
Khao Soi
  (thai curry noodle) 

Pineapple fried rice 

Spiceness
�さ

Chicken
鶏⾁

Indicates
メイン

�材
 +¥300 [¥330]  +¥300 [¥330]  +¥200 [¥220]

 +¥100 [¥110]  +¥100 [¥110]  +¥200 [¥220]

BASIC
Vegetable

野菜

hot
ホット

super hot
スーパーホット

▶Vegetarian/Vegan option available.

(Please ask staff!)  

▶SPICY!!! 

Topping
トッピ

ング

Amout
量

Cheddar cheese
Coriander
Poached Egg
Extra Chicken 

チェダーチーズ

上乗せパクチー

とろ〜りポーチドエッグ

エクストラチキン

Noodle & Rice

Massaman curry 
マッサマンカレー

Food [10%��価�/Including 10% tax] 

¥1400［¥1540］
Thai curry featuring coconut milk and peanut, blended original 18 kinds
of spices, Okinawa brown sugar and island pepper as hidden taste.  
ココナッツミルクやピーナッツのコクが�徴のタイカレー。沖�の黒�や�胡�
などを隠し味に�内で挽いた18種のスパイスやハーブをブレンドし、TROPICAL
MASSAMANオリジナルの味に仕上げた看�メニューです。

Tropical massaman curry 
トロピカルマッサマンカレー ¥1800［¥1980］
Massaman curry ＋topped vegetable and potato puree.
*20-30 minutes is needed to provide.
マッサマンカレーをロゴに⾒立てた野菜で彩り、�⽯のようなカレーに。
隠れた滑らかなポテトピューレが、カレーをまろやかに、より��く。
※ご提供に20−30�お時間をいただきます。

沖�そばと��のカオソーイ

¥1450［¥1595］

Okinawa-soba, onion pickles, low-temperature
cooked chicken. Recommend to mix deep fried
crispy noodles on the top! 
��かつさっぱりなスープに�温�理した鶏チャーシ
ュー。揚げ�を崩しながらお召し上がりください。

パイナップル��

¥1350［¥1485］

Pineapple and luncheon meat and shrimp.
�⽼やランチョンミートの�気とパイナップルの⽢
みのバランスがクセになる��です。

Tom yum noodle 
トムヤムヌードル

¥1500［¥1650］

Okinawa-soba,shrimp, scallops, tomatoes.
�⽼とホタテの�汁がきいたクリーミーで�さのあ
るトムヤムスープに、沖�そばのもちもちとした�
が�みます。

Tom yum paella 
トムヤムパエリア

¥1500［¥1650］

Tomato, squid, shrimp, mussels, straw
mushrooms.
*20-30 minutes is needed to provide.
ご��を受けてからオーブンでじっくり焼き上げます
※ご提供に20−30�お時間をいただきます。

*You can add toppings and change the amount. Please see the bottom of the menu.
※トッピングの��、量の�更も可�です。メニュー下�をご�ください。

Sea food pad thai
  (thai fried noodle)

沖�そばのシーフードパッタイ(タイ⾵焼きそば)

¥1450［¥1595］

Okinawa-soba, shrimp, squid, fried tofu, green
onion, dried sakura shrimp and peanuts.
タマリンドを使った⽢�っぱい味付けのタイの��
焼きそばを、沖�そばでアレンジしました。

Jasmin rice
ジャスミンライス

¥300［¥330］100g
200g ¥500［¥550］

スープの〆にも、
前菜と�わせても。

Beaf
⽜⾁

Shrimp
�⽼

normal
ノーマル

mild
マイルド

MAKEMAKEMAKE

YOURYOURYOUR

OWNOWNOWN

CURR
Y!

CURR
Y!

CURR
Y!

Extra Beef
Extra Shrimp
Extra vegetable

エクストラビーフ

エクストラシュリンプ

エクストラベジタブル

ALL ¥300［¥330］ ALL ¥400［¥440］

Large serving ⼤盛り ¥300［¥330］ Small serving ⼩盛り -¥100［-¥110］

10���

Limited
to 10!

*Noodles are Okinawa-soba.

*Noodles are Okinawa-soba.

*Noodles are Okinawa-soba.



la rocca mix olives
shrimp chips 

ALL ¥450［¥495］

spicy nuts
herb-marinated mozzarella 

Green curry
  croquette

Thai crab omelet 

Tom yum kung
  with coconut milk flan 

▶Vegetarian/Vegan option available.

(Please ask staff!)  

▶SPICY!!! 

Shrimp donuts
    sweet chili mayonnaise

¥650［¥715］

グリーンカレーのコロッケ

Fresh spring rolls of
shrimp and avocado
pineapple chili sauce
�⽼とアボカドの⽣��き
パイナップルチリソース

Spicy thai style 
  fried chicken wings

ガイトート(タイ⾵�揚げ)

Snack

Appetizer

Deep fried okinawa
tofu with lemongrass 

⾞えびのシュリンプドーナツ
スイートチリマヨソース

Thai toto man kun(shrimp cake) fried in
donut shape. 
タイのトートマンクン(�⽼のすり�揚げ)をアレン
ジした、ふわふわ��の�気メニューです。

Yam wun sen
     (hot glass noodle salad)

ヤムウンセン(タイ⾵�⾬サラダ)

¥850［¥935］

Shrimp, squid, jellyfish, minced pork, cucumber,
carrot, tomato and onion.
�⾬に�⽼やイカ、�ひき⾁を�わせ、ナンプラーや
ハーブで味付けしたあたたかいタイ⾵サラダです。

Food [10%��価�/Including 10% tax] 

ラ・ロッカ ミックスオリーブ

シュリンプチップス

スパイシーナッツ

モッツァレラチーズのハーブマリネ

���の�揚げ レモングラス�め

¥650［¥715］

Okinawa tofu,lemongrass and Thai harbs.
⼤��が��な���の�揚げを、爽やかなレモン
グラスとタイのスパイスで�めました。

Spicy garlic french fries
11種のスパイス ガーリックフライドポテト

Potato with skin and 11 kinds of spices.
カリッと⽪付きポテトにたっぷりスパイス。

¥850［¥935］

coconut crispy batter and creamy green
curry sauce
ココナッツをまとったサクサクの�からとろけで
る、クリーミーな��カレーソース。

¥850［¥935］

Avocado,shrimp and cream cheese.
アボカド、えび、クリームチーズの王�の��せ。

ズワイガニたっぷりのタイ⾵オムレツ

¥850［¥935］

Fluffy omelet and sweet chili sauce. 
ほぐした�ズワイガニをたっぷり�ぜ�んだふわふ
わのオムレツに、⽢�いチリソースをかけました。

¥850［¥935］

Chicken thigh and spices.
⾁汁�れる⾻つき鶏⾁に、たっぷりのスパイスを�
ませて。

トムヤムクンとココナッツミルクのフラン

¥850［¥935］

Hot and sour thai soup and slightly sweet 
 coconut milk steamed custard.
��っぱいタイの��スープを、�⽼の�汁とココナ
ッツミルクの�⾵茶��しでまろやかにしています。

Thai seafood ajillo
タイ⾵シーフードのアヒージョ

¥950［¥1045］

Shrimp, squid, mussels, anchovies, garlic and thai
harbs.
タイハーブが⾹る、�⽼やムール⾙を�れたアヒージョ
です。フォカッチャと�わせるのがおすすめです。

Homemade focaccia
  with cumin and baimakrut

クミンとバイマックルーの ⾃��フォカッチャ

¥200/ 1P［¥220］

Recommended to eat with ajillo or meat dishes!
�はカリッと中はもちふわ��な、ハーブが⾹る⾃��フォカッチャ。
アヒージョや⾁料理のお供にぜひ。

Stir-fried Chinese
spinach with miso
⼩�菜とエリンギのタイ⾵味��め

¥650［¥715］

Jananese mustard spinach, King trumpet.
沖���⼩�菜とエリンギをタイの味�で�めた、
ご�にもお酒にも�う��メニュー。

¥950［¥1045］

https://boarshead.com/recipes/detail/231110267-herb-marinated-mozzarella
https://boarshead.com/recipes/detail/231110267-herb-marinated-mozzarella
https://boarshead.com/recipes/detail/231110267-herb-marinated-mozzarella


Charcoal grill

Sweets

▶Vegetarian/Vegan option available.

(Please ask staff!)  

▶SPICY!!! 

Chargoal grill is available after 5 p.m.
��焼きは17時��のご提供となります。

Seasoned okinawa agu pork ribs 

Gai Yaang
  (grilled chicken thigh with bone)

Food [10%��価�/Including 10% tax] 

アグー�のムーピン

¥800［¥880］

ガイヤーン(⾻付き鶏もも⾁の照り焼き)

¥1800［¥1980］

Motobu beaf rib eye 
  with tamarind sauce and potato puree

もとぶ⽜のリブロース タマリンドソース ポテトピュレ�え

¥3300[¥3630］

Grilled swordfish
  with lime leaf and flat lemon sauce

沖��メカジキのグリル ライムリーフとシークワーサーのソース

Homemade stollen with coconut ice cream
⾃��シュトーレン ココナッツアイスクリーム�え

¥500［¥550］

Okinawa tofu which has a rich soybean flavor  with
refreshing lemongrass and Thai spices.
���アルマニャック(ラム酒)を使⽤した⾃��シュトーレンに、
さっぱりとした⽢みのココナッツアイスを�えました。

Homemade thai tea ice cram 
⾃��タイティーアイスクリーム

¥400［¥440］

Thai tea, cream, condensed milk, brown sugar.
バニラがほんのり⾹るタイティーに、コンデンスミルクや
沖�黒�をブレンドしたオリジナルアイスクリームです。

Agu pork ribs marinated with spices and herbs in a skewer style.
*Orders available from 2sticks or more.
スパイスとハーブでマリネしたアグー�のバラ⾁を串焼きスタイルで。
※2��上からのご��となります。

+¥400［¥440］ Add 1stick (1���)
2stick (2�)

Additional source

��ソー
ス Chili source 

チリソース
¥100［¥110］ Nampula

ナンプラー
¥100［¥110］

¥1800［¥1980］


