
"V" ■ フレッシュトマト ブッラータ バジルオイル 2,200 ■ ちらし寿司 味噌汁 3,850 ■ クラブサンドイッチ フレンチフライ 2,420

オリーブパウダー マイクロハーブ レッドオニオンとクレソンのサラダ

■ ステーキ丼 　 5,060 ■ オーストラリア産ビーフ テンダーロインのカツサンドイッチ 3,300

"V" ■ 季節野菜とオーストラリア産ゴートチーズのサラダ 2,420 和牛ステーキグリル マッシュルーム オニオン 味噌汁 和風BBQソース 自家製ピクルス フレンチフライ

大根ピクルス トマトフムス ワカモレ フレッシュハーブ 

■ カツカレー グリーンサラダ　 3,190 ■ クラシックタヴァンバーガー 熟成チェダーチーズ グリルベーコン 2,750

"V" ■ ベジタブルポキボウル アボカド 枝豆 キュウリ ビーツ オカヒジキ 2,200 BBQソース スパニッシュオニオン レタス トマト ピクルス フレンチフライ

ホワイトバルサミコドレッシング "V" ■ 野菜カレー グリーンサラダ 1,980

"V" ■ ベジタブルバーガー 大豆ミート 椎茸 BBQソース 2,750

"S" ■ シーザーサラダ タヴァンスタイル 2,310 ■ すきやきうどん 温泉卵 2,750 スパニッシュオニオン レタス トマト ピクルス フレンチフライ

クリスピーベーコン 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 ■ 蒟蒻冷麺 2,530 ■ オープンフェイス ステーキサンドイッチ 3,410

豚チャーシュー キムチ ゆで卵 トマト 水菜 レモン 国産ビーフ マスタードマヨネーズ パルメザンチーズ ロケット トマト 

"S" ■ ニース風サラダ 鮪の赤身のシアード インゲン 2,640 ビーツ オニオンレリッシュ サワーブレッドフレンチフライ

ポテトコンフィ ブラックオリーブ ウズラの卵 ホワイトアンチョビ ■ 焼きそば 豚肉 キャベツ 紅生姜 青のり 3,080

ヘーゼルナッツドレッシング 胡麻チュイル "V" ■ ベジタブルパニーニ フムス ラタトゥイユ レッドキャベツ 2,200

■ 牛丼 温泉卵 ネギ ゴマ 金山寺味噌 味噌汁 2,860 ルッコラ モッツァレラチーズ

■ 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 3,960

■ 下町クラシックハンバーグ グリーンサラダ ライス 2,420 "V" ■ ペンネノルマ トマトソース 茄子 ペコリーノチーズ 2,200

"V" ■ ローストトマトスープ マイクロバジル ホワイトチェダーチーズ リヨネーズポテト

バジルとグリュイエールのデニッシュ 1,980 インゲン 茸 赤ワインソース ■ スパゲッティボロネーズ パルメザンチーズ 2,200

■ ジェノベーゼスパゲッティ 2,640

アサリ トマト ベーコン グリーンアスパラガス 松の実

■ ホットスパイシー フランクステーキ 2,090 ■ フォアグラポット ソーテルヌゼリー トースト 3,300 ■ チーズプレート レーズンブレッド フラットブレッド ドライフルーツ 2,750

■ 自家製ポークソーセージ タスマニアマスタード 1,760 ■ イベリコハム ジャンボンブラン 4,180 ■ 本日のパティシエおすすめデザート 1,540

コーンビーフのマリネ サラミ オニオンコンフィ

■ 海老 チョリソーとミックスオリーブ 1,980 グリルサワーブレッド ■ ボンブアラスカ　アンダーズスタイル 1,540

■ 鶏の唐揚げ 山葵マヨネーズ 1,870 ■ パルマ産プロシュート グリーンビーンズ パルメザンチーズ 1,980 ■ 本日のソルベ または アイスクリーム (2スクープ) 1,100

セルバチコ クルミオイル

"V" ■ 野菜スティック セミドライトマトのディップ 1,870 ■ ミニエクレア (6個) 1,540

"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。

表記料金は税込み価格になります。表記の税込み価格に15％のサービス料が加算されます。

和食アペタイザー サンドイッチ＆パスタ

バースナック シャルキトリー チーズ＆デザート



■ テタンジェ プレスティージュ ロゼ ■ シャルドネ タリー ローズマリーヴィンヤード アロヨ グランデ ヴァレー ■ マルベック アンヘリカ サパータ カテナ メンドーサ
glass » 4,180/ bottle » 20,350 glass » 3,520/ bottle » 17,050 glass » 3,190/ bottle » 15,400

■ ルイナール ブリュット ■ ソーヴィニヨン ブラン ブランコット レターシリーズ マールボロ ■ カベルネ ソーヴィニヨン デルタ ソノマ
glass » 2,970/ bottle » 14,300 glass » 2,420/ bottle » 11,550 glass » 2,640/ bottle » 12,650

■ ヴィオニエ レ ドゥー アルビオン ブラン ローヌ ■ ピノ ノワール ショー アンド スミス アデレート ヒルズ
glass » 2,090/ bottle » 9,900 glass » 2,200/ bottle » 10,450

"S" ■ アンダーズ東京 シグネチャージン ＆ トニック 2,695 ■ 梅スプモーニ 2,035 ■ サントリープレミアムモルツ (生ビール) 1,320

季能美 アンダーズ東京５周年記念オリジナルジン （限定品）　 白ウォッカ スーズ アガベシロップ レモンジュース

地中海トニックウォーター 和柑橘 グレープフルーツジュース  トニックウォーター  梅干し ■ わびさびペールエール 1,430

"S" ■ 虎ノ門マンハッタン ■ 甘夏ウィスキーサワー 2,035 ■ ライディーンビール アルト 1,430

 hibikiウィスキー aomoriカシス クランベリージュース 2,035 ウッドフォードリザーブ アペロール 甘夏シロップ 卵白

チンザノロッソ ■ ハイネケン　ヒューガルデン 1,320

■ ゆずモヒート 2,035

"S" ■ mochizuki キールロワイヤル  bacardiラム ゆずソーダ ゆずみつ ゆず ミント ■ サントリーオールフリー (ノンアルコール) 1,100

 aomoriカシス シャンパン レモンピール 2,035

■ ヴァル ド ランス ビオロジック シードル 1,540

■ コーヒー エスプレッソ カフェインレスコーヒー 1,100 ■ イングリッシュブレックファースト ダージリン アールグレイ　 1,210 ■ オレンジ グレープフルーツ アップル ピーチ 1,320

ジンジャーピーチ キャロット マンゴー パイナップル　

■ カフェラテ カプチーノ 1,210 柚子ソーダ りんごソーダ

■ ほうじ茶 煎茶　 1,210 ■ カモミール ペパーミント 1,210 ■ ミュスカ ノンアルコール スパークリング 1,320

スーパーベリー

■ コーク　コークゼロ　スプライト 935

ジンジャーエール　ジンジャービール　ライムソーダ　

"S"  シグネチャーカクテル 表記料金は税込み価格になります。表記の税込み価格に15％のサービス料が加算されます。

ソムリエセレクション

シャンパン 白ワイン 赤ワイン

コーヒー&紅茶 ジュース&ソーダ

ザ　タヴァン　クラシックカクテル ビール＆シードル


