
日本人



クアクリンパックソットは南部のチュムポン県の家庭料理のお店です︒オ

ーナーの母と祖母の心の込もった南タイ料理を楽しめるようにと願い︑家

族みんなが力を合わせてお店を始めました︒「手作り料理」が一番美味しい

ことや家族と過ごす時間が大切な思い出になることなどを想い︑「クアクリ

ンパックソット」で「おふくろの味」を思い出して欲しいと思います︒我が

家のほとんどのメニューは子どもの頃に母と祖母が作ってくれたものなので

︑我が家のメニューを食べに来られる皆様はスペシャルゲストです︒美味し

さの秘密はすべての一品一品︑旬の新鮮な素材を厳選して心を込めて仕上げ

ていること︒家で食べていた味をお客様にも食べて頂けるようにと︑いつも

祖母から教えられています︒

 



クアクリンムーサップ（豚ひき肉の香草和え）/
クアクリンカドゥクムー（豚軟骨の香草和え）/
クアクリンヌアサップ（牛ひき肉の香草和え）

クアクリン(150.-)

サトーパットクン（サトー豆と海老の炒め） /
サトーパットムークロープ（サトー豆と豚バラ揚げの炒め）

サトーパットプリックゲーンキアウクン
（サトー豆とグリーンカレーペーストと海老の炒め）/
サトーパットプリックゲーンキアウムー
（サトー豆とグリーンカレーペーストと豚の炒め）/
サトーパットプリックゲーンキアウムークロープ
（サトー豆とグリーンカレーペーストと豚バラ揚げの炒め）

サトー料理 (180.-)

パットプリックゲーンキアウ（グリーンカレーペーストの炒め）/
パットプリックキン（唐辛子と生姜の炒め）/ 
パットチャー（ピリ辛香りの炒め）/
パットガパオ（バジル炒め）/
パットガピ（タイのシュリンプペーストの炒め）/
パットプリックキーヌー（唐辛子の炒め）/ 
パットプリックルアン（黄唐辛子の炒め）
※お肉は「豚肉︑豚バラ揚げ︑鶏肉︑牛肉」から** 
お選びいただけます︒

ムーワーン（豚肉の甘煮）

ノーマイパットガイ（たけのこと鶏肉の炒め）

炒め物 (160.-) ホイジョーヌアプー（カニの湯葉包み揚げ）

ムーケムトート（塩漬け豚揚げ）

ムートートガティアムプリックタイ（豚のにんにく胡椒揚げ）

ムートートカミン（豚のターメリック揚げ）

揚げ物 (180.-)

プラートートカミン
（魚のターメリック揚げ）............................................................. 140.- / 100 グラム

プラーサリッドデーッディアウトートクロープ
（干しプラーサリッドの唐揚げ）............................................... 240.-

プラーインシートートナムプラー
（揚げプラーインシーのナンプラーがけ）............................. 280.- 

プラータオトゥーイトート（マナガツオ揚げ）
プラータオトゥーイトートナムプラー
（揚げマナガツオのナムプラーがけ）
プラータオトゥーイトートプリックキーヌースワン
（マナガツオの青唐辛子揚げ）
プラータオトゥーイトートタウジアウ
（マナガツオと大豆みそ揚げ）.................................................... 190.- / 100 グラム

魚

ヤムウンセンムー
（春雨と豚ひき肉のスパイシーサラダ）/ 
ヤムウンセンクン
（春雨と海老のスパイシーサラダ） .......................................... 180.-

ヤム料理（スパイシーサラダ）
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パットウンセンムー（豚肉と春雨の炒め）/
パットウンセンムークロープ（豚バラ揚げと春雨の炒め）/ 
パットウンセンガイ（鶏肉と春雨の炒め）/
パットウンセンクン（海老と春雨の炒め）............................. 160.- / 180.-

パットウンセンドークカジョーンムークロープ
豚バラ揚げと夜来香のつぼみと春雨の炒め）　/　
パットウンセンドークカジョーンクン
（海老と夜来香のつぼみと春雨の炒め） ................................. 180.-

春雨料理

ムーホン（豚角煮） .......................................................................... 180.-

トムヤムプラートゥー（グルクマのトムヤム）.................... 180.-

トムヤムクン（海老入りトムヤム）/
トムヤムプラー （魚入りトムヤム)............................................. 180.-

トムヤムガイ（鶏肉入りトムヤム）/
トムカミンガイ（鶏肉とターメリックのスープ）/
トムカーガイ（鶏肉のココナッツミルクスープ）............... 180.-

煮物

ナムプリッククンソッド
（エビ辛味噌の野菜ディップ）.................................................... 180.-

ナムプリッククンシアブ
（干しエビのディップ） ................................................................. 180.-

ロンヌアプー
（カニ身入りのココナッツディップ）...................................... 380.-

ナムプリック/ロン  

カイパローカームー（豚足とゆで卵の煮込み）.................... 240.- 

カイトゥン（タイ風茶碗蒸し）/　
カイトゥンムーサッブ（豚ひき肉入りタイ風茶碗蒸し）/
カイトゥンヘッド（きのこ入りタイ風茶碗蒸し）............... 140.-

カイトゥンクン（海老入りタイ風茶碗蒸し）/ 
カイトゥンプー（カニ入りタイ風茶碗蒸し）/ 
カイトゥンガピクン（海老とタイのシュリンプペース
ト入りタイ風茶碗蒸し） ................................................................. 180.-

カイジアオ（タイ風オムレツ）ホラパーと唐辛子入
り/ホームデーン入り/トンホーム入り/
玉ねぎ入り/豚ひき肉入り............................................................... 140.-

カイジアオマラ（ゴーヤ入りタイ風オムレツ）/
チャオム入り/夜来香のつぼみ入り/
アマメシバ入り/リアンの葉入り ................................................. 180.-

カイジアオクンサッブ（海老ひき肉入りタイ風オムレツ）/
カイジアオヌアプー
（カニ身入りタイ風オムレツ）....................................................     180.-

チャオムチュッブカイトート
（チャオム入りの卵焼き）............................................................. 180.-

卵料理16
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ヤムドークカジョーンムー
（夜来香のつぼみと豚ひき肉のスパイシーサラダ）/
ヤムドークカジョーンクン
（夜来香のつぼみと海老のスパイシーサラダ）.................... 180.-

ヤムプラーサリッドデーッディアウトートクロープ
（干しプラーサリッドの唐揚げ
    のスパイシーサラダ） ................................................................. 280.-

ヤムプラークラオ
（プラークラオのスパイシーサラダ）...................................... 140.- / 100 グラム

ヤムプラータオトゥーイ ................................................................. 190.- / 100 グラム



ゲーンルアンヨートマプラーオクン
海老とココナッツの新芽入りイエローカレー） /
ゲーンルアンヨートマプラーオプラー
（魚とココナッツの新芽入りイエローカレー）.................... 180.-

ゲーンルアンヨットマプラーオヌアプー 
カニ身とココナッツの新芽入りイエローカレー）............... 380.-

ゲーンソムクン（海老入りサワーベジタブルカレー） /
ゲーンソムプラー（魚入りサワーベジタブルカレー）...... 180.-

ゲーンソムヌアプー
 (カニ身入りサワーベジタブルカレー） ................................... 380.
※ゲーンソムの野菜は「チャオム︑ドークカジョーン︑ラ
イブア︑空芯菜︑ミックス野菜」からお選びいただけます︒

ゲーンタイプラー（魚の内臓発酵汁入りカレー）............... 180.-

ゲーンプーバイチャップルー
（カニとキンマの葉のカレー）.................................................... 380.-
※センミー（極細麺）または︑カノムチーン
（タイ風そうめん）とご一緒に

ゲーンジュートタオフームーサッブ
（豆腐と豚ひき肉の薄味スープ）

ゲーンジュートタオフームーサッブサーラーイ
（豆腐と豚ひき肉と海苔の薄味スープ）

ゲーンジュートウンセンムーサッブ
（春雨と豚ひき肉の薄味スープ）

ゲーンジュートパックカートカーウムーサッブ
（白菜と豚ひき肉の薄味スープ）

ゲーンジュートドークカジョーンムーサッブ
（夜来香のつぼみと豚ひき肉の薄味スープ）

ゲーンジュートパクワーンムーサッブ
（アマメシバと豚ひき肉の薄味スープ）

ゲーンジュートカイナムムーサッブ
（卵と豚ひき肉の薄味スープ）

ゲーンジュートガパオムーサッブ
（バジルと豚ひき肉の薄味スープ）

ゲーンジュート（薄味スープ）(160.-)ゲーンペット（辛口カレー）

36
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トムヤムタレー （海鮮のトムヤム） ......................................... 450.-

トムヤムプーバイカパオ
（カニ身とバジル入りトムヤム）............................................... 380.-

バイリアントムカティクン
（リアンの葉と海老入りココナッツミルク煮）.................... 280.-

バイリアントムカティヌアプー
（リアンの葉とカニ身入りココナッツミルク煮）............... 380.-

ゲーンプリックキーヌームー
（豚肉と唐辛子入り辛口カレー）/
ゲーンプリックキーヌーガイ
（鳥肉と唐辛子入り辛口カレー）/ 
ゲーンプリックキーヌーヌア
（牛肉と唐辛子入り辛口カレー）............................................... 180.-

ゲーンキアウワーンムー（豚肉入りグリーンカレー）/
ゲーンキアウワーンガイ（鳥肉入りグリーンカレー）/
ゲーンキアウワーンヌア（牛肉入りグリーンカレー）...... 180.-



サトーパットクン
（サトー豆と海老の炒め）

クアクリンムーサップ
（豚ひき肉の香草和え）

パットガパオ
（バジル炒め）



ナムプリッククンソッド
（エビ辛味噌の野菜ディップ)

カイパローカームー
（豚足とゆで卵の煮込み）

ムーホン
（豚角煮）

トムヤムプラートゥー
（グルクマのトムヤム）



パットプリックキン
（唐辛子と生姜の炒め)

バイリアンパットカイ
（リアンの葉と卵炒め）

ゲーンルアンヨートマプラーオクン
海老とココナッツの新芽入りイエローカレー）

ゲーンプーバイチャップルー
（カニとキンマの葉のカレー）



プラートートカミン
（魚のターメリック揚げ）

プラータオトゥーイトートプリックキーヌースワン
（マナガツオの青唐辛子揚げ）

クンマカーム
（海老のフライのタマリンドソースがけ）

プラーサリッドデーッディアウトートクロープ
（干しプラーサリッドの唐揚げ）



ヌアプーパットプリックキーヌースワン
（カニ身と青唐辛子の炒め)

ヌアプーパットプリックキーヌースワン＋マンプー
（カニ身と青唐辛子の炒め＋カニみそ）

ヌアプーパットプリックルアントゥアファックヤーウ
（カニ身と黄唐辛子とナガササゲの炒め）

ヌアプーパットプリックパオカイ
（カニ身と卵のチリインオイル炒め）

ヌアプーパットガパオ
（カニ身とバジルの炒め）

ヌアプーパットポンカリー
（カニ身と卵のカレー炒め）

ヌアプーパットチャー
（カニ身のピリ辛香り炒め）

ヌアプーパットプリックゲーンデーン
（カニ身とレッドカレーペーストの炒め）

ヌアプーパットプリックゲーンキアウ
（カニ身とグリーンカレーペーストの炒め）

ヌアプーパットプリッククラティアム
（カニ身と唐辛子とにんにくの炒め）

ヌアプーパットドークカジョーン
（カニ身と夜来香のつぼみの炒め）

ヌアプーパットトンホーム
（カニ身と細ねぎの炒め）

ヌアプーパットクンチャイ
（カニ身とチャイニーズセロリの炒め）

ヌアプーパットバイリアン
（カニ身とリアンの葉の炒め）

ヌアプーパットガピ
（カニ身とタイのシュリンプペーストの炒め）

ヌアプーパットウンセン（カニ身と春雨の炒め）

カニ (380.-)

クンマカーム
（海老のフライのタマリンドソースがけ）

クンパットプリックキーヌースワン
（海老と青唐辛子の炒め）

クンパットプリックキーヌースワン＋マンクン
（海老と青唐辛子の炒め＋海老みそ）

クンパットプリックルアントゥアファックヤーウ
（海老と黄唐辛子とナガササゲの炒め）

クンパットプリックパオカイ
（海老と卵のチリインオイル炒め）

クンパットガパオ（海老とバジルの炒め）

クンパットポンカリー（海老と卵のカレー炒め）

クンパットチャー（海老のピリ辛香り炒め）

クンパットプリックゲーンデーン
（海老とレッドカレーペーストの炒め）

クンパットプリックゲーンキアウ
（海老とグリーンカレーペーストの炒め）

クンパットプリッククラティアム
（海老と唐辛子とにんにくの炒め）

クンパットドークカジョーン
（海老と夜来香のつぼみの炒め）

クンパットトンホーム（海老と細ねぎの炒め）

クンパットクンチャイ
（海老とチャイニーズセロリの炒め）

クンパットバイリアン（海老とリアンの葉の炒め）

クンパットガピ
（海老とタイのシュリンプペーストの炒め）

クンパットウンセン（海老と身と春雨の炒め）

海老 (380.-)
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バイリアンパットカイクンシアブ
（干し海老入りリアンの葉と卵炒め）...................................... 220.-

バイリアンパットクンシアブ
（干し海老とリアンの葉炒め）.................................................... 180.-

バイリアンパットカイ（リアンの葉と卵炒め）.................... 160.-

パクブンパットガピ
（タイのシュリンプペースト入り空芯菜炒め）.................... 160.-

パクブンパットファイデーン（空芯菜炒め） ........................ 160.-

パクカートケーオチャーナムプラー
（レタスのナムプラー炒め） ........................................................ 160.-

パクワーンパットカイ（アマメシバと卵炒め）.................... 160.-

パクワーンパットプリックキーヌー
（アマメシバと唐辛子炒め） ........................................................ 160.-

マラパットカイ（ゴーヤと卵炒め） .......................................... 160.-

ドークカジョーンパットカイ
（夜来香のつぼみと卵炒め） ........................................................ 160.-

カラムプリーパットチャーナムプラー
（キャベツのナムプラー炒め）.................................................... 160.-

パットカナーファイデーン（カイラン炒め） ........................ 160.-

パットパクルアム（ミックス野菜炒め）
（ブロッコリー︑エンドウ︑ベビーコーン
︑ フクロタケ） .................................................................................. 160.-

野菜

カノムチーンナムヤーパックタイ

（タイ南部の魚カレーそうめん）（土日限定）.................... 160.-

カノムチーンナムヤープー（カニカレーそうめん） .......... 380.-

パッタイクン（海老のタイ風焼きそば）/

パッタイヌアプー（カニ身のタイ風焼きそば）.................... 280.- / 380.-

麺類

カオヤムパックターイ
(ハーブとタイ南部のブードューソース混ぜご飯)................. 160.-

カオパットプラーサリッド
（プラーサリッドのチャーハン）............................................... 140.-

カオパットプラートゥー（グルクマのチャーハン） .......... 160.-

カオパットサトークン（サトー豆と海老のチャーハン）/ 
カオパットサトームー（サトー豆と豚肉のチャーハン）/
カオパットサトームークロープ
（サトー豆と豚バラ揚げのチャーハン） ................................. 180.-

カオパットマンクン（海老みそのチャーハン）/
カオパットマンプー（カニみそのチャーハン）.................... 180.-

カオパットプリックキーヌーマンクン
（唐辛子と海老みそのチャーハン）/
カオパットプリックキーヌーマンプー
（唐辛子とカニみそのチャーハン） .......................................... 180.-

カオパットポンカリークン（海老のカレーチャーハン）/
カオパットポンカリープー
（カニのカレーチャーハン） ........................................................ 180.-

カオパットクン（海老チャーハン）/
カオパットプー（カニチャーハン） .......................................... 180.-

ご飯もの

89
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114

115

センミーパットプリックキーヌースワン 
（極細麺と青唐辛子の炒め）/パットプリックルアン 
  (極細麺と黄唐辛子の炒め) / センミーパットプリックパオ 
（極細麺とチリインオイルの炒め）/センミーパットポンカリー 
（極細麺と卵とカレー炒め）/センミーパットシーイウクン
（海老入りタイ醤油の焼き極細麺）/ センミーパットシーイウプー 
   (カニ身入りタイ醤油の焼き極細麺） ...................................... 280.- / 380.-

カノムチーン（タイ風そうめん）............................................... 35.-

センミー（極細麺） .......................................................................... 35.-



クアクリンタオフー（豆腐の香草和え）/
クアクリンヘッド（きのこの香草和え）

サトーパットガピ（サトー豆とタイのシュリンプペースト炒め）/
サトーパットガピタオフー
（サトー豆と豆腐とタイのシュリンプペースト炒め）

サトーパットプリックゲーンキアウ 
(サトー豆とグリーンカレーペースト炒め）/
サトーパットプリックゲーンキアウタオフー
サトー豆と豆腐とグリーンカレーペースト炒め）

パットプリックゲーンキアウタオフー
（豆腐とグリーンカレーペースト炒め）/　
パットプリックゲーンキアウヘッド
（きのことグリーンカレーペースト炒め）

ベジタリアン (180.-)

117
116

118

119
120
121

122

123

124

125
126
127

128
129
130
131
132
133
134

135
136
137
138

カオパットガイ（鳥肉チャーハン）/
カオパットムー（豚肉チャーハン）/
カオパットムークロープ（豚バラ揚げチャーハン）/
カオパットムーガピ
（豚肉とタイのシュリンプペーストチャーハン）............... 140.-

カオパットプリックキン（生姜入り唐辛子チャーハン）/
カオパットプリックゲーンキアウ 
（グリーンカレーペーストチャーハン）/ 
カオパットプリックゲーンキアウムー
（豚肉入りグリーンカレーペーストチャーハン）/
カオパットプリックゲーンキアウムークロープ
（豚バラ揚げ入りグリーンカレーペーストチャーハン）/ 
カオパットプリックゲーンキアウクン
（海老入りグリーンカレーペーストチャーハン）............... 180.-

カオホームマリ（タイ米）/　発芽玄米.................................... 35.-

カオホームマリ（タイ米）/　発芽玄米　（小壺）............. 100.-

カオホームマリ（タイ米）/　発芽玄米　（大壺）............. 140.-

パットプリックキンタオフー（豆腐と生姜入り唐辛子炒め）

ノーマイパットタオフー（豆腐とたけのこの炒め）

パットウンセン（春雨炒め）/　
パットウンセンバイリアン（リアンの葉と春雨炒め）/
パットウンセンドークカジョーン（夜来香のつぼみと春雨炒め）

パットガパオタオフー（豆腐とバジル炒め）/　
パットガパオヘッド（きのことバジル炒め）

パットプリックキーヌータオフー（豆腐と唐辛子炒め）/
パットプリックキーヌーヘッド（きのこと唐辛子炒め） 

パットプリックルアンタオフー（豆腐と黄唐辛子炒め）/
パットプリックルアンヘッド（きのこと黄唐辛子炒め）

パットチャータオフー（豆腐のピリ辛香り炒め）
パットチャーヘッド（きのこのピリ辛香り炒め） 

ゲーンルアンヨートマプラーオ
（ココナッツの新芽入りイエローカレー）

ゲーンソムチャオム
（チャオムのサワーベジタブルカレー）/
ゲーンソムドークカジョーン 
（夜来香のつぼみのサワーベジタブルカレー）/
ゲーンソムライブア （ライブアのサワーベジタブルカレー）/
ゲーンソムパクブン（空芯菜のサワーベジタブルカレー）/ 
ゲーンソムパクルアム
（ミックス野菜のサワーベジタブルカレー）

ゲーンプリックキーヌータオフー（豆腐と唐辛子のカレー）/ 
ゲーンプリックキーヌーヘッド（きのこと唐辛子のカレー）

ゲーンキアウワーンマンサヴィラット
（ベジタリアングリーンカレー）

ゲーンジュートタオフーサーラーイ（豆腐と海苔の薄味スープ）

タオフーソンクルアンヘッド（きのこ入り揚げ豆腐のあんかけ）



ヌアプーパットポンカリー
（カニ身と卵のカレー炒め）

ヌアプーパットプリックキーヌースワン
（カニ身と青唐辛子の炒め)

ゲーンプリックキーヌームー
（豚肉と唐辛子入り辛口カレー）

ヌアプーパットチャー
（カニ身のピリ辛香り炒め）



カオパットプラーサリッド
（プラーサリッドのチャーハン）

パッタイクン
（海老のタイ風焼きそば）

パットプリックルアン 
  (極細麺と黄唐辛子の炒め)

カノムチーンナムヤープー
（カニカレーそうめん）



カオヤムパックターイ
(ハーブとタイ南部のブードューソース混ぜご飯)

カノムチーンナムヤーパックタイ
（タイ南部の魚カレーそうめん）




