Appetizer
シーザーサラダ
パルマハム

1800

パルメザン ガーリック風味のクルトン

タボラ36 バイタリティーサラダ

2000

ビーツ、スプラウト、ファッロ、スナップエンドウ、ブロッコリー、ミニトマト、ロメイン、ニンジン、レッドオニオン
ローストパンプキン、フェタチーズ、ヨーグルトドレッシング

コールドカット

2000

パルマハム、ミラノサラミ、モルタデラ、セミドライトマト、オリーブ

セラーノハム

2100

オリーブとマッシュルームのタプナード、パルメザン

フォアグラテリーヌ

2300

セミドライイチジク、キャンディーナッツ、バルサミコ、ブリオッシュ

シーフードサラダ

2400

海老、タイラギ貝、イカ、オリーブ、ハーブ

ペッパー風味のマグロのグリルと北海道産ホタテ貝のサラダ

2400

ルッコラペストー、レッドパプリカヴィネグレレット

タコのグリル

2500

サフランポテト、アスパラガス、セミドライトマト、オリーブ

タボラ36 シーフードプラッターとソース

（2名様より）

7500

ロブスター、エビ、ホタテ、ズワイガニ、ムール貝、サザエ

Soup
クリーミーマッシュルームスープ

1400

ポルチーニ、イベリコベーコン

ビスク

1800

自家製マスカルポーネラビオリ、トリュフ

Main Course
ピッツァマルゲリータ

1800

トマト、モッツァレラ、バジル

ピッツァチョリソー サラミ

2300

キノコ、パプリカ、フェタチーズ

ピッツァ赤海老とズワイガニ

2700

マスカルポーネ、キノコ、バジル

ミックスグリルベジタブル

1900

茄子、ズッキーニ、レッドオニオン、カボチャ、パプリカ、シイタケ、ヤングコーン、アスパラガス

自家製カボチャとリコッタのラビオリ
パルメザン、トマト、ビンコット

ボロネーゼラザニア

2000
2100

ミートソース、モッツァレラ、トマト、バジル

リングイネのヴォンゴレ

2200

アサリ、白ワイン、ガーリック、チリ

バレンシアスタイルパエリア

2500

チキン、シーフード

柚子風味の信州サーモンの蒸し焼き

2500

オリーブ、ズッキーニ、ガーリック、トマト

国産牛フィレ肉のロースト ロッシーニ
フォアグラのソテー、トリュフ、マルサラワインリダクション

すべての価格は、日本円です。
食材等の都合により変更となる場合がございます。 食物アレルギーをお持ちのお客様は あらかじめお申し付けください。
上記料金にサービス料 10％と消費税を別途加算させていただきます。

6400

Grill
お好みのグリルメニューアイテムやソース、サイドメニューをご注文ください。

From The Land
大和黒鶏
黒豚ロース
和牛ハンバーグステーキ

200g
オーストラリア産ラムラック 280g
アメリカ産アンガス牛ストリップロイン

国産牛サーロイン

200g

200g

アメリカ産プライム牛フィレ肉

180g
アメリカ産Tボーンステーキ 600g
ミックスグリル

(2名様より)
カナダ産オマール海老、アメリカ産プライム牛フィレ、大和黒鶏、信州サーモン、オーストラリア産ラムチョップ とアイリッシュソーセージ

3500
3700
3300
3900
5400
5800
5800
6600
11900

Add on
フレッシュトリュフ

4g

900
1100
1500

フォアグラソテー
カナダ産オマール海老
お好みのソースをお選びください
キノコとタラゴン / ベアルネーズ / エルミタージュ / ブルギニョンバター / ブラックペッパー / ガーリック醤油

From The Sea
信州サーモン

3500
3900
5900

赤海老
カナダ産オマール海老

450g

お好みのソースをお選びください
レモンバター / ベアルネーズ / ブルギニョンバター / チリとレモン / ケッパー、アンチョビ、オリーブのタプナード

Sides

(各660円で追加料理をお楽しみください)

野菜のグリル

クリーミースピナッチ

茄子、パプリカ、カボチャ、ミニオニオンとトマト

アーモンドのロースト

シイタケとマイタケのバターソテー

マッシュポテト

ガーリック、タイムとシシトウ

フライドオニオン

栗とベビーポテトのロースト

サツマイモのロースト

ベーコンとローズマリー

ローズマリーとバター

ライス

Dessert
チェリーモンブラン

1900

ファンタスティック マンゴー
フレッシュマンゴー、エキゾチックフルーツ、バニラココナッツウフ・アラ・ネージュ、マンゴー、パッションソース

ティラミス
季節のフルーツプラッター
アイスクリーム セレクション（1 スクープ）

1400
900
1500
250

バニラ、チョコレート、ピスタチオ、ストロベリー、抹茶、マンゴー、レモン、キャラメル

チーズプラッター

2100

ドライフルーツとナッツ
すべての価格は、日本円です。
食材等の都合により変更となる場合がございます。 食物アレルギーをお持ちのお客様は あらかじめお申し付けください。
上記料金にサービス料 10％と消費税を別途加算させていただきます。

Degustation Menu 4 Courses

ペッパー風味のマグロのグリルと北海道産ホタテ貝のサラダ
ルッコラペストー、レッドパプリカヴィネグレット



クリーミィーマッシュルームスープ
ポルチーニ、イベリコベーコン



アメリカ産アンガスビーフストリップロイン
栗とベビーポテトのロースト、ローズマリー、ベーコン
ブラックペッパーソース

又は
信州サーモン
クリーミィースピナッチとアーモンド、ブルギニョンバター



ティラミス

コーヒー又は紅茶
¥8,500

Grand Menu 5 Course

フォアグラテリーヌ
セミドライイチジク、キャンディーナッツ、バルサミコ、ブリオッシュ



タコのグリル
サフランポテト、アスパラ、セミドライトマト、オリーブ



ロブスタービスク
自家製マスカルポーネラビオリ、トリュフ



国産牛フィレ肉のグリル、カナダ産オマール海老のソテー
茄子、パプリカ、カボチャ、ミニオニオンのグリル、トマト
エルミタージュソース



チェリーモンブラン

コーヒー又は紅茶
¥13,300

Kids Set Menu
¥2,800

Corn Soup with Croutons
コーンスープ クルトン
*****
Ham and Cheese Pizza
ハムとチーズのピッツァ
Or / 又は
Penne Bolognese Gratin
ペンネボロネーズグラタン
Or / 又は
Fricassee of Chicken with Bacon, Mushroom and Potato
チキンフリカッセ ベーコン キノコ ポテト
*****
Ice Cream
アイスクリーム
*****
Osaka Mandarin Juice
大阪ミカンジュース
Or / 又は
Mixed Vegetable Juice
野菜ミックスジュース

Kids Menu
a la cart
Soup
-Corn Soup with Croutons

¥800

コーンスープ クルトン
-Pumpkin Soup with Croutons

¥800

カボチャスープ クルトン
Main
-Ham and Cheese Pizza

¥1,400

ハムとチーズのピッツァ
-Penne Bolognese Gratin

¥1,500

ペンネボロネーズグラタン
-Local Vegetable Spaghetti with Tomato Sauce

¥1,400

地場産野菜のスパゲッティ トマトソース
-Fricassee of Chicken with Bacon, Mushroom and Potato

¥1,800

チキンフリカッセ ベーコン キノコ ポテト
-Hamburger Steak with Steamed Rice, Broccoli and Mushroom Sauce

¥1,900

ハンバーグステーキ ライス ブロッコリー キノコのソース
-Fried White Fish and Potato with Tartar Sauce
白身魚のフライとポテト

¥1,800

タルタルソース

Dessert
-Ice Cream

(per scoop )

¥250

アイスクリーム（1 スクープ）
-Fresh Cut Fruit with Yogurt Sauce

¥800

フレッシュカットフルーツ ヨーグルトソース
Juice
-Osaka Mandarin Juice

¥450

大阪ミカンジュース
-Mixed Vegetable Juice
野菜ミックスジュース

¥450

