
ベトナム地ビール 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  生ビール (サッポロ黒ラベル) BIA TƯƠI

2  サッポロ黒ラベルビール（瓶） BIA SAPPORO

3  アサヒスーパードライビール（瓶） BIA ASAHI

4  ドライゼロ (ノンアルコールビール) BIA KHÔNG CỒN

アオババ・ビールタワー

1  ベトナムビールタワー （1L or 2L） BIA VIET NAM 1L/2L

2  サッポロ黒ラベル生ビールタワー （1L or 2L） BIA NHAT BAN 1L/2L

 保冷！ベトナムで大人気のビールタワー！ 皆で乾杯は是非ビールタワーで！

\1650/1L

\1500/1L

¥620

¥550

¥600

¥600

¥400

¥620

ビール

¥600

¥600

¥600

1 2 3 Dzô…



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） ・ ジンジャーエール

3  ヨギ（ヨーグルト） ・ オレンジジュース

4  パッソワ（パッションフルーツ） ・ グレープフルーツジュース

5  マンゴヤン（マンゴー） ・ グァバジュース

6  ジン ・ マンゴージュース

7  ウォッカ ・ ウーロン茶

梅酒

1  梅酒ロック

2  梅酒ソーダ

焼酎

1  黒霧島 (芋・25℃)

2  一番札 (麦・25℃)

※  ロック，水割り，湯割り ※  ボトルキープ期間は3ヶ月となります。

¥580

¥3,000

各種アルコールドリンク

¥550

¥550

各ボトル \2800

¥400

¥450

各グラス \450

+

¥200

各種 \500

¥550

¥450

¥580



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



フレッシュココナッツジュース (季節限定！)

　ベトナム南部メコンデルのフレッシュココナッツを空輸！ 自然で育った南国椰子の実ジュース！

1  フレッシュココナッツジュース (ベトナム産)　

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！

2  森の王様アボカド

3  完熟マンゴー

4  熱帯雨林バナナ

5  真っ赤なイチゴ (春頃のみ)

アオババオリジナルドリンク

6  ブラックタピオカ＆仙草ゼリー入りミルクティー (冷/温)

7  カフェホーチミン (コーヒーゼリー入りベトナムカフェラテ)

タピオカマンゴージュース

8  マンゴータピオカジュース

9  マンゴータピオカヨーグルト

10  マンゴータピオカココナッツ

そのまんま下町ドリンク

11  ダーチャン … クラシュアイスのフレッシュレモネード

12  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

13  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

14  ウーロン茶

15  ベトナム緑茶

16  コーラ

17  ジンジャーエール

18  ココナッツジュース

19  タマリンドジュース

20  燕の巣ジュース

21  オレンジジュース

22  グレープフルーツジュース

23  パイナップルジュース

24  グァバジュース

25  カルピス Calpis

Gingeraire

Nước ép cam

Nước ép bưởi

Nước ép dứa

Nước Ổi

Nước dừa

Nước me

Nước yến

¥300

¥250

¥300

¥300

¥300

¥300

¥300

¥300

¥300

¥650

Nước dừa tươi

¥580

Sinh tố Bơ

Sinh tố Xoài

¥250

¥450

¥450

¥550

¥200

¥400

¥200

¥600

Coca cola

¥580

Nước ép xoài trân châu sữa chua

各種\600

Nước ép xoài trân châu sữa dừa

Sinh tố Chuối

Sinh tố Dâu

Trà sữa trân châu đen ( nóng/đá）

Cà phê sữa thạch

¥600

Nước ép xoài ｔrân ｃhâu

Trà ô long

Trà đá

Đá chanh

Soda chanh

Trà chanh



 新鮮椰子の実ジュース

← シントー・アボカド

↓ シントー・マンゴー

→ シントー・季節(イチゴ)

→ シントー・バナナ

←　ブラックタピオカ＆仙草ゼリー入りミルクティー 

↓　コーヒーゼリー入りベトナムカフェラテ

マンゴータピオカジュース

マンゴータピオカヨーグルト

マンゴータピオカココナッツ

左　ダーチャン

中　ソーダチャン

右　チャーチャン

 フレッシュココナッツ

 (季節限定）

 ベトナムメコンデルタ産


