ビール

1 2 3 Dzô…

BIA

ベトナム地ビール
1 ハノイビール (ベトナム北部)
2 333ビール (ベトナム南部)
3 サイゴンスペシャルビール (ベトナム南部)
4 タイガービール
5 ハイネケンビール

ビール
1 生ビール (アサヒスーパードライ)
2 瓶ビール (サッポロ黒ラベル)
3 ノンアルコールビール

Bia Việt Nam
BIA HANOI

¥620

BIA 333

¥620

BIA SAIGON SPECIAL

¥620

BIA TIGER

¥620

BIA HEINEKEN

¥620

Bia Nhật Bản
BIA TƯƠI

¥550

BIA SAPPORO

¥600

BIA KHÔNG CỒN

¥450

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 (40度)

… 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

¥500

2 ルアモイ (40度)

… ベトナムで一番人気の蒸留酒で爽やかな味わい

Lúa Mới

¥500

Nếp Cẩm

¥500

Vodka HANOI

¥500

3 ネップカム (29.5度) … 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
4 ウォッカハノイ (33度)

… ベトナム戦争時に広まった隠れた人気の王道ウォッカ

※ ロック，水割り，湯割り

各種ボトル \2600

※ ボトルストレート

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

各種アルコールドリンク
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＆レモン)

¥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
8 ソーダ

¥3,000
¥350

酎ハイ
※ レモン ・ライム ・ライチ ・カルピス

各種 \450

梅酒
1 梅酒ロック

¥450

2 梅酒ソーダ

¥500

焼酎
1 海堂 (芋・25度)

¥550

2 中々 (麦・25度)

¥500

3 鍛高譚 (紫蘇・20度)

¥500

※ ロック，水割り，湯割り
※ アラカルトメニューは、税抜き価格となります。

赤ワイン

RED WINE LIST
Takun Selection Cabernet Sauvignon Merlot
タクン・セレクション カベルネ・ソーヴィニヨン・メルロー (赤)

Casal Garcia Rose
カザル・ガルシア・ロゼ (ロゼ )

~アヴェレーダ~

カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローという２つのぶ
どう品種のピュアな魅力を引き出した心地よい
飲み口の赤ワインです。カシスやスパイス風味と
しっかりとした渋味をメルローの繊細で丸みのあ
る果実味がやわらげ、なめらかな飲み口とボディ
を実現しています。

ラズベリーのような華やかな香りがあり、爽やか
な微発泡が感じられます。やわらかな余韻が長
く続きます。

CHILLI
Red wine

PORTUGAL
Rose wine
Semi-dry wine

Medium-bodied wine

智利/红葡萄酒

チリ
ミディアムボディ

\1800/BTL \450/Glass

葡萄牙/淡红葡萄酒

ポルトガル
やや辛口

\2600/BTL

Da Lat
ダラット (赤)

Rib Shack Red
リブ・シャック・レッド (赤)

~ベリンガム~

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。

グリルした肉料理に合う赤ワインです。プラムや
赤いベリー果実の華やかな香りとスモーキーな
風味を持ち、凝縮感のあるまろやかさが肉料理
の味わいをより一層引き立てます。

VIETNAM
Red wine
Light-bodied wine

SOUTH AFRICA
Red wine
Full-bodied wine

越南/红葡萄酒

ベトナム
ライトボディ

\2800/BTL \500/Glass

Michel Lynch Reserve rouge
ミッシェル・リンチ・レゼルヴ・ルージュ (赤)

南非/红葡萄酒

南アフリカ
フルボディ

\3300/BTL

~ＪＭカーズ~

Chateau Loudenne Rouge
シャトー・ルデンヌ・ルージュ (赤)

~シャトー~

口に含むと豊潤でブラックチェリーの香りとなめら
かなタンニンが心地よく、長い余韻が熟成の可
能性を暗示しています。

伝統と近代技術に培われたクリュ・ブルジョワ。
力強さと繊細さをあわせもつ秀逸な赤です。

FRANCE
Red wine
Full-bodied wine

FRANCE
Red wine
Full-bodied wine

\4800/BTL

法国/红葡萄酒

フランス
フルボディ

\7500/BTL

法国/红葡萄酒

フランス
フルボディ

白ワイン

WHITE WINE LIST
Takun Selection Chardonnay Sauvignon Blanc
タクン・セレクション シャルドネ・ソーヴィニヨン・ブラン (白)

Casal Garcia
カザル・ガルシア (白)

~アヴェレーダ~

シャルドネのやわらかさと、ソーヴィニヨン・ブラン
の青りんごやライムを思わせるフレッシュな果実
味とキレのよい酸味をあわせ持ったピュアなティ
ストの辛口ワインです。

青リンゴを想わせる繊細でフルーティーな香り
で、爽やかな微発泡が感じられます。軽やかで
フレッシュな余韻も印象的です。

CHILLI
White wine
Dry wine

PORTUGAL
White wine
Dry wine

智利/白葡萄酒

チリ
辛口

\1800/BTL \450/Glass

葡萄牙/白葡萄酒

ポルトガル
辛口

\2600/BTL

Da Lat
ダラット (白 )

Wild Rock Sauvignon Blanc
ワイルド・ロック・ソーヴィニヨン・ブラン (白)

~クラギー・レンジ~

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。

ライム、ハーブ、そしてグレープフルーツの華やか
なアロマを持つワインです。様々な柑橘類、ハー
ブや優雅な花の風味と共にフレッシュな味わい
が口の中に広がります。

VIETNAM
White wine
Semi-sweet wine

NEW ZEALAND
White wine
Dry wine

越南/白葡萄酒

ベトナム
やや甘口

\2800/BTL \500/Glass

纽西兰/白葡萄酒

ニュージーランド
辛口

\4300/BTL

KALTERN GEWURZTRAMINER
カルタン・ゲヴュルツトラミナー (白) ~カルタン~

Chateau ViLLa Bel Air Blanc
シャトー・ヴィラ・ベレール・ブラン (白)

~ＪＭカーズ~

色合いは輝きのある黄金色。バラの花やライ
チ、パイナップルの香り。豊かなボディーがありク
リーミー、果実味が口中に広がり、余韻が長く
続きます。

柑橘系果実やトロピカルフルーツの豊かな香り
が感じられます。口に含むとふくよかでフレッシュ
な酸味が心地よく、バターや新樽に由来する
ヴァニラのニュアンスとモクレンを思わせる香りが
混ざり合っています。

ITALY
White wine
Dry wine

FRANCE
White wine
Dry wine

\5800/BTL

意大利/白葡萄酒

イタリア
辛口

\6800/BTL

法国/白葡萄酒

フランス
辛口

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

¥500

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

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

¥680

Nước Dừa Tươi

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

アボカド

3

マンゴー

4

バナナ

5

イチゴ (春頃のみ)

各種\600

Sinh Tố Bơ
Sinh Tố Xoài
Sinh Tố Chuối
Sinh Tố Dâu

タピオカミルクティー＆ミルク
6

ブラックタピオカ＆仙草ゼリー入りミルクティー

7

ブラックタピオカ入りイチゴミルク

8

ブラックタピオカ入り抹茶ミルク

Trà Sữa Trân Châu
Trà Sữa Trân Châu vị Dâu Tây
Trà Sữa Trân Châu vị Trà Xanh

¥580

Nước ép Xoài Trân Châu
Nước ép Xoài Trân Châu Sữa Chua
Nước ép Xoài Trân Châu Sữa Dừa

¥550

Đá Chanh
Soda Chanh
Trà Chanh
Sữa Chua Đá

¥500

Trà ô long
Trà đá
Coca cola
Gingeraire
Soda
Nước ép cam
Nước ép bưởi
Nước ép dứa
Nước Ổi
Nước dừa
Calpis

¥300

¥550
¥550

タピオカマンゴージュース
9

マンゴータピオカジュース

10 マンゴータピオカヨーグルト
11 マンゴータピオカココナッツ

¥600
¥600

そのまんま下町ドリンク
12 ダーチャン

… クラシュアイスのフレッシュレモネード

13 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

14 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

15 スアチュア

… クラシュアイスのヨーグルト練乳ドリンク

¥500
¥500
¥500

ソフトドリンク
16 ウーロン茶
17 ベトナム緑茶
18 コーラ
19 ジンジャーエール
20 ソーダ水
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 ココナッツジュース
26 カルピス

¥300
¥350
¥350
¥350
¥350
¥350
¥400
¥400
¥400
¥300

フレッシュココナッツ
(季節限定）
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
↓ ブラックタピオカ入りイチゴミルク

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

ブラックタピオカ入り
↓ 抹茶ミルク

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

