
グランドメニュー

PHANPHO
ファンフォー



【生ビール・プレモル】

生ビール 小 ¥330(税込)

中ジョッキ ¥385(税込)

大ジョッキ ¥539(税込)

【ハイボール・サントリー角ハイ】

中ジョッキ ¥363(税込)

【各種サワー】

レモンサワー ¥363(税込

トマトサワー ¥385(税込

ぶどうサワー ¥363(税込

グレープサワー ¥363(税込

梅サワー ¥363(税込)



【ロック・水割り】

梅酒 ¥385(税込)

【ワイン】

赤ワイン ¥407(税込)

白ワイン ¥407(税込)

【チューハイ】

お茶ハイ ¥363(税込

ウーロンハイ ¥363(税込

アルコール飲み放題 90分 女性 ¥1,639(税込)

男性 ¥2,079(税込)
延長はプラス¥550(税込)で30分迄となりこれ以後は単品でのご注文となります

お一人様2セット飲み放題のご注文はできません。

ソフトドリンク
ドリンクバー

料理をご注文のお客様に限り¥242(税込)

ソフトドリンクのみ ¥429(税込)

小学生未満のお子様は無料



ベトナムのお酒に挑戦してみませんか

【瓶ビール】

ハイネケン ¥550(税込)

【瓶ビール】

333ビール ¥572(税込)

【瓶ビール】

サイゴンビール ¥572(税込)

【飲みすぎ注意】ベトナムのアルコール度数が非常に強いお酒です

ベトナム人の多くは、キャップについでストレートで飲んでいます。

ネップ・カム
¥451(税込)

ネップ・モイ
¥451(税込)

ネップ・モイ
¥451(税込)

※ボトルキープは
できません

※ボトルキープは
できません

※ボトルキープは
できません



【コーヒー】
◆ベトナムスペシャルコーヒー(レギュラー) ¥495(税込)
◆ベトナムチュン グエンコーヒー(インスタント)¥385(税込)
ホット・アイスお選び頂けます

ベトナムでのコーヒーは、画像のようにコーヒーに練乳を入れるなど甘い飲み物
のイメージがあるため、『ブラックコーヒー』を注文しても、砂糖入りで出てき
ます。甘くないコーヒーをご希望の場合、ご注文時に砂糖を入れないでとお伝え
ください。※レギュラーコーヒーは抽出にお時間15分程度頂戴致します



茹で豚ホルモンの盛り合わせ

Lòng Mẹt Tổng Hợp

写真は4人分ですが
1人、2人、3人分と調整できます。
ご注文時にご指定ください。

アヒルの茹で料理
VỊT LUỘC

¥880（税込）

アヒルのてり焼き・ハーフ
VỊT QUAY・1/2

¥1,980（税込）

アヒルのてり焼き
1羽分

VỊT QUAY

¥3,520（税込）

カエルのヌクマム揚げ
ẾCH CHIÊN MẮM

¥1,199（税込）

カエルのレモングラス炒め

CH XÀO XẢ ỚT

¥1,199（税込）

カエルの唐揚げ(塩味)
ẾCH CHIÊN MUỐI 

¥1,199（税込）



鍋
始
め
ま
し
た

海鮮エビ蟹鍋

海鮮カニ鍋

アヒル肉鍋

この他に鍋用野菜の盛り合わせと土
鍋スープも付きます。画像は4人分
のイメージです

この他に鍋用野菜の盛り合わせと土鍋
スープも付きます。画像は4人分のイ
メージです

この他に鍋用野菜の盛り合わせと土鍋
スープも付きます。画像は4人分のイ
メージです

み
ん
な
で

食
べ
る
と
よ
り

温
ま
る

大人3人分¥4,200～

大人3人分¥4,200～

大人3人分¥4,200～

(税込)

(税込)

(税込)

4人分鍋をご注文いただきますと
このようなイメージとなります

lẩu hải sản và cua tuyết

lẩu hải sản và ghẹ

lẩu vịt



lẩu hải sản và cua tuyết  cho 1 người với bia hơi

1名～2名様用鍋生ビールセット

画像はイメージです

1人分セット¥1,500
2人分セット¥3,000

●海鮮エビ蟹鍋/lẩu hải sản và cua tuyết

(税込)

(税込)

●海鮮カニ鍋/lẩu hải sản và ghẹ

●アヒル肉鍋/ lẩu vịt

お一人様鍋はじめました

●牛肉鍋/ lẩu bo

下記から鍋の種類と1人分または2人分をお選びください

セット内容は鍋料理と中生ビール1杯のセットとなります



豚ひき粥

¥980(税込)

濃厚鶏ガラ粥

¥1,050(税込)

¥950(税込)

海鮮牡蠣粥

※盛り付けのパクチーは、有り無しがお選び頂けます

豚ホルモン粥

ị ă

¥890(税込)



(生・揚げ春巻き・デザート付) (生・揚げ春巻き・デザート付) (生・揚げ春巻き・デザート付)

(生・揚げ春巻き・デザート付) (生・揚げ春巻き・デザート付) (生・揚げ春巻き・デザート付)

(生・揚げ春巻き・デザート付) (生・揚げ春巻き・デザート付) (生・揚げ春巻き・デザート付) (生・揚げ春巻き・デザート付)

(税抜価格890円)

●炒飯セット ¥1,639(税込)

●半炒飯セット¥1,309(税込)

(税抜価格890円)

●炒飯セット ¥1,639(税込)

●半炒飯セット¥1,309(税込)

(税抜価格870円)

●炒飯セット ¥1,617(税込)

●半炒飯セット¥1,287(税込)

(税抜価格850円) (税抜価格930円) (税抜価格850円)

(税抜価格890円) (税抜価格810円)
(税抜価格950円) (税抜価格870円)

●炒飯セット ¥1,595(税込)

●半炒飯セット¥1,265(税込)

●炒飯セット ¥1,683(税込)

●半炒飯セット¥1,353(税込)

●炒飯セット ¥1,595(税込)

●半炒飯セット¥1,265(税込)

●炒飯セット ¥1,639(税込)

●半炒飯セット¥1,309(税込)

●炒飯セット ¥1,551(税込)

●半炒飯セット¥1,221(税込)

●炒飯セット ¥1,705(税込)

●半炒飯セット¥1,375(税込)

●炒飯セット ¥1,617(税込)

●半炒飯セット¥1,287(税込)

月～金 11時～16時迄(土日・祝日除く)

①

A.

B.

② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

A. A.

A. A. A.

A. A. A. A.

B. B.

B. B. B.

B. B. B. B.

の

当店の全てのメニューには、
健康に効果のある、
還元水にて調理しております。

¥979 ¥979 ¥870

¥935 ¥1,023 ¥935

¥979 ¥891 ¥1,045 ¥957

LUNCH



Ú Ị ƯỚ

Ở À

Ú Ả À Ộ

Ú Ả Ò

レギュラーメニュー

麺料理

トッピング
・パクチー大盛り(Thêm Rau mui)・・110円(税込)
・麺大盛り(Thêm mì)・・・・・・・ 66円(税込)
・牛肉追加3枚(Thêm 3 miếng bắp bò)

・・165円(税込)
・鶏肉追加3枚(Thêm 3 miếng thịt gà)

・・160円(税込)

※

Cộng 209 yên (đã bao gồm thuế) nem rán, nem tươi, set tráng miệng.
※

Bạn có thể gọi một suất cơm chiên + 660 Yên (đã bao gồm thuế) / 1 suất cơm chiên 
nửa phần + 330 Yên (đã bao gồm thuế).

Món mì



人気メニュー

注目メニュー

バインセオ
Bánh xeo ￥1,001(税込)

バイン・コット
BÁNH KHỌT 

¥891(税込)

バインクオン
BÁNH CUỐN

¥891(税込)

揚げたて揚げ春巻き

2本￥330(税込)

4本￥660(税込)

鶏焼肉の バイン ミー
BÁNH MÌ GÀ

¥550(税込)

揚げ卵とレバーパテの
バイン ミー BÁNH MÌ TRỨNG

¥550(税込)

チャーシューとレバーパテの
バイン ミー BÁNH MÌ PATE XÁ XÍU

¥572(税込)

海老と豚肉の生春巻き 厚揚げ豆腐の生春巻き 鶏肉の生春巻き
GỎI CUỐN TÔM THỊT GỎI CUỐN ĐẬU GỎI CUỐN GÀ

¥495(税込) ¥440(税込) ¥495(税込)



鶏肉のレモンリーフ焼き
CƠM GÀ NƯỚNG

¥700(税込) 

ランチメニューとしてご注文頂けます
ランチタイムは、11時～16時まで定食

店長のおすすめ品

揚げたてからあげ
GÀ KARAAGE

¥594(税込)

レモングラス
鶏肉炒め

GÀ XÀO XẢ ỚT
¥891(税込) 

11時～16時迄の
ランチタイム時には
なんと無料に！！

レバニラ炒め
GAN XÀO GIÁ HẸ

¥638(税込) 

鶏肉のレモンリーフ炒め
GÀ XÀO LÁ CHANH 

¥891(税込) 

豚ホルモンの高菜炒め
LÒNG XÀO DƯA 

¥825 (税込)

豚スペイリブの塩焼き
SƯỜN RANG MUỐI 

豚スペイリブの甘味炒め
SƯỜN XÀO CHUA NGỌT 

¥792 (税込) 

牛肉の小松菜炒め
BÒ XÀO CẢI NGỌT 

¥814 (税込) ¥792 (税込)

ﾌﾟﾗｽ165円(税込)(定食メニュー限定)にて
定食セットにできます。
ライス大盛はﾌﾟﾗｽ66円(税込)

ﾗｲｽ 生野菜 漬物 ｽｰﾌﾟ

●料理をご注文で＋242円(税込)
ドリンクバー付き

(すべての料理メニューが対象)
●ドリンクバー単品 429円(税込)

豚ロース肉焼き
CƠM SƯỜN NƯỚNG

¥781(税込)

ご飯大盛66円(税込) 

鶏肉のレモンリーフ焼き
CƠM GÀ NƯỚNG

¥770(税込) 
ご飯大盛66円(税込)

海鮮チャーハン
CƠM CHIÊN HẢI SẢN 

¥792(税込) 

海鮮半チャーハン

¥341(税込)

牛肉の高菜チャーハン
CƠM CHIÊN DƯA BÒ 

¥792(税込)

牛肉の高菜半チャーハン

¥341(税込)

ミックスチャーハン
CƠM CHIÊN THẬP CẨM 

¥770(税込)

ミックス半チャーハン

¥330(税込) 



レギュラーメニュー

サラダ、生野菜

牛、豚、カニ

蒸し鶏とキャベツのサラダ

GỎI GÀ BẮP CẢI ¥759(税込) 

豚耳千切りの甘辛サラダ

GỎI TAI HEO ¥869(税込) 

蒸し鶏とレモンリーフのサラダ

GỎI GÀ LÁ CHANH ¥869(税込)

海鮮甘辛サラダ

GỎI HẢI SẢN ¥869(税込) 

豆苗にんにく炒め

RAU MẦM XÀO TỎI ¥660(税込)

小松菜にんにく炒め

CẢI NGỌT XÀO TỎI ¥671(税込)

カニの
ヌクマム 揚げ
CUA CHIÊN MẮM

¥924(税込)

カニのタマリンド

ソース揚げ

CUA CHIÊN ME

¥924(税込)

蒸し牛スネ肉の甘辛ミックス
BẮP BÒ TRỘN CHUA NGỌT 

¥935(税込)

牛肉の小松菜炒め
BÒ XÀO CẢI NGỌT

¥814(税込)

豚子袋のこネギ蒸し
DỒI TRƯỜNG HẤP HÀNH 

¥979(税込)



豚肉のレモングラス串焼き

レギュラーメニュー

鶏

おつまみ

手羽先のヌクマム揚げ
CÁNH GÀ CHIÊN MẮM

¥759(税込)

手羽先のタマリンドソース揚げ
CÁNH GÀ SỐT ME

¥759(税込)

鶏足の塩味揚げ
CHÂN GÀ RANG MUỐI 

¥770(税込)

鶏足のサテソース揚げ
CHÂN GÀ SATE

¥770(税込)

手羽先のサテソース揚げ
CÁNH GÀ CHIÊN SATE

¥759(税込) 

レモンリーフの湯で鶏
GÀ LUỘC LÁ CHANH

¥825(税込) 

鶏の砂肝ぺりぺり揚げ
MỀ GÀ CHIÊN GIÒN

¥715(税込) 

砂肝のレモングラス炒め
MỀ GÀ XÀO XẢ ỚT

¥715(税込)

アサリのサテソース炒
NGAO XÀO SATE

¥649(税込)

蒸しアサリの
レモングラススーフ

NGAO HẤP X

¥649(税込) 

鶏肉の塩味串焼き

GÀ XIÊN ¥363(税込)

エビマヨ
TÔM CHIÊN ¥649 (税込)

冷やしきゅうり
DƯA CHUỘT ¥319(税込)

牛肉の巻き串焼き
BÒ CUỘN XIÊN  ¥671

(税込)

イカ揚げ
MỰC CHIÊN ¥572(税込)

枝豆
ĐẬU LUỘC ¥319(税込)

HEO XIÊN ¥605(税込)

鶏肉のレモンリーフ焼き

GÀ NƯỚNG LÁ CHANH ¥561

豆腐のレモングラス塩味
ぺりぺり揚げ

ẬU CHIÊN MUỐI XẢ 

¥539(税込)

ベトナムのハム

GIÒ LỤA ¥550(税込)

海老せんべい

PHỒNG TÔM ¥319(税込)
(税込)

揚げたてポテトフライ

KHOAI TÂY CHIÊN ¥385
(税込) 

冷やしトマト
CÀ CHUA LẠNH ¥352(税込) 

軟骨唐揚げ
SỤN CHIÊN GIÒN

¥429(税込)



Dessert&Soft Drink

スムージー
SINH TỐ
¥517(税込)

抹茶のタピオカチェー
chè với kem trà xanh

¥550(税込)

タピオカチェー
CHÈ

¥440(税込)

紫いものタピオカチェー
chè với kem khoai môm

¥550(税込)

アイスクリーム
KEM 
¥473
(税込)

ドリンクバー飲み放題

料理をご注文のお客様に限り

￥242(税込)
ドリンクバーのみ ￥429(税込)
※小学生未満のお子様は無料

アボガド

マンゴー

パイナップル

ココナッツ

むらさきいも

マンゴー




