APPETIZERS
Homemade Pickles

¥600

自家製ピクルス

¥650

French Fries
クリスピー・フレンチフライ

¥950

Chili Cheese Potato
チリチーズポテト/フレンチフライ・チリコンカン・チェダーチーズ

Jalapeno Popper with blue cheese dressing

¥800

ハラペーニョ・ポッパー/ハラペーニョとモッツァレラのフライ、
ブルーチーズディップ

¥900

Nachos
ナチョス/トルティーヤチップス・チリコンカン・チェダーチーズ・ワカモレ

¥700

Fried Pickles
フライドピクルス/キュウリのピクルスのビアバッターフライ

¥750

Mashed potatoes with gravy
マッシュポテト、
グレイビーソース

¥1050

Grilled Smoked Sausage
グリルド スモーク ソーセージ

¥1200

Cajun Butter Shrimp
ケイジャン バター シュリンプ/海老・マッシュルーム・オニオンのケイジャンバターソテー

Buffalo Wings - Regular or Extra Hot
バッファロー・ウィング ブルーチーズソース スタンダード or エクストラ・ホット

5 pieces¥1200
10 pieces ¥2300

¥1050

Thick Cut Bacon
シックカットベーコン/厚切りベーコンの炭火グリル

¥800
small ¥450

Clam Chowder
クラムチャウダー

SAL ADS
House Salad
スモークドナッツ フェタチーズ グリーンサラダ/アンチョビ・ビネガードレッシング

Caesar Salad additions ¥150 Bacon or Cajun Chicken
シーザーサラダ

Cobb Salad
コブサラダ/1000アイランドドレッシング

Tomato Salad
フレッシュトマトサラダ/ビネガードレッシング

half ¥600

¥1050

half ¥600

¥1050

half ¥750

¥1350

half ¥700

¥1300

MAIN DISHES

8oz (225g) ¥3200
12oz (340g) ¥4200
16oz (450g) ¥5200

Charbroiled Rib-eye Steak
USビーフ リブロースの炭火焼ステーキ

フレンチフライ グリーンビーンズ

Charbroiled Outsideskirt Steak w/Chipotle Tomato sauce
USビーフハラミ
（200g）の炭火焼ステーキ

¥2600

チポトレトマトソース フレンチフライ グリーンビーンズ

BBQ Baby Back Ribs
BBQスモークポークバックリブ スパイシーBBQソース

half ¥1800
reg ¥3200

フレンチフライ グリーンビーンズ

Tequila Lime Chicken
テキーラライムチキン

¥1800

マッシュポテト グリルドトマト グリルドハラペーニョ

Hamburger Steak w/ Demo-glace sauce
ハンバーグステーキ

¥1800
Additions ¥100

デミグラスソース マッシュポテト フライドエッグ グリーンビーンズ

Chili con carne ,チリコンカン
Cheddar cheese ,チェダーチーズ

Bronzed Sword Fish w/corn salsa

¥1900

メカジキのケイジャンバターソテー コーンとトマトのサルサ マッシュポテト フライドオクラ

Jambalaya
魚介 チキン ソーセージのジャンバラヤ

¥2300
※オーダーを受けてから出来上がりまで30分程かかります

Fried Fish Tacos

¥1800

タラのビアバッターフライのタコス トルティーヤ レタス オニオン アボカドチェダーチーズ サルサ サワークリーム ハラペーニョ

Grilled Vegetables w/ balsamico sauce
オニオン ナス ズッキーニ トマト アスパラガス マッシュルーム マッシュポテトの炭火焼

¥1400
バルサミコソース

PIZZ A
Margherita

¥1100

マルゲリータ

Bacon & Garlic

¥1200

ベーコン＆ガーリック

Anchovy & Olive

¥1200

アンチョビ＆オリーブ

Pepperoni

¥1200

ペパロニ

P A S TA
Peperoncino

¥1200

スパゲティ・ペペロンチーノ

Linguine seafood, Americane sauce

¥1300

シーフードのリングイネ、
アメリケーヌソース

Spaghetti with Meatballs

¥1300

ミートボール・スパゲティ

Spaghetti Meatsauce

¥1300

スパゲティ・ミートソース

HAMBURGERS
Hamburger

¥1100

プレーンバーガー

Chili Burger

¥1300

チリバーガー

Cheeseburger

¥1200

チーズバーガー

Bacon Cheese Burger

¥1400

ベーコンチーズバーガー

Avocado Burger

¥1300

アボカドバーガー

ADDITIONAL
TOPPINGS

¥100

Fried egg

Cheddar cheese

Monterey Jack cheese

フライド・エッグ

チェダーチーズ

モントレージャックチーズ

¥200

Chili con carne

Avocado

Bacon

チリコンカン

アボカド

ベーコン

¥300

Extra patty
ビーフ・パテ

SANDWICHE S
B.L.T

¥1200

ベーコン･レタス･トマト サンドウィッチ

Peanut Butter, Banana,
Bacon & Cheese

¥1300

ピーナツバター・ベーコン・バナナ・チーズサンドウィッチ

Tuna Melt

¥1300

ツナメルト サンドウィッチ

Pastrami

¥1600

パストラミサンドウィッチ

BRE AD & RICE
Baguette or Rice
バゲットトースト or ライス

¥200

Garlic Toast
ガーリックトースト

¥500

