OYSTER
Today's fresh oysters .....................................................600

GRILLED MEATS
& SEAFOOD MEALS

本日のフレッシュオイスター

Oriental and littleneck clam vongole bianco spaghettini ......1600

Smoked oysters .............................................................500
牡蠣の燻製

Dry-aged US black angus beef chuck-eye 200g ......3800
米国産ブラックアンガス ドライエイジドビーフ チャックアイ 200g

APPETIZERS & SALADS
蛤のクラムチャウダー

Smoked nuts ................................................................600
燻製ミックスナッツ

Spice pickled soft boiled egg and vegetables ..........600
半熟たまごと野菜のスパイスピクルス

蛤と浅利のボンゴレビアンコ スパゲッティーニ

Spear squid genovese spaghettini .........................................1600
小ヤリイカのジェノベーゼ スパゲッティーニ

US black angus beef sirloin 150g ........................3300

Grilled and smoked bacon carbonara spaghettini ................1600

US black angus beef ﬁlet 150g ............................4900

Truﬄe and mushroom boscaiola cream penne .....................1800

US black angus beef ribeye 150g ........................3500

US black angus beef ragu paccheri .....................................1900

US black angus beef l-bone steak .........................9000

Blue crab and seafood tomato sauce linguine ......................2000

米国産ブラックアンガス サーロインステーキ 150g

Clam chowder .............................................................900

PASTAS

米国産ブラックアンガス フィレステーキ 150g

米国産ブラックアンガス リブアイステーキ 150g
米国産ブラックアンガス Lボーンステーキ

薪火グリルの燻製ベーコン カルボナーラ スパゲッティーニ
3種の茸のボスカイオーラ トリュフクリーム ペンネ
米国産ブラックアンガスのラグー パッケリ
渡り蟹と魚介のトマトソース リングイネ

US black angus beef t-bone steak .......................12000
米国産ブラックアンガス Tボーンステーキ

In house made french fries ........................................800
自家製フライドポテト

Mashed potatoes .........................................................700

Tottori daisen chicken ...........................................2400

DESSERTS

New zealand bone in lamb chops .........................2700

Royal milk tea creme bruleé with strawberry ice cream ....1000

Seafood platter lobster, market ﬁsh, scallops ....4900

Chocolat fondant with pistachio ice cream .......................1000

Anchor point special surf n' turf ...........................5900
アンカーポイントスペシャル サーフアンドターフ

Tarte tatin with vanilla ice cream ......................................1000

マッシュポテト

鳥取県産

Fish carpaccio ...........................................................1,400

ニュージーランド産 骨付き子羊

鮮魚のカルパッチョ

Fresh mozzarella caprese ........................................1,400
フレッシュモッツアレラチーズのカプレーゼ

Jumbo shrimp cocktail .............................................1,600

大山鶏

魚介のグリル オマール海老 鮮魚 帆立

アンカーポイントオリジナル ガーリックシュリンプ

CHEESE & CHARCUTERIE

US black angus beef ﬁlet tartare ............................1,500
米国産ブラックアンガス 牛フィレコンフィ タルタル仕立て

US black angus beef jerky .......................................700
米国産ブラックアンガスの自家製ジャーキー

Crispy fried chicken ...................................................900

麦芽入り自家製ソーセージ

クリスピーフライドチキン

Blanc mangé mango sorbet ................................................1200
マンゴーのソルベ フルーツ添え

In house made malt sausage ...................................900
Pâté de campagne .....................................................900

Fish and chips ..........................................................1,200
フィッシュアンドチップス

パテ・ド・カンパーニュ

Salami platter 3 types ............................................1400

生ハム盛り合わせ（3種）

Anchor point chef's salad

half....800

full....1500

Caesar salad

half....750

full....1200

Wild arugula salad

half....850

full....1300

ワイルドルッコラのサラダ

タルトタタン ヴァニラアイスクリーム
アイスクリーム盛り合わせ

Anchor point original garlic shrimp .......................1,600

シーザーサラダ

チョコレートフォンダンショコラ ピスタチオのアイス

Ice cream platter ................................................................1000

ジャンボシュリンプカクテル

アンカーポイントシェフズサラダ

ロイヤルミルクティーのクレームブリュレ イチゴのアイス

Salami platter 5 types ............................................1800

生ハム盛り合わせ（5種）

Cheese platter 3 types ...........................................1600

チーズ盛り合わせ（3種）

Cheese platter 5 types ............................................2000

チーズ盛り合わせ（5種）

Anchor Point

