DADAÏ PARTY COURSE MENU

VIGAN COURSE

marinated duck, eggplant and myoga
鴨と茗荷、
焼きナスのヤム

shrimp toast w/ mango chili sauce

シュリンプトースト - マンゴーチリソース

tom yam kung - hot and sour shrimp soup

トムヤムクン タイの定番・辛くて酸っぱい海老のスープ

steamed shrimp & coriander gyoza

goi cuon - shrimp and chicken summer roll
生春巻き - 海老と鶏胸肉のゴイクン

marinated duck, eggplant and ginger
鴨と新ショウガ、焼きナスのヤム

vietnamese deep fried rice paper spring roll
ベトナム揚げ春巻き - たっぷり野菜で巻く軽い春巻き

yam woon sen - spicy glass noodle salad
ヤムウンセン - スパイシー・タイ春雨サラダ

kale & steamed chicken salad w/ fried egg
蒸し鶏とケールのサラダ フライドエッグ

パクチーと海老の蒸し餃子

pork, shrimp & kuwai shumai
豚肉と海老・くわいの焼売

goi cuon - shrimp and chicken summer roll
生春巻き - 海老と鶏胸肉のゴイクン

nam tok nua - spicy seared beef

牛たたきと野菜の香味あえ | ナムトックヌア |

shrimp toast w/ mango chili sauce

シュリンプトースト - マンゴーチリソース

kale & steamed chicken salad w/ fried egg
蒸し鶏とケールのサラダ フライドエッグ

puu opp woon sen -crab steamed with glass noodle
蟹と春雨の土鍋蒸し煮 | プーオップウンセン |

tom yam kung - hot and sour shrimp soup

tom yam kung - hot and sour shrimp soup

steamed shrimp & coriander gyoza

steamed shrimp & coriander gyoza

pork, shrimp & kuwai shumai

crab miso, pork and sticky rice shumai

gai yaang - thai roasted chicken

gai yaang - thai roasted chicken

green curry - chicken, eggplant and bamboo shoot

puu pat phong curry - mixed crabs and egg

pho ga - chicken pho

pho ga - chicken pho

トムヤムクン タイの定番・辛くて酸っぱい海老のスープ

トムヤムクン タイの定番・辛くて酸っぱい海老のスープ

vegan Course ¥3,300

生春巻き - 海老と鶏胸肉のゴイクン

Food Course ¥4,400

goi cuon - shrimp and chicken summer roll

Food Course ¥3,850

Food Course ¥3,300

・ メニューはパーティー料理の一例となります。 ・仕入れ・季節により内容が変更する場合がございます。

vegetable goi cuon

野菜・生春巻き
- sunny lettuce, carrot, cucumber, vermicelli, okra,

ooba herb, mint, purple cabbage, coriander, rice paper

Kale salad
ケールサラダ

kale, red onions, cherry tomato, purple cabbage,
lemon dressing, fried onion

yam woon sen
ヤムウンセン
- vermicelli, wood ear, chilli, garlic, carrot, cherry tomato, red onion,
green bean, cucumber, soy sauce, garlic chips, lime, nuts

bánh xèo
ベトナム風お好み焼き | バインセオ |

- rice flour, cumin, sansyo pepper,
garlic powder, cayenne pepper, bean sprouts, garlic chives,
salt, namasu pickles, ooba herb, sunny lettuce, mint

muu daeng - thai pork cha siu

自家製豚バラ肉の甘辛チャーシュー | ムーデーン |

パクチーと海老の蒸し餃子

green curry - chicken, eggplant and bamboo shoot
鶏肉と茄子、
竹の子のグリーンカレー

pho ga - chicken pho

鶏肉のフォー フォー・ガー | 中太・生米麺 |

desseert
デザート

豚肉と海老・くわいの焼売

ガイヤーン 絶品！骨付きモモ肉のタイ・ローストチキン

鶏肉と茄子、竹の子のグリーンカレー

鶏肉のフォー フォー・ガー | 中太・生米麺 |

desseert
デザート

パクチーと海老の蒸し餃子

蟹味噌・もち米焼売

ガイヤーン 絶品！骨付きモモ肉のタイ・ローストチキン

プーパッポンカリー - 三種の蟹のふわふわ卵
鶏肉のフォー フォー・ガー | 中太・生米麺 |

desseert

vegan pad thai

ヴィーガンパッタイ
- rice noodles, fried tofu, garlic chives, bean sprouts,
takuan pickles, peanut, coriander, soy sauce

vegan green curry
ヴィーガングリーンカレー

- soy bean meat, green curry, eggplant,
bamboo shoot, coriander, coconut milk, chilli

or

vegan gapao

ヴィーガンガパオ炒めご飯

- soy meat, onion, pepper, basil, garlic, chilli
soy sauce, mirin, salt, lemon,
shiitake mushroom, kelp powder, rice

デザート

Setouchi lemon sorbet
瀬戸内レモンシャーベット

