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Appetizers

た

NEW

前菜

・熊本産火の豚のチョリソー
Prince Pork Sausages

1000

火の国 熊本より直送の東海地区初のブランド豚ソーセージです。
熊本県のさいき農場さんが餌や水はもちろん、ストレスを与えないような
環境で一頭づつ大切に育てた豚です。しっかりとした味と甘みのある脂が
特徴的でビールやカクテルとの相性も抜群！ 4 種の味わいが 1 皿で楽しめます。

Delivered directly Kumamoto sausages. We are the only restaurant in
Tokai to feature this superb brand of pork from Saiki Farm. Goes great with beer and cocktails!

NEW

・４種のチーズプレート

800

Cheese Platter

・タコのカルパッチョ

700

Octopus Carpaccio

480

・自家製唐揚げ
C.O.A Karaage

・フライドニョッキ

380

Fried Gnocchi

・季節野菜のグリル

480

Grilled Vegetable Plate

・フライドポテト
C.O.A Fried Potato

NEW

塩胡椒
Salt
&
Pepper

トリュフ塩
Truﬄe Salt

・生ハム & オリーブ
Fresh Ham and Olives

・スモーク・ナッツ
Smoked Nuts

・

枝豆
Edamame

480

500
580

・ポークジャーキー

480

Pork Jerky

480

＊上記の価格には消費税は含まれていません。
＊＊All food items do not include tax. 8% will be added.

・自家製生チョコ
Chocolate

480

C.O.A Signature Dishes
C.O.A. 名物

・ 名物プーティーン
C.O.A.ʼ s Famous Poutine

迷っ
これたら
だ

カナダを代表する料理の一つ。
あつあつの自家製グレイビーソースと
トロトロに溶けたチーズをフライドポテトに
たっぷり絡ませました。

・

C.O.A 特製ナチョス
C.O.A.ʼ s Special Nachos

Chicken

Regular 1300
Small 800

Beef

Mix

+200

+300

がや

〜

800

Friens topped with aged cheese and
C.O.Aʼ s own poutine sauce.

・

カナディアンプーティーン
Canadian Poutine Supreme

ソテーしたべーコンとオニオンを

1100

トッピングしたプーティーン

Our famous poutine with sauteed bacon and onion.

NEW

・ アボカドの
ワカモレ
ディップ

・ ビーフ
ケサディア
“Queenstown”
Beef Quesadilla

Spicy Guacamole Dip

1100

750

当店トップヒッターの一つ
ケサディアがビーフで生まれ変わりました！ チーズ、
オニオン、 トマト、 ハラペーニョをたっぷり閉じ込めた生地
をオーブン焼きにしました。

中南米生まれのお手頃おつまみ、 ワカモレディップ。 アボカド、
オニオン、 トマトをベースに自家製調合したスパイスで味付け。
チップスにたっぷりつけて食べてください。

One of COAʼ s popular menu choices.
Weʼ ve revamped it now as a beef quesadilla that
includes cheese, onions, tomatoes and japalenos.

Our home-made Guacamole dip features avocado,
onion, tomato and comes with tortilla chips
making it a tasty light snack.

・ ブーメラン
スピナッチ ・ ディップ
Boomerang Spinach Dip

・ ケソ
・ビーフディップ

950

ほうれん草とクリームチーズをミックスしたアツアツの
ディップをチップスにたっぷりつけて召し上がれ。

A delicious homemade creamy
spinach dip derved with
tortilla chips. Great to share.

＊上記の価格には消費税は含まれていません。
＊＊All food items do not include tax. 8% will be added.

Crazy Queso Dip

950

NEW

たっぷりのチェダーチーズソースに特製スパイスの効いた
ひき肉を、 トマトソース、 オニオン、 隠し味にバジルを
入れて作ったディップ。 コーンチップスにつけて
お召し上がりください。

A beef mince dip with a kick featuring a delicate
blend of cheddar cheese, tomato sauce, onions
and a little hint of basil. Itʼ s addictive!

Salad
サラダ

・ ケープ ・ タウン ・ コブ ・ サラダ
Cape Town Cobb Salad

COA 名物、 コブサラダ。 ３種類の野菜と定番のアボカドなど
７種類のレイヤーのコブサラダは当店大人気の
レモンドレッシングでお召し上がれ。
COA Signature Salad. Agreat mixture of avocado and
tree other vegetables to create a seven-layer masterpiece
topped with our popular lemon dressing.

・

NEW

生ハムのシーザーサラダ

1050

Fresh Ham Caesar Salad

生ハムの塩気とドレッシングの酸味、 野菜の甘味が
渾然一体の 1 皿！シンプルだからこそ、
美味しいサラダです。
Enjoy a blend of salt, bitter and sweet tastes as
the ham, Caesar dressing and

1150

vegetables fuse together.
It's simply a
great choice.

Burger

食べ
て
みゃ
〜

バーガー

・ C.O.A. グリルド ・ バーガー
C.O.A. Grilled Hamburger

“The Bowler” BBQ Cheddar Cheese Burger

ビーフ 100% のパテを使用したボリューミーなバーガー！
お好みのトッピングで自分だけのバーガーを作ってみよう！
A juicy 100% all-beef grilled burger.
Choose your topping

・

BBQ チェダー ・ チーズ ・ バーガー

1200

150g のパテに自家製スモーク BBQ ソースとオニオン、
チェダーチーズがとろける大人気なバーガーです。

1350

A 150g patty toped with
BBQ onion and big slice

from bellow and make

of cheddar cheese

your own burger

melted to perfection

Topping
Bacon

Cheddar Cheese

Fried Egg

BBQ Onion

ベーコン

チェダー ・チーズ

目玉 焼き

B B Qオニオン

+100

+100

Fried Onion

Homemade Salsa

フライ ド・オニオン

自家 製サルサ

+100

+150

＊上記の価格には消費税は含まれていません。
＊＊All food items do not include tax. 8% will be added.

+100
Fresh Avocado
アボカド

+200

+100
Extra Patty
追加バーガー ・ パティ

+500

Main

でら
オス
ス

メイン

・自家製ローストビーフ

NEW

The Beefeater

メ

1080

自家製のタレに漬け込んだ、 牛肉の表面を低温で
じっくりと焼き色をつけ、 たっぷりの肉汁を
閉じこめました。
特製の赤ワインソースと一緒にお楽しみ下さい。
A juicy plate of marinated roast beef. Comes with
our in-house red wine sauce. A real treat!

・ チキンレッグステーキ
Grilled Chicken
肉厚なチキンレッグをライムと特製スパイスの自家製のタレに
漬け込み、 豪快にグリル！
This largish bone-less chicken leg is grilled with our own special lime
and spiced sauce. Enjoy it with our daily recommended side.

1180

Rice
ライス

・

特製焼きキーマカレー
Baked Keema Curry

980

銀座のバーで大人気の味を長者町で再現！
一晩じっくり煮込んだキーマーカレーをご飯にたっぷりかけ、
モッツァレラ、 スモークチーズと温玉を乗せてオーブンで
こんがり焼き上げました。 アツアツのうちにお召し上がりください。
COA introduces this popular Ginza bar dish to the area of Chojamachi.
The slow cooked keema curry is placed on top of the rice. Next, Mozzarella,
smoked cheese and soft-boiled are added and baked until crispy.

＊上記の価格には消費税は含まれていません。
＊＊All food items do not include tax. 8% will be added.

Pizzas

NEW

ピザ

・

クアトロ ・ フォルマッジ

Quattro Folder Mudge

1080

言わずと知れた、 4 種チーズの贅沢なピザ！それぞれのチーズの特性を生かし、
自家製生地でもっちりとしたピザに焼き上げました。 お好みで蜂蜜を
掛けてお召し上がり下さい。

Our in-house pizza dough with four types of cheese blended together
to create a slice of heaven. To give it a diﬀerent taste, try it with a sprinkle of honey.

・ マルゲリータ ・ ピザ

・ チキン ・ ペスト ・ ピザ
Chicken Pesto Pizza

1200

自家製ピザ生地にフレッシュバジルソースと
モッツァレラチーズ、 味付けチキンをのせました。
Our in-house made pizza dough
with fresh pesto sauce,
mozzarella cheese and
grilled seasoned chicken

Margherita Pizza

1080

自家製ピザ生地にトマトソース、
フレッシュモッツァレラチーズ、 バジル。
シンプルだからこそ味わえる王道ピザ
Our in-house made pizza dough
topped with fresh
mozzarella-cheese,
tomato sauce, and basil.

Pasta
NEW

・

パスタ

C.O.A ボロネーゼ
Bolognese

1150

ニンニク、 玉ねぎ、 セロリなどの数種の野菜やハーブをじっくりと低温で炒め、
野菜の甘さや旨みを逃す事無く閉じ込めました。 お肉の旨みと野菜の甘み、
そしてトマトの酸味が口の中いっぱいに広がります

A perfect mixture of garlic, onions, celery and herbs make up
the sauce for this appetizing pasta dish!

・ 3 種チーズのクリームパスタ
Triple Cheese Cream Pasta

1150

3種類のチーズをベースに作った クリ ーム ソースパスタ。シェフの気 ま ぐれでチー
ズを選んでいますので、毎回風味の違 う 味が楽 しめるかも！？

This cream pasta promises something new every time. Our
chef randomly chooses three cheeses daily, so you are sure
to enjoy something diﬀerent each time.

＊上記の価格には消費税は含まれていません。
＊＊All food items do not include tax. 8% will be added.

