
S N ACKS  &  A PPE T IZER S

buffalo chicken cobb salad

roasted duck & mushroom salad, vinaigrette dressing

バッファローチキンのコブサラダ 

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

兵庫県産 真牡蠣 サルサ・チミチュリ

燻製クリームチーズとキャラメリゼ・ナッツ

岡崎農園フルーツトマトとボッコンチーニ、ローストアップルのカプレーゼ

スモークサーモンのベジタブル・トスタダス

ケイジャンチキンのベジタブル・トスタダス

宮城県産 一番カツオのセビーチェ・ロッソ

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

シャルキトリープレート [ ハムやサラミの盛り合わせ ]

本鮪とアボカドのアヒポキ

真蛸のカルパッチョ サルサ・ヴェルデ

ロブスター・デビルドエッグ

バーボンプルドポークのナチョス

芽キャベツのジョスパーオーブン・ロースト

ブロッコリーのアンチョビクリームソース

ボストン・クラムチャウダー

ミニ甲イカのフリット チポトレマヨネーズ

カナダ産 ムール貝のバーボン蒸し

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

クミンバターのフライドポテト

1PC 500

500

800

2PC 800

2PC 800

800

800

M 1200 / L 1800

1200

850

2PC 500 / 4PC 1000

800

750

650

CUP 650 / BOWL 1000

800

1000

500

600

fresh oyster with chimichuri sauce

smoked cream cheese & caramelized nuts

fruit tomato, bocconcini & roasted apple caprese

smoked salmon tostada with “radish tortilla”

cajun chicken tostada with “radish tortilla”

ceviche rosso with miyagi bonito

gorgonzola dip with raisin bread

charcuterie platter

tuna & avocado ahi poke

octopus carpaccio -salsa verde

lobster deviled eggs

bourbon pulled pork nachos

josper oven roasted brussel sprouts

steamed broccoli with creamy anchovy suce

boston clam chowder

calamari fritti -chipotle mayo

bourbon steamed canadian mussels

SHIBUichi grana padano garlic toast

french fries with cumin butter
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オリーブ olives 300  /  ハラペーニョ・ピクルス jalapeno pickles 300  /  タヒンスパイスのミックスナッツ mixed tajin nuts 300

fresh oyster with chimichuri sauce
岡山県 虫明湾産 邑久の牡蠣
サルサ・チミチュリ
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。
1PC 500

fresh oyster with chimichuri sauce
兵庫県産 真牡蠣
サルサ・チミチュリ
兵庫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。
1PC 500

Che�’s Recommenda�ions
Che�’s Recommenda�ions

smoked salmon スモークサーモン 2PC 800

cajun chicken ケイジャン・チキン   2PC 800[税込 550]

[税込 880]

[税込 880]

[税込 880] [税込1100] [税込 2640]

[税込 550]

[税込 550]

[税込 880]

[税込 880]

[税込 880]

[税込 1320] [税込 1980]

[税込 1320]

[税込 935][税込 550]

[税込1100]

[税込 825]

[税込 715] [税込1100]

[税込 880]

[税込 1100]

[税込 550]

[税込 330] [税込 330] [税込 330]

 1300

1300
[税込 1430]

[税込 1430]

tostadas with radish tortilla
ベジタブル・トスタダス
薄くスライスした紅芯大根をトルティーヤに見立てたヘルシーなトスタダス

tostadas with radish tortilla
ベジタブル・トスタダス
薄くスライスした紅芯大根をトルティーヤに見立てたヘルシーなトスタダス

paella valenciana
バレンシア風シーフード・パエージャ
魚介とイベリコ豚の旨味がギュッと詰まったパエージャ

オレンジをたっぷり絞ってどうぞ！
2400

paella valenciana
バレンシア風シーフード・パエージャ
魚介とイベリコ豚の旨味がギュッと詰まったパエージャ

オレンジをたっぷり絞ってどうぞ！
2400

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. 

自然製法の塩 
Natural Salt

オーガニック砂糖
Organic Sugar

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

πウォーター使用
π Water

[税込 880]

[税込715]

[税込 880]

[税込 880]

bourbon steamed canadian mussels
カナダ産ムール貝のバーボン蒸し
バーボンで蒸し上げた大ぶりなムール貝

仕上げにしまなみレモンをたっぷりと絞ってどうぞ！
1000

[税込660]

fruit tomato, bocconcini &
roasted apple caprese

岡崎農園フルーツトマトとボッコンチーニ、
ローストアップルのカプレーゼ

800

fruit tomato, bocconcini &
roasted apple caprese

岡崎農園フルーツトマトとボッコンチーニ、
ローストアップルのカプレーゼ

800



1200

1250

1450

1400

1350

1400

1400

1500

1900

1400

2400

S QUA R E  P IZ Z A
devil chicken

melting cheese pizza with honey

デビル・チキン アリッサトマトソース・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 1350

1500

PA S TA
whitebait & fresh jalapeno peperoncini - SPAGHETTI

cajun chicken & eggplant arrabbiata - LINGUINE

creamy tomato sauce with blue crab - LINGUINE

duck & mushroom ragout - CASARECCE

hiroshima oyster & shimonita leek aglio olio - SPAGETTI

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

ケイジャンチキンと茄子のアラビアータ  - リングイネ

渡り蟹のトマトクリームソース  - リングイネ

合鴨とマッシュルームのラグーソース - カサレッチェ

広島県産牡蠣と下仁田ネギのアーリオ・オーリオ - スパゲティ

BURGER S  &  S A NDW ICHE S
club house sandwich
lettuce, tomato, ham,  boiled egg, bacon, BBQ sauce, thousand island sauce

“R” burger
lettuce, onion, tomato slice, beef patty, ceddar cheese, thousand island sauce

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

tavern on s DOUBLE burger
lettuce, onion, tomato, 2×100% beef patty, cheddar, bacon, chipotle bbq sauce

beer fajita with kale tortilla, salsa mexicana and guacamole

DE S S E R T

souffle cheese cake         650
スフレ・チーズケーキ

ice cream アイスクリーム各種           400-
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gluten free penne & spaghetti available for substitution.
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

whole-wheat spaghetti available for substitution.
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。

orange crema catalana  600
オレンジのクレマ・カタラーナ

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。

F R IED  CHICK EN

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
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

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・スモークゴーダチーズ
チェダーチーズ・チポトレＢＢＱソース

"S" FRIED CHICKEN      1500
名物！Sオリジナル・フライドチキン
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！

CRAZY HOT CHICKEN   1500
クレイジー・ホットチキン
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！

BURGER TOPPINGS

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・ベーコン・チポトレバーベキューソース

avocado アボカド 100 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

メルティング・チーズ 蜂蜜添え 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

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

気仙沼産カジキマグロのジョスパーグリル ケッカソース

オーストラリア産 サーロインのジョスパーグリル  タスマニア産粒マスタード添え

grilled iberico bellota, balsamic vinegar sauce

grilled swordfish, checca sauce

grilled sirloin, tasmanian mustard

2000

1900

2500

A R RO Z
グリルチキンのジャンバラヤ

バレンシア風 シーフード・パエージャ

grilled chicken jambalaya

paella valenciana

1650

2400

[税込 1650] [税込 1650]

[税込 1485]

[税込 1650]

[税込 1320]

[税込 1375]

[税込 1595]

[税込 1540]

[税込 1485]

[税込 1815]

[税込 2640]

[税込 1540]

[税込 1540]

[税込 1650]

[税込 2090]

[税込 110] [税込 110] [税込 110] [税込 220] [税込 440]

[税込 2640]

[税込 2200]

[税込 2090]

[税込 2750]

[税込 660]

[税込 660]

[税込715]

[税込 440-]

ビーフ・ファヒータ
[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サーロインを、目の前でテキーラ・フランベに！

ビーフ・ファヒータ
[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サーロインを、目の前でテキーラ・フランベに！

JO SPER  GR IL LJO SPER  GR IL L

バーボン・プルドポークバーガー
レタス・トマト・プルドポーク・サウザンアイランドソース・チポトレバーベキューソース・コリアンダー

bourbon pulled pork burger
lettuce, tomato, pulled pork, thousand island suce, chipotle bbq sauce, coriander [税込 1540]

fondant chocolate           600
フォンダンショコラ
バニラアイス添え

[税込660]bourbon tiramisu              600
バーボン・ティラミス


