¥2,800
David's smoky deviled eggs
デイビッドのスモーキーデビルドエッグ

Jumbo onion rings with BBQ sauce
ジャンボオニオンリング、BBQソース

Chili cheese fries
チリチーズフライ

House smoked cheese with whole wheat crisps
スモークチーズと全粒粉クラッカー

BBQ chicken salad with black beans,
corn and Colby Jack cheese, ranch dressing
BBQチキン、ブラックビーンズ、
コルビージャックチーズのサラダ、ランチドレッシング

BBQ COMBO PLATTER OF FOUR MEATS
BBQコンボ（4種盛り合わせ）

Pulled BBQ pork / Smoked chicken thigh
Smoked Cajun Style spicy andouille sausage / Kansas City style Spare rib
プルドBBQ / スモークチキン /ケイジャンスタイル スモークソーセージ / ポークスペアリブカンザスシティースタイル

White bread
ホワイトブレッド

Todayʼs side dish
本日のサイドディッシュ

¥3,800
Crispy fried chicken tenders with spiced lime butter
スパイシーライムバターフライドチキン

House smoked Tasmanian salmon with dill cream
and whole wheat crisps
タスマニア産スモークサーモン、サワークリームドレッシング、全粒粉クラッカー

Green pea and mint dip with house fried potato chips
グリンピースとミントのディップ、ポテトチップス

Vegan nachos salad with romaine, smoked chicken,
vegan cheese, kidney beans, salsa, guacamole, coriander
ヴィーガンナチョスサラダ、プラントベースチキンとヴィーガンチーズ

BBQ COMBO PLATTER OF FOUR MEATS
BBQコンボ（4種盛り合わせ）

Pulled BBQ pork / Smoked chicken thigh
Smoked Cajun Style spicy andouille sausage / Kansas City style Spare rib
プルドBBQ / スモークチキン /ケイジャンスタイル スモークソーセージ / ポークスペアリブカンザスシティースタイル

White bread
ホワイトブレッド

Todayʼs side dish
本日のサイドディッシュ

Today's dessert
本日のデザート

¥2,500
Pale Ale

Amber Ale

ペールエール

アンバーエール

Our flagship brew, rich and malty medium
body ale with bronze color and citrus-floral
aromas from a liberal dose of cascade hops.

English style rich ale with roasted malt, soft
hops and citrus aromas, medium bodied
and dark in color.

淡いブロンズ色のエールで、フルーティな味わいを持ちなが
T.Y.HARBOR
らホップの苦みがバランスよく混ざり合った、
BREWERYの定番ビールです。

5種類の麦芽を使用し、麦本来の甘みや旨味を楽しめる琥珀
色のビール。焙煎したモルトならではのコクがあり、低炭酸で
苦味を抑えています。

IPA

Wheat Ale

ウィートエール

インディアペールエール

Belgian style wheat ale with citrus, banana,
bubble gum and clove flavors, light body and
soft effervescence.

West coast style “super hoppy” and slightly
bitter ale with medium malty body and high
alcohol content. Serious IPA drinkers will
love this brew.

大麦と小麦を混ぜてつくる典型的なベルギースタイルのビー
ル。バナナのようなフルーツと、
クローブのようなスパイスを感
じる香りが特徴です。

柑橘アロマが特徴の7種類のホップをペールエールの3倍使
用したインディアペールエール。パワフルな苦みと柑橘系の香
り、
しっかりとしたコクを楽しめます。

Seasonal Brew

IMPERIAL STOUT

インペリアルスタウト

シーズナルブリュー

Dark, rich and creamy ale with coffee and
caramel flavors and a nice bitter finish.

Our brewers special creation inspired by the
ever changing seasons.

焙 煎された麦 芽 の 深 みとクリーミーなコク、さらにはコー
ヒーやカラメルのような風味が特徴の、
しっかりとした苦味
を楽しめる黒ビールです。

季節折々にインスパイアされた、
ブルワーオリジナルの限定ビ
ールです。

Bourbon “Bulleit”
バーボン “ビュレット”

Coke / Coke Zero / Ginger ale
100％ Orange Juice / Iced Tea “Mighty leaf ”
コカ コーラ / コーラ ゼロ / ジンジャー エール

/ 100％ オレンジジュース / アイスティー “マイティ リーフ”

¥2,800
Pale Ale

Amber Ale

ペールエール

アンバーエール

Our flagship brew, rich and malty medium
body ale with bronze color and citrus-floral
aromas from a liberal dose of cascade hops.

English style rich ale with roasted malt, soft
hops and citrus aromas, medium bodied
and dark in color.

淡いブロンズ色のエールで、フルーティな味わいを持ちなが
T.Y.HARBOR
らホップの苦みがバランスよく混ざり合った、
BREWERYの定番ビールです。

5種類の麦芽を使用し、麦本来の甘みや旨味を楽しめる琥珀
色のビール。焙煎したモルトならではのコクがあり、低炭酸で
苦味を抑えています。

IPA

Wheat Ale

ウィートエール

インディアペールエール

Belgian style wheat ale with citrus, banana,
bubble gum and clove flavors, light body and
soft effervescence.

West coast style “super hoppy” and slightly
bitter ale with medium malty body and high
alcohol content. Serious IPA drinkers will
love this brew.

大麦と小麦を混ぜてつくる典型的なベルギースタイルのビー
ル。バナナのようなフルーツと、
クローブのようなスパイスを感
じる香りが特徴です。

柑橘アロマが特徴の7種類のホップをペールエールの3倍使
用したインディアペールエール。パワフルな苦みと柑橘系の香
り、
しっかりとしたコクを楽しめます。

Seasonal Brew

IMPERIAL STOUT

インペリアルスタウト

シーズナルブリュー

Dark, rich and creamy ale with coffee and
caramel flavors and a nice bitter finish.

Our brewers special creation inspired by the
ever changing seasons.

焙 煎された麦 芽 の 深 みとクリーミーなコク、さらにはコー
ヒーやカラメルのような風味が特徴の、
しっかりとした苦味
を楽しめる黒ビールです。

季節折々にインスパイアされた、
ブルワーオリジナルの限定ビ
ールです。

Bourbon “Bulleit”

White Wine / Red Wine

バーボン “ビュレット”

白ワイン / 赤ワイン

Coke / Coke Zero / Ginger ale
100％ Orange Juice / Iced Tea “Mighty leaf ”
コカ コーラ / コーラ ゼロ / ジンジャー エール

/ 100％ オレンジジュース / アイスティー “マイティ リーフ”

