Prosciutto and salami board with olives and grissini

￥1,600

イタリアハムの盛り合わせ

Tomato and mozzarella caprese salad

￥900

トマトとモッツアレラチーズのカプレーゼ

Today’s fish carpaccio

￥1,100

本日のカルパッチョ

Lager steamed mussels with herb butter and garlic

(350g) ￥1,200

ムール貝のラガービール蒸し

Spicy buffalo wings with blue cheese dip and celery sticks

￥1,200

スパイシーバッファローウィングとセロリスティック ブルーチーズディップ添え

Shrimp and mushroom ajillo with grilled bread
海老とマッシュルームのアヒージョ

Crispy fried clamari with chili aioli
イカのフリット

￥1,400

バケット添え

￥950

～チリソースとマスタードマヨネーズ添え～

Mixed grilled sausages with original mustard
ソーセージの盛り合わせ

￥1,400

オリジナルマスタード添え

Harbor's cobb salad with chicken, avocado, bacon, cheese and boiled eggs

￥1,400

ハーバー “コブ” サラダ

Caesar salad with romaine lettuce and bacon

￥1,300

塩漬けベーコンとロメインレタスのシーザーサラダ

Creamy New England clam chowder

￥700

クラムチャウダー

Grilled Atlantic lobster with hurb lemon butter sauce
カナダ産レッドロブスターのグリル

香草レモンバターソース

Grilled salmon steak with spinach and harb garlic butter sauce
筒切りサーモンのステーキ

￥3,700

￥ 1,800

ハーブ入りのガーリックバターソース

Grilled fish of the day with lemon and extra virgin oil

￥1,800

本日の鮮魚のグリル

Grilled seasonal fish, shrimp, scallop and calamaari fritters
ハーバー・ペッシェ・オパール ～白身魚と海老のグリル＆イカのフリット～

※The menu prices do not include sales tax .
。
※上記料金には別途、税金が加算されます。

￥ 3,800

￥ 3,900

Grilled T-bone steak, 450g
Ｔボーンステーキのグリル

450g

Grilled sirloin steak with lemon and okinawa salt, 250g
US 産サーロインのグリル 焼塩とレモン

￥ 2,800

250g

Chatan Harbor's pork spareribs with mashed potatoes

￥ 2,100

“ハーバースペアリブ” マッシュポテトとインゲン添え

Roasted pork chops with marsala sauce
骨付き豚ロースのロースト

マルサラワインソース

Spicy grilled chicken with fried potatoes and seasonal vegetables
チキンのディアボロ

￥ 2,400
￥ 1,700

フライドポテトとホットチリソース添え

Pizza margherita ～ Mozzarella cheese, basil and tomato sauce ～ ￥1,200
マルゲリータ

～モッツァレラ、バジル、トマトソース～

Pizza americana ～ salami, cayenne pepper, tomato sauce ～
アメリカーナ

￥1,400

～サラミ、カイエンペッパー、トマトソース～

Pizza bianco ～ Mozzarella,ricotta,gorgonzola, parmesan,cream sauce ～ ￥1,600
ビアンコ

～モッツァレラ、リコッタ、ゴルゴンゾーラ、パルメザン～

Bavettine Pasta with mussels, clams and shrimps

￥2,400

海の幸のペスカトーレ パスタ・バベッティーネ

Spaghetti with meat sauce Bolognese

￥1,300

スパゲティ・ボロネーゼ

Penne with sauteed chicken and spinach with spicy jambalaya sauce ￥1,400
チキンとホウレン草のジャンバラヤ風

パスタ・ペンネ

clams and mussels risotto

￥1,600

ムール貝とアサリのリゾット

Mushroom risotto with parmesan cheese and bacon

￥1,300

いろいろキノコの山の幸のリゾット

Homemade lasagna with meat sauce and mozzarella cheese

￥1,500

ミートソースのオープンラザーニャ

Tiramisu, espresso soaked lady fingers with mascarpone

￥600

ティラミス

Chocolat cake with vanilla gelato

￥800

ガトーショコラ バニラジェラート添え

New York style Cheese Cake

￥500

ニューヨークチーズケーキ

Chocolate chiffon cake

￥500

チョコシフォンケーキ バニラジェラート添え

Gelato (Mango,Hazelnuts,Chocolate,Marron,Rasberry,Vanilla)

￥400

ジェラート（マンゴー・ヘーゼルナッツ・チョコレート・マロン・ラズベリー・バニラ）

※The menu prices do not include sales tax .
。
※上記料金には別途、税金が加算されます。

