
"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 3,960 ■ クラブサンドイッチ フレンチフライ 2,640

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 　 5,170 ■ 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

国産牛ステーキグリル 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

"S" ■ シーザーサラダ タヴァンスタイル 2,310

クリスピーベーコン クルトン パルメザンチーズ ■ 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  2,970

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 グリルベーコン BBQソース スパニッシュオニオン

"V" ■ 野菜カレー グリーンサラダ 1,980  レタス トマト ピクルス フレンチフライ

"S" ■ ニース風サラダ 鮪の赤身のシアード インゲン 2,640

ポテトのグリル ブラックオリーブ ウズラの卵 ホワイトアンチョビ ■ すきやきうどん 温泉卵 2,750 "V" ■ ベジタブルバーガー 大豆ミート 椎茸 BBQソース 2,750

ヘーゼルナッツドレッシング 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
■ 担々麺 2,530

■ 大海老のサラダ アイオリ ロシアンドレッシング レモン 3,960 豚ひき肉 干し海老 もやし 胡麻 花山椒 ■ オープンフェイス ステーキサンドイッチ 3,410

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 

"V" ■ ミックスサラダ スプラウト グリーンビーンズ 2,420 ■ あんかけ焼きそば 小海老 浅利 キクラゲ 青菜 3,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

柚子胡椒とグリーンマスタードのドレッシング "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 胡麻 金山寺味噌 味噌汁 2,860 ルッコラ モッツァレラチーズ
"V" ■ ローストトマトスープ マイクロバジル 1,980

トマトとグリュイエールのデニッシュ ■ 下町クラシックハンバーグ グリーンサラダ ライス 2,750 "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

ホワイトチェダーチーズ リヨネーズポテト

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

■ タコと茄子のレモンペペロンチーノ ガーリックチップ 2,640

■ 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 2,750

ドライフルーツ
■ 自家製ソーセージ 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

コーンビーフのマリネ サラミ オニオンコンフィ ■ ボンブアラスカ　アンダーズスタイル 1,540

■ 海老 チョリソーとオリーブマリネ 1,980 グリルサワーブレッド
■ 本日のソルベ または アイスクリーム (2スクープ) 1,100

■ 鶏の唐揚げ 山葵マヨネーズ 1,870 ■ 生ハム グリーンビーンズ 1,980

パルメザンチーズ セルバチコ クルミオイル ■ ミニエクレア (6個) 1,540

"V" ■ 野菜スティック セミドライトマトのディップ 1,870

"V" ベジタリアン

"S"  シグネチャーディッシュ

火曜日～土曜日の18：00以降タヴァンラウンジをご利用のお客様には、ミュージックチャージとしておひとり様2,200円（税込）を頂戴しております。

表記の税込み価格に、15％のサービス料が加算されます。

食事制限やアレルギーがあるお客様、または特別なご要望がございましたら、係のものにお申し付けください。

アペタイザー 和食 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



■ ヴーヴ クリコ イエローラベル ブリュット ■ リースリング レ ジャルダン ドメーヌ オステルタグ / アルザス ■ ピノノワール バルダ ボデガ チャクラ

glass » 2,970/ bottle » 14,300 glass » 2,420/ bottle » 11,550 / アルゼンチン パタゴニア glass » 2,530/ bottle » 12,100

■ テルモン レゼルブ ブリュット glass » 3,300/ bottle » 15,950 ■ シャルドネ カレラ ジョシュ ジェンセン セレクション ■ バルベーラ ダルバ トレヴィーニェ ドメニコ クレリコ

 / カリフォルニア glass » 2,750/ bottle » 13,200  / ピエモンテ glass » 2,640/ bottle » 12,650

■ ソーヴィニヨンブラン ガーギッチ ヒルズ エステート フュメブラン ■ メルロ カベルネソーヴィニヨン シャトー ファルファ

 / カリフォルニア glass » 2,970/ bottle » 14,300  コート ド ブール レ ドゥモワゼル ド ファルファ/ ボルドー

■ ドメーヌ オット シャトー ロマサン クール ド グラン ロゼ glass » 2,860/ bottle » 13,750

glass » 2,860/ bottle » 13,750

■ パイナップルマティーニ 2,200 ■ マンゴーモヒート 2,420 ■ クラウディ ジャポニック サワー 1,980

白ウォッカ パインジュース ほうじ茶シロップ レモンジュース ハバナクラブ3年 マンゴーピューレ マリブココナッツ ほうじ茶 ゆずみつ 卵白 レモンジュース トニックウォーター

レモンジュース マンゴーシロップ

■ アロマティック キュア 1,980

■ 艶やかキール 2,200 ■ マンゴーマティーニ 2,420 カモミールティー 洋梨シロップ レモンジュース スターアニス

benichu 白ワイン エルダーフラワーリキュール グレイグースウォッカ マンゴーピューレ 

アールグレイシロップ レモンジュース ■ アップル パイ 1,980

アップルジュース ジンジャーピーチティー レモンジュース
■ 新緑モヒート 2,200 ■ マンゴーマルガリータ 2,420 トニックウォーター シナモン

緑茶bacardiラム ソーダ ライム ミント キウイフルーツ パトロンシルバー マンゴーピューレ アニスシロップ 

レモンジュース

■ スイカウィスキーサワー 2,200 ■ マンゴーダイキリ 2,420

宮城峡ウィスキー スイカシロップ レモンジュース 卵白 キャプテンモルガン マンゴーピューレ バニラシロップ 

レモンジュース ■ サントリープレミアムモルツ (生ビール)

1,430

■ 和ネグローニ 2,200 ■ マンゴーミモザ 2,420 ■ わびさびペールエール

季の美ジン グランクラシコ benichu マンチーノ シャンパン マンゴーピューレ パッションフルーツシロップ 1,430

■ ライディーンビール アルト

1,320

■ ハイネケン　ヒューガルデン

1,100

■ サントリーオールフリー (ノンアルコール)

1,540

■ ヴァル ド ランス ビオロジック シードル

火曜日～土曜日の18：00以降タヴァンラウンジをご利用のお客様には、ミュージックチャージとしておひとり様2,200円（税込）を頂戴しております。

表記の税込み価格に、15％のサービス料が加算されます。

食事制限やアレルギーがあるお客様、または特別なご要望がございましたら、係のものにお申し付けください。こちらのメニュー以外にも多数取り揃えております。

タヴァン クラシックカクテル サマーカクテル モクテル

ビール＆シードル

ソムリエセレクション

シャンパン 白ワイン 赤ワイン

ロゼワイン



■ ボウモア 12年 2,035 ■ 山崎 シングルモルト NV 2,475 ■ ブラントン 2,035

■ アードベック 10年 2,145 ■ 響 ジャパニーズ ハーモニー 2,475 ■ ウッドフォード リザーブ 2,145

■ シーバス リーガル ミズナラ 12年 2,145 ■ ザ ニッカ 12年 2,750 ■ フォア ローゼス プラチナ 2,200

■ ザ マッカラン 12年 2,585 ■ イチローズ モルト ダブル ディスティラリーズ 2,860 ■ コーヴァル ミレット 2,310

■ ジョニー ウォーカー ブルー ラベル 4,015 ■ 竹鶴 17年 3,520 ■ ワイルド ターキー 13年 2,530

■ タンカレー no.10 2,145 ■ ベルヴェデール 2,145 ■ レミーマルタン VSOP コニャック 2,035

■ 季の美 2,145 ■ グレイグース 2,145 ■ ポールジロー 15年 コニャック 2,750

■ ジー ヴァイン フロレゾン 2,145 ■ 白 -haku- 2,145 ■ ヘネシー XO コニャック 3,685

■ ザ ボタニスト 2,145 ■ ロン サカパ 23 2,640 ■ マーテル コルドンブルー コニャック 2,530

■ モンキー 47 2,365 ■ ディプロマティコ 2,860 ■ サッシカイア グラッパ 2,200

■ コーヒー エスプレッソ カフェインレスコーヒー 1,210 ■ イングリッシュブレックファースト ダージリン 1,210 ■ ミュスカ ノンアルコール スパークリング 1,320

アールグレイ ジンジャーピーチ

■ カフェラテ カプチーノ ダブルエスプレッソ 1,320 ■ オレンジ グレープフルーツ アップル ピーチ 1,320

■ カモミール ペパーミント 1,210 キャロット マンゴー パイナップル　

■ ほうじ茶 煎茶　 1,210 スーパーベリー

■ 柚子ソーダ りんごソーダ ジンジャービール 1,320

■ コーラ コーラゼロ スプライト ジンジャーエール 935

ライムソーダ　

コーヒー&紅茶 ジュース&ソーダ

火曜日～土曜日の18：00以降タヴァンラウンジをご利用のお客様には、ミュージックチャージとしておひとり様2,200円（税込）を頂戴しております。

表記の税込み価格に、15％のサービス料が加算されます。

食事制限やアレルギーがあるお客様、または特別なご要望がございましたら、係のものにお申し付けください。こちらのメニュー以外にも多数取り揃えております。

スコッチウィスキー ジャパニーズウィスキー アメリカンウィスキー

ジン ウォッカ＆ラム ブランデー＆グラッパ


