
Drink Menu

ビール
Beer

生ビール（プレミアムモルツ） ¥680
SUNTORY The PREMIUM MALT'S Draft

333 ¥850
333Beer(Ba Ba Ba)

バーバーバー（３３３）は日本人の
味覚によく合い当店でも定番で一番
人気のビールです！口当たりはソフト
で泡も香りが良くベトナム料理にぴっ
たりです！

サイゴンビール ¥850
Saigon Beer

サイゴン（現ホーチミン）を代表す
るビール。コクがありつつも、スカッ
とした飲み口。ドライな刺激と適度
な苦みが、スパイシーな料理によく
合います。

サイゴンスペシャル      ¥850
Saigon special

副原料は一切使用せず、厳選され
たモルト100% のピルスナービール。
サイゴンに比べると香り高く、後味
に黒糖の風味があります。泡立ちが
良く、飲みやすい一品！

タイガービール ¥900
Tiger Beer

長年シンガポールで親しまれている、
キメ細やかな泡のスッキリしたビール。
現地の定番乾杯ビールです。
迷ったならまずはこれ！

・オールフリー  ¥550
　Non-Alcohol Beer

・シャンディーガフ ¥750
　Shandy Gaff

カクテル
Cocktail

・ジントニック  ¥800
　Gin Tonic

・ジンバック ¥800
　Gin Back

・ジンソーダ ¥750
　Gin Soda

・ラムコーク ¥750
　Rum Coke

・ラムソーダ ¥700
　Rum Soda

・カシスウーロン ¥750
　Cassis Oolong Tea

・カシスオレンジ ¥750
　Cassis Orange

・カシスソーダ ¥700
　Cassis Soda

・バナナトニック ¥750
　Banana Tonic

・バナナソーダ ¥700
　Banana Soda

・ディタオレンジ ¥750
　Dita Orange

・ディタソーダ ¥700
　Dita Soda

・モスコミュール ¥750
　Moscow Mule

・ブルドック ¥750
　Vodka Grapefruit

・ウォッカソーダ ¥700
　Vodka Soda

・マリブコーク ¥750
　Malibu Coke

・マリブオレンジ ¥750
　Malibu Orange

・ピーチウーロン ¥750
　Peach Oolong Tea

・ファジｰネーブル ¥750
　Fuzzy Navel

・マンゴヤンオレンジ ¥750
　Mango Orange

・マンゴヤンソーダ ¥700
　Mango Soda

・パッソアオレンジ ¥750
　Passoa Orange

・パッソアソーダ ¥700
　Passoa Soda

酎ハイ&果実酒
Chu-hi & Fruit Wine

・グァバハイ  ¥620
　Guava Hi

・パインハイ ¥620
　Pineapple Hi

・マンゴーハイ ¥620
　Mango Hi

・グレフルハイ ¥620
　Grapefruit Hi

・ウーロンハイ ¥620
　Oolong Hi

・ジャスミンハイ ¥620
　Jasmine Hi

・はす茶ハイ ¥620
　Lotas Tea Hi

・梅酒 ¥620
　Plum Wine

ハイはサワーにもできます！ 

梅酒は飲み方をロック、ソーダ割、

水割りよりお申し付けください。

ワイン&スパークリング
Wine & Sparkling Wine

スパークリング　グラス ¥750 
Sparkling Wine Glass

ワインボトル、グラスのリストは
別紙にありますので、お申し付けください。

We have the another Wine List. Please ask us.

ワイン＆スパークリング
カクテル

Wine & Sparkling Wine Cocktails

・キティ ¥750
　Kitty

・キール ¥750
　Kir

・オペレータ ¥750
　Operator

・キールロワイヤル ¥850
　Kir-Royal

・マンゴヤンスパ ¥850
　Mango Sparkling 

・ピーチスパ ¥850
　Peach Sparkling

・ディタスパ ¥850
　Dita Sparkling

・バナナスパ ¥850
　Banana Sparkling

・パッソアスパ ¥850
　Passoa Sparkling

生搾りサングリア
Fresh Fruit Sangria

・赤サングリア（オレンジ） ¥850
　Red Sangria

・白サングリア（グレープフルーツ） ¥850
　White Sangria

ベトナムスピリッツ
Vietnamese Spirits

絶対飲んで欲しいナンバー１です！
・ネップモイ（黄色もち米） ¥780
　Nep Moi

・ルアモイ（うるち米） ¥780
　Lua Moi

・フエ スペシャル ¥780
　Hue Special

割り方 : ソーダ割／水割り／ロック より、

お申し付けください。

ウィスキー
Whisky

・角 ¥580
　Kaku

・知多 ¥900
　Chita

・碧 ¥1,000
　Ao

・メーカーズマーク ¥850
　Maker's Mark

オリジナルハイボール
Original Highball

・ジンジャーハイボール ¥750
　Ginger Highball

・レモンハイボール ¥750
　Lemon Highball

パクチー、ミントカクテル
Coriander & Mint Cocktails

・パクチーサワー ¥850
　Coriander Sour

・パクチーハイボール ¥850
　Coriander Highball

・パクチーモヒート ¥850
　Coriander Mojito

・オリジナルミントモヒート ¥850
　Original Mint Mojito

コーヒー
Coffee

ブレンドコーヒー（ICE/HOT）  ¥500
Blended Coffee

カフェラテ（ICE/HOT）  ¥550
Cafe Latte

ベトナムコーヒー （ICE/HOT）  ¥600
Vietnamese Coffee

ベトナムコーヒー  コンデンスミルク付き
 （ICE/HOT） ¥650
Vietnamese Coffee with Condensed milk

紅 茶
Tea

アールグレー　（ICE/HOT） ¥550
Earl Grey 

ノンカフェインティー　（HOT） ¥550
Caffeine-free Tea

追　加  ： 
レモンカット ¥50　　ミルク ¥100
Topping: 

 Slice of Lemon 50 Yen,  Milk 100 Yen

ソフトドリンク
Soft Drink

グァバジュース ¥550
Guava Juice

パイナップルジュース ¥550
Pineapple Juice

マンゴージュース ¥550
Mango Juice

クランベリージュース ¥550
Cranberry Juice

コーラ ¥550
Coke

強炭酸水 ¥550
Sparkling Water

ウーロン茶　（ICE/HOT） ¥550
Oolong Tea

ジャスミン茶　（ICE/HOT） ¥550
Jasmine Tea

蓮茶　（ICE/HOT） ¥550
Lotas Tea

ジンジャーエール ¥600
Ginger Ale

レモンスカッシュ ¥600
Lemon squash

ホットレモネード ¥600
Hot Lemonade

ソフトドリンク
Original Softdrink

DDSK
自家製

自家製シロップを使用した
オリジナルドリンクです。
是非お楽しみください！


