
◆レストラン情報

◆参考メニュー　

更新日： 2015年8月24日

アバカス　ガーデン　レストラン、バー

　　　　　　　　　建物外観 　　　　FUSION SET( ダックブレスト） 　　　　　　プライベートルーム　

サーチャージ エアコンルームの貸切可(最大50名程度）

在住者に人気のカンボジア・フレンチレストラン

住所 Road No.6 to the airport, turn right at the ACLEDA BANK Siem Reap

ABACUS GARDEN RESTAURANT BAR

ロケーション

料理

カード 可(VISA/MASTER/JCB)

カンボジア語/英語　 階数

ウェブサイト

言語

服装 無

要(特にハイシーズン) 総席数

営業時間

クラス

適用期間： 期限なし

ガーデンエリアのみ可

１室（14名以下）

有(１階　６４席)

64(ｴｱｺﾝ) 60(ｶﾞｰﾃﾞﾝｴﾘｱ）

お勧め人数 FIT/GRP

※情報は予告なく変更する場合があります(特にメニューとドリンク代)。

国道６号線。ゴルディアナホテル近く
www.abacuscafe.com

予約
個室

喫煙

１階
★★★☆☆

休業日
備考

クメール・フレンチ

063-966 156
11:00-23:00
カンボジア正月（４月）と６月

電話

エアコン

◆SMI現地駐在員のコメント◆
FIT/小グループ(10名前後）の利用にお勧め。駐車場スペースが狭く、バスの駐車は不可。

ガーデンエリアでお飲み物を楽しむのもお勧めですが、虫除けスプレーは必需品。

在住者の間では人気NO.1のローカルフレンチレストランです。

スタンダード

WESTERN SET LUNCH

Mesley of garden topped with parma ham, Red 

capsicum&parmesan cheese olive oil&balsamic vinegar 

reduction

グリーンサラダ、パルマハム添え

または

White beans and pumpkin soup scented with garlic 

croutons&spring onion

白インゲン豆とカボチャスープ

*****

Grilled leg comfit on braised red cabbage served with 

parsley potate&thyme garlic sauce

鶏もも肉のコンフィ、蒸し赤キャベツとポテト、

タイム・ガーリックソース添え

Oven roasted fillet of dory served with steamed rice, 

Ratatouille vegetable

マトウ鯛のオーブンロースト、ライス、野菜のラタトゥーユ ブイ

ヤーベース風ソース添え

******  

Tropical fruit salad scented with fresh mint, topped with 

coconut sherbet

トロピカルフルーツとココナッツシャーベット

または

Coconut mousse&chocolate ice cream with passion fruit 

coulis

ココナッツムースとチョコレートアイスクリーム パッションフルーツ

ソース添え

デラックス

FRENCH SET Dinner

Ballotine of Foie gras on apple&Walnut salad

Balsamic vinegar reduction served with campagne bread

フォアグラのバロティーヌ リンゴとくるみのサラダ

******

Grilled scallops&king prawn,leek potato&home smoked 

bacon, vegetable beurre blanc

ホタテと車えびのグリル、野菜のブルーブランソース、ポテトと

自家製ベーコン添え

*****

Salmon tournedos wrapped with potato, roasted red 

capsicum&basil pesto sauce

サーモントルネード ポテト包み

唐辛子とバジルのペストソース添え

または

Duck leg comfit served on mixed forest mushroom,

Parsey potato&carrots

鴨もも肉のコンフィ、きのことポテト、キャロット添え

******

Chocolate royal with coffee ice cream & Vanilla sauce

チョコレートロワイヤル コーヒーアイスクリームとバニラソース

または

Fresh fruits pavlova served with vanilla ice cream

フレッシュフルーツのパヴロヴァとバニラアイス添え

ドリンク代(目安)

アンコールビール(660ml) US$4.00、アンコールビール(缶）US$2.00, グラスワイン(赤・白・ロゼ）US$5.00、

ソフトドリンク コーラ・スプライト・ソーダ(缶US$2.00～)、PERRIR(330ml) US$3.00 、ジュース（オレンジ・パイナップル）US$3.00

スタンダード

WESTERN SET DINNER

Crispy vegetable&crabmeat salad with 

green apple&coconut

野菜とカニのサラダ、グリーンアップルとココナッツ添え

または

Green pea soup served with smoked bacon&garlic 

croutons

グリーンピースのスープ ベーコン＆クルトン入り

*****

Grilled pork tenderloin, on stir fried seasonal vegetables, 

served with parsley potatoes

ポークテンダーロインのグリル、

野菜のグリルとポテトの付け合わせ

または

Slowly roasted fillet of Dory &prawn Served with 

Mashed poteto, seasonal vebetable  

マトウ鯛とエビのロースト、マッシュポテトと野菜、ブイヤベース

風ソース添え

******  

Coconut Mousse Scented with Mango Coulis and 

chocolate Ice Cream 

ｺｺﾅｯﾂムース、マンゴーﾑｰｽとﾁｮｺﾚｰﾄアイスクリーム

または

Tropial fruit Salad Scented with Orange Juice 

&  Mint, Topped with coconut sherbet

ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾌﾙｰﾂｻﾗﾀ オレンジ＆ミント風味

ｺｺﾅｯﾂｼｬｰﾍﾞｯﾄ

http://www.abacuscafe.com/

