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 - sunny lettuce, carrot, cucumber, vermicelli, okra,
ooba herb, mint, purple cabbage, coriander, rice paper

生春巻き
- サニーレタス, 人参, きゅうり, 春雨、オクラ, 大葉,
ミント, 紫キャベツ, パクチー, ライスペーパー

850 [税込935]

pad phoon faiden
- water spinach, garlic, chilli, soy sauce,

mirin, sake, sesame oil, black pepper

空芯菜炒め
- 空心菜, ニンニク, チーファー，醬油, みりん,

酒, ごま油, ブラックペッパー
900 [税込990]

yam woon sen
- vermicelli, wood ear, chilli, garlic, carrot, cherry tomato, red onion,

green bean, cucumber, soy sauce, garlic chips, lime, nuts

ヤムウンセン
春雨, キクラ, チーファー, ニンニク, 人参, ミニトマト,

赤玉ねぎ, インゲン, きゅうり, 醬油, ガーリックチップ ,ライム, ナッツ
900 [税込990]

bánh xèo
- rice flour, cumin, sansyo pepper,

garlic powder, cayenne pepper, bean sprouts, garlic chives,
salt,  namasu pickles, ooba herb, sunny lettuce, mint

ベトナム風お好み焼き | バインセオ |
米粉, 上新粉, クミン, 山椒, ガーリックパウダー, カイエンパウダー

もやし, ニラ, 塩, なます, 大葉, サニーレタス, ミント
1200 [税込1320]

vegan green curry
- soy bean meat, green curry, eggplant, 

bamboo shoot, coriander, coconut milk, chilli

ヴィーガングリーンカレー
- 大豆ミート、グリーンカレー、ナス、筍、パクチー、ココナッツミルク、チーファー

1200 [税込1320]

vegan pad thai
- rice noodles, fried tofu, garlic chives, bean sprouts,

takuan pickles, peanut, coriander, soy sauce

ヴィーガンパッタイ
生米麺, 厚揚げ, ニラ, もやし, たくあん, ピーナッツ, パクチー, 醬油

1300 [税込1430]

Setouchi lemon sorbet
瀬戸内レモンシャーベット

400 [税込440]

Kale salad
kale, red onions, cherry tomato, purple cabbage, 

lemon dressing, fried onion

ケールサラダ
ケール、赤玉ねぎ、ミニトマト、紫キャベツ、
レモンドレッシング、フライドオニオン

850 [税込935]



下記よりコースのメインディッシュを 1つ お選びください

MAIN DISH

PLEASE ADVISE YOUR WAITER OF ANY ALLERGIES BEFORE ORDER .
アレルギーの方はご注文前にお申し付け下さい

VEGAN COURSE ¥1,800
[税込1980]

goi cuon
 - sunny lettuce, carrot, cucumber, vermicelli, okra,

ooba herb, mint, purple cabbage, coriander, rice paper

生春巻き
- サニーレタス, 人参, きゅうり, 春雨、オクラ, 大葉,
ミント, 紫キャベツ, パクチー, ライスペーパー

yam woon sen
- vermicelli, wood ear, chilli, garlic, carrot, cherry tomato, red onion,

green bean, cucumber, soy sauce, garlic chips, lime, nuts

ヤムウンセン
春雨, キクラ, チーファー, ニンニク, 人参, ミニトマト,

赤玉ねぎ, インゲン, きゅうり, 醬油, ガーリックチップ ,ライム, ナッツ

bánh xèo
- rice flour, cumin, sansyo pepper,

garlic powder, cayenne pepper, bean sprouts, garlic chives,
salt,  namasu pickles, ooba herb, sunny lettuce, mint

ベトナム風お好み焼き | バインセオ |
米粉, 上新粉, クミン, 山椒, ガーリックパウダー, カイエンパウダー

もやし, ニラ, 塩, なます, 大葉, サニーレタス, ミント

vegan green curry
- soy bean meat, green curry, eggplant, 

bamboo shoot, coriander, coconut milk, chilli, rice

ヴィーガングリーンカレー
- 大豆ミート、グリーンカレー、ナス、筍、
パクチー、ココナッツミルク、チーファー、米

vegan pad thai
- rice noodles, fried tofu, garlic chives, bean sprouts,

takuan pickles, peanut, coriander, soy sauce

ヴィーガンパッタイ
生米麺, 厚揚げ, ニラ, もやし, たくあん, 

ピーナッツ, パクチー, 醬油

Setouchi lemon sorbet
瀬戸内レモンシャーベット

APPETIZER

DESSERT

vegan gapao
- soy meat, onion, pepper, basil, garlic, chilli

soy sauce, mirin, salt, lemon, shiitake mushroom, kelp powder, rice

ヴィーガンガパオ炒めご飯
大豆ミート、たまねぎ、ピーマン、バジル、にんにく、プリッキーヌ

醤油、みりん、塩、レモン、しいたけ、昆布茶, 米


