ビール

Bia Việt Nam

1 2 3 Dzô…

ベトナム地ビール
1 333ビール (ベトナム南部)

Bia Việt Nam
BIA 333

¥620

BIA SAIGON SPECIAL

¥620

3 ハノイビール (ベトナム北部)

BIA HANOI

¥620

4 タイガービール

BIA TIGER

¥620

BIA HEINEKEN

¥620

2 サイゴンスペシャルビール (ベトナム南部)

5 ハイネケンビール

ビール

Bia Nhật Bản

1 サッポロ黒ラベル (生ビール)

BIA TƯƠI

¥550

2 キリン一番搾りビール（瓶）

BIA KIRIN

¥620

3 アサヒスーパードライビール（瓶）

BIA ASAHI

¥620

BIA KHÔNG CỒN

¥400

4 オールフリー (ノンアルコールビール)

※ アラカルトメニューは、税抜き価格となります。

ベトナム地酒＆ワイン

Rượu / Rượu Vang

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

¥550

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

¥550

3 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

¥550

※ 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

各種アルコール
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)

¥550

2 レモングラスハイボール

(レモングラス＆レモン)

¥550

3 アジアンハイボール

(レモン＆ライムリーフ＆レッドチリ)

¥550

4 ハイボール

¥450

5 パクチーモヒート

(パクチー＆ライム)

¥580

6 アジアンモヒート

(レモン＆ライムリーフ＆レッドチリ)

¥580

7 サントリー角ボトル

¥3,000

8 ソーダ水

¥300

酎ハイ
※ レモン ・グレープフルーツ ・シークァーサー ・ライチ ・カシス

各種 \450

梅酒
1 梅酒ロック

¥400

2 梅酒ソーダ

¥450

焼酎
1 黒霧島 (芋・25℃・900ml)

各グラス \500

2 吉四六 (麦・25℃・900ml)

各ボトル \3000

※ ロック，水割り，湯割り

※ ボトルキープ期間は2ヶ月となります。

日本酒
1 清酒本醸造 一品生酒 (300ml)

¥800

マッコリ
1 生マッコリ (700ml)

¥1,200

ワインリスト

AOBABA WINE LIST
Del sur Cabernet Sauvignon チリ/セントラル・ヴァレー
デルスールカベルネソーヴィニョン (赤)
≪フルボディ≫

Del sur Sauvignon Blanc
チリ/セントラル・ヴァレー
デルスールソーヴィニョンブラン (白)
≪辛口≫

ブラックチェリーやベリーの果実味がモカを想わせ
る香りと上品に混ざり合います。カシスのアロマ
も広がりソフトで上質なタンニンを持つチリの魅
力が溢れるカベルネです。

ハーブや緑の香り生き生きとした辛口の果実味
を楽しめます。
口当たりはマイルドで、食事に合わせやすいク
リーミーですっきりした味わいです。

智利/红葡萄酒
CHILLI
Red wine
Full-bodied wine

智利/白葡萄酒
CHILLI
White wine
Dry wine

\1950/BTL \450/Glass

\1950/BTL \450/Glass

Da Lat
ダラット (赤)

ベトナム/ダラット
≪ライトボディ≫

Da Lat
ダラット (白 )

ベトナム/ダラット
≪やや甘口≫

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。

越南/红葡萄酒
VIETNAM
Red wine
Light-bodied wine

越南/白葡萄酒
VIETNAM
White wine
Semi-sweet wine

\2800/BTL \500/Glass

\2800/BTL \500/Glass

Goats do Roam
ゴーツ・ドゥ・ローム (赤)

南アフリカ
≪フルボディ≫

Caldora Chardonnay
カルドーラ シャルドネ (白)

イタリア
≪辛口≫

ローヌを想わせる遊び心たっぷりな名前のこのワ
イン。名前はユニークですが味は本格的ローヌ
ブレンド。リッチな赤果実のアロマとグローブやス
パイス香を持つ深くリッチな赤ワインです。

輝きのある黄金色で、シャルドネの瑞々しいアロ
マが印象的。トロピカルフルーツや桃の香りが
はっきりと広がります。果実味が豊かで酸味も
程よく、滑らかな口当たりの白ワインです。

SOUTH WESTERN COSTAL
Red wine
Full-bodied wine

意大利/白葡萄酒
ITALY
White wine
Dry wine

\3400/BTL

南非
红葡萄酒

\3500/BTL

ベトナムコーヒー

Café Việt Nam

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

¥450

2 カフェノン (ブラックエスプレッソ/ホット)

Café Nóng

¥450

3 カフェスアダー (コンデンスミルク入り/アイス）

Café Sữa Đá

¥500

4 カフェスアノン (コンデンスミルク入り/ホット）

Café Sữa Nóng

¥500

ベトナム茶

Trà Việt Nam

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

¥550

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

¥500

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

¥500

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

※ アラカルトメニューは、税抜き価格となります。

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！

各種\600

1

アボカド

Sinh tố Bơ

2

マンゴー

Sinh tố Xoài

3

バナナ

4

季節フルーツ (イチゴ･メロン・巨峰…）

Sinh tố Chuối
Sinh tố theo mùa

ブラックタピオカミルクティーなど
5

ブラックタピオカ＆仙草ゼリー入りミルクティー

Trà Sữa Trân Châu

¥580

Nước ép xoài trân châu

¥550

マンゴータピオカジュースなど
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

Nước ép xoài trân châu sữa chua

¥600

8

マンゴータピオカココナッツ

Nước ép xoài trân châu sữa dừa

¥600

Đá Chanh

¥450

Soda Chanh

¥500

Trà Chanh

¥500

Sữa Chua Đá

¥500

Trà ô long

¥300

Trà đá

¥300

Coca cola

¥350

16 ジンジャーエール

Gingeraire

¥350

17 ココナッツジュース

Nước dừa

¥350

18 オレンジジュース

Nước ép cam

¥300

19 グレープフルーツジュース

Nước ép bưởi

¥300

Nước ép dứa

¥350

Calpis

¥300

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

12 スアチュア

… クラシュアイスのヨーグルト練乳ドリンク

ソフトドリンク
13 ウーロン茶
14 ベトナム緑茶 (アイス)
15 コーラ

20 パイナップルジュース
21 カルピス

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 / Soda Chanh / Nước ép Xoài Trân Châu

マンゴーのシェイク

季節フルーツ(イチゴ)のシェイク

Sinh Tố Xoài

Sinh Tố (Dâu Tây) Theo Mùa

アボカドのシェイク

Sinh Tố Bơ

バナナのシェイク
タピオカマンゴージュース

Sinh Tố Chuối

タピオカマンゴーヨーグルト
タピオカマンゴーココナッツ

Nước ép Xoài / Xoài Yogurt / Xoài Dừa
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

フレッシュレモネード

フレッシュレモンスカッシュ

ベトナム茶のフレッシュレモン割り

ヨーグルト練乳ドリンク

Đá Chanh

Soda Chanh

Trà Chanh

Sữa Chua Đá

