
Kiroro‘s BBQ Set ￥5,300（税サ込）
/ お一人様(per) 

サラダ / Salad
本日のミックスサラダ
KIRORO today’s mix salad

メイン / Main
～色々なお魚とお肉の盛り合わせ～
帆立、烏賊、有頭海老、本日のお魚、ピルカフランクソーセージ、

北海道産牛肉、知床鶏モモ肉、ジンギスカン

~Selected local and international assortment of fish and meat ~ 
Scallops, squid, shrimp, 1 kind of fish, Frankfurter sausages, Hokkaido beef,

Shiretoko chicken thigh, Genghis khan (Hokkaido marinated lamb)

野菜 / Vegetable
道産とうもろこし、玉ねぎ、カラーピーマン、じゃがいも、しいたけ、アスパラガス

Sweet corn, onion, bell peppers, potatoes, shiitake mushroom, and

asparagus – all locally sourced

飯物 / Rice パン / Bread
チーズリゾット 又は 焼きおにぎり ロールパン
Cheese Risotto or Grilled Onigiri Bread Roll

デザート / Dessert
ハスカップジュースのフルーツポンチ
Fruit Punch used Haskap juice

Kid‘s BBQ Set ￥3,700（税サ込）
/お一人様(per)

サラダ / Salad
本日のミックスサラダ
KIRORO today’s mix salad

メイン / Main
帆立、烏賊、有頭海老、知床鶏モモ肉、余市産北島豚のバラ肉、ソーセージ

Scallops, squid, shrimp, Kitajima-brand Pork belly, sausage

野菜 / Vegetable
道産とうもろこし、玉ねぎ、カラーピーマン、じゃがいも、しいたけ、アスパラガス

Sweet corn, onion, bell peppers, potatoes, shiitake mushroom, and

asparagus – all locally sourced

飯物 / Rice パン / Bread
焼きおにぎり ロールパン
Grilled Onigiri Bread Roll

Dessert
ハスカップジュースのフルーツポンチ
Fruit Punch used Haskap juice

表記の料金には13％のサービス料と10％の消費税が含まれております。
13% service charge and 10% consumption tax included.

※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 our staff.



魚介 / Seafood

噴火湾産帆立貝 Scallop

本日の魚 Today’s Fish

真イカ Squid

有頭エビ Shrimp

肉 / Meat

知床鶏もも肉 SHIRETOKO Chicken Thighs

北島ポークバラ肉 KITAJIMA pork belly

ジンギスカン Genghis Khan

ソーセージ2種 Sausage 2kinds

北海道産和牛 Hokkaido Beef

野菜 / Vegetable

道産とうもろこし Sweet corn

玉ねぎ Onion

ズッキーニ Zucchini

ナス Eggplant

じゃがいも Potatoes

野菜盛り合わせ Mix vegetable plate

プレミアムメニュー / Premium menu

焼き北海道産カマンベール ブレッド添え
Baked Hokkaido camembert with Bread

時知らず鮭
Summer-catch salmon

十勝ハーブ牛
Tokachi Herb Beef Sirloin

2枚 ¥740

120g ¥800

１杯分 ¥1,000

２尾 ¥1,000

100g ¥880

100g ¥880

100g ¥1,120

¥1,370

100g ¥1,750

¥510

¥510

¥510

¥510

¥510

¥1,490

¥1,120

150g ¥1,490

100g ¥3,730

単品メニュー A la carte ドリンク Beverages

アルコール / Alcohol

生ビール(キリン一番搾り) Draft Beer

サワー各種 （巨峰 / レモン / グレープフルーツ）
Sour Drink Grape / Lemon / Grapefruit

ハイボール Highball

スパークリングワイン Sparkling wine

白ワイン White wine

赤ワイン Red wine

ウィスキー Whisky

むぎ焼酎 Wheat Shochu

いも焼酎 Potato Shochu

ソフトドリンク / Soft drink

オレンジジュース Orange juice

アップルジュース Apple juice

ペプシコーラ / ゼロコーラ Pepsi cola / Zero cola

ジンジャーエール Ginger ale

ウーロン茶 Oolong tea

¥870

¥750

¥750

¥950

¥750

¥750

¥750

¥750

¥750

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

60分飲み放題プラン
ALL YOU CAN DRINK PLAN 60min

Alcohol + Soft drink ¥2,300 /お一人様(per)

Soft drink ¥1,200 /お一人様(per)

※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 our staff.

表記の料金には13％のサービス料と10％の消費税が含まれております。
13% service charge and 10% consumption tax included.


