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07.00 – 11.00 HRS

 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 

����������������
11.00 - 23.00 HRS



��� ������������������������������ ���
� ��
�	��
����	���������
 マルベリーグラノーラ、ギリシャヨーグルト、野生の花から取れたハチミツ

��� 	�������	������������������������� ���
� ��������
�����
����
 ヤシの花の蜜、ベーコン、目玉焼き添えワッフル

��� ������
��������������������
���������
� ���
� ��
��������������������
 ブリオッシュのバタートースト、パンダンカスタードと
 採れたてのヤングココナッツ

��� ��������������
�������������� ���
� ������
�����
�����������������
���������
� ��������������������������
���������
 オーガニック ポーチドエッグ サーモン、サワードウのトースト、
 自家製スモークサーモン、風味のきいたライムクリームチーズとキュウリ

��� ������
��������������������������
������� ���
� ������
������
�
 ポーチドエッグ、トマトチャツネ、サワードウ、スマッシュドアボカド

��� ���������
��������� �����������
	����� ���
� ��������
�����������
�����������
�����
 クロックマダム：ハムとチーズのサンドウィッチ、
 半熟目玉焼きとヤングサラダリーフ

��� ������������������ ����������������� ���
� ��������������������
��������������
� ��
����������
�����
�
 有機卵を3個使ったチーズオムレツ、ポークソーセージ、
 枝付きトマトのローストとアジア風ミックスサラダ

���������
07.00 – 11.00 HRS

朝食 7:00～11:00
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��� ����
������	���������
���������������������� ���
� ������������
�����
����
 豚ひき肉、ニンニク、唐辛子、ホットバジルのチャーハン、目玉焼き添え

��� “�������������
�����”�	������������ ���
� ����������
�����������
��������
 チキン、ソーセージ、半熟目玉焼きを添えたアメリカ風チャーハン」

��� �������������
��������������������������
����� ���
 ハタ入りライススープ、有機卵のポーチドエッグ

��� �	������������������������
������ ���
� ��
������
������������� 
 タイ風ふわふわ目玉焼き2つと豚ひき肉を乗せたトースト 

��� �����������������	������������������������ ���
� �����
�
������������������������
�����
 タイ北部風の豚ひき肉、トマト、エビ、ライス入りの卵3個を使ったオムレツ

��������������地元料理

09



����������������
11.00-23.00 HRS

ランチ&ディナー 11:00～23.00

13 ������������
��������
	����������
�������� ���
� �������������
 
 カリカリのサワードウサンドイッチ、薄切り牛肉とフレンチマスタード

��� �����
���������������������
���������� ���
� ������
��������������
����������������
������

 カイトートバーガー – カリカリフランドチキン、焼き唐辛子マヨネー
 ズと地元ハーブのサラダ

��� ����������
��������	����������
� ���
� ��������
	��� 
 自家製スモークサーモン、トーストしたサワーサンドイッチ付き

��� ��������������
����������������� ���
� 	��������������	��������
���
�������������
��
 バナナエビ、サラダ入りのフレッシュライスヌードルの春巻きとスパイシー
 チリディップ

��� �����������
���������������������� ���
� 	������������������������������
�������
 サムットソンクラームの海塩とガーリックを使ったモトギスのカリカリ揚げ 

��� �����������
����	�� ���������� ���
� 	����������
�������������
 エビと魚のお団子のカリカリ揚げ、自家製プラムソース添え

��� �����������
������������	����������
������� ���
�  ������������������
�����������
 ローストしたチリとガーリックチャツネともち米を添えた豚肩ロー
 スのガーリック風味揚げ

����������  前菜

19
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������������サンドウィッチ



��� ����
��������	�����	������������
������������ ���
� ��
����������������
 ナンプラーとカリカリに揚げたエシャロットを和えた鶏手羽揚げ

��� ������������������������	������������������
� ���
 スパイシータマリンドを和えたフリーレンジ ポークリブのBBQ

��� �����������
��������������	��������������������
� ���
 サンゴエビのカリカリ揚げ、スパイシーマンゴサラダ添え

��� ������������������������
������������������� ���
� ���������������������
�����������������
 グレープフルーツとヒカマのスパイシーサラダ。ソフトシェルクラブ、
 クラブ、チリペースト、カリカリに揚げたエシャロット添え

��� �����������������������
��������
���������� ���
� 
���
�����������
����������	�� 
 グリーンパパイヤのスパイシーサラダ。ローストピーナッツ、
 乾燥エビ、新鮮なクルマエビ添え

��� ������ �����������������
�������������
� ���
� �������������������	����������
����
� ��
������������
 スパイシーで酸味のあるポメロサラダ。セーパットシャムフィッシュ
 のふわふわ揚げ、豚肉の甘煮、オレンジの皮添え

��� ����������
�	����������
���������������� ���
� �����
�������
�����������
������
 長ナスのグリル、豚ひき肉、半熟ゆで卵のスパイシーサラダ

��� ���������
�	�������������	�����
������� ���
� �������������
���������������������
 じっくり調理したスパイシービーフ、レモングラス、
 チャオプラヤ産のナスのハーブサラダ

�������サラダ

19
23



��� ����������������������������	��������� ���
� ������������������
����
�����
 ハタの南部風イエローカレー。タロイモの茎、タマリンド、ライム入り

��� ������������������������������������� ���
� ��������������
�������������
 チキンのグリーンカレー。地元のナス、フィンガールート、
 バジルの葉入り

��� ��������������	������������������	��� ���
� ��
�����
������������������
 カニ肉のイエローカレー。バナナエビ、ハママツナの葉入り

��� ���	�����
��������������������������
�� ���
� ���������������������
�������������������
�
� ��
�������
 じっくり調理したショートリブビーフのクリーミーなレッ
 ドココナッツカレー。クラッシュピーナッツ、蓮の実、ポテト入り

��� ����
����������������������������������������� ���
� �������������������������������������
������
 おばあちゃんのレシピのサワーココナッツスープチキン。ガランガル、
 カフィアライムリーフ、唐辛子とライム入り

��� ��������
��������������������
����	�������� ���
� ����������������������������������������
� ����	�������������
�������
�������������
 スパイシーで酸味の効いたクルマエビのクリームスープ。レモングラス、
 カフィアライムリーフ、ガランガル、フクロタケ、焼き唐辛子ペースト入り

��� ��������������������������������	������������ ���
� ���������������
�����
�������
������
 ハタの澄んだトムヤムスープ。フクロタケ、パセリ、
 コリアンダー、焼き唐辛子入り　

��� ������
��������������������������������� ���
 酸味のきいた豚ほほ肉の蒸し煮。チャーモンリーフ入り 
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����� カレー

����  スープ

3128
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4339

��
���
���������
�����  メイン料理、単品

��� ����������
��������������������������� ���
� �������������
��������������
�
��
 ハーブを擦り込んだフリーレンジの地鶏肉。
 もち米とタマリンドのスパイシーディップ添え

��� �����������������������������
������������������ ���
� 	���������
���������������������
� ��
��	���� �������������������

 クリスピーエッグソフトシェルクラブとカニ肉を使ったパンケーキ。
 おろしココナッツ、もやし、甘酸っぱいきゅうりのサラダ添え

��� ���������
�������
�����������	������������� ���
� �������������������
������������
�����
 牛ほほ肉の蒸し煮炒め。ニンニク、唐辛子、ホットバジル、
 ふわふわ目玉焼き添え

��� ���������
������������������
�����
���
������������� ���
� ����������
�
�������������
� ��
�����������������

 焼き飯。カリッとした日干しセーパットのフライ、半茹でのアヒルの卵、
 唐辛子とグリーンマンゴーサラダ添え
��� ��
��������������
���������������	����
�������� ���
� ����������������������
��������
� ��
����
��������
������
 ライスヌードルのパッタイ。バナナエビ、アリルの卵、ニンニク、
 チャイブ、クラッシュピーナッツ、タマリンドのマイルドソース添え

��� �������������������
��������	������� ���
 ソフトシェルクラブのイエローカレーヌードル

��� ������������������������
��������������
������ ���
� ������������������
��������������������
��������
 ポークリブ入りトムヤムライスヌードルスープ。豚ひき肉、つみれ、
 焼き唐辛子ペースト、クラッシュピーナッツ入り

��� �����������������������������
��������	�������
� ���
� ��������������
������
������������
 シェフ ゴルフのお気に入りビーフヌードル。じっくりと蒸し煮した牛ほほ肉、
 牛すじ肉、肉団子入り



��� ���������������
���	��������������������� ���
� ���
������
������������������
���������
�	���
� �������������
����
 豚肉、カニ肉、塩漬けフォーフィンガースレッドフィンを添えたクリー
 ミーココナッツディップ。一口大の野菜添え。

��� ���������
����������������������
������
������
���� ���
 ケール、ニンニク、唐辛子、塩漬けスレッドフィンの炒め物

��� ���������
�����������	���	�������
�������������� ���
� �������������������
������
��������
 バーズアイチリ、地元産ササゲ、ニンニクのピクルス入りバナナエビ炒め

��� 
��������
����������	�����	���� ������� ���
� ����������
���������������
 スズキのから揚げ。甘酸っぱいカラメル・ガルナシアソース和え

��� ���������
���������	�������������������� ���
� ��������������������������������
����������
 ハタのから揚げ。ニンニク、唐辛子、グリーンペッパーコーン、
 フィンガールート、ホットバジル和え

19
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�������
�������ファミリー向け料理



�����‘������������̇ ������������
�������������������������������
������������������������������������������������ff������������
������

������������������������������
��������������%���������������
��
��������������������������

ご要望に応じて、シェフ特製のベジタリアン料理をご用意いたします。
アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前に当スタッフまでお申し出ください。

価格はすべてタイバーツ表記で、10%のサービス税および該当する政府税の対象となります。

��� �	�����������������������	��������������� ���
� ��
�	�����������������
 完熟マンゴーとココナッツの温かいソースを添えた、
 ココナッツミルクで炊いた甘いもち米（カオニャオ・マムアン） 

��� 	�����������������������	����������� ���
� ����������������
�����	�����
 クリーミーなココナツシロップと雪のように真っ白
 な氷を添えたヒシの実のアメシスト 

��� ��������������������������
��������������� ���
� ����	��������������������
 バナナのフリッター、キャラメルトフィのバナナケーキ。
 バナナアイスクリーム添え

��� �����������	����	��
�������������� ���
� ��
����	��������
 ワイルドロンガンハニーと黒砂糖を使ったブラックゼリー 

��� ������������
����������������������� ���
 アロエベラとバタフライピーのコンポート

��� ������
��������
�������������
������������
��� ���
� ������
���
���������������������
 バターブリオッシュのトースト、パンダンカスター
 ドとフレッシュヤングココナッツ添え

19
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���������デザート



��������������	�����������������������������������
������������������������������������������������
����������

�������������������������������������������'������
����
���������
�������������������������������������������
	��������������������������������������
��������������
����������������������������
���������������
��������

ラオス北東の高原にあるプランテーションで育ったパクソング055。055は、バンコク マリオット
 マーキス クイーンズパーク専用にパクソングが作った特別なローストコーヒーです。

この深煎りは、豊かでクリーミーなテクスチャ、ダークチョコレートとスパイスの極上の
香りを生かしたフレーバーを特徴とする完璧なエスプレッソショットを生み出します。

�������	�������������������	�����������������
�������������������������������������
�������������
���
�������������
��
�����������
�	�����������

�������������������������������������������������


�������
������	������������������������������
���������������������������������
�����������������
�����
�����������������������������������������

タイ北部のチェンマイ州にある丘で栽培されたコーヒーワークスハニーヒルズ。
これらの豆からチョコレート、バニラ、ナツメヤシの果実、ハチミツの甘みを含む、濃厚でクリーミー

かつバランスの取れたコーヒーが作り出されます。この豆は、豊かでユニークな味わいの完璧な
エスプレッソショットを生み出し、一杯ごとに忘れられない喜びを与えてくれます。

������������� (SERVED HOT) PAKSONG COFFEE WORKS
ショットコーヒー（ホット） パクソング コーヒーワークス

RISTRETTO  リストレット 85  95

SINGLE ESPRESSO  シングルエスプレッソ 85  95

DOUBLE ESPRESSO  ダブルエスプレッソ 85  120

ESPRESSO MACCHIATO  エスプレッソマキアート 110  120

PICCOLO LATTE  ピッコロラテ 110 120

19
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������
����������

コーヒー各種
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������������� PAKSONG COFFEE WORKS
(SERVED HOT OR OVER ICE) パクソング コーヒーワークス 

トールコーヒー（ホットもしくはアイス）

AMERICANO  アメリカーノ 145 165

CAPPUCCINO  カプチーノ 145 165

CAFFE LATTE CAFFE  カフェラテ 155  175

MOCHA  カフェモカ 155 175

������������������ PAKSONG COFFEE WORKS
(SERVED HOT OR OVER ICE) パクソング コーヒーワークス 

シングルコーヒー（ホットもしくはアイス）

CARAMEL MACCHIATO  キャラメルマキアート 165 185

ROASTED HAZELNUT LATTE   165 185
ローストヘーゼルナッツラテ

WHITE CHOCOLATE MOCHA 165 185
ホワイトチョコレートモカ

POPCORN CAPPUCCINO  165 185
 ポップコーンカプチーノ

TIRAMISU LATTE  ティラミスラテ 165 185

VANILLA LATTE  バニララテ 165 185

�������������������
(SERVED HOT OR OVER ICE) 

コーヒー以外のお飲み物（ホットもしくはアイス）

OVALTIN MALTED CHOCOLATE DRINK      125
オバルチン（Ovaltin）麦芽チョコレートドリンク

CHOCOLATE  チョコレート  145

MATCHA LATTE  抹茶ラテ  175

�������������  ピッコロラテ �����������������  カフェラテ



������������������������
セイロン オリジナルブレックファスト

���
���	���������������
シルバージュビリー アールグレー

��������������
オーガニック煎茶

��������	������������
天然ジャスミンティー

�������������������
モロッコ ミントティー

���������������������
ピュアカモミールティー

43

���
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�������������
BY DILMAH

ディルマのシルバージュ
ビリー高級ティーセレクション

���



����������������  地元で人気の飲み物

���������オーリアン（タイのブラックコーヒー）� ���
THAI BLACK COFFEE

����'��������カーフェーボラン（コンデンスミルク入りのタイのブラックコーヒー） ���
THAI BLACK COFFEE WITH CONDENSED MILK

����
��  チャ ダム（タイティー） ���
THAI TEA

���������チャ ノム（コンデンスミルク入りのタイティー） � ���
THAI TEA WITH CONDENSED MILK

�������������
�� ��� 
BUTTERFLY PEA FLOWER WITH CONDENSE MILK
アンチャン ノム ソッド（コンデンスミルク入りバタフライピーの花）

���������	��ナム マナオ（タイのレモンソーダ） ���
THAI LEMON SODA

����������������チャ タ クライ ホン（レモングラスティー） ���
LEMONGRASS TEA

����
����������ナム トク アンチャン（バタフライピーの花のドリンク） ���
BUTTERFLY PEA FLOWER DRINK

�������������ナム マトゥーム（ベールフルーツのドリンク） ���
BAEL FRUIT DRINK

�����������  ナム ラムヤイ（ロンガンフルーツのドリンク） ���
LONGGAN FRUIT DRINK

���������������  ナム バイトゥーイ ホン（パンダンリーフのドリンク） ���
PANDAN LEAVES DRINK
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����������������������/�����
�

季節のフレッシュジュース／ブレンド

��������������
�������(�������������	���������)� ���
搾りたてジュース（パイナップルもしくはスイカ）

��������	����� ���
ココナッツウォーター

����
�
�	��������(��������/�	����������/������)�� ���
アイスブレンド（ライチ／ スイカ／ マンゴー）
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����������� ���
マンゴーミント

������������������ ����
パイナップルジンジャー

	����������	����������� ���
スイカのレモン入り

��������
��������������� ���
マンゴーとパッションフルーツ

	����������	����������� ���
スイカのレモン入り

����������  タイ クラフト

�������������		���������	������������ ���
フルムーンブリューワークス チャラワン ペールエール

�������������		��������������� ���
フルムーンブリューワークス チャトリ イパ（インディアペールエール）

�����������	������ ���
チェンマイ ヴァイツェン

�������������
���������� ���
チェンマイ レッドトラック イパ（インディアペールエール）

�����  ラガー 

������� ���
チャーン

������ ���
アーチャー

BANGKOK MARRIOTT MARQUIS QUEEN’S PARK
199 Sukhumvit Soi 22, Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
www.bangkokmarriottmarquis.com

FOR MORE INFORMATION OR RESERVATIONS,
PLEASE CONTACT TEL. +66 (0) 2 059 5999
OR EMAIL: RESTAURANT-RESERVATIONS.BKKQP@MARRIOTTHOTELS.COM
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����   ビール

���������  スムージー

ALL PRICES ARE IN THAI BAHT AND SUBJECT TO 10% SERVICE CHARGE AND APPLICABLE GOVERNMENT TAX.
全ての価格にタイ消費税とサービスチャージ10%が加算されます。


