
〔シャムワニを使ったお料理〕〔Siamese Crocodile Dishes〕
ドラゴンランチプレート　DRAGON Lunch plate

シャムワニのカレー・唐揚げ・スペアリ
ブ・サラダとワニづくしのワンプレート料
理。いろいろと食べてみたい欲張りな方
におすすめです。お得な大皿盛り合わ
せです。

The special plate a full of siamese

crocodile, such as curry, fried siamese

crocodile, spareribs and salad.

Recommended for who would like to try as

many as you can. It is large searving dish.

1800yen

クロコダイルラーメン(こがし醤油味)

Crocodile ramen noodle(Burned soy sauce flavor)

シャムワニの骨を煮込んで取ったスープ
はコラーゲンたっぷり。シャムワニの肉
ものせた本格ワニラーメンです。

The broth is made by siamese crocodile

with a full of collagen. Siamese crocodile

meat is on the top of it.

1000yen

(Large serving

1100yen)

辛味噌クロコダイル担々麺(にんにく辛みそ味)

Szechuan style spicy miso noodle with crocodile (garlic and spicy miso flavor)

シャムワニの骨を煮込んで取ったスープ
はコラーゲンたっぷり。濃厚なごま味噌
とシャムワニの挽き肉、にんにく辛味噌
は絶妙。

The broth made by simmering bones of

siamese crocodile contains a lot of collagen.

Thick flavor of sesame miso paste, minced

siamese crocodile and garlic spicy miso add

celestial taste.

1000yen

(Large serving

1100yen)

クロコダイルカレー  Crocodile curry

シャムワニの肉を煮込んで作ったスパイ
シーなカレーです。数種類のスパイスに
ココナッツを加えた本格カレーです。

Spicy curry with simmered siamese

crocodile. 　　It contains various spices

with a hint of coconuts.

1000yen

(Large serving

1100yen)

ワニ＆チップス  Crocodile & Chips

シャムワニの肉を特製タレに漬け込んで
揚げたオリジナルの唐揚げです。ビール
のおつまみにも大変人気の商品です。

Fried siamese crocodile marinated with

original sauce. Very popular to go with

beer.

850yen

シャムワニの串焼き（タレ＆塩こしょう)

Spit‐roasted siamese crocodile（baste ＆salt and pepper)

あっさり淡白なシャムワニの肉を醤油タ
レと塩こしょうで味つけ。

Bland-tasting siamese crocodile seasoned

with soy sauce based baste & salt and

pepper.

600yen

クロコダイルバーガーCrocodile hamburger

シャムワニの挽き肉のみで作った手作り
ワニパテをサンドしたハンバーガー。こ
んがり焼きあげ甘口の照り焼きソース。

The hamburger made with 100% minced

siamese crocodile and served with hand-

made crocodile putty. It is deliciously0-

browned and seasoned with teriyaki sauce.

850yen

クロコダイルのスペアリブ  Crocodile spareribs

希少!ワニ1頭から10人前しか取れない
希少な骨付きスペアリブです。数量限定
販売でなくなり次第終了!お早めに。

Spearibs are hard to find, as only 10

porsions are available from 1 crocodile and

it is very rare. It is served with limited

quantities.

600yen



〔その他　アラカルト〕〔Others / Selected dishes〕

ナシゴレン
ピリ辛です!

Nasi goreng (Indonesian fried rice)

It's spicy!

900yen

(Large serving

1000yen)

ロコモコ丼 Hwaiian Loco Moco (mixed-grill on rice)

900yen

(Large serving

1000yen)

ビーフカレー Japanese style curry with beef

800yen

(Large serving

900yen)

ミートソーススパゲティー Bolognase

800yen

(Large serving

900yen)

粗挽きハンバーグ&ライス Coarsely minced beef hamburger & rice

900yen

(Large serving

1000yen)

ひれかつカレー Fried fillet pork curry

1100yen

(Large serving

1200yen)

〔キッズメニュー〕  〔Kids menu〕
キッズプレート Kid's plate 750yen

キッズカレー Kid's curry 750yen

〔サイドメニュー〕  〔On the side〕
グリーンサラダ Green salad 450yen

フライドポテト French fries 350yen

粗挽きソーセージ Coarsely sausage 400yen

ライス単品 Rice 150yen

〔ドリンク&アルコールなど〕〔Drink & alcohol〕
ホットコーヒー Hot coffee 250yen

紅茶 Hot tea 250yen

アイスコーヒー Iced coffee 250yen

アイスティー Iced tea 250yen

オレンジジュース Orange juice 200yen

ウーロン茶 Oolong tea 200yen

カルピス
Calpis (Japanese milk-based soft drink)

200yen

コカ・コーラ Coca Cola 200yen

ソフトクリーム  Soft served cone

バニラ・イチゴ・ミックス Vanilla, strawberry, mixed flavor 350yen

タピオカドリンク  Tapioca drink

ミルクティー・イチゴ・カルピス・
マンゴー・キャラメル

Milk tea, strawberry, Calpis, mango,

caramel
400yen



サンデー＆パンケーキ　Sundae ＆　Pancake

ベリーサンデー Sundae with berries 400yen

ベリーパンケーキ Pancake with berries 500yen

ビール　Beer
ビール Beer 500yen

生ビール Draft beer 500yen

瓶ビール Bottled beer 500yen

ノンアルコールビール Non-alcohol beer 400yen


