PARTY MENU
T.Y. CLASSIC 4200

SEASONAL SPECIAL 5200

The Best of T.Y.HARBOR 6200

Jumbo shrimp with cocktail chili sauce

Fish Market plate 2 kinds

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

Fish Market 2 種の盛り合わせ

Spicy NY chicken wings with blue cheese dip and celery sticks

Grilled mixed sausage plate
with creole mustard and potato chips

Grilled mixed sausage plate
with creole mustard and potato chips

グリルソーセージの盛合せ、
クレオールマスタードソース、
ポテトチップス

グリルソーセージの盛合せ、
クレオールマスタードソース、
ポテトチップス

Sweet potato fries with creamy maple and bacon dipping sauce

Sweet potato fries with creamy maple
and bacon dipping sauce

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

Warm artichoke, spinach and cheesy dip with tortilla chips
ほうれん草とアーティーチョークのディップ、
トルティーヤチップス

スウィートフライドポテト、
メープルベーコンディップ

スウィートフライドポテト、
メープルベーコンディップ

Caesar salad with smoked chicken and avocado

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）

シーザーサラダ（アボカド、スモークチキン）

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

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

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

Walnut brownie
ウォールナッツブラウニー

Grilled swordfish steak with bagna cauda sauce,
risotto, Brussels sprouts and fried gobo
メカジキのグリル、バーニャカウダソースとリゾット、
芽キャベツとごぼうのフライ

Grilled Cajun cube roll steak with mashed potatoes
and honey roasted baby carrots
ケイジャンキューブロールステーキ、
マッシュポテトとベビーキャロットのハニーグレーズ

Coppa, mozzarella, mushroom and ricotta pizza
with arugula and Padano cheese
コッパとリコッタチーズ、
マッシュルームのピザ、
ルッコラ、
モッツァレラチーズ

Davidʼs NY cheesecake, the best in the world!!
Please make reservations for party menu at least 3 days in advance.
Party menu is available for parties of 4 or more, served share style.
Items may change according to market availability.
All-you-can-drink plans are available. Please ask staff.
For buffet style, please choose from Seasonal Special or
The Best of T.Y.HARBOR menu.
パーティーメニューをご希望のお客様は３日前までにご連絡ください。
4名様以上で承ります。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。
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。
立食スタイルのメニューは Seasonal Special または The Best of T.Y.HARBOR
よりお選びください。

デーヴィッドのニューヨークチーズケーキ

T.Y. Buddha bowl with spinach, brown rice,
sweet potatoes, gobo kinpira, fried tofu,
red radish and cashews in lemon tahini dressing
T.Y オリジナルブッダボウル、
レモンタヒニドレッシング
（ほうれん草、
ブラウンライス、
さつま芋、人参、赤キャベツ、赤大根、厚揚げ）

Grilled snapper filet with yuzu cream sauce
and shiitake, cauliflower and pancetta sauté
真鯛のグリル、柚子クリームソース、
カリフラワー、椎茸、パンチェッタのソテー

Grilled USDA Prime hanger steak with parsley butter
and Inca potato and mushroom roast
プライムハンガーステーキ、ハーブバターとインカポテトのロースト

4 cheese pizza with mozzarella, gorgonzola,
ricotta and grana padano
モッツァレラ、
ゴルゴンゾーラ、
リコッタ、
グラナパダーノのクアトロフォルマッジ

Chocolate blackout layer cake
ブラックアウトチョコレートケーキ

DRINK PACKAGE 3000

DRINK PACKAGE 3500

Craft Beer

Craft Beer

クラフトビール

クラフトビール

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

Coffee or Tea (+300yen/per)
コーヒー又は紅茶（一人＋３００円）

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.
飲み放題は2.5時間でございます。
ビールはピッチャーでご用意いたします。
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限ります。

Iced Tea
アイスティー

Coffee or Tea (+300yen/per)
コーヒー又は紅茶（一人＋３００円）
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