
Bread charge 500 per person.  テーブルチャージ及びパン代といたしましてお一人様500円を頂戴しております。

Jalapeno and bakuchi's guacamole with mexican tip 1,200
ハラペーニョとパクチーのグアカモレメキシカンチップ添え

Chicken and okra soup "Gumbo" 1,200
チキンとオクラのスープ “ガンボ”

Chopped terrine of beef tongue and pigs feet
with celery rub and Parmesan cheese 1,400
牛タンと豚足のチョップドテリーヌ　セロリラブとパルメザンチーズ

Blue moon's beer batter Chop fish & chips 1,400
ブルームーンのビアバッター　チョップフィッシュ&チップス

Turnip blancmange with fresh fish carpaccio 1,500
カブのブランマンジェと鮮魚のカルパッチョ

Sea urchin rice ball rolled in pancetta 1,600
パンチェッタで巻いたウニのライスボール

Smoke of surf & turf 1,600
スモーク  オブ  サーフ&ターフ

Burrata and farm produce directly tomato "aiko"  chopped caprese 1,800
ブッラータと産地直送アイコ　チョップドカプレーゼ

“Mochiko chicken” chicken drum & chips 1,800
“モチコチキン” チキンドラム&チップス

CHOPPED APPETIZER

Seafood and seasonal vegetables Spicy tablet of couscous 1,300
魚介と季節野菜　クスクスのスパイシータブレ

Salad with octopus, japanese ginger “Myoga” and “Shiso” mint 
Sarpicon style 1,400
タコ、茗荷、青じそのジャパニーズサラダ　サルピコンスタイル

Tuna and avocado chopped salad pepper dressing 1,400
マグロとアボガドのチョップドサラダ　コチジャンドレッシング

Raw ham dried fruit nut's chopped salad 1,400
生ハム、ドライフルーツ、ナッツのバルサミコ風味のチョップサラダ

Chopped Bagna Freid of CEDAR 1,500
CEDARのチョップドバーニャフレイダ

Caesar salad of chopped grilled bacon   1,600
グリルベーコンのチョップドシーザーサラダ

Shrimp and chopped vegetables with cilantro dressing 1,600
シュリンプとチョップベジタブル　パクチードレッシング

CHOPPED SALAD

Grilled Silver Salmon with a Bacon, Tomato and Spicy Sriracha Sauce  2,200
シルバーサーモンのグリル　ベーコンとトマト、シラチャーのスパイシーソース

Grilled marlin with salsa verde of basil 2,800
カジキのグリル　バジルのサルサヴェルデ

Roasted tuna collar  Garlic soy sauce 3,200
マグロカマ肉のロースト　ガーリックソイソース

Chopped gratin of lobster, scallops, and mussels with Cajun spice 4,500
オマール海老、ホタテ、ムール貝のチョップドグラタン　ケイジャンスパイス

Grilled fresh fish of the day Lemon and herb sauce 3,400
本日の鮮魚のグリル　レモンとハーブのソース

CHOPPED SEAFOOD

US beef 100% salisbury steak fried egg 2,800
USビーフ100%ソールズベリーステーキ　フライドエッグ

Rotisserie chicken 5 spices & grain 2,800
ロティサリーチキン　5スパイス＆グレイン

Cajun Spiced Chopped Brochettes 
with Lamb Shoulder and Seasonal Vegetables 3,200
ラムショルダーと旬野菜のチョップブロシェット　ケイジャンスパイス　

Back rib BBQ style 3,000
バックリブBBQスタイル

Grilled lamb chop marinated with mint Tajiko sauce 3,500
ミントでマリネしたラムチョップのグリル　タジキソース

Grilled wagyu beef grill 
Shred wasabi and salt of Maldon (200g) 5,800 / (300g) 7,800
和牛のグリル　刻み山葵とマルドンの塩

Roasted whole chicken with two varieties of mustard 3,300
ひな鶏の丸ごとロースト　２種のマスタード

Angus beef "T bone" Source japonais 9,000
アンガス牛 “Tボーン”　ソースジャポネ

CHOPPED MEAT

TASTEING COURSE 5800yen

Chopped appetizer  Today's chopped hors d'oeuvres
  本日のチョップオードブル

Chopped salad  Today's chopped salad
  本日のチョップサラダ

Chopped seafood or meat  Chopped fish or meat
  チョップドフィッシュ OR ミート

Chopped dessert  Today's dessert
  本日のデザート

Today's ice cream 600
本日のアイス

Premium tiramisù 800
極上ティラミス

Grilled Spring Strawberry Pancakes with Pistachio Ice Cream 1,100
春苺のグリルパンケーキ　ピスタチオアイスクリーム

Marshmallow Fondue Dressed with Bitter Chocolate Ice Cream 1,100
マシュマロフォンデュ　仕上げはビターチョコレートアイスを

Crushed Cold plate ~American cherry pie~ 1,500
コールドクラッシュプレート～アメリカンチェリーパイ～

Chopped fruit salad (yogurt or honey or white balsamic) 1,500
フルーツチョップサラダ（ヨーグルト or 蜂蜜 or 白バルサミコ）

DESSERT
Potato fritz brabus sauce 800
ポテトフリッツ　ブラバスソース

Garlic mashed potatoes 800
ガーリックマッシュポテト

Fried onion ring 800
フライドオニオンリング

Garlic rice 800
ガーリックライス

Cream spinach 900
クリームスピナッチ

Scoop Croquette of Scallops and Sea Lettuce 1,700
ホタテと青さのりのスコップコロッケ

SIDE


