
Price is in VND and subject to 5% service charge
価格は全てベトナムドンです。5%のサービス料が加算されます。

Nossa set menu
2 courses/person 2品コースは前菜＋メインコース / メインコース＋デザートの組み合わせ 3 courses/person

2品コース：63万 6000VND／お１人様 3品コース：69万 9000VND／お１人様

Appetizer / 前菜

Spicy tomatoes mixed seafood soup

スパイシートマトシーフードスープ

-エビ、二枚貝、ホタテ、イカ、バジルのスパイシートマトスープ

or

Pan-seared US scallop wrapped in bacon, balsamic vinegar reduction, lobster roe, mixed salad

アメリカ産ホタテのベーコン巻ソテー

－バルサミコ酢とロブスター卵のハニーライムドレッシングのミックスサラダ

Main Course / メインコース
Grilled AUS Black Angus tenderloin‐150gr (with pan‐fried carrot, broccoli & potatoes)

グリルテンダロインステーキ（オーストラリア産ビーフ 150ｇ－ブロッコリー、ニンジン、マッシュポテト添え

Or

Grilled Australian wagyu striploin A5+ 250gr (extra 345,000vnd)

オーストラリア和牛サーロイン 250g（グレインフェッド） 追加料金 34万 5000VND

Dessert
(tiramisu, cream brulee, passion panna cotta)

ティラミス、クリームブリュレ、パッションパンナコッタのミックス



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。

Starters 前菜

 Nossa salad (mixed salad, sunrised tomatoes, olive, artichoke & lemon dressing) 139,000

ノッササラダ（ミックスサラダ、トマト、オリーブ、アーティチョークとレモンのドレッシング）

 Caprese salad (fresh mozarella, tomatoes, basil & olive oil) 139,000

カプレーゼサラダ （モッツァレラチーズ、トマト、バジル、オリーブオイル）

 Prosciutto & mozarella cheese プロシュート＆ モッツァレラチーズ 199,000

 Prosciutto orMortadella or Coppa stagionata for sharing 199,000

プロシュート、モルタデッラ、またはコッパスタジオナータ

 Nossa platter for sharing 399,000

(prosciutto, mortadella, coppa stagionata, olive, parmigiano reggiano, gorgonzola)

ノッサの盛り合わせプレート（プロシュート、モルタデラ、コッパスタジオナータ、オリーブ、パルメザン

チーズ、ゴルゴンゾーラ）

 Greca salad (mixed salad, tomato, feta cheese, olive & lemon dressing) 139,000

(グレッカサラダ（トマト、フエタチーズ、オリーブ、キュウリ、レモンドレッシング)

 Beef salad 149,000

(pan-fried Australian beef, mixed salad tossed with lime dressing, olive oil & parmesan cheese)

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

 Vietnamese fried spring rolls (pork meat, taro, mushroom, egg) 149,000

トナム揚げ春巻き －エビ、カニ、タロイモ、マッシュルーム入

 Pan-seared foie gras with mixed salad, raspberry sauce & garlic bread 239,000

焼きフォアグラのミックスサラダ、ラズベリーソース、ガーリックブレッド添え

 New Zealand mussels with cream sauce -ニュージーランド産ムール貝のクリームソースかけ 189,000

 Calamari with cocktail sauce カラマリのカクテルソースかけ 149,000

 Seafood salad (mixed salad, prawn, clam, scallop, squid, lemon dressing) 149,000

 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



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。

Soups
 Creamy mushroom soup クリーミーマッシュルームスープ 129,000

 Creamy corn soupカリカリベーコン入りクリーミーコーンスープ 129,000

 Spicy tomato seafood soup (mixed seafood with spicy tomato sauce) 149,000

スパイシートマトシー n 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

Risottoリゾット
 Mushroom (mixed mushroom & parmesan cheese) 269,000

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) 279,000

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

 Saffron cooked with cheese, cream, asparagus & pan-seared Us scallop 299,000

サフランリゾット （チーズ、クリーム、アスパラ、米国産ホタテ貝サフランのせ）

 Pesto sauces cooked with cream, cheeses, asparagus & pan - seared shrimp) 279,000

焼きエビ、クリーム、チーズ、アスパラ入りペストリゾット

Cheeses (cream, parmesan, cheddar & gorgonzola) 339,000

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

Pasta パスタ Choice of sauce

 Aglio olio (garlic, chilli & extra virgin olive oil) 179,000
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

 Mixed seafood aglio olio (mixed seafood, garlic, chilil) 229,000

 Pomodoro (garlic, homemade tomatoes sauces, olive oil) 179,000

 Malio olio (mixed mushroom, garlic, chili & extra virgin olive oil) 219,000

マーリオオーリオ（マッシュルーム入りアーリオオーリオ）

 Carbonara (cream sauce with egg & bacon 219,000
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

 Bolognese (hand chop Aus beef with mixed sauce tomato, celery, onions & carrot) 219,000
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



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。

 Amatriciana (tomato sauce, garlic, chili & bacon) 219,000
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

 Pesto sauce sautéed with prawn－海老のペストソースソテーパスタ 239,000

 Spicy crab meat with garlic, spicy chili & basil 239,000
ピリ辛カニとガーリック、チリ、バジルのパスタ

 Mixed seafood with tomato sauces with & anchovy 229,000
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

Saglio olio (garlic, chili, olive oil & pan-fried salmon) 239,000
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

Main course メインコース

 Grilled Australian premium Black Angus beef - raised natural grass and finished on
grain for 100 days

オーストラリア産最高級ビーフ -牧草飼育後、100日間穀物飼育しております.
o Striploin －サーロイン 250gr 398,000

o Rib eye – リブアイ 300gr 568,000

o Tenderloin – テンダーロイン 150gr 488,000

o Tenderloin –テンダーロイン 300gr 638,000

 Grilled Australian Wagyu striploin A4+ 250gr 860,000

 オーストラリア産アンガスポーターハウス（Tボーン）- 45日間熟成 - Austarlian

premium Black Angus 45 days dry age T-bone

215,000vnd/ 100gr ( size from 500gr to 1000gr) お好みのグラム数でご注文ください。

 Grilled USA prime beef 100% grain fed アメリカ産プライムビーフ - 100%穀物飼育

o Rib eye – リブアイ 350gr 788,000

 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 for two persons 1,398,000

AUS striploin 200gr & two Australian lamb racks & ½ Canadian lobster & salmon fillet 160gr)

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 160g

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。

 Roasted Canadian lobster ~450gr with butter, garlic & assorted pan-fried vegetables 668,000
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

 Grilled New Zealand lamb loins chops 350gr (mini T-bone steaks) 638,000

(served with assorted pan-fried vegetables & mint sauce)

 Grilled chicken breast with mushroom sauce or teriyaki sauces 299,000
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

 Grilled Australian lamb rack  450gr &mint sauce (sườn cừu Úc nướng kèm sốt bạc hà) 638,000
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

 Baked marinated fillet seabass with cherry tomatoes, black olive, capers, yellow lemon 368,000

スズキのマリネ焼き オリーブ、チェリートマト、レモン添え

 Grilled Norway Salmon 160gr with asparagus & cream sauces or teriyaki sauces 399,000
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

 Spicy BBQ pork ribs with pan - fried vegetables, 368,000

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

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

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 68,000

Pan-fried potatoes 焼きベビーポテト 68,000

Mashed potatoes マッシュポテト 78,000

Grilled bacon wrapped asparagus アスパラのベーコン巻き 78,000

Grilled king oyster mushroom エリンギのグリル 78,000
Pan – seared foie gras 焼きフォアグラ 199,000


