
ベトナム地ビール / アセアンビール Bia Việt Nam

1  333ビール (ベトナム南部) BIA 333

2  サイゴンスペシャルビール (ベトナム南部) BIA SAIGON SPECIAL

3  ハノイビール (ベトナム北部) BIA HANOI

4  タイガービール BIA TIGER

5  ハイネケンビール BIA HEINEKEN

ビール Bia Nhật Bản

1  スーパードライ（瓶） BIA ASAHI

2  ドライゼロ (ノンアルコールビール) BIA KHÔNG CỒN

¥650

¥650

¥600

¥400

¥620

¥620

1 2 3 Dzô…

ビール Bia Việt Nam

¥620



ベトナム地酒 Rượu Việt Nam

1  ネップモイ (39.5℃)  … お薦め！黄色のもち米の蒸留酒 ナッツ類やココナッツを連想 Nếp Mới

2  ルアモイ (45℃) … ベトナムで一番人気の蒸留酒で爽やかな味わい Lúa Mới

3  ネップカム (29.5℃) … 赤もち米を発酵させて造ったお酒で香ばしい独特の味わい Nếp Cẩm

4  ナンフン (29℃) … 癖がなくすっきりとしたベトナム米焼酎 Nàng Hương

※  ロック，水割り，湯割り

ベトナムワイン Rượu Vang Đà Lạt

1  ダラット (赤) … 桑の実を加えたさっぱりとした辛口ワイン

2  ダラット (白) … 葡萄の爽やかな酸味のフルーティーな甘口ワイン

コーヒーやフランスパンと並び、

フランス食文化の影響が残るベトナムは、

独自のワインも生産しています。

ホーチミン市から北へ300kmの場所にある避暑地、

「ダラット」 は高地で美味しい果物の名産地。

ベトナムで最も人気のあるダラットワインは、

ここダラットで採れる、「カルディナ」 と 「シナー」 

と言われる葡萄の品種を使っています。

グラス \500

ボトル \2800

ベトナム地酒＆ワイン Rượu / Rượu Vang

¥500

¥500

¥500

¥500



香草ハイボール＆アジアンモヒート

1  パクチーハイボール (パクチー＆レモン)

2  レモングラスハイボール (レモングラス＆レモン)

3  香草ハイボール (ライム＆ライムリーフ＆レッドチリ)

4  ハイボール

5  パクチーモヒート (パクチー＆ライム)

6  アジアンモヒート 　(パクチー＆ノコギリコリアンダー＆バジル＆ライム)

7  サントリー角ボトル

8  ソーダ水

カクテル

1  カシス（黒すぐり） ・ ソーダ

2  ディタ（ライチ） ・ オレンジジュース

3  マンゴヤン (マンゴー) ・ グレープフルーツジュース

4  ジン ・ マンゴージュース

・ ウーロン茶

梅酒

1  梅酒ロック

2  梅酒ソーダ

+

¥400

各種アルコールドリンク

¥550

¥550

各種 \500

¥450

¥3,000

¥300

¥450

¥550

¥580

¥580



RED WINE LIST 赤ワイン　

TiLTiL チリ/サンティアゴ Tempranillo スペイン/ラマンチャ

ティルティル (赤)　~サンタカロリーナ~ ≪ライトボディ≫ テンプラニーリョ (赤 )　~パンパネオ~ ≪ミディアム≫

CHILLI 智利/红葡萄酒 SPAIN 西班牙/红葡萄酒

Red wine Red wine

Light-bodied wine Medium-bodied wine

Alchimistes ギリシャ/ケファロニア島 Rosso Masieri イタリア/ヴェネト

アルシミスト (赤)　~スクラヴォス~ ≪ミディアム≫ ロッソマシエリ (赤)　~ビアンカーラ~ ≪ミディアム≫

GREECE 希腊/红葡萄酒 ITALY 意大利/红葡萄酒

Red wine Red wine

Medium-bodied wine Medium-bodied wine

La Grande Colline Le Canon  フランス/ローヌ Pinot Noir 日本/ 広島

ル・カノン (赤)　~ラ・グランドコリーヌ~ ≪ミディアム≫ ピノ・ノワール (赤)　~ヴィノーブルヴィンヤード~ ≪ライト≫

FRANCE 法国/红葡萄酒 JAPAN 日本/红葡萄酒

Red wine Red wine

Medium-bodied wine Light-bodied wine

チリの名門ワイナリー<サンタカロリーナ社>が特

別に醸造する希少なワイン。ベリー系を思わせ

る爽やかな香りにハーブやペッパーのニュアンス。

バランスのとれた味わいで、柔らかいタンニンとシ

ルクのようなスムーズな飲みやすさが特長です。

旨味エキスのたっぷり詰まった、フルーティでコク

のあるワイン。コストパフォーマンスは抜群！

\2400/BTL \3400/BTL

こちらもラシーヌが輸入するギリシャの定番コス

パワイン！！バランスのとれた味わいで、ベリー

系の味わい、果実味もあり程よいロースト香。

ヴァン・ナチュール（自然派ワイン）といえばこの

人の作るワイン！！ここからナチュラルワインの

魅力に惹かれていった人は多いと思います。ナ

チュラルな飲み心地で素晴らしいワインです！

\3800/BTL \4000/BTL

フランスの男性言葉で「一杯やろうよ！」という

意味を持つこのワイン。大人のブドウジュースと

言われますが、年々凄みを増しカジュアルながら

も上品さも備える、そんなワインです。このワイン

を知って欲しくて、すぐオンリストしました笑。飲

んだ事のある人もない人も一杯やりましょう！

横町さんが自社葡萄で作るピノノワール。広島

にこんな美味しいピノ・ノワールを作る人がいる

なんて…高品質な葡萄から作られる慈悲深い

極上のワイン。全ての人に知って欲しい、そんな

ワインです。

\4200/BTL \4900/BTL

※ワインリストにはない、とっておき一本物のワインも色々ありますのでスタッフまで気軽にご相談ください。



WHITE WINE LIST 白ワイン　

TiLTiL チリ/サンティアゴ Plein Sud フランス/ローヌ

ティルティル (白)　~サンタカロリーナ~ ≪ライトボディ≫ プレイン・シュッド (白)　~エステザルグ~ ≪フルーティ≫

CHILLI 智利/白葡萄酒 FRANCE 法国/白葡萄酒

White wine White wine

Semi-dry wine Fruity wine

Alchimistes ギリシャ/ケファロニア島 Gewurztraminer フランス/アルザス

アルシミスト (白)　~スクラヴォス~ ≪辛口≫ ゲヴェルツトラミネール (白)　~ルネ・フライト~ ≪フルーティ≫

GREECE 希腊/白葡萄酒 FRANCE 法国/白葡萄酒

White wine White wine

Dry wine Fruity wine

Jauma Woodside オーストラリア/南オーストラリア Binner Si Rose フランス/アルザス

無理しないで (白)　~ヤウマ~ ≪辛口≫ シ・ローズ (白)　~クリスチャンビネール~ ≪フルーティ≫

AUSTRALIA 澳大利亚/白葡萄酒 FRANCE 法国/白葡萄酒

White wine White wine

Dry wine Fruity wine

チリの名門ワイナリー<サンタカロリーナ社>が特

別に醸造する希少なワイン。ベリー系を思わせ

る爽やかな香りにハーブやペッパーのニュアンス。

バランスのとれた味わいで、柔らかいタンニンとシ

ルクのようなスムーズな飲みやすさが特長です。

フランス最小の協同組合が作るワイン。10人の

会員みんなが農薬や除草剤を使わない自然

農法（リュット・レゾネ農法）で栽培

ハイコストパフォーマンスワイン！！

\2400/BTL \3500/BTL

ラシーヌが輸入するギリシャワイン！！それだけ

でも興味が湧きませんか？フレッシュでありなが

ら厚みのある果実味を楽しんでください。

華やかな白い花、ライチやハチミツの香り。アフ

ターは程よい酸味がそれを引き締める。まさにゲ

ヴェルツトラミネール！是非お試しください！

\3800/BTL \4200/BTL

ムリシナイデ…。無理しすぎなあなたに贈る、心

と体に染み渡る、そんなワインです。

醸し系ワインです。ロゼなの？オレンジなの？そ

んな事はどっちだっていい！（生産者からの表

記はオレンジです笑）とにかくこのワインと向き

合ってみて下さい！華やかですが、それでいてし

みじみと旨味広がるワインです。このワインとベト

ナム料理は究極のマリアージュだと思います。

\4500/BTL \4900/BTL

※ワインリストにはない、とっておき一本物のワインも色々ありますのでスタッフまで気軽にご相談ください。



SPARKLING WINE LIST スパークリングワイン　

Sans Soufre Cidre 日本/山形 Malvasia イタリア/エミーリアロマーニャ

サンスフルシードル　~タケダワイナリー~ ≪辛口≫ マルヴァジア　~カミッロドナーティ~ ≪辛口≫

JAPAN 日本/气泡酒 ITALY 意大利/气泡酒

Sparkling wine Sparkling wine

Dry Dry

VIETNAMESE WINE LIST ベトナム高原ワイン　

Da Lat ベトナム/ダラット Da Lat ベトナム/ダラット

ダラット (赤) ≪ライトボディ≫ ダラット (白 ) ≪やや甘口≫

VIETNAM 越南/红葡萄酒 VIETNAM 越南/白葡萄酒

Red wine White wine

Light-bodied wine Semi-sweet wine

TODAY’S GLASS WINE 本日のグラスワイン　

Today’s Glass Red Wine Today’s Glass White Wine

本日のグラスワイン (赤) 　 \500/Glass      本日のグラスワイン (白) 　 \500/Glass      

山形の厳選したリンゴを使った辛口のシードル

です。低アルコールでアルコールが苦手な方にも

楽しんでもらえます。サンスフルとは亜硫酸を使

用していないという意味です。

ドライな味わいながらも、厚みのあるエキス感・

果実味があり、ナチュラルな味わいに。複雑味と

苦みの要素がアクセントに。ビールのようにグビグ

ビといけちゃいます！

\3750/BTL \3800/BTL

※日替わりで美味しいワインをセレクトしてます。スタッフにお気軽にお問合せください。

ホーチミン市から北へ300kmの場所にある避

暑地、「ダラット」 は高地で美味しい果物の名

産地。ここダラットで採れる、「カルディナ」 と 「シ

ナー」という葡萄の品種を使った桑の実を加えた

さっぱりとした辛口ワイン。

フランス食文化の影響が残るベトナムは、独自

のワインも生産しています。生産地がそのまま名

前になった、葡萄の爽やかな酸味のフルー

ティーな甘口ワイン。

\2800/BTL　\500/Glass      \2800/BTL　\500/Glass      



高原地バンメトート産の薫り高い良質珈琲豆。ベトナムNo1のチュングエン社の高級NAUブランド使用。

1  カフェダー (ブラックエスプレッソ/アイス) Café Đá

2  カフェノン (ブラックエスプレッソ/ホット) Café Nóng

3  カフェスアダー (コンデンスミルク入り/アイス） Café Sữa Đá

4  カフェスアノン (コンデンスミルク入り/ホット） Café Sữa Nóng

ベトナムで茶葉品質金賞を受賞した南部高原地ダラット産の銘茶。

1  蓮花茶 … 蓮花（はす花）の香り漂うベトナム人憩いの花茶です Trà Sen

2  ジャスミン茶 … 純粋なジャスミンの香りが心を癒す花茶です Trà Lài

3  ベトナム緑茶 … 日本産よりすっきりとした緑黄色の緑茶です Trà Xanh

4  黒茶 … 緑茶を発酵させた黒茶は独特の風味のお茶です Trà Đen

¥500

ベトナムコーヒー Café Việt Nam

¥450

¥450

¥500

¥450

¥450

Trà Việt Namベトナム茶

¥450

¥450



シントー (ベトナムフレッシュフルーツシェイク）

　新鮮な果物とベトナム練乳をクラッシュアイスでシェイクしたビタミン満点シントー！

1  森の王様 アボカド

2  完熟 マンゴー

3  熱帯雨林 バナナ

4  真っ赤な イチゴ  (春のみ)

アオババオリジナルドリンク

5  ブラックタピオカ＆仙草ゼリー入りミルクティー (冷/温)

タピオカマンゴージュース

6  マンゴータピオカジュース

7  マンゴータピオカヨーグルト

8  マンゴータピオカココナッツ

そのまんま下町ドリンク

9  ダーチャン … クラシュアイスのフレッシュレモネード

10  ソーダチャン … たっぷりのレモンを絞ったフレッシュレモンスカッシュ

11  チャーチャン … ベトナムジャスミン茶のフレッシュレモン割り

ソフトドリンク

12  ウーロン茶

13  ベトナム緑茶

14  コーラ

15  ジンジャーエール

16  ココナッツジュース

17  オレンジジュース

18  グレープフルーツジュース

19  パイナップルジュース

20  グァバジュース

21  カルピス Calpis

¥600

¥300

¥450Đá chanh

¥300

¥350

¥350

¥350

¥400

¥400Nước Ổi

¥350

Trà chanh

Trà ô long

Trà đá

Sinh tố Bơ

Sinh tố Chuối

各種\600

Sinh tố Xoài

Nước ép dứa

Trà sữa trân châu đen ( nóng/đá）

Nước ép xoài trân châu sữa chua

Nước ép xoài trân châu sữa dừa

Coca cola

Nước dừa

Nước ép xoài trân châu

Soda chanh

¥350

Sinh tố Dâu  ※chỉ bạn vào mùa xuân

Gingeraire

Nước ép cam

Nước ép bưởi

¥580

¥600

¥550

¥300

¥500

¥500



ブラックタピオカ＆仙草ゼリー入りミルクティー (冷/温)

Trà Sữa Trân Châu Đen ( nóng / đá）

バナナのシェイク

Sinh Tố Chuối

タピオカマンゴーココナッツ

アボカドのシェイク

Sinh Tố Bơ

タピオカマンゴージュース

Trà Chanh

　 ベトナム茶のフレッシュレモン割りフレッシュレモネード

タピオカマンゴーヨーグルト

Đá Chanh Soda Chanh

フレッシュレモンスカッシュ

Nước ép Xoài / Xoài Yogurt / Xoài Dừa

マンゴーのシェイク

シントー(フレッシュフルーツシェイク)・ベトナムドリンク

Sinh Tố Xoài Sinh Tố (Dâu Tây) Theo Mùa

イチゴのシェイク

Sinh Tố / Soda Chanh / Nước ép Xoài Trân Châu


