


ベトナムのハム \350（税別）

（※ソースは選び頂きます：　普通 また 辛口　　）

エビと洋風野菜入りライスペーパー巻の揚げ春巻き

01. Gỏi cuốn ( ｺﾞｲ ｸｵﾝ )　（１本）

海老と豚肉入り生春巻き \290（税別）

海老と豚挽き肉入り網ライスペーパー巻の

02.  Chả giò ( ﾁｬｰ ｼﾞｮｰ ) ４本入り

海老と豚ひき肉入り揚げ春巻き \490（税別）

55.  Chả lụa ( ﾁｬｰ ﾙｱｰ )

\420（税別）

03. Chả giò rế ( ﾁｬｰ ｼﾞｮｰ ﾚ ) ２本入り

72. Tôm cuộn bánh tráng chiên
　( ﾄﾑ ｸｵﾝ ﾊﾞｲﾝ ﾄﾗﾝ ﾁｪﾝ )　　２本入り

揚げ春巻き \420（税別）

（※ソースは選び頂きます：　普通 また 辛口　　）

（※ソースは選び頂きます：　普通 また 辛口　　）

（※ソースは選び頂きます：　普通 また 辛口　　）

   

   



（特製甘酸っぱいピリ辛ピーナッツバタークリーミドレッシング）

いか入りクラゲサラダ \830（税別）

あさり入り胡瓜サラダ \760（税別）

06. Gỏi nghêu ( ｺﾞｲ ｹﾞｳ )

230. Gỏi sứa Việtnam ( ｺﾞｲ ｽｱｰ ﾍﾞﾄﾅﾑ )

（※ドレッシングは選び頂きます：　普通 また 辛口　　）

エビ入りハスの茎サラダ \760（税別）

（※ドレッシングは選び頂きます：　普通 また 辛口　　）

（※ドレッシングは選び頂きます：　普通 また 辛口　　）

牛肉炒め入りキャベツ サラダ \760（税別）

04. Gỏi đu đủ ( ｺﾞｲ ﾄﾞｳ ﾄﾞｳ )

エビ入り青パパイヤ サラダ \760（税別）

（※ドレッシングは選び頂きます：　普通 また 辛口　　）

05. Gỏi ngó sen (ｺﾞｲ ｺﾞｰ ｾﾝ)

52. Gỏi bò ( ｺﾞｲ ﾎﾞｰ )

   

   

   

   



 

327. Gỏi ngò ( ｺﾞｲ ｺﾞｰ )

ブラックペッパー入りのフィッシュソース添え \320（税別）

コリアンダー（バクチ）サラダ \760（税別）

07. Gỏi gà ( ｺﾞｲ ｶﾞｰ )

（※ドレッシングは選び頂きます：　普通 また 辛口　　）

鶏肉入りキャベツ サラダ \760（税別）

（※ドレッシングは選び頂きます：　普通 また 辛口　　）

コリアンダー（バクチ） \460（税別）

231. Ngò ( ｺﾞｰ )

08. Cánh gà chiên nước mắm
(ｶﾝ ｶﾞｰ ﾁｪﾝ ﾇｵｯｸ ﾏﾑ)

手羽先のフィッシュ ソース味付けの唐揚げ、 

   



51. Bánh phồng tôm ( ﾊﾞﾝ ﾌｫﾝ ﾄﾑ )

鶏から揚げのレモングラスとにんにく特製塩味

\630（税別）

13. Bò nướng lá lốp ( ﾎﾞｰ ﾇｵﾝ ﾗ ﾛｯﾌﾟ )

74. Bánh mì chiên tôm ( ﾊﾞｨﾝ ﾐｰ ﾁｴﾝ ﾄﾑ )
フランス植民地の時代に生まれたベトナム料理！

牛ひき肉の五香味のしそ葉包み焼き 

\640（税別）

フランス バンの海老のすり身包み揚げ \520（税別）

53. Sườn nướng ( ｽｵﾝ ﾇｵﾝ )

豚スペアリプの五香味焼き \480（税別）

( ｶﾞｰ ﾀﾑ ﾎﾞｯ ﾁｪﾝ ﾑｵｲ ｻｰ )

海老せんべい \270（税別）

09. Gà tẩm bột chiên muối sả

   

   

   



国産豆あじから揚げ \530（税別）

( ﾊﾞｯ ﾄｳ ﾀﾑ ﾎﾞｯ ﾁｴﾝ ｼﾞｮﾝ )

240. Cá Aji tẩm bột chiên giòn

国産豆あじに打粉を付けから揚げ \530（税別）

54. Cua tôm tẩm bột chiên
( ｸｰｱ ﾄﾑ ﾀﾑ ﾎﾞｯ ﾁｴﾝ )

ワタリガニと甘えびの唐揚げ \620（税別）

71. Bạch tuộc tẩm bột chiên

タコから揚げ \490（税別）

79. Da gà tẩm bột chiên

鶏皮せんべい \450（税別）

( ﾔ ｶﾞｰ ﾀﾑ ﾎﾞｯﾂ ﾁｴﾝ )

（生姜入りフィッシュソース）

76. Sụng gà tẩm bột chiên
       ( ｼｭﾝ ｶﾞｰ ﾀﾑ ﾎﾞｯ ﾁｴﾝ )

鶏軟骨のから揚げ \470（税別）

( ｶｰ ｱｼﾞ ﾀﾑ ﾎﾞｯ ﾁｴﾝ ｼﾞｮﾝ )

241. Cá Aji chiên giòn ( ｶｰ ｱｼﾞ ﾁｴﾝ ｼﾞｮﾝ )

（生姜入りフィッシュソース）

   



11. Cua rang muối ( ｸｰｱ ﾗﾝ ﾑｵｲ )

ソフトシェルクラブ唐揚げのレモングラスと

にんにく特製塩味添え \1420（税別）

伝統料理！

ソフトシェルクラブ唐揚げの特製タマリンド

ソース添え \1420（税別）

233. Gà rôty Việtnam ( ｶﾞｰ ﾛﾃｨ ﾍﾞﾄﾅﾑ )
フランス植民地の時代に生まれたベトナム料理！

ベトナム ハーフ ロースト チキン

カエルから揚げのにんにくバターソース添え

カエルとレモングラスのターメリック風味辛口　　炒め

\980（税別）

12. Cua rang sốt me ( ｸｰｱ ﾗﾝ ｿｯ ﾐｱ )

\998（税別）

88. Ếch tẩm bột chiên bơ tỏi
( ｴｯ ﾀﾑ ﾎﾞｯﾂ ﾁｴﾝ ﾎﾞｰ ﾄｲ )

フランス植民地の時代に生まれたベトナム料理！

\1790（税別）

325. Ếch xào sả ớt ( ｴッ ｻｵｰ ｻ ｵｯﾄ )

   

   

   

   

   

   



78. Cá nướng sốt muối ớt ( ｶﾞｰ ﾇｵﾝ ｿｯ ﾑｵｲ ｵｯﾄ )

\650（税別）

海老すり身の串揚げ \590（税別）

102. Mực nướng sốt muối ớt
 ( ﾑｯｸ ﾇｵﾝ ｿｯ ﾑｵｲ ｵｯﾄ )

魚焼き､特製塩ピリ辛    ソース添え \650（税別）

10. Chạo tôm ( ﾁｬｵ ﾄﾑ )

モンゴウ いか下足焼き､特製塩ピリ辛    ソース添え

14. Gà nướng lá chanh ( ｶﾞｰ ﾇｵﾝ ﾗ ﾁｬﾝ )

鶏肉焼き､特製塩ピリ辛    ソース添え \630（税別）

鶏肉のライム風味焼き \630（税別）

15. Nem nướng ( ﾈﾑ ﾇｵﾝ )

豚すり身の五香味の串焼き \540（税別）

101. Gà nướng sốt muối ớt
 ( ｶﾞｰ ﾇｵﾝ ｿｯ ﾑｵｲ ｵｯﾄ )

   



32. Khoai tây chiên
( ｸｱｲ ﾀｲ ﾁｴﾝ )

フライド ポテト \450（税別）

56. Chem chép nướng
( ﾁｪﾑ ﾁｪｯﾌﾟ ﾇｵﾝ )

パーナ貝の網焼き \690（税別）

229. Hành tây tẩm bột chiên
( ﾊﾝ ﾀｲ ﾀﾑ ﾎﾞｯﾂ ﾁｴﾝ )

オニオンリング \450（税別）

\590（税別）

77. Sò điệp nướng bơ hành
 ( ｿｰ ﾃﾞｨｯﾌﾟ ﾇｵﾝ ﾎﾞｰ ﾊﾝ )

ホタテ片貝バター風味の網焼き

89. Pho mai cuộn chiên
( ﾌｫﾏｲ ｸｵﾝ ﾁｴﾝ )

ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞｽﾃｨｯｸ巻揚げ \480（税別）



きのこミックス入りベトナムお好み焼き

 \1200（税別）

17. Bánh xèo tôm thịt
( ﾊﾞｲﾝ ｾｵ ﾄﾑ ﾃｨｯﾂ )

海老と豚肉入りベトナムお好み焼き 

 \1200（税別）

16. Bánh xèo nấm thập cẩm
( ﾊﾞｲﾝ ｾｵ ﾅﾑ ﾀｯﾌﾟ ｶﾑ )

（※ソースは選び頂きます：　普通 また 辛口　　）

（※ソースは選び頂きます：　普通 また 辛口　　）

（※ソースは選び頂きます：　普通 また 辛口　　）

19. Bánh ít trần (　ﾊﾞｲﾝ ｲｯﾂ ﾄﾗﾝ　)

（青豆とエビ入りのもち米粉包み蒸し）

　　　　蒸し団子 \650（税別）

（※ソースは選び頂きます：　普通 また 辛口　　）

蒸し春巻き \650（税別）

（豚ひき肉、木耳、玉ネギ入りの米粉包み蒸し）

\480（税別）

五目蒸し（豚挽き肉・春雨・玉ねぎ・木耳・玉子）

50. Chả chưng ( ﾁｬｰ ﾁｭﾝ )

18. Bánh cuốn ( ﾊﾞｲﾝ ｸｵﾝ )

   

   

   

   



57. Nghêu hấp sả ớt ( ｹﾞｳ ﾊｯﾌﾟ ｻｰ ｵｯﾄ )

かれいと生姜蒸し \680（税別）

サバのみそとキムチピリ辛　　味の蒸し

\680（税別）

75. Cá hấp nấm rơm ( ｶｰ ﾊｯﾌﾟ ﾅﾑ ﾛﾑ )

天然はまぐりとレモングラスのピリ辛　　蒸し \720（税別）

 ( ｶｰ ﾊｯﾌﾟ ｷﾑﾁ ｳﾞｫｲ ﾐｿ ｳﾞｨ ｶｲ )

96. Cá Karei hấp hành gừng ( ｶｰ ﾊｯﾌﾟ ﾊﾝ ｸﾞﾝ )

魚とふくろきのこ蒸し \690（税別）

97. Cá Saba hấp Kimchi với Miso vị cay

288. Nghêu xào sa tế ( ｹﾞｳｰ ｻｵｰ ｻﾃ )

鶏肉と生姜蒸し \650（税別）

70. Gà hấp hành gừng ( ｶﾞｰ ﾊｯﾌﾟ ﾊﾝ ｸﾞﾝ )

天然はまぐりのサテ風味の辛口　　炒め \720（税別）

   

   



289. Nghêu xào dừa ( ｹﾞｳ ｻｵｰ ﾕｱｰ )

天然はまぐりのココナッツ風味の炒め \720（税別）

22. Cá xào chua ngọt cay
 ( ｶｰ ｻｵｰ ﾁｭｱｰｺﾞｯｸ ｶｲ )

魚フライの特製甘酸っぱい辛口　　ソース炒め \800（税別）

エビの甘酸っぱい辛口　　炒め \800（税別）

281. Rau thập cẩm xào
(ﾗｳ ﾀｯﾌﾟ ｶﾑ ｻｵｰ)

洋風野菜ミックスの炒め \780（税別）

20. Rau muống xào tỏi (ﾗｳ ﾑｵﾝ ｻｵｰ ﾄｲ)

空芯菜のにんにく炒め \760（税別）

61. Tom xao chua ngot cay
(ﾄﾑ ｻｵｰ ﾁｭｱｰ ｺﾞｯｸ ｶｲ)

   



イカの特製甘酸っぱい辛口　　ソース炒め

 \800（税別）

イカとブロッコリー炒め \800（税別）

60. Bò xào hành tây (ﾎﾞｰ ｻｵｰ ﾊﾝ ﾀｲ)

牛肉とブロッコリー炒め \800（税別）

牛肉と玉ネギ炒め \800（税別）

58. Bò lúc lắc ( ﾎﾞｰ ﾙｯ ﾗｯｸ )

62. Mực xào chua ngọt cay

59. Bò xào bông cải (ﾎﾞｰ ｻｵｰ ﾎﾞﾝ ｶｲ)

サイコロ牛肉ステーキのにんにく炒め \800（税別）

(ﾑｯｸ ｻｵｰ ﾁｭｱｰ ｺﾞｯｸ ｶｲ)

竹の子と牛肉の辛口 　　　 炒め \800（税別）

280. Mực xào bông cải (ﾑｯｸ ｻｵｰ ﾎﾞﾝ ｶｲ)

21. Măng xào thịt bò vị cay (ﾏﾝ ｻｵｰ ﾃｨｯ ﾎﾞｰ)

   



284. Bánh phồng tôm thịt heo xào sả ớt

23. Gà xào sả ớt (ｶﾞｰ ｻｵｰ ｻｰ ｵｯﾄ)

辛口　　炒め \780（税別）

鶏肉とレモングラスのターメリック風味

(ﾃｨｯ ﾍｵ ﾊﾞﾑ ｻｵｰ ｻｰ ｵｯﾄ)

豚挽き肉とレモングラスの辛口　　炒め

286. Bánh phồng tôm Nghêu xào sả ớt

あさりとレモングラスの辛口　　炒め

海老唐揚げのタマリンド ソース添え

＆ 海老せんべい　\780（税別）

285. Tôm rang sốt me

(ｹﾞｳ ｻｵｰ ｻｰ ｵｯﾄ)

 

＆ 海老せんべい　\780（税別）

豆腐とレモングラスの辛口　　炒め \630（税別）

（ﾀﾞｳ ﾌ ｻｵｰ ｻｰ ｵｯﾄ）

63. Đậu hủ xào sả ớt \1320（税別）

 ( ﾄﾑ ﾗﾝ ｿｯ ﾐｱ )



25. Phở Bò( ﾌｫｰ ﾎﾞｰ )

24. Phở Gà（ﾌｫｰ ｶﾞｰ )

鶏肉入りの平打ちライス ヌードル

\780（税別）

牛肉入りの平打ちライス ヌードル \800（税別）

283. Trứng chiên khổ qua (ﾄﾙﾝ ﾁｴﾝ ｺｰ ﾜ)

ゴーヤと玉子の炒め \630（税別）

トマトと玉子の炒め \630（税別）

282. Trứng chiên càtômát (ﾄﾙﾝ ﾁｴﾝ ｶﾄﾏﾄ)

   



328. Bún Bò giò Heo( ﾌﾞﾝ ﾎﾞｰ ｼﾞｮｰ ﾍｵ )

ベトナムのハムと牛肉入り丸ライス ヌードルに

ベトナムのハム、牛肉、豚足入り丸ライス ヌードルにスープは

レモングラスと赤唐辛子を効かせるのが特徴 \1200（税別）

スープはレモングラスと赤唐辛子を効かせる

のが特徴 \850（税別）

平打ちライス ヌードル \1200（税別）

321. Phở Bò tái( ﾌｫｰ ﾎﾞｰ ﾀｲ )

\1200（税別）

レア牛肉入りの平打ちライス ヌードル

26. Bún Bò Huế ( ﾌﾞﾝ ﾎﾞｰ ﾌｪｰ )

324. Giò cháo quẩy ( ｼﾞｮ ﾁｬｵ ｸｧｲ  )
揚げパン （１本） \120（税別）

322. Phở Bò tái lăn( ﾌｫｰ ﾎﾞｰ ﾀｲ ﾗﾝ )

牛肉とにんにく炒め入りの

   

   



29. Bún chả giò （ ﾌﾞﾝ ﾁｬｰ ｼﾞｮｰ )

ソースかけ \790（税別）

323. Bún bò Nam bộ
（ ﾌﾞﾝ ﾎﾞｰ ﾅﾑ ﾎﾞ )

フィッシュ ソースかけ \1200（税別）

（※ソースは選び頂きます：　普通　また　辛口　　）

（※ソースは選び頂きます：　普通　また　辛口　　）

ミックスのせ冷しビーフン、特製甘酸っぱい

牛肉と玉ネギのレモングラス炒めと生野菜

南部の郷土料理

揚げ春巻きと生野菜ミックスのせ冷しビーフン､

特製甘酸っぱいフィッシュソースかけ

（※ソースは選び頂きます：　普通　また　辛口　　）

27. Bún thịt nướng （ ﾌﾞﾝ ﾃｨｯﾂ ﾇｵﾝ )

豚肉の五香味焼きと生野菜ミックスのせ冷し

ビーフン､特製甘酸っぱいピリ辛フィッシュ

\790（税別）

 \780（税別）

トマト、野菜と鶏肉入りの春雨スープ麺

牛すじ団子と牛すじ入りの平打ちライスヌードル

 \1200（税別）

( ﾌｫｰ ﾎﾞｰ ｳﾞｫ ｳﾞｨｴﾝ ｶﾞﾝ)

329. Phở Bò vò viên gân

28. Miến Gà （ ﾐｴﾝ ｶﾞｰ )

   

   

   



30. Miến xào tôm thịt ( ﾐｴﾝ ｻｵｰ ﾄﾑ ﾃｨｯﾂ )

104. Miến xào rau thập cẩm
( ﾐｴﾝ ｻｵｰ ﾗｳ ﾀｯﾌﾟ ｶﾑ )

野菜ミックス入り春雨炒め \780（税別）

野菜、豚肉、エビ入りのもちもち平打ち

野菜・イカ・豚肉・エビ入りのベトナム炒め麺

野菜、エビ、豚肉入りの春雨炒め \790（税別）

海鮮と野菜入り春雨炒め \1200（税別）

103. Miến xào hải sản
( ﾐｴﾝ ｻｵｰ ﾊｲ ｻﾝ )

ライス ヌードル炒め \790（税別）

31. Hủ tiếu xào ( ﾋｭｰ ﾃｨｴｳ ｻｵｰ )

￥1200（税別）

64. Mì xào thập cẩm (ﾐｰ ｻｵｰ ﾀｯﾌﾟ ｶﾑ )

   

   



￥800（税別）

290. Cơm thịt heo bằm xào sả ớt
（ ｺﾑ ﾃｨｯ ﾍｵ ﾊﾞﾑ ｻｵｰ ｻｰ ｵｯﾄ )

目玉焼き付、豚挽き肉とレモングラスの

辛口炒め \890（税別）

33. Cơm chiên( ｺﾑ ﾁｴﾝ )
エビと豚肉入りベトナムの焼き飯 \890（税別）

（※選び頂きます：　普通　また　辛口　　　　　）

ベトナムのお粥　 \850（税別）

65. Cơm cà ri gà ( ｺﾑ ｶﾘｰ ｶﾞｰ )

ココナッツ入りベトナム チキン カリー ライス

34. 鶏肉のお粥 ( Gà )
35. エビのお粥 ( Tôm )

36. 魚のお粥 ( Cá )
37. 牛肉のお粥 ( Bò )

Cháo Việt nam ( Cá,Bò,Tôm,Gà )

※ 選び頂きます：

   

   

   



ゴーヤーの肉詰め スープ \1200（税別）

69. Súp bò vò viên ( ｽｰﾌﾟ ﾎﾞｰ ｳﾞｫ ｳﾞｨｴﾝ )

牛すじ団子スープ \860（税別）

（さっぱり塩風味）

67. Canh khổ qua ( ｶﾝ ｺｰ ﾜ )

38. エビ入りタマリンドースープ ( Tôm )

少しくせのある味で、日本の食べ物でいうと甘酸っぱい

フルーツのいい種です。タマリンドの味は甘酸っぱく、

梅干や干し柿などと表現されることが多いです。

塾して茶色になったサヤの果実は、スパイスとして

カレーやスープなどアクセントとして使われます。

※ タマリンドの味わいは

Canh chua ( Cá hoặc Tôm )
タマリンドスープ \1200（税別）

※ 選び頂きます：

39. 魚入りタマリンドースープ ( Cá )

   

   

   

   

   

   



46. Bánh chuối hấp ( ﾊﾞｲﾝ ﾁｭｵｲ ﾊｯﾌﾟ )

（写真はココナッツ アイスです♪）

40. Chè đậu trắng ( ﾁｪｰ ﾀﾞｳ ﾄﾗﾝ )

ココナッツミルク入り白豆ともち米のぜんざい \470（税別）

41. Chuối nướng ( ﾁｭｵｲ ﾇｵﾝ )

42. Chuối chiên ( ﾁｭｵｲ ﾁｴﾝ )

揚げバナナにハチミツかけ \470（税別）

ココナッツミルクとしょうが入り大福 \470（税別）

（写真はココナッツミルクとしょうが入り大福です♪）

45. Kem xoài （ ｹﾑ ｿｱｲ ）

マンゴータンゴ アイス \470（税別）

43. Chè trôi nước ( ﾁｪｰ ﾄﾛｲ ﾇｯｸ )

（ココナッツの風味が濃厚な一品です）

（爽やかなマンゴーと特選バニラの運命的な出逢いが甘いハーモニーを奏でます）

バナナ蒸しケーキ、タピオカ入りココナッツミルクソース添え \470（税別）

バナナ焼き、タピオカ入りココナッツミルクソース添え \470（税別）

ココナッツ アイス \470（税別）

44. Kem dừa ( ｹﾑ ﾕｱｰ ）    

   

   


