
SALAD LUNCH
with  SOUP + Bread + DRINK

サラダランチにはスープ・パン・ドリンクが付きます。

ランチメニューにはサラダ・ドリンクが付きます。

Lunch Soup
ランチスープ追加
+250

DESSERT お食事に+300円でランチデザートがつきます

with SALAD + DRINK

HAMBURGERS

PASTA

MAIN

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。 

chef’s weekly pasta                                                                                                                                         1150
今週のシェフ特製パスタ シェフ特製のパスタを週替わりでご用意

duck salsiccia & sweet green pepper arrabbiata, linguine                                                                      1150
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

seafood & mushroom ragout, spaghetti                                                                1200
シーフード・マッシュルームラグー -スパゲティ

carbonara with poached egg, linguine                                                                                                        1200
温泉卵のカルボナーラ -リングイネ

iberian pork bolognese with eggplant, spaghetti                                                                                       1300
イベリコ豚と丸茄子のボロネーゼ  -スパゲティ

creamy tomato sauce with blue crab, linguine                                                                                          1300
渡り蟹のトマトクリームソース リングイネ

“R” burger w/ french fries & pickles                                                                                                            1300
“R”バーガー フレンチフライ ピクルス付き ▶ RIGOLETTO BAR  & GRILLで大人気のリゴレットバーガーをtavern on Sでも！

roasted swordfish burger w/ french fries & pickles                                      1250
カジキマグロのチポトレ・ロースト・フィッシュバーガー フレンチフライ ピクルス付き

smoky cheese burger w/ french fries & pickles                                                                        　　　    1350
スモーキー・チーズバーガー フレンチフライ ピクルス付き

avocado cheese burger w/ french fries & pickles                                                                                    1400 
アボカド・チーズ・バーガー フレンチフライ ピクルス付き

tavern on s double burger w/ french fries & pickles                                                                                 1800 
タバーン・オン・S ダブルバーガー フレンチフライ ピクルス付き

fried chicken burger w/ french fries & pickles                                                                                           1200
フライドチキンバーガー フレンチフライ ピクルス付き

weekly tavern on S lunch --ask waiter for details!                                                                                            ASK
シェフ特製！今週のタバーン・オン・S ディッシュ お肉が主役のランチプレート。詳細はスタッフまで！

“S” fried chicken w/ french fries                                                                                                  1200
名物！オリジナルフライドチキン フレンチフライ付き

sirloin steak w/ french fries & bread                                                                                                            1800
AUS産サーロイン・ステーキ フレンチフライ パン付き

pastrami & poached egg salad                                 1100
パストラミビーフサラダ 温泉卵
胡椒のきいたパストラミビーフをたっぷりのせたサラダ
林檎のバルサミコドレッシングでさっぱりと！

LUNCH DRINK
ランチセットのドリンクは下記よりお選びください。

hot coffee ▶ REFILL FREE
iced coffee
tea [HOT or ICED]
herb tea
red citrus lemonade
coca-cola
coca-cola zero
ginger ale

ホットコーヒー [リフィル・フリー] 
アイスコーヒー
紅茶
本日のハーブティー
レッドシトラスレモネード
コカ・コーラ
コカ・コーラ ゼロ
ジンジャーエール

beer [stella artois]
white wine [maruki koshu]
red wine [maruki bailey a]

生ビール [ステラ・アルトワ]
白ワイン [まるき甲州]
赤ワイン [まるきベーリーA]

+¥300

+¥500

sparkling wine
[waterholes creek, brut blanc de blancs]

スパークリングワイン
 [ウォーターホールズ・クリーク
   ブリュット ブラン・ド・ブラン]

We skip disposable plastic straws in consideration of the environment!
環境問題に配慮し、使い捨てプラスチック製ストローは使用いたしません

swordfish & mixed herb salad                              1100
カジキマグロと香草のサラダ ヴィネグレット・ドレッシング
グリルしたカジキマグロとハーブのサラダ

newyork cheese cake        +¥300
ニューヨーク・チーズケーキ

dried fruit cassata        +¥300
ドライフルーツ・カッサータ

ice cream                        +¥300
アイスクリーム

seasonal fruits tarte      +¥300
季節のフルーツタルト

All prices listed are tax excluded.  tax will be added to the total. 
表示価格はすべて税抜き価格です。別途 消費税を頂戴致します。 

avocado     ¥100
アボカド

cheddar     ¥100
チェダーチーズ

jalapeno    ¥100
ハラペーニョ

bacon        ¥200
ベーコン

beef patty ¥400
ビーフパテ
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Appetizer
EHIME RED SEA BREAM CARPACCIO
PROSCIUTTO & ORGANIC ARUGULA SALAD

愛媛県産 真鯛のカルパッチョ
プロシュートと有機ルッコラのサラダ

Main Dish
“S” FRIED CHICKEN

名物！オリジナル・フライドチキン

SPENCER ROLL STEAK 

AUS産 リブロース・ステーキ +¥300

JOSPER GRILLED KESENNUMA SWORDFISH

気仙沼産メカジキのジョスパーグリル +¥300

CLUB HOUSE SANDWICH 
クラブハウスサンド

LOBSTER EGG SANDWICH

ロブスター・エッグサンド +¥300

R BURGER

“R” バーガー

FRIED CHICKEN BURGER

フライドチキンバーガー

CHEF’S WEEKLY PASTA 
今週のシェフ特製パスタ シェフ特製のパスタを週替わりでご用意

PESTO GENOVESE W/ RED SQUID & SEA ASPARAGUS, KALE SPAGHETTI

赤イカとシーアスパラガスのジェノベーゼソース ケールスパゲティ +¥100

OYSTER MUSHROOMS CARBONARA, LINGUINE

霜降り平茸のシャンピニオン・カルボナーラ リングイネ

SEAFOOD & ZUCCHINI, SEMI-DRIED TOMATO SAUCE, SPAGHETTI 
小海老とサーモン、ズッキーニのセミドライトマトソース スパゲティ

RED SNOW CRAB TOMATO CREAM SAUCE, LINGUINE

紅ズワイ蟹のトマトクリームソース リングイネ

SENDAI BEEF & CHESTNUT BOLOGNESE, SPAGHETTI

仙台牛と栗のボロネーゼ リングイネ +¥200

Dessert
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WHITE CHOCOLATE MOUSSE

ホワイトチョコレート・ムース　ラズベリーソース添え

Choose One Main Dish メインディッシュを 1つ お選びください

HOT COFFEE ▶ REFILL FREE
ホットコーヒー [リフィル・フリー] 

ICED COFFEE
アイスコーヒー
TEA [HOT OR ICED]

紅茶
HERB TEA
本日のハーブティー

Drinks
RED CITRUS LEMONADE
レッドシトラスレモネード
COCA-COLA
コカ・コーラ
COCA-COLA ZERO
コカ・コーラ ゼロ
GINGER ALE
ジンジャーエール

ランチセットのドリンクは下記よりお選びください。


