朝食 7:00 - 10:00
朝食は前日夜の 22:00 までにご注文ください。
朝食セット
アメリカンブレックファースト
¥ 2950 ++
●ジュース (一つお選びください):
オレンジ/リンゴ/グレープフルーツ/トマト/パイナップル
●本日の焼き立てパンバスケット（三つ）:
クロワッサン/本日のデニッシュ/ホームメイドマフィン/角食/全粒
粉トースト/自家製ライ麦パン/グルテンフリーロール
●玉子料理 (一つお選びください):
チーズオムレツ/スクランブルエッグ/目玉焼き/ゆで卵/ポーチドエ
ッグ
●付け合わせ: ベーコン/ウィンナ
●本日の野菜料理
グリルトマト/ハッシュブラウン/キノコソテー/ベイクドビーンズ
●ヨーグルト
●フルーツ 3 種類の季節のフルーツ
●お飲み物(一つお選びください):
コーヒー/カプチーノ/カフェオレ/紅茶/ココア
コンチネンタルブレックファースト
¥ 1800++
●ジュース (一つお選びください):
オレンジ/リンゴ/グレープフルーツ/トマト/パイナップル
●本日の焼き立てパンバスケット:
クロワッサン/本日のデニッシュ/ホームメイドマフィン/角食/全粒
粉トースト/自家製ライ麦パン/グルテンフリーロール
●ヨーグルト
●フルーツ 3 種類の季節のフルーツ
●お飲み物(一つお選びください)
コーヒー/カプチーノ/カフェオレ/紅茶/ココア
和朝食
¥ 2500++
●果物
●サラダ
●お味噌汁
●ななつぼし
●本日の焼き魚
●自家製豆腐
●お漬物
●だし巻き卵
●焼きのり 納豆
●ジュース (一つお選びください):
オレンジ/リンゴ/グレープフルーツ/トマト/パイナップル
●お飲み物 (一つお選びください):
コーヒー/カプチーノ/カフェオレ/紅茶/ココア
キックスタートブレックファースト
¥ 2200++
●ジュース(一つお選びください)
オレンジ/リンゴ/グレープフルーツ/トマト/パイナップル
●バーチャーミューズリー
●ヨーグルト
●フルーツ 3 種類の季節のフルーツ
●スマッシュドアボカド:トーストアボカドチェリートマトサルサフ
ェタチーズポーチドエッグ
●お飲み物 (一つお選びください):
コーヒー/カプチーノ/カフェオレ/紅茶/ココア
朝食アラカルトメニュー
冷たいお料理
フルーツプラッターとヨーグルト
季節のフルーツ はちみつとヨーグルト添え
バーチャーミューズリー
ホームメイドミューズリー ベリーソース
お好みのミルク又はヨーグルト添え

¥ 850 ++

¥ 850 ++

シリアルセレクション
¥ 550 ++
コーンフレーク/コーンフロスティ/ウィータビックス/ライスクリス
ピー/フルーツグラノーラ/
焼き立てパンバスケット
毎朝焼き立てのホテルメイドパン
温かいお料理
オートミール
はちみつ ブラウンシュガー

¥ 750 ++
おまかせ６種類

¥ 600 ++
バナナ

ミルク添え

玉子料理
¥ 1000 ++
スクランブルエッグ/ポーチドエッグ/目玉焼き/ゆで卵トースト添え
オムレツ
以下から３種類の具材をお選びください
ハム/きのこ/パプリカ/玉ねぎ/トマト/チーズ
ワッフル 又は パンケーキ
ベリーコンポート ホイップクリーム

¥ 1350 ++

¥ 1100 ++
アーモンド添え

オールダイニング 11:00 - 23:00
前日夜 22:30 までにご注文ください
アペタイザー/スナック
トマトカプレーゼ
トマトとモッツァレラチーズ

¥ 1500 ++
バジルソース

イカのスパイシーソテー
唐辛子、ライム、アイオリソース添え

¥ 1500 ++

キロロザンギ
自家製から揚げチキン
胡麻ポンとライム、ガーリックマヨネーズ添え

¥ 1200 ++

スープ
キロロフレンチオニオンスープ
グリエールチーズとクルトン.

¥ 900 ++

サラダ
キロロコブサラダ
¥ 1850 ++
ミックスリーフ、チキンブレスト、ベーコン、アボカド、オニオ
ン、きゅうり、プチトマト、ブルーチーズ、ゆで卵
クラシックシーザーサラダ
¥ 1550 ++
ロメインレタス、ベーコン、クルトン、パルメザンチーズ、温泉
卵
（トッピング）ブレストチキン ¥ 400++
サンドウィッチ/ハンバーガー
キロロプレミアムビーフバーガー
¥ 2450 ++
道産牛ビーフパティ、チーズ、レタス、トマト、オニオン、フレ
ンチフライ添え
キロロ特製ベジタブルバーガー（ビーガン）
¥ 2000 ++
ひよこ豆＆ビーツパティ、レタス、とまと、オニオン、アボカ
ド、豆腐マヨネーズ、フレンチフライ添え
クラブハウスサンドウィッチ
¥ 2200 ++
ブレストチキン、ベーコン、卵、レタス、トマト、チーズ、フラ
イドポテト添え
パスタ/麺類
焼うどん

¥ 1550 ++

スパゲッティボロネーゼ
パルメザンチーズ添え

¥ 1700 ++

スパゲッティナポリタン
パルメザンチーズ添え

¥ 1550 ++

アジアンセレクション
バターチキンカレー
ライス、パパダム添え

¥ 2000++

ビーフと野菜のスープカレー
ライス付き

¥ 1900 ++

メイン料理
知床鶏むね肉のロースト
キノコのクリームソース

¥ 2400 ++

十勝牛サーロインステーキ＆フリット
フレンチフライ添え
フォアグラ付き

¥ 3800 ++
¥ 1000 ++

ラムラックのロースト
倶知安ポテトのグラタン添え

¥ 3300 ++

フィッシュ＆チップス
自家製タルタルソース添え

¥ 2100 ++

ブレックファーストプレート
¥ 2000 ++
ベーコン、目玉焼き、グリルトマト、キノコソテー、ソーセー
ジ、ハッシュブラウン、トースト添え
サイドメニュー
フライドポテト
倶知安ポテトのロースト
ニンジンのソテー
スチームブロッコリー

¥ 750 ++
¥ 750 ++
¥ 750 ++
¥ 750 ++

キッズメニュー
キッズスパゲッティ ミートソース/ナポリタン
キッズステーキ
キッズから揚げ＆フライドポテト
キッズフィッシュ＆チップス
キッズアイスクリーム

¥ 1250 ++
¥ 1550 ++
¥ 1250 ++
¥ 1250 ++
¥ 750 ++

デザート
フルーツプラッター
季節のカットフルーツ

¥ 1750 ++

柚子チーズケーキ
柚子風味のクリームチーズ、しょうがのクランブル

¥ 1100 ++

もちセレクション
わらび餅 黒蜜添え

¥ 850 ++

BREAKFAST
7:00 AM – 10:00 AM
Please place your order before 22:30 the night before.
BREAKFAST SETS
American Breakfast
¥ 2950 ++
● Juice (select 1) : Orange/ Apple/ Grapefruit/ Tomato/ Pineapple
● Today’s Morning Bakery basket (3pcs) :
Croissant/ Today’s Danishes/ House baked muffin / White Bread/
Wholegrain Bread/ House baked sourdough/ Gluten Free roll
● Eggs (select 1):
Omelet with cheese/ Scrambled/ Fried/ Boiled/ Poached
● Side meats : Bacon/ Chipolata
● Today’s choice of Vegetables :
Grilled tomato/ Hash brown/ Mushrooms/ Baked beans
● Yoghurt
● Fruits (three kinds of seasonal cut fruits)
● Drink (select 1) : Black coffee/ Cappuccino/ Café latte/ English breakfast
tea/ Hot chocolate
Continental Breakfast
¥ 1800 ++
● Juice (select 1) : Orange/ Apple/ Grapefruit/ Tomato/ Pineapple
● Today’s Morning Bakery basket :
Croissant/ Today’s Danishes / House baked muffin/ White Bread/
Wholegrain Bread/ House baked sourdough
● Yoghurt
● Fruits (three kinds of seasonal cut fruits)
● Drink (select 1) : Black coffee/ Cappuccino/ Café latte/ English breakfast
tea/ Hot chocolate
Japanese Breakfast
¥ 2500 ++
● Fresh Cut fruits
● Seasonal salad
● Miso Soup
● Steamed Rice
● Grilled Fish of the Day
● House made tofu
● Japanese Pickles
● Japanese Omelet
● Nori & Natto Beans
● Juice (select 1) : Orange/ Apple/ Grapefruit/ Tomato/ Pineapple
● Drink (select 1) : Black coffee/ Cappuccino/ Café latte/ English breakfast
tea/ Hot chocolate

Kick Start Your Morning
¥ 2200 ++
● Juice (select 1) : Orange/ Apple/ Grapefruit/ Tomato/ Pineapple
● Bircher Muesli
● Yoghurt
● Fruits (three kinds of seasonal cut fruits)
● Smashed Avocado (served on wholegrain toast w cherry tomato salsa)
● Drink (select 1) : Black coffee/ Cappuccino/ Café latte/ English breakfast
tea/ Hot chocolate
BREAKFAST A LA CARTE
COLD ITEMS
Fruit Platter
¥ 850 ++
Seasonal sliced fruit selection served w honey and natural yoghurt
Bircher Muesli
¥ 850 ++
House made Bircher muesli topped w seasonal berries, served w your
choice of milk or yoghurt
Cereal Selection & Milk
¥ 550 ++
Your choice of: Cornflakes/ Frosty flakes/ Weetabix/ Rice bubbles/
Granola/ GF Cornflakes
Bakers Basket
¥ 750 ++
Selection of 6 pcs of freshly baked pastries from our pastry kitchen
HOT ITEMS
Hot Oatmeal
Served with Honey, Brown sugar, Banana & Milk

¥ 600 ++

2 Eggs any Style
¥ 1000 ++
Your choice of scrambled/ poached/ fried/ hard boiled, with toast.
3 Egg Omelette
Freshly prepared with your choice of 3 of the following:
Ham/ Mushroom/ Peppers/ Onion/ Tomato/ Cheese

¥ 1350 ++

Waffles or Pancakes
¥ 1100 ++
Your choice of Waffles or Pancakes served with berry compote, whipped
cream, and toasted almonds
ALL DAY DINING 11:00 AM - 11:00 PM
Please place your order before 22:30 each evening
APPETISERS/ SNACKS
Tomato Caprese
Tomato and bufala mozzarella w pesto dressing

¥ 1500 ++

Salt n Pepper Squid
¥ 1500 ++
Salt n Pepper spiced squid w chilli, lime wedges, and garlic aioli
Kara-age Chicken
¥ 1200 ++
House marinated and spiced chicken thigh pieces fried until juicy and
crispy and served with a sesame-ponzu lime dressing
SOUP
French Onion Soup
Served w Gruyere cheese crouton.

¥ 900 ++

SALAD
Tribute Cobb Salad
¥ 1850 ++
Mixed leaves tossed w chicken, bacon, avocado, onion, cucumber, cherry
tomato, blue cheese, boiled egg
Classic Caesar Salad
¥ 1550 ++
Cos lettuce w bacon, crouton, parmesan cheese, onsen egg
and Caesar dressing
Add breast chicken ¥ 400 ++
SANDWICHES/ BURGERS
Kiroro Premium Beef Burger
¥ 2450 ++
Hokkaido Beef patty, cheese, lettuce, tomato, onion, mustard & ketchup
on a soft bun served w fries
Kiroro House Made Vegetable Burger

¥ 2000 ++

Chickpea & Beetroot patty, lettuce, tomato, onion, avocado and Tofumayonnaise on a soft bun served w fries
Club House Sandwich
¥ 2200 ++
Kiroro’s famous triple decker sandwich w chicken, bacon, egg,
lettuce, tomato and mayonnaise on white bread, served w fries
PASTA/ NOODLES
Stir Fried Vegetable Udon Noodle
¥ 1550 ++
Seasonal Japanese vegetables tossed through udon noodle.
Spaghetti Bolognaise
¥ 1700 ++
Spaghetti tossed through house bolognaise with parmesan cheese
Spaghetti Napolitan
¥ 1550 ++
Kiroro’s own Napolitan sauce w spaghetti and parmesan cheese
ASIAN SELECTIONS
Butter Chicken
Served w steam rice, raita, poppadum
Beef & Vegetable Soup Curry
Served w steamed rice
MAIN COURSE
Hokkaido Chicken Breast
Potato puree, baby carrots, creamy mushroom sauce

¥ 2000++

¥ 1900 ++

¥ 2400 ++

Steak Frites
¥ 3800 ++
Hokkaido Tokachi beef Sirloin (250gr), French fries, side salad, café
de Paris butter
Add Foie Gras ¥ 1000 ++
Lamb Cutlets
Potato gratin, green pea puree, beans, mustard jus

¥ 3300 ++

Fish & Chips
¥ 2100 ++
Beer battered fish goujons w fries, lemon & tartare sauce
All Day Breakfast
¥ 2000 ++
Bacon, fried eggs, tomato, mushroom, hash brown, chipolata and toast
SIDE DISHES
French Fries
Roasted Kutchan potato
Buttered carrots
Steamed broccoli

¥ 750 ++
¥ 750 ++
¥ 750 ++
¥ 750 ++

FOR THE LITTLE ONES
Kids Spaghetti Bolognaise or Napolitan
Kids Steak w fries & salad
Kids Karaage w fries & Salad
Kids Fish n Chips w salad
Kids Ice Cream Selection

¥ 1250 ++
¥ 1550 ++
¥ 1250 ++
¥ 1250 ++
¥ 750 ++

DESSERT
Seasonal Fruit Plate

¥1750 ++

Yuzu Cheesecake
¥ 1100 ++
Deconstructed style cheesecake w soft cream, yuzu curd, and ginger
crumble
Mochi Selection
Traditional Japanese dessert of flavored rice balls

¥ 850 ++

