥108
Fried egg

　はお料理の辛さです。辛さアップ　＋￥108
　 Red dots are spice level. Spicy level up

〒904-0115  北谷町美浜 8-10

◀AONE

◀
RO
UT
E5
8

◀
サ
ン
セ
ット

   Beach

ミハマ 7
プレックス

P

P

RINKEN’S
HOTEL

HOTEL MONPA

HERE 1F

�������������������
��������������������
お問い合わせ

A カオマンガイ
Chicken on rice

B カオカームー
Braised ham hock on rice

P ガパオライス
Spicy basil minced
chicken(pork) on rice
with fried egg

タイチャーハン
Fried rice

バーミー焼きそば
Fried noodle

タイ雑炊
Rice porridge

W グリーンチキンカレー
＆ レッドカレーセット
Green chicken Curry
& Red shrimp Curry with Rice

Kidsセット
（Shrimp/Pork/Chicken）

Fried rice（Shrimp/Pork/Chicken）
Fried Chicken

※No Soup

Limited quantity every day

1 春雨サラダ
Glass noodle salad
with Shrimp,squid and
ground pork

2 シーフードサラダ
Shrimp & squid salad

3 パパイヤサラダ
Papaya Salad
（With peanuts and
  Sakura shrimp）

4 エビ生春巻き
Fresh shrimp spring roll

5 豚ひき肉サラダ
Spicy minced pork（chicken）
salad

6 グリルポークサラダ
Grilled pork salad

7 フライドチキンの
ピリ辛サラダ
Crispy fried chicken Salad

8 揚げ魚の
ピリ辛サラダ
Crispy fried fish Salad

9 グリルポーク
Grilled pork

10 グリルチキン
Grilled chicken

11 豚の角煮
Braised pork berry

12 ゆで鶏
Steamed Chicken

13 豚足煮込み
Braised boneless ham hock

14 ゴーヤの卵炒め
Bitter Melon & Eggs stir Fly

15 高菜の卵炒め
Pickled Leaf Mustard
& Eggs stir Fly

16 空心菜炒め
※冬は小松菜です。

※スープはつきません。

Stir fried morning Gloly

※Japanese mustard
　spinach in winter

17 野菜炒め
Stir fried vegetable

G Shrimp  H Pork   I  Chicken J  Shrimp  K Pork  L Chicken

M Pork  N Chicken

お子様も食べやすいメニューです。 オードブルOK Ocean

�����������

��������������������

毎日数量限定！

This is a menu that children can eat. Can put it in the party platter.



※写真はイメージです。 This is a sample image.

18 豚ひき肉の
バジル炒め
Spicy basil minced pork

23 揚げ魚の
甘酢あんかけ
Fried fish with
sweet sour sauce

24 揚げ魚とパイナップル
の甘酢あんかけ
Fried fish with pinapple
and sweet sour sauce

25トムヤムクン
チャーハン
Fried Tom-Yum rice
with shrimp & squid

19 鶏ひき肉の
バジル炒め
Spicy basil minced Chicken

20 フライドチキンと
カシューナッツ炒め
Chicken &
Cashew nuts Stir Fly

21 豚肉のアミ塩辛炒め
Fried pork with shrimp paste

22 豚ひき肉と塩卵炒め
Salted Egg & Ground pork

26 タイの卵焼き
（Shrimp/Pork）
Thai-STYLE  Omelet
Shrimp or pork

27 鶏ひき肉の串焼き
Chicken satay

28 揚げ春巻き
Fried spring rolls（Pork）

29 エビのすり身揚げ
Fried shrimp cake

30 鶏の唐揚げ
Crispy Fried Garic chicken

31 豚肉の唐揚げ
Fried garlic pork

32 タイ米
（S 小￥216 / L 大￥540）

Rice/Rice pot

33 グリーンカレー
（チキン）

Green chicken Curry

34 イエローカレー
（ポーク＆ポテト）

Yellow pork Curry

35 レッドカレー
（シュリンプ）

Red shrimp Curry

36 エビと卵の
カレー炒め
Shrimp Egg Curry

37トムヤムクンスープ
Tom Yum Kung soup
（Spicy shrimp soup）

38 鶏肉のココナッツ
ミルクスープ
Chicken coconut milk soup

43 豚ひき肉の
ピリ辛太麺炒め
Spicy fried noodle（Pork）

44 豚足煮込みラーメン
Ham hock on Rice noodle

45トムヤムクンラーメン
Tom Yum Kung soup noodle

39 鯖とタケノコの
激辛カレー
Spicy Fish Curry
& Sour bamboo

40 パッタイ
（Shrimp/Chicken）
Pad thai   Shrimp or Chicken
（With peanuts and Sakura shrimp）

41 エビとイカの
春雨炒め
Stir fried glass noodle
with shrimp & squid

42 ビーフン炒め
Fried rice noodles
with chicken

＃1カニのカレー炒め
Fried crab in yellow curry

※混雑している時間帯はご提供にお時間がかかる場合がございます。お電話での事前ご予約がおすすめです！ You may be asked to wait when it’s crowded.Call for TAKE-OUT service.

For details, please contact the staff.
選べる6品Party platter（￥5,400）あります！

パーティーにおすすめ！

詳しくはスタッフまで！！

BIG SEA FOOD

￥1,944
＃2グリル有頭海老

Grilled Shrimp

￥2,916

＃3有頭大海老と
春雨の蒸し焼き
Glass noodle with
Steamed shrimp and pork

￥1,458

＃4有頭大海老の
トムヤムクンスープ
Shell-on shrimp in
Tom Yum Kung Soup

￥1,458

激辛
注意

お子様も食べやすいメニューです。 オードブルOK
This is a menu that children can eat. Can put it in the party platter.


