
ナンメニュー Nan Menuカレーメニュー Curry Menu（辛さマイルド）

チキンカレー（鶏肉のカレー） 　

チキンチーズカレー鶏肉とチーズのカレー） 　

ポークカレー（豚肉のカレー）  　

ポークチーズカレー（豚肉とチーズのカレー）　　

ベジタブルカレー（ゴロゴロ野菜のカレー）　

ベジタブルチーズカレー（ゴロゴロ野菜のカレー、チーズトッピング）

グリーンカレー（タイの定番、鶏肉＆ナス入りのココナッツカレー）

800yen

900yen

850yen

950yen

850yen

950yen

850yen

 200/350yen

280/430yen

380/580yen

380/580yen

380/580yen

480/680yen

380/580yen

480/680yen

330/530yen

480/680yen

（ミニ／ レギュラー）

プレーンナン（外はパリッと、中はモチモチのシンプルナン）

バターナン（バター塗りナン）

ハニーナン（濃厚な蜂蜜をたっぷり塗ったナン）　

ハニーバターナン（蜂蜜＆バターを塗ったスペシャルナン）　

チョコレートナン（チョコレート入りナン）

チョコレートチーズナン（チョコレートとチーズ入りナン）　

チーズナン（チーズ入りナン）

ハニーチーズナン（当店発祥の元祖ハニーチーズナンはリピーター続出！）　

ガーリックナン（ガーリック塗りナン）

ガーリックチーズナン（チーズナンの上にガーリック塗り）

880yen

880yen

880yen

780yen

350yen

ライス・ヌードルメニュー　Rice・Noodle Menu 
ガパオライス （鶏ひき肉をバジルで炒めたタイのごはん )

ナシゴレン（ インドネシアのチャーハン、エビと鶏肉入り )

ビリヤニ（インドの最高級チャーハン、窯焼きの鶏肉と沢山のスパイス入り )

パッタイ（米粉麺にエビ・野菜を入れナンプラーで味付けしたタイの焼きそば )

ジャスミンライス　　　　　

（長粒のお米の中で最高級品。ジャスミンの花の様に白く、香りが高くあっさりとしていて消化も良いタイのお米）　

200yen

380yen

430yen

500yen

サラダメニュー Salad Menu
生春巻き（野菜）　

グリーンサラダ

チャナ豆サラダ（ひよこ豆と野菜のサラダ）

チキンサラダ（タンドール(釜)で焼いた鶏肉入りのサラダ）

（2Ｐ）

サイドメニュー Side Menu
骨なしタンドールチキン

チキンティカ（スパイスに漬けた骨なし鶏肉の釜焼き）

チキンポコラ（ネパールの鶏肉の天ぷら、エスニックソース付 ）

鶏皮チップス（おつまみにピッタリなパリパリチップス＋エスニックソース）

フライドポテト

えびせん（ベトナムの揚げ煎餅）          

（1Ｐ）

（1Ｐ）

200yen

150yen

300yen

380yen

200yen

130/200yen

300yen

380yen

300yen

300yen

350yen

200yen

600yen

ドリンクメニュー Drink Menu
プレーンラッシー（自家製ヨーグルトドリンク）

マンゴーラッシー

アイスコーヒー

アイスココア

アイスチャイ（ スパイス入りミルクティー）

ジュース各種

アジアンビール各種

TAKE OUT MENU
お電話でのご注文でお電話でのご注文で

お時間通りお時間通りに！！に！！

テイクアウトのご注文を受け付けできない場合がございます

※グリーンカレーは辛口です

※全て税抜価格です

chicken curry

chicken cheese curry

pork curry

pork cheese curry

vegetable curry

vegetable cheese curry

green curry

plain nan

butter nan　

honey nan

honey butter nan

chocolate nan

chocolate cheese nan

cheese nan 

honey cheese nan 

garlic nan

garlic cheese nan

gapaorice

nasigoreng

biriyani　

pad thai

 jasmine rice　　

（ベトナムの代表料理。野菜等をライスペーパーで包んだもの）

tandoor chicken

chicken tikka

chicken pakauda

chicken skin chips

fried potato

shrimp crackers

vegetable summer roll

green salad

chana bean salad

chicken salad

plain lassi 

mango lassi

ice coffee

ice cocoa

ice chai

 juice 

asian beer

（ミニ／レギュラー）

プレーンナン

ハニーチーズナン

生春巻き（野菜）
アジアンビール各種

チキンポコラ

グリーンカレー

ガパオライス

パッタイ

チキンカレー

ナンBOX
＋税でご用意

用
ナンBOX

＋税でご用意

用

マンゴーラッシー



チキン　ポーク　ベジタブル から 1 種
（辛さはマイルド）

カレー

＋１００円でチーズトッピング出来ます♪

プレーンナン　or　ジャスミンライス

他のクーポン
との併用不可

テイクアウト限定

OK
全店舗

このチラシ
スタンプカード

ホームページ画面を見せると

0533-59-6050
愛知県蒲郡市海陽町２－２
ラグーナテンボス　フェスティバルマーケット２F

東海道新幹線

R1

三
河
三

蒲
郡

三
河
大
塚

ラグーナテンボス

三河湾オレンジロード

蒲郡IC

大塚駅南

京次西

東海道本線

蒲郡
オレンジパーク

R
23

ラグーナ蒲郡前

豊川

豊橋

当店自慢の大人気メニュー！！

濃厚なハチミツ &とろーりチーズの

コラボがたまらない！！ 

SNSで最新情報をGET！SNSで最新情報をGET！
公式アカウント

とは・・・ 

ネパール語で

chicken pork vegetable

mitocha set

plain nan 　　　　　　　　　　    　 jasmine rice

美味しい食べ方！美味しい食べ方！美味しい食べ方！ののの

パリッと仕上がります
焦げ目をつけたくない場合は
アルミホイルをかぶせてください

オーブントースターオーブントースター

オーブントースターオーブントースター

電子レンジ電子レンジ

電子レンジ電子レンジ

00:20

〇〇

すぐにお召し上がりの方は
お皿に移して電子レンジで温めてください
３０秒~1分程でOK

（耐熱温度105℃）
フタは外して
ください

（窯焼き）

スイーツ系のナンは
冷やして食べてもおいしい！

　　　　　　　を
ホットプレートで焼くと美味しさアップ！アルミホイルに包んで

オーブントースターで温めて下さい

テイクアウト用の容器は
電子レンジ可能

※お持ち帰りいただいたお料理はお早めにお召し上がりください　　※ご使用の調理器に合わせて加熱時間を調整して下さい


