PARTY MENU
T.Y. CLASSIC 4000

SEASONAL SPECIAL 5000

The Best of T.Y.HARBOR 6000

Fish Market plate 3 kinds

Jumbo shrimp cocktail with cocktail chili sauce

FIsh Market plate 2 kinds

ジャンボシュリンプカクテル、
カクテルチリソース

Fish Market 2 種の盛り合わせ

魚介のカルパッチョ 2 種とジャンボシュリンプカクテルの盛り合わせ

Spicy NY chicken wings with blue cheese dip and celery sticks

Grilled mixed sausage plate
with creole mustard and homemade chips

スパイシー NY チキンウイング、
ブルーチーズディップとセロリスティック

スパイシー NY チキンウイング、
ブルーチーズディップとセロリスティック

Creamy three cheese and roasted onion dip with tortilla chips
3種のチーズとローストオニオンのディップ、
トルティーヤチップス

Caesar salad with smoked chicken and avocado
シーザーサラダ（アボカド、スモークチキン）

Classic Margherita with fresh buffalo mozzarella
水牛のモッツァレラチーズのマルゲリータ

グリルソーセージの盛り合わせ、
クレオールマスタードソース、
フライドチップス添え

Crispy catfish and chips with two sauces, dill pickle cream sauce
クリスピーキャットフィッシュ＆チップス ディルピクルスクリームソース

TY chopped salad with romaine, cabbage, cucumber, cauliflower,
roast pumpkin and red beans with house vinaigrette

TYチョップドサラダ
（ロメイン、
キャベツ、
キュウリ、
カリフラワー、
ローストパンプキン、
レッドビーン、
ハウスビネグレット）

バーベキューリブ " カンザススタイル " オリジナルソース、
マッシュポテトとコールスローサラダ

Grilled Cajun style blackened swordfish
with roasted Inca potatoes and portobello mushrooms
ケイジャンスタイルメカジキステーキのグリル、
インカポテトのローストとポルタベッラマッシュルーム

Korean kalbi marinated grilled USDA prime hanger steak
with sautéed kimchi and kale, green chili pepper sauce
コリアンスタイルプライムハンガーステーキのグリル、
キムチとケールのソテーとグリーンチリペッパーソース

Please make reservations for party menu at least 3 days in advance.
Party menu is available for parties of 8 or more, served share style.
Items may change according to market availability.
All-you-can-drink plans are available. Please ask staff.
パーティーメニューをご希望のお客様は3日までにご連絡ください。
8名様以上でご利用頂けます。お料理は全てシェアスタイルでのご提供になります。
仕入れの都合により内容が変更する場合がございますのでご了承ください。
パーティーメニューをご注文のお客様には飲み放題プランのご用意もございます。

シャルキュトリーボード
（自家製パテ ド カンパーニュ、ローマサラミ、プロシュート、
イベリコチョリソー、オリーブ、ピクルス）

Louisiana style crab cakes with remoulade sauce

ルイジアナスタイルクラブケーキ、
レムラードソース

B.L.T.A kale salad with ranch dressing and croutons

4 cheese pizza with mozzarella, gorgonzola, ricotta and grana padano

Walnut brownie
ウォールナッツブラウニー

Mixed charcuterie board with pate de campagne, salami Roma,
prosciutto, chorizo Iberico with olives and pickles

B.L.T.A ケールサラダ ランチドレッシング

クアトロフロマッジ ( モッツァレラ、
ゴルゴンゾーラ、
リコッタ、
グラナパダーノ )

Kansas style BBQ pork spareribs with original pit sauce,
mashed potatoes and coleslaw

Spicy NY chicken wings with blue cheese dip and celery sticks

Pumpkin pudding with whipped cream
パンプキンプリンとホイップクリーム

Coffee or Tea
コーヒーまたは紅茶

Sardines and mushroom pizza
with mozzarella cheese, spinach and radicchio
マッシュルーム、サーディン、
ラディッキオ、ほうれん草のピザ

Grilled tuna steak
with parsnip mashed potatoes and pinot noir soy sauce
マグロのグリル、
パースニップマッシュポテトとクリスピー湯葉、
ピノノワールソイソース

Grilled Cajun ribeye steak, U.S. choice,
with pecan rice pilaf and fried okura
ケイジャンリブアイステーキ、ピーカンライスピラフ、フライドオクラ

David's NY cheesecake, the best in world!!

デーヴィッドのニューヨークチーズケーキ

Coffee or Tea

コーヒーまたは紅茶

DRINK PACKAGE 3000

Craft Beer (6 kinds)
クラフトビール（6種）

DRINK PACKAGE 3500

Craft Beer (6 kinds)
クラフトビール（6 種）

WIne (White / Red)

Sparkling Wine

ワイン
（白/赤）

スパークリングワイン

Original Sangria (Red)

WIne (White / Red)

サングリア
（赤）

ワイン
（白/赤）

Orange Juice

Original Sangria (White / Red)

オレンジジュース

サングリア
（白/赤）

Grapefruit Juice

Bourbon Whiskey
(On the rocks/with water/highball/ginger highball)

グレープフルーツジュース

バーボンウィスキー

（ロック・水割り・ハイボール・ジンジャーハイボール）

Iced Tea
アイスティー

Orange Juice
オレンジジュース

Grapefruit Juice
グレープフルーツジュース

Ginger Ale
ジンジャーエール

All-you can-drink plans have a 2.5 hour limit.
Craft beer will be served by the pitcher.
All-you-can-drink plans can be added only to the party menu.
飲み放題プランのラストオーダーは2.5時間です。
ビールはピッチャーでご提供致します。
飲み放題プランはパーティーメニューをご注文のお客様にお付けできます。

Iced Tea
アイスティー

PARTY MENU

