
SCAN FOR ME
สแกนเพื่อดูเมนู



ปลากะพงนึ่งมะนาว	 450
プラーガポン（スズキ）のマナオ蒸し

น้ำาตกหมู		 180
豚肉グリルの東北風ハーブ和え（ナムトックムー）

เนื้อกรรเชียงปูจัมโบ้ผัดผงกะหรี่	 450
カニのジャンボ肩肉のカレー炒め（プーパッポンカリー）

ส้มตำาไข่เค็ม		 130
塩たまごの青パパイヤサラダ（ソムタムカイケム）

ปลากะพงทอดน้ำาปลา	 450
プラーガポン（スズキ）の姿揚げ ナムプラー風味

คอหมูย่าง		 195
豚のど肉のグリル（コームーヤーン）

เนื้อกรรเชียงปูจัมโบ้ผัดพริกเหลือง	 450
カニのジャンボ肩肉 黄トウガラシ炒め

ปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว	 450
プラーガポン（スズキ）のしょうゆ蒸し

ส้มตำาไก่ย่างข้าวเหนียว	 175
青パパイヤサラダと鶏肉グリル もち米付き（ソムタムガイヤーン）

เนื้อกรรเชียงปูจัมโบ้ผัดพริกขี้หนูสวน	 450
カニのジャンボ肩肉 ピリ辛青トウガラシ炒め

ส้มตำาไข่ดาว	 130
目玉焼きの青パパイヤサラダ（ソムタムカイダーオ）

ปลากะพงทอดกระเทียม	 450
プラーガポン（スズキ）の姿揚げ にんにくフレーク

ลาบหมู	 180
豚肉ミンチの東北風ハーブ和え（ラープムー）

ลาบไก่	 180
鶏肉ミンチの東北風ハーブ和え（ラープガイ）

ต้มยำากุ้งก้ามกราม	 380
手長エビのトムヤムクン

ส้มตำาไทย		 110
青パパイヤサラダ（ソムタムタイ）

PREMIUM MENU	(1	ELECTION	/	PERSON)	
プレミアムメニュー (おひとり様1品) 

NORTHEASTERN 
イサーン料理 メニュー



ออส่วนกระทะร้อน	 240
カキのタイ風クリスピーお好み焼き（オースワン）

ทอดมันกุ้งเสวย		 250
エビのすり身揚げ（トードマンクン）

กุ้งชุบแป้งทอด		 235
エビの衣揚げ（クンチュッペントード）

ไก่มะนาว		 190
鶏肉のから揚げライムマヨネーズ（ガイマナオ）

เปาะเปี๊ยะพระจันทร์		 210
エビの星形クリスピー薄餅（ポピアプラジャン）

ไก่กอแระ		 165
鶏肉の南部風串焼き（ガイゴーレ）

ทอดมันปลากราย		 155
タイ風さつま揚げ（トードマンプラー）

สลัดกุ้งผลไม้รวม		 285
エビの衣揚げフルーツサラダ

หมูสะเต๊ะ		 165
豚肉のインドネシア風串焼き（ムーサテ）

เปาะเปี๊ยะเสวย		 145
サボイ特製生春巻き（ポピアサボイ）

ปลาหมึกชุบแป้งทอด		 260
イカの衣揚げ（プラームックチュッペントード）

ขนมปังหน้ากุ้ง		 140
エビのすり身揚げパン（カノムパンナークン）

OYSTER 
貝メニュー

APPETIZER 
前菜メニュー



ยำารวมมิตรทะเล		 195
ミックスシーフードサラダ

ยำาผักบุ้งกรอบ		 150
空心菜の衣揚げサラダ（ヤムパックブンクローブ）

กุ้งแชน่้ำาปลา		 235
生エビのナムプラー漬け（クンチェーナムプラー）

ยำาปลาดุกฟู		 195
ナマズフレークと青マンゴーのサラダ（ヤムプラードゥックフー）

ยำาถั่วพู		 165
四角豆のサラダ（ヤムトゥアプー）

ผัดคะน้าฮ่องกงหมูกรอบ		 190
カリカリ豚バラのケール炒め（カナームークローブ）

ผัดผักกระเฉดน้ำามันหอย		 140
ミズオジギソウのオイスターソース炒め

คะน้าฮ่องกงราดน้ำามันหอย		 170
ケールのオイスターソース炒め

ยอดมะระไฟแดง		 140
ハヤトウリの新芽炒め（ヨートマラファイデーン）

ผัดผักกระเฉดไฟแดง		 140
ミズオジギソウ炒め（パッカチェーファイデーン）

ยอดมะระน้ำามันหอย		 140
ハヤトウリの新芽 オイスターソース炒め

ผัดผักบุ้งไฟแดง		 140
空心菜炒め（パックブンファイデーン）

ผัดผักบุ้งน้ำามันหอย		 140
空心菜のオイスターソース炒め

SPICY SALAD 
タイ風サラダメニュー

VEGETABLES 
野菜メニュー



ผัดผักกาดแก้วน้ำามันหอย		 140
レタスのオイスターソース炒め

ผัดผักรวมมิตร		 140
ミックス野菜炒め

กะหล่ำาปลีผัดน้ำาปลา		 140
キャベツのナムプラー炒め

กะเพรากุ้ง		 220
エビのガパオ炒め

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง		 200
鶏肉とカシューナッツ炒め

ซี่โครงเสวย		 255
サボイ特製ハニーローストスペアリブ

ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด		 185
カリカリナマズのスパイシーハーブ炒め

น้ำาพริกเสวย		 190
温野菜とサボイ特製チリペーストディップ（ ナムプリックサボイ）

กะเพราหมูสับ	 170	
ガパオ炒め（豚肉）

ผักน้ำาพริกลงเรือ		 170
温野菜とチリペーストディップ（ナムプリックロンルア）

กะเพราไก่	 170
ガパオ炒め（鶏肉）

เต้าหูน้้ำาแดง		 170
たまご豆腐の肉あんかけ

VEGETABLES 
野菜メニュー

MAIN DISHES 
メインメニュー



ข้าวผัดกุ้ง	 150
エビチャーハン

ข้าวผัดทะเล	 160
シーフードチャーハン

ข้าวกะเพราทะเล	 											160	
ガパオライス（シーフード）

ข้าวกะเพราหมู+ไข่ดาว	 155
豚肉のガパオライス + 目玉焼き

ข้าวกะเพราปลาหมึก+ไข่ดาว	 170
イカのガパオライス + 目玉焼き

ข้าวกะเพรากุ้ง+ไข่ดาว	 170
エビのガパオライス + 目玉焼き

ข้าวกะเพรากุ้ง	 						150
ガパオライス（エビ）

ข้าวกะเพราปลาหมึก	 						150
ガパオライス（イカ）

ข้าวกะเพราหมู	 140
ガパオライス（豚肉）

ข้าวกะเพราไก่	 140
ガパオライス（鶏肉）

ข้าวกะเพราไก่+ไข่ดาว	 155
鶏肉のガパオライス + 目玉焼き

ข้าวกะเพราทะเล+ไข่ดาว	 											170	
シーフードのガパオライス + 目玉焼き

ข้าวผัดปูจัมโบ้	 190
カニのジャンボ肩肉チャーハン

ข้าวผัดไก่	 140
鶏肉チャーハン

ข้าวผัดหมู	 140
豚肉チャーハン

ข้าวผัดไข่		 110
たまごチャーハン

RICE / NOODLES 
ご飯 / 麺



ผัดไทยไก่		 155
鶏肉のパッタイ

เส้นหมี่ราดหน้าปลาเต้าซี่		 150
プラーガポンのトウチ風味あんかけ細ビーフン

เส้นใหญ่ราดหน้าปลาเต้าซี่		 150
プラーガポンのトウチ風味あんかけ太ビーフン

ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้วกุ้ง		 150
エビの太麺焼きビーフン（パッシーイユクン）

เส้นใหญ่ราดหน้าหมู	 140
豚肉のあんかけ太ビーフン

เส้นใหญ่ราดหน้าไก่	 140
鶏肉のあんかけ太ビーフン

เส้นใหญ่ราดหน้ากุ้ง	 150
あんかけ太ビーフン（エビ）

เส้นใหญ่ราดหน้าเนื้อปลากะพง	 150
あんかけ太ビーフン（プラーガポン）

เส้นใหญ่ราดหน้าทะเล	 160
あんかけ太ビーフン（シーフード）

ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้วไก่	 140
鶏肉の太麺焼きビーフン（パッシーイユガイ）

ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้วหมู	 140
豚肉の太麺焼きビーフン（パッシーイユムー）

เส้นหมี่ราดหน้าหมู	 140
豚肉のあんかけ細ビーフン

เส้นหมี่ราดหน้าไก่	 140
鶏肉のあんかけ細ビーフン

เส้นหมี่ราดหน้าเนื้อปลากะพง	 150
あんかけ細ビーフン（プラーガポン）

เส้นหมี่ราดหน้ากุ้ง	 150
あんかけ細ビーフン（エビ）

เส้นหมี่ราดหน้าทะเล	 160
あんかけ細ビーフン（シーフード）

RICE / NOODLES 
ご飯 / 麺



RICE / NOODLES 
ご飯 / 麺

เส้นหมี่ผัดกระเฉดกุ้ง		 150
エビとパッカチェーの焼きビーフン

โกยซีหมี่กุ้ง		 150
エビの中華風あんかけ焼きそば（ゴイシーミークン）

ขนมจีน	 25
タイ風そうめん（カノムジーン）

ข้าวเปล่า(จาน)	 28
ごはん

บะหมี่ฮกเกี้ยน		 160
福建風五目焼きそば

ข้าวคลุกน้ำาพริกลงเรือ	 150
ナムプリックまぜごはん

ข้าวอบกุ้ง	 150
蒸しごはん（エビ）

ข้าวอบรวมมิตร	 150
蒸しごはん（五目）

ผัดไทยเส้นจันทน์		 165
ジャンタブリ麺のパッタイ（パッタイセンジャン）



SOUP 
カレー / スープメニュー

แกงเขียวหวานกุ้ง	 180
グリーンカレー（エビ）

แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย	 165	
グリーンカレー（つみれ）

ต้มข่าไก่	 165
鶏肉のココナッツスープ（トムカーガイ）

แกงป่าหมู	 165
豚肉のスパイシーハーブカレー（ゲーンパー）

แกงป่าไก่	 165
鶏肉のスパイシーハーブカレー（ゲーンパー）

แกงเขียวหวานหมู	 165
グリーンカレー（豚肉）

แกงเขียวหวานไก่	 165
グリーンカレー（鶏肉）

ต้มยำารวมมิตรทะเล	 280
シーフードトムヤム

แกงจืดเต้าหู้ ไก่สับ	 145
たまご豆腐のクリアスープ（鶏ひき肉）

แกงจืดเต้าหู้หมูสับ	 145
たまご豆腐のクリアスープ（豚ひき肉）

โป๊ะแตก	 280
シーフードのスパイシークリアスープ（ポテーク）

มัสมั่นไก่	อาจาด		 165
鶏肉のマサマンカレー（マサマンガイ）

แกงส้มชะอมกุ้ง		 180
エビとチャオムオムレツのサワーカレー（ゲーンソムチャオムクン）



เฉาก๊วยเสวย	 60
仙草ハーブゼリー（チャオクワイ）

เม็ดบัวเย็น	 60
蓮の実の冷やしミルクぜんざい

ทับทิมกรอบมะพร้าวกะทิ	 70
クワイとタピオカ、マプラーオガティのココナッツミルク

ลอดช่องเสวย	 85
サボイ特製ロートチョン バニラアイスとクリスピーワッフル添え

เฉาก๊วยนมสดภูเขาไฟ	 85
仙草ハーブゼリーとミックスビーンのミルクデザート

พานาคอตต้ากะทิทับทิมกรอบ	 85
ココナッツミルクのパンナコッタ タプティムクローブ添え

บัวลอยเสวยทรงเครื่อง	 85
タロイモ白玉とココナッツアイス ライスクラッカー添え

กรานิต้ากะทิทับทิมกรอบ	 85
ココナッツミルクグラニータ タプティムクローブ添え

DRINKS 
ドリンクメニュー

DESSERTS 
デザートメニュー

ชาดำาเย็น	 	 タイブラックティー 	 	 	 65
ชาเย็น	 	 タイミルクティー	 65
น้ำาคะน้าปั่น	 	 ケールフラッペ 	 60
น้ำาส้มปั่น	 	 オレンジフラッペ	 70
น้ำาสับปะรดปั่น	 パイナップルフラッペ	 70
น้ำามะพร้าวปั่น	 ココナッツジュースフラッペ 	 70
น้ำามะนาวปั่น		 ライムフラッペ 	 70
น้ำาแตงโมปั่น		 すいかフラッペ 	 70
น้ำามะนาว	 	 ライムジュース	 65
น้ำามะนาวโซดา	 ライムソーダ 	 65
น้ำาดื่ม	 	 飲料水	 25

น้ำามะตูม	 	 ベールフルーツジュース（ナームマトゥーム） 	 55
น้ำาตะไคร	้ 	 レモングラスジュース（ナームタクライ） 	 55
น้ำาอัญชัน	 	 バタフライピージュース（ナームアンチャン） 	 55
น้ำากระเจี๊ยบ	 	 ローゼルジュース（ナームガチアップ） 	 55
น้ำาใบเตย	 	 パンダンリーフジュース（ナームバイトゥーイ） 	 55
เก๊กฮวยร้อน		 ホット菊花茶（ケックフアイ） 	 70
หล่อฮังก๊วย		羅漢果ジュース（ローハンクワイ） 	 70

น้ำาอัญชันตะไคร้โซดา	 バタフライ・ピーレモングラスソーダ 	 80
น้ำาคะน้าใบเตย	 ケール・パンダンリーフジュース	 80
น้ำาบ๊วยโซดา		 プラムソーダ 	 80
น้ำาชามะนาวกุหลาบ	 ライム・ローズソーダ 	 80
น้ำาชามะนาว		 ライムティー 	 80

DRINKS ドリンクメニューHERBAL DRINKS ハーブドリンクメニュー　（甘さの調整はスタッフにお伝えください）

SAVOEY’S IGNATURE DRINKS  サボイスペシャルドリンクメニュー



สาคูแคนตาลูป	 70
カンタロープタピオカ

มะพร้าวกะทิเย็น	 70
マプラーオガティ（肉厚ココナッツミート）のココナッツミルク

ทับทิมกรอบ	 60
クワイとタピオカのココナッツミルク（タプティムクローブ）

บัวลอยเผือก	 60
タロイモ白玉のココナッツミルク（ブアローイプアック）

ลอดช่องเผือก	 60
タロイモとパンダン米麺のココナッツミルク（ロートチョンプアック）

DESSERTS 
デザートメニュー


