fresh oyster with chimichuri sauce
岡山県 虫明湾産邑久の牡蠣

苺とゴルゴンゾーラのタルティーヌ

1PC 500

2PC 700

roasted apple & bocconcino caprese

strawberry & gorgonzola tartine

岡山から届く新鮮な牡蠣にハーブたっぷりの
甘酸っぱいチミチュリソースを。

ローストアップルと
ボッコンチーノのカプレーゼ

甘酸っぱい苺とゴルゴンゾーラが相性抜群！
ワインにもぴったりの一皿。

octopus carpaccio, salsa verde

真蛸のカルパッチョ

薄くスライスした真蛸にハラペーニョのきいた
サルサヴェルデを。
レモンをキュッと絞ってどうぞ！

ローストをした甘酸っぱい林檎のカプレーゼ

850

800

bourbon steamed mussels

korean kale salad with tuna & poached egg

ミナミマグロとポーチドエッグの
コリアン・ケールサラダ

カナダ産 ソルトスプリング
ムール貝のバーボン蒸し

1300

1250

カナダ・ソルトスプリングアイランドから届く
身がプリプリのムール貝をバーボンで蒸しあげました！

ピリ辛に味付けしたミナミマグロをたっぷりのケールとサラダに。
黄身をトロトロに仕上げたポーチドエッグをからめてどうぞ！

CHEF S RECOMMENDATION シェフのおすすめ！

SNACKS & APPETIZERS
岡山県 虫明湾産 邑久の牡蠣 サルサ・チミチュリ

fresh oyster with chimichuri sauce

燻製クリームチーズとキャラメリゼ・ナッツ

smoked cream cheese & caramelized nuts

サーモン・NO.8 ノルウェー産 ジン仕立てのサーモン・グラバラックス

salmon no.8

苺とゴルゴンゾーラのタルティーヌ

strawberry & gorgonzola tartine

ローストアップルとボッコンチーノのカプレーゼ

roasted apple & bocconcino caprese

シャルキトリープレート [ ハムやサラミの盛り合わせ ]

charcuterie platter

本鮪とアボカドのアヒポキ

tuna & avocado ahi poke

海老芋のフリット 生湯葉ジンジャーソースと自家製セミドライビーフジャーキー

deep fried ebi-imo taro -yuba ginger sauce & semi-dried beef jerky

800

真蛸のカルパッチョ サルサ・ヴェルデ

octopus carpaccio -salsa verde

850

ロブスター・デビルドエッグ

lobster deviled eggs

ブロッコリーのガーリックソテー

garlic sauteed broccoli

ボストン・クラムチャウダー

boston clam chowder

ミニ甲イカのフリット チポトレマヨネーズ

calamari fritti -chipotle mayo

800

牛タン・ケフタミートボール ブルーチーズのせ

kefta meatballs -blue cheese sauce

980

オニオングラタンスープ インディアンスパイスのアクセント

onion gratin soup -mixed indian spice

800

カナダ産 ソルトスプリング・ムール貝のバーボン蒸し

bourbon steamed mussels

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

SHIBUichi grana padano garlic toast

オリーブ

olives

300

ハラペーニョ・ピクルス

jalapeno pickles

300

1PC 500

500
4PC 800

¦ norweigian salmon gravlax ¦

タヒンスパイスのミックスナッツ

mixed tajin nuts

2PC 700

800
M

1200 / L 1800
1200

2PC

500 / 4PC 1000
500

CUP

650 / BOWL 900

1250
500
300

SALADS
ミナミマグロとポーチドエッグのコリアン・ケールサラダ

korean salad with tuna & poached egg

トルティーヤチップスとハーブのサラダ キウイ・ドレッシング

tortilla chips & mixed herb, kiwi dressing

鴨のローストとマッシュルームのサラダ バルサミコ・ドレッシング

roasted duck & mushroom salad, vinaigrette dressing

1300
950
1300

FRIED CHICKEN

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
1500
名物！Sオリジナル・フライドチキン

CRAZY HOT CHICKEN 1500
クレイジー・ホットチキン

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！

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！

SQUARE PIZZA
スパイシー・ディアボラ アリッサトマトソース・チョリソー・ベーコン・オニオン・ミックスチーズ・ゴーダチーズ

spicy diavola

1100

パルマ産プロシュートとブラウンマッシュルームのスクエア・ピザ

prosciutto & brown mushrooms

1350

マリボチーズ・モッツァレラ・グラナパダーノ・ブラウンマッシュルーム・プロシュート

ズッキーニとハーブ マリボチーズ・モッツァレラ・グラナパダーノ・ズッキーニ・ディル・セルフィーユ・アンチョビ zucchini & herb

whole-wheat spaghetti available for substitution.

gluten free penne & spaghetti available for substitution.

PASTA

1300

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

合鴨のサルシッチャと甘長唐辛子のアラビアータ - リングイネ

duck salsiccia & sweet green pepper arrabiata - LINGUINE 1150

温泉卵とマッシュルームのカルボナーラ

carbonara with poached egg & mushrooms

1300

creamy tomato sauce with blue crab - LINGUINE

1450

真蛸のラグーとケールのトマトソース - カサレッチェ

octopus ragout & kale tomato sauce - CASARECCE

1350

イベリコ豚と米茄子のボロネーゼ - リガトーニ

iberian pork bolognese with eggplant - RIGATONI

1350

釜揚げしらすとキャベツのペペロンチーノ 自家製カラスミがけ - スパゲティ

whitebait & cabbage peperoncini with bottarga - SPAGETTI 1350

渡り蟹のトマトクリームソース

- スパゲティ

- SPAGHETTI

- リングイネ

BURGERS & SANDWICHES
club house sandwich

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

R バーガー

R burger

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

レタス・トマト・タマネギ・100％ビーフパテ・マッシュルーム・スモークゴーダチーズ
チェダーチーズ・チポトレＢＢＱソース

smoky mushroom cheese burger

1400

tavern on s DOUBLE burger

1800

lettuce, onion, tomato, 100% beef patty, mushroom,
smoked gouda cheese, cheddar cheese, chipotle BBQ sauce

タヴァン・オン・エス ダブルバーガー
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・ゴルゴンゾーラ・
キャラメリゼナッツ・チポトレバーベキューソース

avocado アボカド ¥100

1300

lettuce, onion, tomato slice, beef patty, ceddar cheese, thousand island sauce

スモーキー・マッシュルーム・チーズバーガー

BURGER TOPPINGS

1200

lettuce, tomato, ham, boiled egg, bacon, BBQ sauce, thousand island sauce

lettuce, onion, tomato, 2-100% beef patty, cheddar, gorgonzola,
caramelized nuts, chipotle bbq sauce

cheddar チェダーチーズ ¥100

jalapeno ハラペーニョ ¥100

bacon ベーコン ¥200

beef patty ビーフパテ ¥400

CHEF S RECOMMENDATION シェフのおすすめ！

JOSPER GRILL
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

grilled iberico bellota, balsamic vinegar sauce

2000

骨付き仔羊のジョスパーグリル プロバンス・ソース

grilled lamb, provence sauce

2300

US産 サーロインのジョスパーグリル

grilled sirloin, tasmanian mustard

2500

タスマニア産粒マスタード添え

DESSERT
homemade churros 600

自家製チュロス バニラアイス添え

newyork cheese cake 600
ニューヨークチーズケーキ

chocolate mont blanc 650
ショコラの栗のモンブラン

ice cream

アイスクリーム各種

banana caramel tarte
バナナ・キャラメルタルト

400-

All carefully cooked with Natural ingredients. No Processed ingredients anywhere. 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 prices listed are tax excluded. 表示価格は全て税抜き価格です。別途 消費税を頂戴致します。
We kindly ask you for an additional ¥350 / person as a table charge after 5:00pm, and 10% late night charge after 10:00pm. 17時以降、コペルト[席料]をお一人様350円、22時以降、深夜料金を10%頂戴しております。

600

