
	 

	 *	 内容，食材は市場，その他の事情により変更させて戴く場合がございます。香草、辛さのご要望はお申し付け下さい。本メニューは特別価

格の為、割引、サービス等の併用はご遠慮下さい。	 

 
 

CHAN KRAN COURSE 
本店限定チャンクランコース 

 

-----冷菜------ （テーブルで 1種類） 

ヤムアーティニー＜季節のスパイシーサラダ＞ 

（又は） 

ポピァソット＜チェンマイシェフの作る特製生春巻き＞ 

シェフ特製マンゴーやロンガンソース 

 

-----ボウル料理------ （テーブルで 1種類） 

トムヤムクン＜天然海老のトムヤムクンスープ＞ 

（又は） 

バミートムヤムクン＜特製トムヤムヌードル＞ TOM YAM NOODLE 

 

-----お食事------ （テーブルで 1種類） 

＜茄子と鶏肉入り特製グリーンカレー＞辛口 美味しいタイジャスミンライス添え 

（又は）  

＜シェフ特製本日のカレー＞中辛 美味しいタイジャスミンライス添え 

（又は） 

カオソイ ガイ ＜チェンマイ風チキンカレーヌードル＞ 

 

---- 食後のお楽しみ ---- (1 名様 1 品お選び下さい。) 

カノムワンニー＜シェフお勧め本日のデザート＞ 

（又は） 

タイ北部産ラミン社製ジャスミングリーンティー 
 

 

2,203（2,380）< 2 名様より・1名様価格＞ 
 
	 

	 



	 

	 *	 内容，食材は市場，その他の事情により変更させて戴く場合がございます。香草、辛さのご要望はお申し付け下さい。本メニューは特別価

格の為、割引、サービス等の併用はご遠慮下さい。	 

	 

“Salon de Chiang-Mai” SPECIAL COURSE 

「サロン ド チェンマイ」COURSE A  
 

-----冷菜------ （テーブルで 1種類） 
□ヤムアーティニー＜季節のスパイシーサラダ＞ 
（普通/中辛/辛口/激辛）唐辛子を別添えにもできます。 

(又は) 
□ポピァソット＜チェンマイシェフの作る特製生春巻き＞ 
シェフ特製マンゴーやロンガンなど季節替わりのソース添え。  

 
[チェディルアンチェンマイ風カントーク前菜篭盛り] 

＜季節のシェフおすすめの前菜 2種＞  
 

-----ボウル料理-----□＜チェディルアン特製天然海老のトムヤムクンスープ＞  

 
-----お食事----- （テーブルで 1種類） 

 □ゲーン キョワーン＜鶏肉と茄子入り特製グリーンカレー＞辛口  

 □ゲーン ワンニー＜シェフ特製本日のカレー＞辛口 
   ∟釜で炊いた 美味しいタイジャスミンライス付き 
□カオソイ ガイ ＜チェンマイ風チキンカレーヌードル＞ 

 □クエッティオ ルドゥニー＜シェフおすすめ季節の麺料理＞ 
  平打ち、卵、翡翠、米、板春雨など様々な素材の麺を使ってシェフがお勧めの料理を紹介して行きます。 

 

---- デザート ---- 
カノムワンニー＜シェフお勧め本日のデザート＞ 

 

---- 食後のお飲物 ---- 
タイ北部産ラミン社製ジャスミングリーンティー 

 

2,759（2,980） < 2 名様より・1名様価格＞ 



	 

	 *	 内容，食材は市場，その他の事情により変更させて戴く場合がございます。香草、辛さのご要望はお申し付け下さい。本メニューは特別価

格の為、割引、サービス等の併用はご遠慮下さい。	 

	 

“Salon de Chiang-Mai” SPECIAL COURSE 

「サロン ド チェンマイ」COURSE B 
 

□ヤムアーティニー＜季節のスパイシーサラダ＞ （普通/中辛/辛口/激辛）唐辛子を別添えにもできます。 
(又は) 

 □ポピァソット＜チェンマイシェフの作る特製生春巻き＞ 
シェフ特製マンゴーやロンガンなど季節替わりのソース添え。  

 
----[チェディルアンチェンマイ風カントーク篭盛り]---- 

 ＜季節のシェフおすすめの前菜 3種＞ 
 

---名物 水上マーケットスタイルメイン料理---（1 名様で 1種類） 
シェフはあなた。お好きな食材と調理法，辛さが選べます。 

 □贅沢ビッグロブスター（大きなロブスターです。）（普通/中辛/辛口/激辛） 
  ∟□トムヤムクンスープ /□香草レモンソース蒸し / 

市場からの特選シーフードをシェフおすすめ料理法 で  
 □ ＜本日のお魚＞ 香草レモンソース蒸し 

  

-----お食事 ------ （テーブルで 1種類）（普通/中辛/辛口/激辛） 
 □ゲーン キョワーン＜茄子と鶏肉入り特製グリーンカレー＞辛口  

 □ゲーン ワンニー＜シェフ特製本日のカレー＞辛口  

 ∟釜で炊いた 美味しいタイジャスミンライス付き 
  □カオソイ ガイ ＜チェンマイ風チキンカレーヌードル＞ 
 □クエッティオ ルドゥニー＜シェフおすすめ季節の麺料理＞ 

  
---- デザート ----   □シェフお勧め本日のデザート 

 

---- 食後のお飲物 ---- 
 タイ北部産ラミン社製ジャスミングリーンティー(H)/タイティー(H/I)/ 

タイ産ジンジャーティー(H/I)/コーヒー(H/I) /エスプレッソ(H) /カフェラテ(H/I) 

 

3,685（3,980） < 2 名様より・1名様価格＞ 



	 

	 *	 内容，食材は市場，その他の事情により変更させて戴く場合がございます。香草、辛さのご要望はお申し付け下さい。本メニューは特別価

格の為、割引、サービス等の併用はご遠慮下さい。	 

	 

“Salon de Chiang-Mai” EXECUTIVE COURSE 

「サロン ド チェンマイ」COURSE C 
 

---- 冷菜 -----ヤム ハイソー ＜厳選素材を使った季節のスパイシーサラダ＞  
 

----[チェディルアンチェンマイ風カントーク篭盛り]---- 

 ＜季節のシェフおすすめの前菜 3種＞ 
 

---名物水上マーケットスタイル料理 1---（1 名様で 1種類）お好きな食材と調理法が選べます。 

 贅沢ビッグロブスター（普通/中辛/辛口/激辛） 
 □＜特製トムヤムクンスープ＞辛口 /□＜香草レモンソース蒸し＞ 

 市場からの特選シーフードをシェフおすすめ料理法 で  

 □ ＜本日のお魚香草レモンソース蒸し＞ 
 

---名物水上マーケットスタイル料理 2--- （テーブルで 1種類） 

 □＜殻ごと召し上がれるソフトシェル蟹のお料理＞  
   ∟□* 卵とカレー香り炒め □* スパイシーココナッツソース辛口 

 

-----お食事------ （テーブルで 1種類） （普通/中辛/辛口/激辛） 
 □ゲーン キョワーン＜茄子と鶏肉入り特製グリーンカレー＞辛口  

 □ゲーン ワンニー＜シェフ特製本日のカレー＞辛口 

□カオソイ ガイ ＜チェンマイ風チキンカレーヌードル＞ 
 □カウ ルドゥニー＜シェフおすすめ季節の飯料理＞ 

 

---- デザート ---- □本日のデザート盛り合わせ 
 

---- 食後のお飲物 ---- 

 タイ北部産ラミン社製ジャスミングリーンティー(H)/タイティー(H/I)/ 
タイ産ジンジャーティー(H/I)/コーヒー(H/I) /エスプレッソ(H) /カフェラテ(H/I) 

 

4,611（4,980） < 2 名様より・1名様価格＞ 



	 

	 *	 内容，食材は市場，その他の事情により変更させて戴く場合がございます。香草、辛さのご要望はお申し付け下さい。本メニューは特別価

格の為、割引、サービス等の併用はご遠慮下さい。	 

	 

“Salon de Chiang-Mai” EXECUTIVE COURSE 

「サロン ド チェンマイ」COURSE D 
 

---- アペタイザー ----- パー＜シェフお勧めの冷製＞中辛 生牡蠣(又は)生海老などの香草ソース 

 

---- 冷菜 ----- ヤム ハイソー ＜厳選素材を使った季節のスパイシーサラダ＞ 
 

----[チェディルアンチェンマイ風カントーク篭盛り]----＜季節のシェフおすすめの前菜 3種＞ 

 
---名物水上マーケットスタイル料理 1---（1 名様で 1種類）お好きな食材と調理法選べます。 

 贅沢ビッグロブスター（普通/中辛/辛口/激辛） 

 □＜特製トムヤムクンスープ＞辛口 (又は)□＜香草レモンソース蒸し＞ 
  

  ＜シェフおすすめ牛フィレ肉のお料理＞ （テーブルで 1種類） 

    □タイ野菜とオイスターソース炒め (又は) □南部カレー炒め中辛 
 

---名物水上マーケットスタイル料理 3--- （テーブルで 1種類） 

 □＜本日のプラー ペサ魚型鍋の蒸しもの＞ ∟□マナオさっぱりレモン香草風味  (又は) 
                                                               ∟□ゲーンソム 酸味とコクのタマリンド風味 

 

-----お食事------  （テーブルで 1種類） 

 □ゲーン キョワーン＜茄子と鶏肉入り特製グリーンカレー＞辛口  
□ゲーン ワンニー＜シェフ特製本日のカレー＞辛口  

□カオソイ ガイ ＜チェンマイ風チキンカレーヌードル＞ 

 □カウ ルドゥニー＜シェフおすすめ季節の飯料理＞ 
 

---- デザート ----  □本日のデザート盛り合わせ 

 
---- 食後のお飲物 ---- 

 タイ北部産ラミン社製ジャスミングリーンティー(H)/タイティー(H/I)/ 

タイ産ジンジャーティー(H/I)/コーヒー(H/I) /エスプレッソ(H) /カフェラテ(H/I) 

5,537（5,980） < 2 名様より・1名様価格＞ 


