
"V" ■ 季節野菜のサラダ トマトフムス 1,800

ベビーグリーン ホワイトバルサミコドレッシング

"V" ■ ベビーモッツァレラチーズとフルーツトマト タプナード 1,600

ハーブ風味のブリオッシュクルトン ミニバジル

"S" ■ サーモンマリネの自家製スモーク キャビア アスパラガス 2,600

ホースラディッシュクリーム ケッパーベリー　 ■ 群馬県産 リブアイ F1 350g  （2名様用）

■ 焼きサザエのブルゴーニュ風 ガーリックハーブバター 1,900 ■ 栃木県産 サーロイン F1 220g

"S" ■ ニース風サラダ 鮪の赤身のシアード インゲン ポテトのコンフィ 2,400 "S" ■ 北海道産 サーロイン F1 220g ■ 青森県産 テンダーロイン F1 180g

ブラックオリーブ　ウズラの卵　ホワイトアンチョビ ■ 栃木県産 ティーボーン F1 480g/ 750g ■ 国産 ラムラック

ヘーゼルナッツドレッシング　胡麻チュイール ■ 北海道産 テンダーロイン F1 180g 8,500 ■ 山梨県産  若鶏のハーブマリネ 450g

"V" ■ ハーブマスカルポーネとビーツ シャンピニオンのマリネ　 1,800 "S" ■ 北海道産 シャトーブリアン F1 400g （2名様用） 18,000 ■ 新潟県産 トリュフ豚 250g

大麦 松の実 ベビーロケットとフリゼのサラダ ハニーヴィネグレット ■ 青森県産 鴨胸肉 320g

"V" ■ 胡瓜のスライス スナップえんどう豆とピンクグレープフルーツ 1,600

ガーリックチップ ホワイトバルサミコソース

■ シーザーサラダ タヴァンスタイル クリスピーベーコン　 2,100

クルトン パルメザンチーズ ソフトボイルドエッグ

ホワイトアンチョビ イタリアンパセリ

■ 鮪のタルタル キャビア アボカド トマトのゼリー 1,800 ■ シーフードの盛り合せ　 8,000 ■ 帆立 トマトと柚子のサルサ

マイクロリーフ レモンオイル タラバ蟹 本日の鮮魚 ムール貝 ハーブバター （2名様用） "S" ■ 皇帝の海老 グレモラータクラスト

■ 冷製ロブスターサラダ サワークリーム　 3,800  / 7,400 ■ 真鯛 ローストフェンネル パプリカソース 3,100 マイクロハーブサラダ レモン  (1尾/2尾)

グリーンビーンズ バターレタス  (半身/一身)

■ 大海老のカクテル アイオリ ロシアンドレッシング レモン 3,600

"V" ■ ローストトマトとバジルのスープ ガーリッククルトン 1,800

"S" ■ ロブスタービスク ロブスターのポーチ ルイユソース 2,600

900

■ “雪室熟成”ガーリックマッシュポテト（+200円）

■ ポークとピスタチオのテリーヌ 1,800 ■ ブロッコリーニ フライドガーリック　 ■ ほうれん草のソテー ■ バターキャロット メープルシロップのグラッセ

トマトと林檎のチャツネ サワーブレッド ■ スイスブラウンマッシュルームのロースト　 ■ スイートコーン マカロニチーズ ■ ポテトグラタン

■ イチジクのマリネ プロシュート 洋ナシ オニオンピクルス　 1,800 ■ ベビービーツのロースト ■ フレンチフライ

アンディーブ ヘーゼルナッツドレッシング

■ フォアグラテリーヌ ラムレタス 奈良漬け マンゴーピューレ 2,500

■ イベリコハム ジャンボンブラン コーンビーフのマリネ　 3,800

サラミ オニオンコンフィ グリルサワーブレッド

■ 自家製 低温調理の豚バラベーコン　 2,200 ■ サルサヴェルデ ■ セップ茸ソース ■ 赤ワインとエシャロットのバター

メープルシロップ BBQソース ■ ホイップホースラディッシュクリーム ■ ピカリリーレリッシュ

"V" ベジタリアン

"S"  シグネチャーディッシュ

食材にアレルギーのあるお客様、食事制限のあるお客様はご注文の際に係りの者にお申し付けください。

上記価格に15％のサービス料と消費税を頂戴いたします。

シャルキトリー

9,500 6,900

16,800  /  24,000 7,800

3,800

3,900

アペタイザー グリル

シグネチャー雪室熟成肉

16,000

国産ミートセレクション
シェフが ザ タヴァンのために選び抜いた珍しい熟成肉を

ぜひご堪能ください。

ソース

3,600

2,800

6,900

5,900  /  9,900

サイドディッシュ

シーフード＆フィッシュ



チーフソムリエが、厳選いたしましたプレミアムワインのセレクションを

イチジクのマリネ プロシュート 洋ナシ オニオンピクルス アンディーブ グラス一杯からお楽しみください。

ヘーゼルナッツドレッシング

これらの上質でユニークなワインは通常ボトルでのご提供となりますが、

ザ タヴァンでは特別にグラスにてお楽しみいただけます。

フォアグラテリーヌ ラムレタス 奈良漬け マンゴーピューレ

最新のテクノロジーを用いた酸化を防ぐ特殊なワインディスペンサーを使用し、

ご希望のワインをテーブルにてご提供させていただきます。

ロブスタービスク ロブスターのポーチ ルイユソース　 ぜひ、皆様のお料理に合わせてお好きなワインをお選びください。

帆立 トマトと柚子のサルサ

プレミアムワインメニュー

栃木県産 サーロイン F1 140g ポテトグラタン ブロッコリーニ

または シャトー パルメ 2004

皇帝の海老 グレモラータクラスト マイクロハーブサラダ レモン glass　» 16,000  /  bottle » 88,000

アップグレードオプション　- シグネチャー 雪室熟成肉 - オーパス ワン 2014

glass　» 18,000  /  bottle » 99,000

グランジ BIN95 1983 ペンフォールズ

glass　» 20,000  /  bottle » 110,000

ボンブアラスカ チェリー ストロベリークーリー

シャトー マルゴー 2012
4 コース (フォアグラとビスクを除く) glass　» 22,000  /  bottle » 121,000

5 コース (ビスクを除く)

6コース

食材にアレルギーのあるお客様、食事制限のあるお客様はご注文の際に係りの者にお申し付けください。

"S"  シグネチャーディッシュ 上記価格に15％のサービス料と消費税を頂戴いたします。

16,000

     シグネチャーセットメニュー プレミアムワインセレクション

***

***

***

***

北海道産 雪室熟成サーロイン F1 120g 雪室熟成マッシュポテト +3,500円

北海道産 雪室熟成テンダーロイン F1 120g 雪室熟成マッシュポテト +4,500円

***

12,000

14,000


