
Food 11:30-21:30 l.o.
Beverage 11:30-22:30 l.o.

Set Menu “ALPINE”
セットメニューアルパイン

¥3,862++
(gross price ¥ 4,800)

Pumpkin soup
Sour cream
かぼちゃのポタージュ サワークリーム

Smoked duck breast salad
with raspberry dressing
スモークした紅茶鴨のサラダ ラズベリードレッシング

Roasted Chicken thigh, “Chimichurri” sauce
with seasonal vegetables
若鶏もも肉のロースト チミチュリソース

Or /又は

Pan fried “Fisherman’s” catch of the day
fresh tomato sauce, seasonal vegetable and saffron rice
本日の鮮魚のポワレフレッシュトマトソース、季節野菜、サフランライス

Daily Chef’s special dessert
本日のシェフ特製デザート

Coffee or Tea
コーヒー 又は 紅茶

Caesar salad with crispy bacon and parmesan 

クリスピーベーコンとパルメザンチーズのシーザーサラダ

*Add chicken breast 

（トッピング)ブレストチキン又は生ハム

Smoked duck breast salad, 

with raspberry vinaigrette

鴨のスモークのサラダ ラズベリーソース

Chef’s Deluxe Cobb salad 

Cucumber, tomato, onion, avocado, bacon and blue cheese

シェフ特製コブサラダ

Add chicken breast

¥1,500++
¥400++

¥1,650++

¥1,650++

¥400++

Appetizer and salad

Pumpkin soup, sour cream

かぼちゃのポタージュ

Hokkaido sweet corn soup

北海道産コーンのポタージュ、オリーブオイルとディル

¥850++

¥850++

Soup

Pan fried “Fisherman’s” catch of the day

Fresh tomato sauce, seasonal vegetable and saffron rice

本日の鮮魚のポワレ白ワインソース、季節野菜、サフランライス

Fish & Chips

Malt vinegar, tartar sauce, lemon quarter

フィッシュ＆チップスモルトビネガー、タルタルソース、レモン

Steak & Frites a real brasserie classic 

200 Gr. grilled Angus rib eye

French fries and assorted salad, sherry vinaigrette

ステーキ＆フリット（アンガスリブアイ 200g）

Add pan sautéed foie gras

フォアグラ付き

Roasted chicken thigh, “Chimichurri” sauce

With seasonal vegetables and fried potato wedges

若鶏もものロースト チミチュリソース

¥2,200++

¥1,900++

¥3,900++

¥1,200++

¥2,400++

Main Course

Burger & Sandwich

Club-House sandwich with French fries 

クラブハウスサンド

Croque “Monsieur” with French fries 

クロックムッシュ

Add fried egg +
フライドエッグのせ

Kiroro Premium Beef Burger with French fries 

北海道プレミアムビーフバーガー

Vegetarian burger with French fries

ベジタリアンバーガー

¥2,000++

¥1,800++
¥250++

¥2,300++

¥1,200++

++Price subject to 13% service charge and 10% government tax.

++ 表記の料金には別途、13％のサービス料と10％の消費税を頂戴いたします。

＊Should you have any concerns about allergies, please notify the staff.

※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。



Food 11:30-21:30 l.o.
Beverage 11:30-22:30 l.o.

++Price subject to 13% service charge and 10% government tax.

++ 表記の料金には別途、13％のサービス料と10％の消費税を頂戴いたします。

＊Should you have any concerns about allergies, please notify the staff.

※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。

Thai and Chinese favorites

Gaeng Keow Wan Kai (Green chicken curry)

チキンのグリーンカレー

Stir fried beef with oyster sauce 

牛肉のオイスターソース炒め

Yanghzou fried rice with grilled pork 

揚州チャーハン

¥1,700++

¥2,000++

¥1,600++

Desserts

Strawberry Mille-feuille

苺のミルフィーユ

Yuzu cheese cake with ginger crumb & curd 

ユズ風味のチーズケーキ しょうがのクランブル

Fried sesame ball with sesame filling 

黒ゴマ餡の入ったゴマ団子

¥950++

¥950++

¥950++

Kids Set Menu
お子様セット

¥2,655++
(gross price ¥ 3,300)

Apple juice

アップルジュース

Pumpkin soup

かぼちゃのポタージュ

Salad
サラダ

Kids assorted selection

Japanese hamburger steak, Chicken karaage, Fried shrimp, 

Fried calamari rings and French fries

お子様プレート

ハンバーグ、唐揚げ、エビフライ、イカリング、フレンチフライ

Rice
ライス

Dessert

本日のデザート

For the little ones
You can order only to children below 12 years old.

※ご注文は小学生以下の方に限らせて頂きます。

Kids a la carte

Spaghetti Bolognese/Napolitana
スパゲッティ ボロネーゼ/ナポリタン

Mini vegan pizza
ミニベジタブルピザ

Chicken Karaage (fried chicken Japanese style)
唐揚げ

Fried calamari rings
イカリング

¥950++

¥700++

¥850++

¥850++

Burger & Sandwich

Club-House sandwich with French fries 

クラブハウスサンド

Croque “Monsieur” with French fries 

クロックムッシュ

*Add fried egg +

フライドエッグのせ

Kiroro Premium Beef Burger with French fries 

北海道プレミアムビーフバーガー

Vegetarian burger with French fries

ベジタリアンバーガー

¥2,000++

¥1,800++
¥250++

¥2,300++

¥1,900++



Food 11:30-21:30 l.o.
Beverage 11:30-22:30 l.o.

++Price subject to 13% service charge and 10% government tax.

++ 表記の料金には別途、13％のサービス料と10％の消費税を頂戴いたします。

＊Should you have any concerns about allergies, please notify the staff.

※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。

Coffee & Tea

Coffee / Ice coffee

コーヒー / アイスコーヒー

Espresso
エスプレッソ

Cappuccino / Cafè Latte / Latte macchiato
カプチーノ / カフェラッテ / ラテマキアート

Tea - please ask for special tea menu -
Earl Grey  /  Herbs & Ginger 

Jasmine Gold / Fruity Chamomile 

Darjeeling  / Wellness 

Rosy Rose Hip / Refreshing Mint

紅茶

アールグレイ ・ ハーブ&ジンジャー

ジャスミン ・ カモミール

ダージリン ・ ウエルネス

ローズヒップ ・ リフレッシングミント

Ice tea
アイスティー

¥600++

¥600++

¥650++

¥600++

¥600++

Hot chocolate / Ice Cocoa

ココア / アイスココア

Pepsi Cola / Cola zero

ペプシコーラ / コーラゼロ

Ginger Ale

ジンジャーエール

Oolong Tea

ウーロン茶

Orange Juice

オレンジジュース

Apple Juice Yoichi

余市町アップルジュース

Pineapple Juice

パイナップルジュース

Grapefruit Juice

グレープフルーツジュース

Local White Grape juice

余市町 「山本果樹園」特選 白ぶどうジュース

Local Black Grape juice

余市町 「山本果樹園」特選 黒ぶどうジュース

¥600++

¥500++

¥500++

¥500++

¥500++

¥600++

¥500++

¥500++

¥600++

¥600++

Soft Drinks

Alcohols For our complete beverage menu, Please ask our service team.

ワインリストは他にもございます。スタッフにお申し付け下さい。

Suntory Premium Malts

サントリー プレミアムモルツ

Kirin Classic Lager

キリン クラシックラガー

Asahi Super Dry

アサヒ スーパードライ

Sapporo Yebisu

サッポロ エビス

Hokkaido Beer ( Lager/ Ale/ Dark )
北海道ビール ( ラガー/ エール/ ダーク)

Non-alcoholic Beer

ノンアルコールビール

¥750++

¥700++

¥700++

¥750++

¥750++

¥500++

334ml

334ml

334ml

334ml

334ml

334ml

Sapporo Classic Draft Beer

サッポロクラシック（生）

Kirin Draft Beer

キリン一番搾り（生）

Kirin Stout Draft Beer

キリン一番搾り スタウト（生）

¥700++

¥700++

¥700++

Glass

Glass

Glass

Glass Sparkling

グラススパークリング

Glass Wine ( Red / White )
グラスワイン ( 赤 / 白 )

¥750++

¥600++

Glass

Glass


