STARTERS

STEAKS

CHOP seafood platter (serves three)

7,900

roasted bone marrow, apple bacon chutney
and grilled honey campagne bread

1,480

tableside tuna tartare

2,050

CHOP 特製魚介の盛り合わせ（3名様用）

骨髄のロースト、
アップルベーコンチャツネ、
ハニーカンパーニュブレッド
お客様のテーブルサイドで仕上げるマグロのタルタル

shrimp with sriracha cocktail sauce

シュリンプとシラチャー風味のカクテルソース

1,940

hokkaido bocconcini, fruit tomato, grilled asparagus
with pancetta and champagne vinaigrette

1,580

double cut bacon steak with barbecue sauce

1,200

北海道産モッツァレラチーズの冷菜

厚切りベーコンステーキ のBBQソース

1,880

clams casino

1,840

chipotle crab cake, ancho-chili aïoli and ruby grapefruit

1,940

ハマグリの香草バター焼き

スモークハラペーニョのクラブケーキ アンチョチリのアイオリソース

シーフードチャウダースモークベーコン

980
1,300

roasted cauliflower wedge with grilled bacon
and stilton blue cheese

1,500

baby gem caesar with anchovies and parmigiano-reggiano

1,250

ローストカリフラワーとグリルベーコンの温菜 スティルトンブルーチーズ
ベビーロメインレタスのシーザーサラダ

salad enhancements | サラダ トッピングオプション
avocado 540 | charred shrimp 860 | smoked bacon 860

steak for two

13,930

steak for three

20,900

23oz bone-in cowboy rib eye

13,280

21oz bone-in kansas city strip loin

10,690

ステーキ2名様用
ステーキ 3名様用
650g 骨付きカウボーイ リブアイ
600g 骨付きカンザスシティー ストリップロイン

CHOP burger (limited to five a day)
3,670
100% ground certified angus beef sirloin, smoked bacon, iceberg
lettuce, tomato, caramelized onion, cheddar cheese, onion rings
and fries

1日限定5個サーティファイドアンガスビーフサーロイン100% ハンバー
ガー 、
スモークベーコン、
レタス、
トマト、
カラメルオニオン、
チェダーチーズ
のトッピング、
自家製ピクルス、
オニオンリング、
ウェッジフライドポテト付

today’s tsukiji market catch

3,780

double-cut new zealand lamb chops with mint chutney

5,180

築地から直送の鮮魚

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

SIDES

特選ウェットエイジサーティファイドアンガスビーフ

10oz new york strip loin

6,990

10oz bone-in tenderloin

10,690

280g ニューヨークストリップロイン
280g 骨付きテンダーロイン

6oz petite tenderloin
170ｇテンダーロイン

5,510

new zealand roasted scampi and pan-roasted hokkaido scallop 1,940

CHOP Steakhouse house salad

CHOP Steakhouse 特製グリーンサラダ

28日間乾燥熟成サーティファイドアンガスビーフ

ANY TURF CAN SURF

SOUP & SALADS
seafood chowder with smoked bacon

28-day, dry-aged certified angus beef

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

pan-seared scallops with spring pea relish

ホタテのロースト 青豆のピューレ仕立て

CHOPS, FISH & MORE

ニュージーランド産手長エビと北海道産ホタテのロースト

creamed corn brûlée

860

classic mash

860

hand-cut farm fries

860

スイートコーンのブリュレ
クラシック マッシュポテト
ウェッジフライドポテト

grilled asparagus

アスパラガスのグリル

1,080

roasted inca potatoes
with anchovy

860

インカのめざめのロースト
アンチョビ和え

four-cheese “mac”

We’re passionate about our beef at CHOP Steakhouse. That’s
why we’re proud to be partnered with Certified Angus Beef and
Master Purveyors, who both share our dedication to providing
supreme-quality cuts of family-farmed beef. If you love beef, you’ll
never eat steaks anywhere else again.

860

ホウレンソウのソテーまたは
クリーム煮

ipa-battered onion rings 880

地ビールの衣をつけた
オニオンリング

steamed
or roasted broccoli

860

sautéed button
mushrooms

860

today’s seasonal
vegetables

860

蒸し又はローストのブロッコリー

マッシュルームのソテー

1,080

マカロニのチーズグラタン

sautéed
or creamed spinach

本日の旬野菜

Prices include 8 percent consumption tax. | 価格には8%の消費税を含みます。
CHOP signature dish

