
Creamy New England clam chowder ￥700
ニューイングランド風クラムチャウダー

Okinawa ahi poke with mozuku, avocado and crispy wonton
沖縄アヒ・ポケ　もずく,アボカド,クリスピーワンタン

￥1,200

Charcouterie board with prosciutto, salami and olives ￥1,100
ハムとサラミの盛り合わせ

￥1,100Natchos with ground meat, chili, cheese, guacamole and salsa fresca
チャタンハーバー オリジナル ナチョス

￥1,400Grilled mixed sausages plate with mustard sauce
ソーセージの盛り合わせ　スパイシーマスタード添え

￥1,600Raffutee pork quesadilla with guacamole and sour cream
ラフテーのケサディーヤ　ワカモレとサワークリーム添え

Cobb salad with chicken, avocado, bacon, cheese, tomato, boiled eggsand ranch dressing   ￥1,400
チキンとアボカドのコブサラダ

Caesar salad with romaine, bacon, parmesan cheese and croutons ￥1,300
ベーコンとロメインレタスのシーザーサラダ

※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。。

Lager steamed fresh mussels with herb butter and garlic
フレッシュムール貝のラガービール蒸し

(250g)  ￥1,600

￥1200Beer Batter fish & chips with tartar sauce
ビアバターフィッシュ＆チップス タルタルソース添え

￥1,000Crispy fried clamari with shiquasa and chili aioli
イカのフリット　～シークヮサーマヨネーズ添え～

￥1,200Spicy buffalo chicken wings with blue cheese dip and celery
スパイシーバッファローウィング セロリスティックとブルーチーズディップ添え

￥1,500Chatan Harbor original goya champur with kimchee and crispy bacon
キムチとクリスピーベーコンのチャタンオリジナルゴーヤーチャンプルー

￥1,400Shrimp and mushroom ajillo with grilled bread
海老とマッシュルームのアヒージョ　バケット添え

Prepared with our original Chatan Harbor Brewery craft beer
チャタンハーバーオリジナルクラフトビール使ったメニューです。

Spicy (hot) dish
スパイシー又は辛いメニューとなっております。



※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。

￥Grilled sirloin steak, USDA chioce 350g 
                                      with oven roasted potetoes and seasonal vegetables

3,300

US産 サーロインのグリル 350g オーブンローストポテトと季節の野菜添え

￥Grilled tenderloin steak, USDA chioce 250g 
                   with oven roasted potetoes and seasonal vegetables

4,500

US産 テンダーロインのグリル 250g オーブンローストポテトと季節の野菜添え

￥Okinawa miso marinated grilled lamb chops with seasonaal vegetables 2,900
沖縄味噌でマリネしたラムチョップ　季節の野菜添え

￥Grilled 1 pound ribeye steak, USDA chioce 450g
                                      with oven roasted potetoes and seasonal vegetables 

4,500

US産 1ポンドリブステーキのグリル 450g オーブンローストポテトと季節の野菜添え

￥Grilled ribeye steak, USDA chioce 300g 
                                   with oven roasted potetoes and seasonal vegetables

3,500

US産 リブステーキのグリル 300g オーブンローストポテトと季節の野菜添え

￥Chatan Harbor original BBQ style pork spareribs with roasted potatoes 2,300
チャタンハーバーオリジナル ＢＢＱスタイルのポークスペアリブ ローストポテト添え 

Grilled salmon steak with herb garlic butter sauce ￥2,300
筒切りサーモンのステーキ　ハーブ入りのガーリックバターソース

Grilled mahi mahi filet with mango salsa and green rice ￥2,500
マヒマヒのグリル マンゴ,グリーンライス添え

Grilled seasonal fish, shrimp, scallop and fried calamari ￥3,800
 ～季節の白身魚と海老のグリル イカのフリット添え～シーフードプラッター

Grilled Atlantic lobster with herb lemon butter sauce ￥3,700
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

￥
Ale marinated grilled Okinawa pork chop 
                                     with mashed potatoes and seasonal vegetables 2,400
エールマリネの沖縄豚ポークチョップ マッシュポテトと季節の野菜添え

￥
BBQ spice rubbed roasted chicken
                                      with roasted potetoes, seasonal vegetables 2,100
BBQスパイスのローストチキン ローストポテトと季節の野菜添え

Prepared with our original Chatan Harbor Brewery craft beer
チャタンハーバーオリジナルクラフトビールを使ったメニューです。

Spicy (hot) dish
スパイシー又は辛いメニューとなっております。



Pizza margherita, tomato sauce, mozzarella cheese and basil ￥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, tomato sauce, salami and cayenne ￥1,400
アメリカーナ　サラミ、カイエンペッパー、トマトソース

Pizza bianco with mozzarella, ricotta, gorgonzola and parmesan cheese ￥1,200
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

￥1,300Spaghetti Bolognese with meat sauce and parmesan cheese 
スパゲティ・ボロネーゼ

￥1,300Penne with chicken, basil pesto cream sauce and olives 
チキンとオリーブのバジルクリームソースペンネ

Mushroom risotto with bacon and parmesan cheese ￥1,300
いろいろキノコの山の幸のリゾット

Okinawa fried rice with pork, rakyo, bitter gourd and fried egg ￥1,300
沖縄フライドライス 豚肉,らっきょう,ゴーヤ,フライドエッグ

Homemade lasagna with meat sauce and mozzarella cheese   ￥1,500
ミートソースとモッツアレラチーズのホームメイドラザニア　

Okinawa kokuto brown sugar cream brulee ￥750
沖縄黒糖クリームブリュレ

American cheese cake with mix berries ￥750
アメリカンチーズケーキ ミックスベリー添え  

Chocolate brownie with vanilla ice cream and chocolate sauce ￥750
チョコレートブラウニー バニラアイスクリームとチョコレートソース

Chocolate chiffon cake with vanilla  ice cream ￥750
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 or vanilla) ￥400
ジェラート（マンゴー・ヘーゼルナッツ・チョコレート・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。。
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