STARTERS
tableside tuna tartare

お客様のテーブルサイドで仕上げるマグロのタルタル

STEAKS
1,900

hokkaido burrata, seasonal fruit, speck and balsamic reduction 2,100
北海道産ブラッタ、季節のフルーツ、生ハムの冷菜

shrimp with sriracha cocktail sauce

1,800

clams casino

1,700

シュリンプとシラチャー風味のカクテルソース

ハマグリの香草バター焼き

house smoked bacon with mango-chipotle bbq sauce

厚切り自家製黒豚ベーコン マンゴーとスモークハラペーニョのｂｂｑソース

chipotle crab cake, ancho-chili aïoli and ruby grapefruit

スモークハラペーニョクラブケーキ、
アンチョチリのアイオリ

800
1,800

creole-spiced fried calamari, tomatillo sauce and yuzu aïoli

1,500

miyazaki caviar 1983 with blinis, eggs,
chives and crème fraîche

6,200

クレオールスパイスカラマリ トマトソースと柚子のアイオリソース

CHOP house salad

“CHOP”特製グリーンサラダ

28日間乾燥熟成 認定黒毛アンガス

26oz porterhouse

12,900

23oz bone-in cowboy rib eye

12,300

740g ポーターハウス

650g 骨付きカウボーイ リブアイ

21oz bone-in kansas city strip loin

600g 骨付きカンザスシティー ストリップロイン

9,900

900

特選ウェットエイジ 認定黒毛アンガスビーフ

10oz bone-in tenderloin

280g 骨付きテンダーロイン

10oz kansas city strip loin

280g カンザスシティー ストリップロイン

9,900
6,800

6,000

１４０ｇストリップロインのパンツェッタ巻き ロースト手長エビと
北海道ホタテと共に

salad enhancements シーザーサラダ－トッピングオプション
calamari croutons 500 | avocado 500
charred shrimp 800 | house smoked bacon 500

4,800

today’s tsukiji fish market catch

3,500

築地から直送の鮮魚

SIDES
classic mash

800

baked potato
with “the works”

800

hand-cut farm fries

800

cajun-fire waffle chips

800

クラシック マッシュポテト

ウェッジ フライドポテト

ケイジャンスパイシーワッフル
チップス

４種のチーズとのマカロニ
チーズグラタン

spinach
sautéed or creamed

wedge salad with stilton cheese and house smoked bacon 1,300

ベビーロメインレタスのシーザーサラダ

double-cut new zealand lamb chops with mint chutney

ニュージーランド産厚切りラムチョップとミントチャツネ

four-cheese “mac”

1,200

1,100

1日限定5個 認定アンガスビーフサーロイン100% オリジナル、
トマト、
オニオン、
自家製ピクルス、
オニオンリングとウェッジフライドポテト付

特製ベイクドポテト

1,000

800

sweet white corn,
1,000
potato and kale casserole
with smoked caciocavallo
cheese and corn succotash

白トウモロコシ、
ジャガイモ、
ケールの
キャセロール 燻製カチョカヴァッロ
チーズとコーンスコタッシュ

ipa-battered onion rings 800

地ビールの衣をつけたオニオンリング

broccoli
steamed or roasted

800

sautéed button
mushrooms

800

蒸し 又は ロースト ブロッコリー

マッシュルームのソテー

ホウレンソウのソテー又はクリーム煮

ウェッジサラダ スティルトンブルーチーズと自家製黒豚ベーコン

baby gem caesar with anchovies and parmesan

CHOP burger – limit 5 per day
3,400
100% Certified Angus Beef® ground sirloin, bacon, iceberg,
tomato, caramelized onion, cheddar, onion rings and fries

hand-selected, wet-aged, center-cut certified angus beef

5oz pancetta-wrapped petite strip loin
with roasted scampi and hokkaido scallop

SOUP & SALADS
seafood chowder with house smoked bacon

28-day, dry-aged certified angus beef

SURF & TURF

宮崎キャヴィア １９８３

シーフードチャウダー、
自家製黒豚ベーコン

CHOPS, FISH & MORE

Brought to you by generations of family farmers and ranchers,
the Certified Angus Beef ® brand is a cut above USDA Prime,
Choice and Select. Only 1 in 4 Angus cattle meets the
Certified Angus Beef ® brand’s 10 exacting standards of quality.
You’ll enjoy robust beef flavor in every mouthwatering bite.

CHOP signature dish
Prices exclude 8 percent consumption tax. | 価格には8%の消費税は含まれておりません。

