
   
Koh samui By Chedi Luang  Special Fair 

 
香草や辛さはリクエストを可能です。記載の材料、産地は市場の状況により異なる場合もございます。割引•その他の特典の併用はご遠慮下さい。 

消費税は別途お預かり致します。サービス料を頂戴いたします。写真はイメージです。 

 

 

The Narathiwat ナラーティワート コース  

「小舟で南の島に初めて足を踏み入れた瞬間」 

■ 南の島の冷製 タイフュージョン 

 クン サワロ＜赤海老のお刺身風冷製 パッションフルーツ ソース＞辛口 

 

■ 前菜 タイフュージョン 

パー プラー グレン＜香ばしい鱗付き高級甘鯛を使った香草のチリソース＞辛口 

 

■ 冷菜  

ヤム ソム オー <海老とサワーポメロを使ったスパイシーサラダ>辛口 (季節素材：入荷時のみ） 

ヤム  プラムック シャンハイ ソム ＜イカと旬の柑橘を使った、板春雨のスパイシーサラダ＞辛口  

いずれか１品の提供となります。 

 

■ 南の島の地方伝統料理  

クワキン ムー＜タイ南部名物 豚肉とハーブのターメリック炒め 葉野菜添え ＞辛口 

 

■ メイン 

(テーブルで同じメニューを１つお選びください／両方をご用意の場合は 1 名様＋600 税別） 

海老と豚挽肉入り米麺のトムヤムヌードル(辛口／香草） 

(又は） 

パッタイ＜海老入り米麺の焼きそば タマリンド風味＞ 

（又は） 

タイ南部名物 コサムイ特製鶏肉のマッサマンカレーとタイ高級香り米 

 

■ トロピカル デザート 

パティシエ手作り本日のデザート 2 種 

 

※トムヤムクンの追加は、お 1 人様 500 円でご用意致します。 

お料理のみ 4.300  ／フリードリンク 90 分付 5,800 

フリードリンクには 1,000  でタイ産シンハー生ビールをつけることが可能です。 
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   The Surat Thani スラートターニー コース  

「椰子の木の下で楽しむようなタイ南部伝統料理を体験」 

■ 南の島の冷製 タイフュージョン 

 クン サワロ＜赤海老のお刺身風冷製 パッションフルーツ ソース＞辛口 

 

■ 前菜 タイフュージョン 

パー プラー グレン＜香ばしい鱗付き高級甘鯛を使った香草のチリソース＞辛口 

 

■ 冷菜  

ヤム ソム オー <海老とサワーポメロを使ったスパイシーサラダ>辛口 (季節素材：入荷時のみ） 

ヤム  プラムック シャンハイ ソム ＜イカと旬の柑橘を使った、板春雨のスパイシーサラダ＞辛口  

いずれか１品の提供となります。 

 

■ 南の島の地方伝統料理  

トムヤム クン ナムコン ＜タイ南部の海老のトムヤムクン＞辛口 

 

■ 季節のシェフおすすめメイン料理 

プラムック クン パット メット マムアン 

＜海老と北海道函館産直送のスルメイカのカシューナッツ炒め＞辛口 

 

■ メイン 

(テーブルで同じメニューを１つお選びください／両方をご用意の場合は 1 名様＋600 税別) 

クェッティオ  ルゥドゥニー＜シェフおすすめの本日の麺料理＞ 

(又は） 

カウマンガイ トート ハジャイ 

＜タイ南部風 5 つ星の揚げ鶏のカウマンガイシェフ特製 ソース添え＞ 

（又は） 

タイ南部名物 コサムイ特製鶏肉のマッサマンカレーとタイ高級香り米 

  

■ トロピカル デザート 

パティシエ手作り本日のデザート 2 種 

 

お料理のみ 4,800   ／フリードリンク 90 分付 6,300 

フリードリンクには 1,000  でタイ産シンハー生ビールをつけることが可能です。 
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The Langkasuka  ランカスカ コース  

「海岸で楽しむようなタイ南部の贅沢海鮮料理を堪能」 

 

■ 南の島の冷製 

パー ホイナムロン＜殻付きフレッシュオイスターの冷製 パッションフルーツのソース＞ 

 

■ 冷菜：季節のシェフおすすめスパイシーサラダ  

ヤム サーモン ソム＜旬の柑橘とサーモンのスパイシーハーブサラダ＞辛口 

 

■ オーダップ（前菜２品） 

贅沢な蟹と海老のすり身揚げアプリコットソース 

コサムイ風 揚げ春巻き ポッピア コサムイ 

 

■ ボウル料理 

特製手長海老のトムヤムクンスープ（辛口） 

 

■ タイ南部メイン海鮮料理 

プーニム パッポンカリー パクタイ 

＜ソフトシェル蟹と香菜のカレー卵炒めコサムイスタイル＞ 

 

■ メイン 

カウオプサパロット＜蟹と海老入りのパイナップルの焼飯＞ 

 

■ トロピカル デザート 

パティシエ手作り本日のデザート 

 

お料理のみ 5,300  ／フリードリンク 90 分付 6, 800 

フリードリンクには 1,000  でタイ産シンハー生ビールをつけることが可能です。 
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The Krabi  クラビー コース  

「タイセレクトプレミアム５つ星 南部料理の真骨頂」 

 

■ 南の島の冷製アミューズ盛り合わせ 

殻付フレッシュオイスター、有頭海老、北海道産生貝柱を使ったシーフードプラッター冷製盛り合わせ  

パッションフルーツと香草のソース 

 

■ 前菜 贅沢な蟹と海老のすり身揚げ アプリコットとパイナップルソース添え 

 

■ 前菜 プラー グレン トートスムーパイ マックパオオン 鱗付きの高級甘鯛と茸のココナッツハーブ揚げ  

 

■ ボウル料理 

特製カナダ産ビッグオマールロブスターのトムヤムクンスープ（辛口）      

（又は） 

トム カー プーヌア ＜高級マッドクラブ入りココナッツミルクとハーブのスープ＞(辛口） (1 名様+1000）  

 

■ タイ南部メイン海鮮料理 

プーニム パッポンカリー パクタイ ＜ソフトシェル蟹と香菜のカレー卵炒めコサムイスタイル＞ 

 

■ タイ野菜料理  パクブン ファイデーン＜空芯菜の炒め物＞辛口 

 

■  5 つ星のシェフおすすめの厳選素材を使ったメインディッシュ 

「贅沢素材の伝統的タイ南部料理」  

ガッパオ  ヌア  ダム＜黒毛和牛と筍を使ったタイバジル炒め＞辛口 

 

■ メイン(テーブルで同じメニューを１つお選びください) 

5 つ星のカウマンガイ シェフ特製タオチオソース添え 

 2013 年にタイ王室が大阪へ来られた際にご提供した特別メニュー。 

（又は）  

カウオプサパロット＜蟹と海老入りのパイナップルの焼飯＞ 

 

■ トロピカル デザート 

パティシエ手作り本日のデザート 

 

お料理のみ 5,800   ／フリードリンク(ワイン含む) 120 分付 7,300  

フリードリンクには 1,000  でタイ産シンハー生ビールをつけることが可能です。 
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香草や辛さはリクエストを可能です。記載の材料、産地は市場の状況により異なる場合もございます。割引•その他の特典の併用はご遠慮下さい。 
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■ フリードリンク：(L.O.15 分前）  

生ビール／焼酎ロック／焼酎 水割り／焼酎お湯割り／ウィスキー 水割り／ジントニック／ジンバック／ウォッカトニック／

スクリュードライバー／カシスソーダ／カシスオレンジ／梅酒ロック／梅酒ソーダ／リンゴ酒ソーダ／アイス烏龍茶／オレン

ジジュース／グレープフルーツジュース／ジンジャーエール  

（店舗によりメニューが異なる場合がございます）  

 

 

■ フリードリンク オプション：皆さま全員でご利用をお願いします。 

フリードリンクには 1,000   でタイ産シンハー生ビールをつけることが可能です。 

フリードリンクには 500  でワイン（赤・白）をつけることが可能です。 

フリードリンクには、３０分あたり 500  で追加をすることが可能です。 

 

 

仕入れの事情、内容、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 


