Starters 前菜


Greca salad (mixed salad, tomato, feta cheese, olive, cucumber &lemon dressing)

99,000

グレーカサラダ －トマト、フェタチーズ、オリーブ、キュウリ、レモンドレッシングのミックスサラダ



Chef’s salad

149,000

(Mixed salad, carrot, corn, walnut tossed with sweet & sour sesame dressing and crispy taro)
シェフズサラダ
－ ニンジン、コーン、クルミ、クリスピータロイモ、サワースイートセサミドレッシングのミックスサラダ



Nossa platter

399,000

(salami milano, salami spicy, parma ham, black olive, parmesan, blue cheese & cracker)
Nossa プラッター
－ミラノサラミ、スパイシーサラミ、パルマハム、ブラックオリーブ、パルメザンチーズ、ブルーチーズ、クラッカーの盛り合わせ



Nossa rainbow

149,000

(Mixed salad with tomato, corn, olive, eggs, pan fried chicken breast & balsamico dressing)
Nossa レインボー
－トマト、コーン、オリーブ、卵、フライドチキンとバルサミコドレッシングのミックスサラダ



Beef salad (pan-fried Australian beef, arugular salad & lemon dressing)

149,000

Parma ham & honey melon

179,000

Smoked salmon (arugular tossed with lime dressing & caper)

189,000

New Zealand mussels with cream sauce

189,000

Calamari with cocktail sauce

149,000

ビーフサラダ － オーストラリア産ビーフ、ルッコラとレモンドレッシングのミックスサラダ



パルマハム&ハニーメロン



スモークサーモン － ルッコラ、ケッパー、ライムドレッシング添え



ニュージーランド産ムール貝のクリームソースかけ



カラマリのカクテルソースかけ

Prices are in VND and subject to 5% service charge

価格はすべてベトナムドンです。5％のサービス料が加算されます。



Caesar salad (cream sauces, romaine, anchovy, bacon, crouton & salmon or chicken)

149,000

シーザーサラダ － ロメインレタス、アンチョビ、ベーコン、クルトン、サーモン or チキンのクリームソースかけ



Pan – seared Us scallop

149,000

wrapped in bacon, balsamic reduction, lobster roe & mixed salad tossed with lime dressing
アメリカ産ホタテソテー
－ ホタテのベーコン巻、バルサミコ酢、ロブスター卵、ライムドレッシングのミックスサラダ



Seafood salad (mixed salad, prawn, clam, scallop, squid, lemon dressing)

149,000

Creamy pumpkin soup with bacon

119,000

Creamy mushroom soup

119,000

Spicy tomato seafood soup (mixed seafood with spicy tomato sauce)

149,000

シーフードサラダ － エビ、二枚貝、ホタテ、イカ、レモンドレッシングのミックスサラダ



ベーコン入りクリーミーパンプキンスープ



クリーミーマッシュルームスープ



スパイシートマトシーフードスープ －スパイシートマトソースとシーフードのミックススープ

Prices are in VND and subject to 5% service charge

価格はすべてベトナムドンです。5％のサービス料が加算されます。

Pasta

パスタ

Choices of pasta & sauce - mì Ý tự chọn (spaghetti, fettuccine)
パスタはスパゲッティ or タリアッテレの 2 種類からお選びいただけます。


Aglio olio (garlic, chilli & extra virgin olive oil)

199,000

Carbonara (cream sauce with egg & bacon

219,000

Bolognese (hand chop Aus beef with mixed sauce tomato, celery, onions & carrot)

219,000

アーリオオーリオ －ガーリック、チリソース、エクストラバージンオリーブオイル入り



カルボナーラ －エッグベーコンとクリームソースの濃厚カルボナーラ



ボロネーゼ －オーストラリア産ビーフチョップとトマト、セロリ、タマネギ、ニンジンソースのボロネーゼ



Amatriciana (tomato sauce, garlic, chili & bacon)
アマトリチャーナ －ガーリック、チリ、ベーコンのトマトソースパスタ

219,000



Pesto sauce sautéed with prawn －海老のペストソースソテーパスタ

219,000



Spicy crab meat with garlic, spicy chili & basil

219,000

Mixed seafood with tomato sauces with & anchovy

229,000

Aglio olio (garlic, chili, olive oil & pan-fried salmon)

249,000

ピリ辛カニとガーリック、チリ、バジルのパスタ



トマトソースとアンチョビのミックスシーフードパスタ



アーリオオーリオ －ガーリック、チリソース、オリーブオイル、炙りサーモンソテー入り



Risotto リゾット

Mushroom (mixed mushroom & parmesan cheese)

249,000

マッシュルームリゾット －マッシュルームとパルメザンチーズ入り


Seafood (tomato sauce, prawn, clam, scallop, squid, cream & pamesan)

269,000

シーフードリゾット －トマトソース、エビ、二枚貝、ホタテ、イカ、クリーム、パルメザンチーズ入り


Cheeses (cream, parmesan, cheddar & gorgonzola)
チーズリゾット －クリーム、パルメザンチーズ、チェダーチーズ、ゴルゴンゾーラチーズ入り

Prices are in VND and subject to 5% service charge

価格はすべてベトナムドンです。5％のサービス料が加算されます。

339,000

Pizza ピッツァ


Magherita (tomato, basil, mozzarella cheese)

219,000

マルゲリータピッツァ －トマト、バジル、モッツアレラチーズ入り


Hawaii (cooked ham, pineapple, tomato sauce & mozzarella cheese)

239,000

ハワイアンピッツァ －ハム、パイナップル、トマトソース、モッツアレラチーズ入り



Seafood (prawn, clam, scallop,squid,mussel tomato sauce & mozzarella cheese)

249,000

シーフードピッツァ －エビ、二枚貝、ホタテ、イカ、ムール貝、トマトソース、モッツアレラチーズ入り



Beef (BBQ sauce, australian beef & mozarella cheese)

259,000

ビーフピッツァ －BBQ ソース、オーストラリア産ビーフ、モッツアレラチーズ入り


Simone (tomato sauces, mozzarella, grilled capsicum, black olive & anchovies)

259,000

シモーネピッツァ －トマトソース、モッツアレラチーズ、焼きトウガラシ、ブラックオリーブ、アンチョビ入り



Parma ham (parma ham, tomato sauce & mozzarella cheese)

259,000

パルマハムピッツァ －パルマハム、トマトソース、モッツアレラチーズ入り



Salami (salami milano or salami spicy or mixed - (black olive, tomato sauces & mozarella)

279,000

サラミピッツァ
－ミラノサラミ or スパイシーサラミ or2 種ミックスとブラックオリーブ、トマトソース、モッツアレラチーズ入り



Smoked salmon, tomato sauces & mozzarella

339,000

スモークサーモンピッツァ －トマトソースとモッツアレラチーズ入り



Cheese (mozzarella, parmesan, cheddar & gorgonzola)

339,000

チーズピッツァ －モッツアレラチーズ、パルメザンチーズ、チェダーチーズ、ゴルゴンゾーラチーズ入り

Burger & Sandwich


バーガー&サンドイッチ

Club sandwich (white toast, fried eggs, chicken, bacon, lettuce, tomato, French fries)

199,000

Dark rye cheese burger

219,000

クラブサンドイッチ －目玉焼き、チキン、ベーコン、レタス、トマトのサンドとフライドポテト



(hand chop Australian beef patty with cheese, bacon, lettuce, tomato, capsicum & French fries)
黒ライ麦チーズバーガー
－チーズ、ベーコン、レタス、トマト、トウガラシとオーストラリア産ビーフチョップのパテサンドとフライドポテト

Prices are in VND and subject to 5% service charge

価格はすべてベトナムドンです。5％のサービス料が加算されます。

Main course メインコース


Grilled Australian premium beef, grass fed black Angus (bò Úc)
オーストラリア産プレミアムビーフ（牧草飼育ブラックアンガス牛）





o Striploin －サーロイン

200gr

388,000

o Striploin －サーロイン

300gr

498,000

o Rib eye – リブアイ

300gr

539,000

o Tenderloin – テンダーロイン

200gr

539,000

o Tenderloin –テンダーロイン

300gr

699,000

o T-Bone – combine of tenderloin & striploin –T ボーン

800gr

1,368,000

350gr

1,088,000

250gr

888,000

Grilled Wagyu rib eye －和牛リブアイ

Grilled US prime beef grain fed
アメリカ産プライムビーフ（穀物飼育）

o Rib eye – đầu thăn ngoại リブアイ



350gr

688,000

o Tenderloin – thăn nội

テンダーロイン

200gr

638,000

o Tenderloin – thăn nội

テンダーロイン

300gr

888,000

Surf & Turf (120gr Aus tenderloin & ½ Canadian lobster ~ 250gr)

599,000

サーフ&ターフ －オーストラリア産テンダーロインステーキ 120g とカナダ産ロブスター 1/2 250g



Mix grilled seafood (Squid, two Us scallops, ½ Canadian lobster, salmon 180gr)

1,198,000

ミックスグリルシーフード －イカ、アメリカ産ホタテ貝、カナダ産ロブスター 1/2、サーモン 180g



Mix grilled for two

1,368,000

AUS striploin 200gr & two Australian lamb racks & ½ Canadian lobster & salmon fillet 180gr)
ミックスグリル（2 人前） －オーストラリア産サーロインステーキ 200g、オーストラリア産ラムラック、カナダ産ロブスター 1/2、サーモンフィレ 180g

Sauce for steak: pepper, mushroom, red wine
ステーキ用ソース：ペッパーソース、マッシュルームソース、赤ワインソース
Prices are in VND and subject to 5% service charge

価格はすべてベトナムドンです。5％のサービス料が加算されます。

Side dishes サイドメニュー
Mixed salad

ミックスサラダ

48,000

French fries or Steamed rice

フライドポテト or ライス

48,000

Fried rice with garlic & egg

ガーリックチャーハン

68,000

Sautéed or steam broccoli

ブロッコリーソテー or 蒸しブロッコリー

58,000

Sautéed or steam asparagus

アスパラソテー or 蒸しアスパラ

58,000

Sautéed mixed mushroom or onions ミックスマッシュルームソテー or オニオンソテー



Pan-fried baby potatoes

焼きベビーポテト

58,000

Mashed potatoes

マッシュポテト

68,000

Grilled bacon wrapped asparagus

アスパラのベーコン巻き

78,000

Cream spinach or sautéed spinach

ほうれん草のクリーム煮 or ほうれん草ソテー

68,000

Pan – seared foie gras

焼きフォアグラ

238,000

Roasted Canadian lobster ~450gr with butter, garlic & assorted pan-fried vegetables

668,000

Grilled chicken breast with mushroom sauce or teriyaki sauces

299,000

Grilled Australian lamb rack  450gr & mint sauce (sườn cừu Úc nướng kèm sốt bạc hà)

668,000

Pan-fried sea bass 180gr with spinach & teriyaki sauces (cá chẽm áp chảo)

338,000

Grilled Norway Salmon 180gr with asparagus & cream sauces or teriyaki sauces

399,000

Spicy BBQ pork ribs with fried potatoes, grilled corn & pineapple

368,000

カナダ産ロブスターグリル 450g －ガーリックバターと焼き野菜添え



チキングリル －マッシュルームソース or テリヤキソース付き



オーストラリア産ラムラックグリル 450g－ミントソース付き



スズキのグリル 180g －ほうれん草とテリヤキソース添え



ノルウェー産サーモングリル 180g －アスパラクリームソース or テリヤキソース付き



68,000

(sườn heo ướp sốt cay BBQ nướng dùng kèm với khoai tây chiên, bắp và thơm nướng)
スパイシー BBQ ポークリブ －フライドポテト、焼きコーン、焼きパイナップル添え

Prices are in VND and subject to 5% service charge

価格はすべてベトナムドンです。5％のサービス料が加算されます。

Vietnamese food ベトナム料理


Vietnamese fried spring rolls (shrimp, crab, taro, mushroom)

149,000

Vietnamese beef salad

169,000

ベトナム揚げ春巻き －エビ、カニ、タロイモ、マッシュルーム入り



(pan-fried Aus beef, onions, carrot, chili tossed with vinegar dressing & sweet sour fish sauces)
ベトナム風ビーフサラダ
－オーストラリア産ビーフ、タマネギ、ニンジン、チリソースとビネガードレッシング、ヌクマムのミックスサラダ

Main courses メインコース
 Sautéed ソテー


Squid, cucumber, capsicum, onions, tomato with sour & sweet sauce

239,000

Shrimp, broccoli, carrot, mushroom with oyster sauce

239,000

Spicy chicken, onions, lemongrass & chili sauce

229,000

Australian beef, onions, capsicum with black pepper sauce

229,000

Australian beef, broccoli, carrot, mushroom with oyster sauce

229,000

イカとキュウリ、トウガラシ、タマネギ、トマトのスイートサワーソースソテー



エビとブロッコリー、ニンジン、マッシュルームのオイスターソースソテー



スパイシーチキン、タマネギ、レモングラスのチリソースソテー



オーストラリア産ビーフ、タマネギ、トウガラシのブラックペッパーソースソテー



オーストラリア産ビーフ、ブロッコリー、ニンジン、マッシュルームとオイスターソースソテー




Grilled グリル

¼ Chicken (grilled chicken with five spice sauce)

299,000

Squid (grilled squid with lemongrass & chilli)

328,000

Pork rib (grilled pork rib with lemongrass, chilli)

328,000

Sea bass (grilled seabass with green chilli sauce)

328,000

Mix grilled for two (sea bass & ¼ chicken & squid & pork rib)

899,000

チキングリル 1/4 サイズ－5 種のスパイスソース付き



炙りイカ －イカのレモングラスとチリソース焼き



ポークリブ －レモングラスとチリソースのポークリブグリル



スズキのグリーンチリソースグリル



ミックスグリル（2 人前） －スズキとチキン 1/4 サイズ、イカ、ポークリブの盛り合わせ
Prices are in VND and subject to 5% service charge

価格はすべてベトナムドンです。5％のサービス料が加算されます。

