オールデイダイニング 「アルパイン

ブラッセリ―」

à la carte

アラカルト

時間 Available

11:30 - 14:30

Appetizer and Salad
Hokkaido smoked salmon and cream cheese

¥2,200

銀聖サーモンのスモークとクリームチーズのサラダ

Local Yoichi specialty pork pate de campagne with marinated beetroot¥1,800
余市産北島ポークの田舎風パテ

Chicken breast caesar salad with parmesan cheese

¥1,600

シーザーサラダ～チキンブレストとパルメザンチーズ～

Mixed baby leaf salad

¥1,400

ミックスベビーリーフサラダ

Seafood marinated with lemon and EVOO,
caper berries, Spanish onion,
北海道シーフードのマリネ

¥3,300

エクストラバージンオイルとレモン風

Soup
Clam chowder

¥1,200

道産浅利のチャウダースープ

Soup of the day with bread croutons

¥1,000

本日の野菜ポタージュ

Burger & Sandwich
Croque monsieur with potato fries
(with fried egg ＋￥ 200)

¥1,800

クロックムッシュ 倶知安じゃがのフライ添え
（フライドエッグのトッピング ＋２００円）

Clubhouse sandwich with French fries

¥2,000

クラブハウスサンドウィッチ

Kiroro beef burger made from premium Hokkaido beef
with potato wedges
キロロスペシャルビーフバーガー

*Leftovers cannot be packed to take home. Thank you for your understanding.

※料金は消費税（８％）とサービス料（１０％）が含まれております。
＊All prices include 10% service charge and 8% government tax.

※アレルギーの心配のあるお客様は係員に申し付け下さい。
＊Should you have any concerns about allergies, please notify the staff.

¥2,800

à la carte

アラカルト

時間 Available

11:30 - 14:30

Main course

Hokkaido beef sirloin steak with curry and steamed rice

¥3,800

白老町産牛ロース肉のステーキカレー

Vegetable soup curry with steamed rice

¥2,600

野菜たっぷり北海道スープカレー

Grilled salmon with Yuzu flavored hollandaise sauce
サーモンのグリル

柚子風味オランデーズソース

温野菜添え

Diablo style Hokkaido roast chicken thighs
知床鶏のロースト

¥2,800
¥3,200

ディアブル風

Local Yoichi specialty pork with green pepper sauce
余市産北島ポークロースのグリル

¥3,600

グリーンペッパーソース

Sauteed Angus beef fillet with Madeira sauce,Lyonnais potato
and green vegetables
(With pan sauteed foie gras + ￥ 1,000)
オーロラアンガス牛フィレ肉のポワレ
(フォアグラ付きで＋1,000円)

¥4,800

マデラ酒ソース

Create your own set
Add your choice of soup or dessert to any combination of appetizer
オードブル・メイン料理をご注文のお客様に限り
and main

¥300

本日のスープ・本日のデザートをそれぞれ￥３００で

Desserts
Crème catalane

¥900

クレームカタラーナ

Apple tarte with vanilla sauce

¥900

アップルタルトとバニラソース

Cream cheese truffle with berries
クリームチーズトリュフとベリー
*Leftovers cannot be packed to take home. Thank you for your understanding.

¥1,000

Alpine Brasserie Lunch Set Menu
時間 Available

Bistro lunch set
Soup of the day

11:30 - 14:30

・・・・・・・・・・・・・・・￥ 3,200

本日の野菜ポタージュ

Mixed lettuce leaf salad in carrot dressing
フレッシュリーフサラダ

Hokkaido roasted chicken leg in mustard sauce
with kutchan potatoes and winter vegetables
知床鶏のロースト

ディアブル風

or又は
Grilled scotch salmon with Yuzu hollandaise
Sauteed spinach and kutchan potatoes
サーモンのグリル ゆず風味オランデーズソース

Bread or Rice
パン

又は

ライス

Dessert of the day
本日のデザート

Coffee or Tea
コーヒー

又は

Kids set Menu

紅茶
お子様セット ・・・・・・・・・・￥

※ご注文は小学生以下の方に限らせていただきます。

2,650

You can order only to children below 12 years old.

オレンジ ジュース
Orange Juice
コーンスープ
Corn soup
サラダ
Salad
Hamburg steak with French fries

ハンバーグステーキ フレンチフライ添え
Bread or Rice パン 又は ライス
デザート
Dessert

Kids a la carte menu
Creamy bacon and tomato pasta

¥800

ベーコンとトマトのクリームパスタ

Chicken nuggets

¥600

チキンナゲット

Smile potato fry

¥600

スマイルポテトフライ

Pork sausage

¥600

ポークソーセージ

Corn soup
コーンスープ
*Leftovers cannot be packed to take home. Thank you for your understanding.

¥600

Afternoon Tea

アフタヌーンティー ・・・・・・・・・・・・・・・￥ 3,000
時間 Available 14:30 - 17:00

1 set for 2 persons
1セット ２名様分

北海道の季節のフルーツや食材にこだわったアフタヌーンティー。
エグゼクティブ・ペストリーシェフのトーマスがプロデュースしたキロロならではのスイーツ
コーヒー又は紅茶付き、大切な人と楽しくシェアしてお楽しみ頂けます。

Happy Hour

ﾊｯﾋﾟｰｱﾜｰ

時間 Available 15:00 - 18:00
* Items not eligble for discount. 割引の対象外商品です。

Food

Marinated olives

Drink

¥300

オリーブのマリネ

Mixed nuts

¥300

北海道産オイルサーデン

Glass Wine (Red / White)

¥500

グラスワイン（赤 / 白）
¥300

ミックスピクルス

Oil sardines

¥500

生ビール(キリン/サッポロ）

ミックスナッツ

Mixed Pickles

Draft Beer （ Kirin/Sapporo ）

Orange Juice

¥500

オレンジ ジュース
¥300

Oolong Tea

¥500

ウーロン茶

Coffee / Tea
コーヒー / 紅茶

¥500

à la carte

アラカルト

時間 Available

17:00 - 21:30

Appetizer and Salad
Hokkaido smoked salmon with cream cheese

¥2,200

銀聖サーモンのスモークとクリームチーズのサラダ

Local Yoichi specialty pork Pate de campagne with marinated beetroot¥1,800
余市産北島ポークの田舎風パテ

Chicken breast caesar salad with parmesan cheese

¥1,600

シーザーサラダ～チキンブレストとパルメザンチーズ～

Mixed baby leaf salad

¥1,400

ミックスベビーリーフサラダ

Chef's salad ~ scallop, shrimp, avocado, feta cheese and lettuce

¥1,800

シェフズサラダ～ホタテ、海老、アボカド、フェタチーズ etc～

Seafood marinated with lemon and EVOO,
caper berries and Spanish onion,
北海道シーフードのマリネ

¥3,300

エクストラバージンオイルとレモン風

Soup
Onion Gratin soup with Gruyere cheese

¥1,200

オニオングラタンスープ

Clam chowder

¥1,200

道産浅利のチャウダースープ

Soup of the day with bread croutons

¥1,000

本日の野菜ポタージュ

Burger & Sandwich
Clubhouse sandwich with French fries

¥2,000

クラブハウスサンド

Kiroro beef burger made from premium Hokkaido beef
with potato wedges

¥2,800

キロロスペシャルビーフバーガー
*Leftovers cannot be packed to take home. Thank you for your understanding.
※料金は消費税（８％）とサービス料（１０％）が含まれております。
＊All prices include 10% service charge and 8% government tax.

※アレルギーの心配のあるお客様は係員に申し付け下さい。
＊Should you have any concerns about allergies, please notify the staff.

à la carte

アラカルト

時間 Available

Main

17:00 - 21:30

Roasted local fish fillet with creamy crab sauce and saffron rice
寿都港産の魚のロティ

道産ヒラツメカニのクリームソース

Grilled salmon with Yuzu hollandaise,
Kutchan potatoes and sauteed spinach
サーモンのグリル

¥2,600

柚子風味オランデーズソース

¥2,400
ほうれん草添え

Local Yoichi grilled pork with green pepper sauce
余市産北島ポークロースのグリル

グリーンペッパソース

Sauteed Angus beef fillet with Madeira sauce, Lyonnais potato
green vegetables
(With pan sauteed foie gras + ￥ 1,000)
オーロラアンガス牛フィレ肉のポワレ
(フォアグラ付きで＋1,000円)

¥5,200

マデラ酒ソース

Shiraoi village beef sirloin steak with horseradish sauce,
Lyonnais potato green vegetables
白老町産牛ロースのステーキ

¥3,600

¥7,500

山わさび添え

Desserts
Crème brûlée

¥900

クレームカタラーナ

Apple tarte with vanilla sauce

¥900

アップルタルトとバニラソース

Hot chocolate cake topped with marshmallows & ice cream
ホットチョコレートケーキ

¥1,000

マシュマロとアイスクリーム添え

Cream cheese truffle with berries
クリームチーズトリュフとベリー
*Leftovers cannot be packed to take home. Thank you for your understanding.

¥1,000

時間 Available

Kids set Menu

お子様セット ・・・・・・・・・・￥

※ご注文は小学生以下の方に限らせていただきます。

17:00 - 21:30

2,650

You can order only to children below 12 years old.

オレンジ ジュース
Orange Juice
コーンスープ
Corn soup
サラダ
Salad
Hamburg steak with French fries
ハンバーグステーキ フレンチフライ添え
Bread or Rice パン 又は ライス
デザート
Desserts

Kids a la carte menu

Bacon and tomato creamy pasta

¥800

ベーコンとトマトのクリームパスタ

Chicken nuggets

¥600

チキンナゲット

Smile potato fry

¥600

スマイルポテトフライ

Pork sausage

¥600

ポークソーセージ

Corn soup

¥600

コーンスープ

à la carte

アラカルト

時間 Available

21:30 - 23:00

Appetizer and Snack

Spanish prosciutto
スペイン産ハモンセラーノ

¥1,500
カッティング

Swiss Raclette traditional way

¥1,500

スイス風ラクレット

Hokkaido produced Potato Wedges

¥800

倶知安じゃがのフライ

Marinated olives

¥500

Mixed nuts

¥500

オリーブのマリネ
ミックスナッツ

3 kinds of daily snacks

¥500

スナック各種盛り合わせ

Mixed pickles

¥500

ミックスピクルス

Fried chicken and potato wedges

¥1,200

フライドチキンと倶知安じゃがのフライ

Oil sardines

¥600

北海道産オイルサーデン

Pork sausages five ways

¥1,500

ソーセージの盛り合わせ５種
*Leftovers cannot be packed to take home. Thank you for your understanding.
All prices include 10% service charge and applicable government tax. 上記の料金にはサービス料10 ％と税金が含まれております。
Menu items or menu prices may subject to change without prior notice. メニュー内容、価格は予告なく変更する場合がございます。

