PASTA & A R ROZ

S NACKS & A PPETIZE RS
COLD SNACKS & APPETIZERS
lobster deviled egg

全てのパスタをジロロモーニ社製・食物繊維豊富な全粒粉パスタに変更できます。

全てのパスタをルンモ社製グルテンフリーペンネまたはスパゲティに変更できます

2PC 600

ロブスター・デビルドエッグ

whole-wheat spaghetti available for substitution.

gluten free penne & spaghetti available for substitution.

[税込 605]

baby sardine & fresh jalapeno peperoncini - SPAGHETTI

1200

cajun chicken & eggplant arrabbiata - LINGUINE

1250

しらすとフレッシュハラペーニョのペペロンチーニ - スパゲティ

gorgonzola dip with raisin bread

800

ゴルゴンゾーラのディップ 炭焼きレーズンブレッド添え

daikon tortilla tostadas with smoked salmon
スモークサーモンのベジタブル・トスタダス

[税込 880]

ケイジャンチキンと茄子のアラビアータ
2PC 900

[税込990]

1200

キハダマグロのアヒポキ

[税込 1320]

M 1200

シャルキトリープレート |ハムやサラミの盛り合わせ |

[税込1320]

/ L 1800

[税込 1980]

濃厚ブッラータ パイナップルとミントのサルサ

[税込 1595]

duck ragout & gold rush corn cacio e pepe- CASARECCE

1400

lime jalapeño sauce with shrimp & okra - SPAGETTI

1400

grilled chicken jambalaya

1650

海老とオクラのライム・ハラペーニョソース

burrata with pineapple ＆ mint salsa

1450

- リングイネ

合鴨のラグーとゴールドラッシュのカチョエペペ

charcuterie platter

[税込 1375]

- リングイネ

creamy tomato sauce with blue crab - LINGUINE
渡り蟹のトマトクリームソース

tuna ahi poke

[税込 1320]

[税込 1540]

- カサレッチェ

[税込 1540]

- スパゲティ

1600

[税込 1760]

グリルチキンのジャンバラヤ・ライス

[税込 1815]

HOT SNACKS & APPETIZERS
steamed broccoli with creamy anchovy sauce
ブロッコリーのアンチョビクリームソース

cheese jalapeño nachos

800

チーズハラペーニョ・ナチョス

[税込880]

josper oven roasted cauliflower -hazelnut dukkah

1000

garlic shriimp -shrimp oil & garum

1200

カリフラワーのジョスパーロースト ヘーゼルナッツのデュカスパイス

ガーリック・シュリンプ

[税込 1100]

[税込1320]

海老オイルとガルム

SHIBUichi grana padano garlic toast

渋いちベーカリーのグラナパダーノ・ガーリックトースト

SA N DW I CH & BU RG E RS

650

[税込715]

500

[税込 550]

club house sandwich

1400

LETTUCE, TOMATO, HAM, BOILED EGG, BACON, BBQ SAUCE, THOUSAND ISLAND SAUCE

クラブハウス・サンドウィッチ レタス・トマト・鶏ハム・ゆで卵・ベーコン・BBQソース・サウザンアイランドソース

[税込 1540]

“R” burger LETTUCE, ONION, TOMATO SLICE, BEEF PATTY, CEDDAR CHEESE, THOUSAND ISLAND SAUCE

1400

smoky mushroom cheese burger

1500

“R”バーガー レタス・タマネギ・トマト・100％ビーフパテ・チェダーチーズ・サウザンアイランドソース

[税込 1540]

[税込 1650]

LETTUCE, ONION, TOMATO, 100% BEEF PATTY, MUSHROOM, SMOKED MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CHIPOTLE BBQ SAUCE

スモーキー・マッシュルーム・チーズバーガー

レタス・トマト・タマネギ・100％ビーフパテ・マッシュルーム・スモークモッツァレラ・チェダーチーズ・チポトレＢＢＱソース

tavern on s DOUBLE burger LETTUCE, ONION, TOMATO, 2×100% BEEF PATTY, CHEDDAR, BACON, CHIPOTLE BBQ SAUCE

タヴァン・オン・エス ダブル・バーガー

1900

[税込 2090]

レタス・トマト・タマネギ・100％ビーフパテ2枚・チェダーチーズ・ベーコン・チポトレバーベキューソース

sq ua r e pizza
BURGER TOPPINGS

devil chicken square pizza

avocado アボカド ¥110

cheddar チェダーチーズ ¥110

bacon ベーコン ¥220

jalapeno ハラペーニョ ¥110

beef patty ビーフパテ ¥440

1350

ピリ辛！デビル・チキンのスクエア・ピザ

[税込 1485]

チポトレトマトソース・グリルチキン・オニオン・ミックスチーズ・モッツァレラ・オニオン・ミニトマト

melting cheese square pizza with honey
メルティングチーズ・スクエア・ピザ 蜂蜜添え

1500

[税込 1650]

スモークとグリルを同時に行えるスペイン製炭火オーブン”ジョスパー”。
高温調理を短時間で行うことで、素材の旨味や
ジューシーさを最大限に引き出せるのはジョースパー・オーブンならでは！

ゴルゴンゾーラ・モッツァレラ・チェダー・グラナパダーノ・胡桃

SO U P & SA LA DS

beef fajita with kale tortilla, salsa mexicana and guacamole 2400

ビーフ・ファヒータ

[税込 2640]

[ケールのトルティーヤ/サルサメヒカーナ/ワカモレ付き]

熱々の鉄板で焼かれた野菜と牛リブロースを、
目の前でテキーラ・フランベに！

ボストン・クラムチャウダー

CUP

650 / BOWL 1000

[税込715]

[税込 1100]

classic caesar salad

1200

roasted duck & mushroom salad

1300

クラシック・シーザーサラダ

イベリコベジョータのジョスパーグリル バルサミコソース

[税込 1320]

鴨のローストとマッシュルームのサラダ

スイカとルッコラ、
カッテージチーズのサラダ

1500

[税込 1650]

数種類のハーブやスパイスをミックスしたオリジナルの味。
こだわりの油でじっくり揚げて、
カリッとジューシーに！

[税込 1650]

辛い！美味しい！ハマる！オリジナルフライドチキンを
ホットなスパイスで仕上げました！ビールとご一緒にどうぞ！

2500
[税込 2750]

マスタードソース

[税込990]

FR I E D CH I CKE N

1500

[税込 2200]

US産ビーフ・サーロインのジョスパーグリル

900

tavern on Sの名物！奥の都どり・骨付きもも肉のフライドチキン！
外はカリッと中はジューシーに仕上げました。

"S" FRIED CHICKEN
名物！Sオリジナル・フライドチキン

2000

grilled beef sirloin with mustard sauce

[税込1430]

watermelon & cottage cheese salad

CRAZY HOT CHICKEN
クレイジー・ホットチキン

grilled iberico bellota with balsamic vinegar sauce

D ESS ERT

boston clam chowder

bourbon tiramisu

バーボン・ティラミス

key lime pie

キーライムパイ

dark cherry cheese cake

ダークチェリーのベイクドチーズケーキ

mango catalana

マンゴーのカタラーナ

ice cream

アイスクリーム各種

600

[税込660]

600

[税込660]

650

[税込 715]

750

[税込 825]

400-

[税込440]

店内調理では自然由来の素材を使用し、
化学的に精製されたものは使用しておりません。
All carefully cooked with Natural ingredients.No Processed ingredients anywhere.
化学調味料不使用

No MSG on our natural
“UMAMI” dishes

低温圧搾抽出法油
トランス脂肪酸ゼロ
ZERO Trans Fat Oil

自然製法の塩
Natural Salt

オーガニック砂糖
Organic Sugar

CHEF’S RECOMMENDATION シェフのおすすめ！

πウォーター使用

π Water

