
ニューイングランド・クラムチャウダー

受賞チャウダー

小 （8 オンス）      6.95 ドル

 中 （12 オンス)      7.95 ドル

 大 （16 オンス)      9.95 ドル

 クォート（32 オンス)     17.95 ドル

サワードゥパンの盛り合わせ    11.95 ドル

シーフードのクリーム・スープ

マンハッタン風チャウダー
グルテンフリー

当マーケット特製チャウダー

ホタテ貝グリル・チャウダー

ライム＆ココナッツ・チャウダー
ベジタリアン向け／グルテンフリー

クリーミーで口当たりが良く、貝の具がたっぷりで、ベー
コン、タマネギ、ジャガイモ、クリームが添えられます。

すべてのチャウダーには新鮮なサワードゥパンが付きます。

アラスカ産タラ、北西洋サーモン、オレゴン州産ベイ・シ
ュリンプ、クリーム・トマト味スープ。

まろやかな貝のたまねぎとセロリ入りトマト・スープ。

シェフのおすすめ具材：ムール貝、大ヒラメ、ク
ラム、ホタテ、エビ、カキ、カニ、サーモン。

柔らかいホタテをクリームのスープで煮込み、セリとラ
イムジュースでしっかりと味付けしました。

新鮮な野菜をココナッツミルクとライムジュース
で煮込んだ野菜チャウダー。

NEW ENGLAND CLAM CHOWDER

AWARD-WINNING CHOWDERS

Small (8 oz)

Medium (12 oz)

Large (16 oz)

Quart (32 oz)

Sourdough Bread Bowl

SEAFOOD BISQUE

MANHATTAN STYLE CHOWDER - Gluten-Free

MARKET CHOWDER

SEARED SCALLOP CHOWDER

LIME & COCONUT CHOWDER - Vegan/Gluten-Free

Creamy smooth, with loads of meaty clams, flavored with bacon, 
onions, potatoes, cream.

All chowders are served with fresh sourdough bread.

Pacific Cod, Northwest Salmon, Oregon Bay Shrimp, in a creamy  
tomato-based broth.

Tender clams in a tomato broth, with onions and celery.

Chef’s Choice of ingredients, may include: mussels, halibut, clams, scallops, 
shrimp, oysters, crab, salmon.

Tender scallops in a creamy broth, perfectly flavored with dill and lime juice.

Vegetable chowder with the freshest vegetables simmered in coconut milk 
and lime juice.

サンプル試食

チャウダー４人前、各 5オンス 一人前    13.95 ドル

チャウダー8人前、各 5オンス 一人前    25.95 ドル

SAMPLER FEASTS

Tray of 4 chowders in 5-oz. servings.

Tray of 8 chowders in 5-oz. Servings.

コネティカット風ロブスターロール

コネティカット風イチョウガニ・ロールパン(当マーケット特製販売)

特製アメリカイチョウガニ・ロールパン

メイン州産ロブスターロール

シェフおすすめロール

ロールパン＆サンドイッチ

レモンジュースと調味料で味付けし、暖かく溶けたバターと合わせた、柔
らかいメイン州産ロブスター身.........クォーターポンド身 /ハーフポンド身

レモンジュースと調味料で味付けし、暖かく溶けたバターと合わせた、柔らか
いメイン州産ロブスター身。..........４分の１ポンド身 /２分の１ポンド身

マヨネーズ、セロリ、レモンジュース、調味料で味付けし
たアメリカイチョウガニの身。

マヨネーズ、セロリ、レモンジュース、風味のある調
味料で味付けした新鮮なロブスターの身。

マヨネーズ、セロリ、レモンジュース、特製調味料で味付けしたオレゴン州産ベ
イエビとアメリカイチョウガニの身。...........片身 11.95ドル /一身 15.95ドル

CONNECTICUT-STYLE LOBSTER ROLL

CONNECTICUT-STYLE DUNGENESS CRAB ROLL (Market Only)

ORIGINAL DUNGENESS CRAB ROLL

MAINE LOBSTER ROLL

CAPTAIN’S ROLL

ROLLS & SANDWICHES

Tender Maine lobster meat tossed in warm melted butter, with a hint of lemon juice 
and a dusting of seasoning and chives..........Quarter Pound MP / Half Pound MP

Delicate crab meat tossed in warm melted butter, with a hint of lemon juice and a 
dusting of seasoning and chives..........Quarter Pound MP / Half Pound MP

Dungeness crab meat, tossed with mayo, celery, lemon juice, and seasonings
..........Half MP / Whole MP

Succulent lobster meat, mixed with mayo, celery, lemon juice, and delicate 
seasonings..........Half MP / Whole MP

Oregon Bay Shrimp and Dungeness crab meat, tossed with mayo,celery, lemon juice, 
and secret seasonings..........Half $11.95 / Whole $15.95

オレゴン州産ベイシュリンプロール

オレゴン州産ベイ・シュリンプをジュースで艶出しし、マヨネーズ、セロリ、特
製調味料で味付けしました。............片身7.95ドル/一身11.95ドル

OREGON BAY SHRIMP ROLL

Oregon Bay Shrimp, brightened with lemon juice and tossed with mayo, celery, and 
secret seasonings...........Half $7.95 / Whole $11.95

当マーケット特製サラダ

シーザードレッシング・サラダ

ほうれん草のサラダ

サクサクしたサラダのサイド・ディッシュ

サクサクした緑野菜は、お好みのドレッシングでお召
し上がりいただけます。..........3.95ドル

パリパリ・レタス、イタリア・チーズ、昔ながらの
胡椒味ドレッシング。...........3.95ドル

ベーコン、キノコ、ソフトチーズ、卵スライス、パリ
パリのトーストアーモンド添えの新鮮なホウレンソウ
には、美味しいビネグレット・ドレッシングが付きま
す。...........4.95ドル

MARKET SALAD

CAESAR SALAD

SPINACH SALAD

CRISPY SIDE SALADS

Crispy greens, and vegetables, served with your choice of dressing.

Crisp romaine, grated parmesan cheese, and our traditional savory dressing.

Fresh spinach, with bacon, mushrooms, mozzarella, sliced egg, and 
crunchy toasted almonds, served with tangy vinaigrette dressing.

すべてのお飲み物   3.45 ドル

ペプシと炭酸飲料  しぼりたてレモネード  ストロベリーレモネード  
ボトルジュース、炭酸水  ボトルウォーター

All Beverages

Pepsi & Fountain Drinks, Fresh Squeezed Lemonade, Strawberry Lemonade, Bottled Juices & Sodas, Bottled Water

お飲み物
BEVERAGES

pikeplacechowder.comTyler Trulson  •  Zach Platis – Managers  •  Dario Guerra – Chef 
Pike Place Market  •  1530 Post Alley  •  Seattle, WA 98101  •  206.267.2537 Open Daily 

11:00 am - 5:00 pm   •    pikeplacechowder.com  

パイクプレース・マーケット・チャウダー


