お二人以上でオーダーできます。
（当日注文OKのコースです）

ライト＆カジュアルコース

お得
です

貸し
切り

ウィスラーカフェで
パーティはいかがですか？
パ

ー

テ

ィ

予

約

OK

受

付

中

女子会、会社仲間との集まりはもちろん、歓送迎会、特別な記念日などにご利用下さい。

税
込

全7品

¥2,300

r スモークサーモン
r グリーンサラダ
r チキンウイング
r プティン
rBBQ スペアリブ
r クアトロピザ
r デザート

（お一人さま）

コースご注文のお客さまは飲み放題をお付けできます（120 分￥1500/100 分 L.O.）

ウィスラーカフェって？

お肉とプティン、カナダビール&ワインのダイニング・バル

About Whistler Café

※写真はイメージです。※ご予約は 2 名様より、前日までにお申し込み下さい。

3つのコースをご利用シーンに合わせてお選び下さい。
120 分制・
お付けできます。
飲み放題は＋1500円（ 100 分ラス
トオーダー ）
苗場スキー場店（冬季限定）

カナダクラシックコース

¥3,100
北米最大級のリゾートウィスラー（Destination BC/Randy Lincks）

舞子スノーリゾート店（冬季限定）

当店のみでお召し上がりいただける、
自慢のお肉＆カナダ料理 8 品をライン
ナッ プしております。

r 自家製ローストビーフ
r スモークサーモン
r アボカドシーザーサラダ
r チキンウイング〜メープルガーリック〜
r プティン〜カナディアンオリジナル
r リブロースステーキ
r お任せピザ
r デザート

ウィスラーは、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州にある世界最大級のマウンテン・リゾー
ト。ダイナミックな山々のなか、谷あいにたたずむ華やかなビレッジには、毎シーズン世界中
から大勢のスキーヤーやスノーボーダーが集まってきます。
「ウィスラーカフェ」は、そんなカナディアン・リゾートのスケールの大きさ、さらには雄大な
自然に囲まれてお酒やお食事を楽しむ雰囲気をお伝えするレストラン・スペースです。カナダ
を感じながらビール＆ワインとお食事をお楽しみ下さい。インフォメーション・ラックには、
カナダ観光に関する資料もご用意しました。カナダ旅行の情報発信基地として、様々なイベン
トも開催いたします。冬季限定で、新潟県の苗場スキー場、舞子スノーリゾートにも姉妹店が

サーモン＆メープルコース

¥2,700
スモークサーモンとメープルシロップ
のお食事が充実。女性の方に大変おす
すめです。

r スモークサーモン
r アボカドシーザーサラダ
r チキンウイング〜メープルガーリック〜
r クアトロフォルマッジピザ
r リブロースステーキ
r サーモンロール
r デザート

あります。ぜひご利用ください。
Whistler, British Columbia, Canada is one of the biggest mountain resorts in the world. Its bright village
in the breathtaking scenery attracts a lot of skiers and snowboarders from all over the world.
Whistler Café is the dining space that introduces Whistler ʼ s big scale winter scene and delightful
atmosphere to Japanese snow fans. Please enjoy simple Canadian pub food here. We provide travel
information about Canada and also various movies about whistler area.
ウィスラーカフェ

千代田区神田神保町 1-18-10
アクセス 東京メトロ半蔵門線、
都営新宿線、都営三田線
神保町駅 A5 出口 徒歩 2 分
TEL ̲̲̲ 03-6273-7303
www.whistlercafe.com

白山通り
東京メトロ
神保町
A5出口

ICI石井スポーツ

カンダコンペカン

ファミリー ICI石井スポーツ
登山本店
マート

駿河台下・
小川町

→

ウィスラーカフェ・パートナー

¥2,300
お食事のボリュームを少し抑えめにセ
レクト。大人数での宴会に最適で幹事
様からも好評です。

r スモークサーモン
r グリーンサラダ
r チキンウイング〜メープルガーリック〜
r プティン〜カナディアンオリジナル
rBBQ スペアリブ
r クアトロフォルマッジピザ
r デザート
※コース価格は税込です

←九段下
靖国通り

ライト＆カジュアルコース

店内モニター利用無料
映像＆音楽演出、サプライズ企画のお手伝いも致します。
ご予算やお好みに合った、お料理のアレンジも可能ですので、
ご相談ください。
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rec

omm

end

チキンウイングChicken Wings ¥600
メープルガーリック …… Maple Garlic
ホットチリ …………………… Hot Chili
ソルト＆ペッパー ……… Salt&Pepper

追加 1ピース …………… ＋ 1 piece

¥120

rec

omm

end

フライドカラマリ ……… ¥700
Fried Calamari

ナチョス…………………… ¥780
Nachos

rec

プティン カナディアンオリジナル……………………………………

Canadian Original

omm

rec

end

¥580

プルドポークロール

……………… Pulled Pork Roll

omm

end

ナチョス

with ガーリックブレッド

ドリアスタイル

チリコンカルネ
Chili Con Carne

with ガーリックブレッド

¥750

フライドカラマリ

with Garlic Bread

ドリアスタイル

……………

Rice Gratin

¥700
¥700

カナディアン …………… ¥1,800 BBQ スペアリブ……… ¥1,500 グリルドソーセージ …… ¥650
BBQ Spearib
（ 2 本）
リブロースステーキ
プティン BBQ プルドポーク

…………

¥700

BBQ Pulled Pork

プティン メキシカンチリ………………… ¥700

Grilled Sausage（2pieces）

Canadian Rib Steak

Mexican Chili

rec

omm

end

スモークサーモン…… ¥750 クリームチーズ＆メープル ¥680 エビときのこの
Smoked Salmon
Cream Cheese with Maple Syrup
アヒージョ Ajillo
ミックスナッツ

………

¥780

…………

¥450

Mixed Nuts

自家製ローストビーフ
Homemade Roast Beef

レギュラー（80g）………………
Regular（80g）

マウンテン（200g）…………
Mountain（200g）

自家製ローストビーフ マウンテン（200g）

¥800

¥1,500

フィッシュ＆チップス ¥800 自家製ピクルス ……… ¥550
Fish&Chips

4 種のきのこサラダ

スモークサーモンサラダ

スモークサーモンサラダ

………………

¥750

………………………

¥680

rec

omm

Homemade Mixed Pickles

rec

end

omm

end

Smoked Salmon&Greens

4 種のきのこサラダ
Mashrooms&Greens

アボカドシーザーサラダ ………………… ¥750

プルドポーク BBQ ピザ

Avocado Caesar Salad

グリーンサラダ

………………………………

¥600

Green Salad
アボカドシーザーサラダ

スモークサーモンのマスタードピザ

クアトロフォルマッジピザ

プルドポーク BBQ ピザ …………………………………………………………… Pulled Pork BBQ Pizza
スモークサーモンのマスタードピザ ………………………………………… Smoked Salmon Pizza
クアトロフォルマッジピザ………………………………………………………… Quattro Formaggi Pizza
ガーリックトースト …………………………………………………………………………………… Garlic Toast

※サービスチャージ（¥300 / お一人さま）を頂戴いたします。当店の価格は税抜き表示です。別途消費税を承ります。 Service charge（¥300/person） will be added. Price excluding tax.

¥980
¥980
¥750
¥450

メープルチュロス……… ¥650 バニラアイス…………… ¥450 自家製 …………………… ¥580
Vanilla Ice Cream
ブルーベリーソルベ
with バニラアイス
Maple Churros with
Vanilla Ice Cream

Homemade Blueberry Sorbet

オレンジジュース ……………………………………………………………………………Orange Juice
グレープフルーツジュース………………………………………………………… Grapefruit Juice
コカ・コーラ ……………………………………………………………………………………… Coca Cola
ジンジャーエール ……………………………………………………………………………… Ginger Ale
ウーロン茶 ………………………………………………………………………………………
アイスティー

Oolong Tea

………………………………………………………………………………………… Iced Tea

アイスコーヒー…………………………………………………………………………………

Iced Coffee

メープルジンジャーレモネード
（アイス・ホット）… Maple Ginger Lemonade（Ice/Hot）
ホットメープルティー …………………………………………………………………… Hot Maple Tea
ホットアップルサイダー………………………………………………………………

Hot Apple Cider

ホットチョコレート ………………………………………………………………………… Hot Chocolate
水 ……………………………………………………………………………………………………………

Water

炭酸水 ……………………………………………………………………………………………Soda

Water

¥380
¥380
¥380
¥380
¥380
¥380
¥380
¥450
¥380
¥380
¥600
¥0
¥0

ハッピーアワー
ドリンクメニュー

¥300

ALL

ウィスラーカフェって？

（税別）

OPEN 〜 19：00

About Whistler Café

生ビール
サントリープレミアムモルツ・レギュラー

カナディアンクラブ（シングル）

苗場スキー場店（冬季限定）

（ハイボール・ストレート・ロック・お湯割り・水割りでご用意致します。
）

グラスワイン
赤 or 白
北米最大級のリゾートウィスラー（Destination BC/Randy Lincks）

舞子スノーリゾート店（冬季限定）

ウィスラーは、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州にある世界最大級のマウンテン・リゾー
ト。ダイナミックな山々のなか、谷あいにたたずむ華やかなビレッジには、毎シーズン世界中

ソフトドリンク各種
オレンジジュース /
グレープフルーツジュース /

から大勢のスキーヤーやスノーボーダーが集まってきます。
「ウィスラーカフェ」は、そんなカナディアン・リゾートのスケールの大きさ、さらには雄大な

コカ・コーラ / ジンジャーエール

自然に囲まれてお酒やお食事を楽しむ雰囲気をお伝えするレストラン・スペースです。カナダ

ウーロン茶 / アイスコーヒー

を感じながらビール＆ワインとお食事をお楽しみ下さい。インフォメーション・ラックには、

アイスティー / ホットメープルティー

カナダ観光に関する資料もご用意しました。カナダ旅行の情報発信基地として、様々なイベン
トも開催いたします。冬季限定で、新潟県の苗場スキー場、舞子スノーリゾートにも姉妹店が

メープルジンジャーレモネード（ICE・HOT）

あります。ぜひご利用ください。
Whistler, British Columbia, Canada is one of the biggest mountain resorts in the world. Its bright village
in the breathtaking scenery attracts a lot of skiers and snowboarders from all over the world.
Whistler Caf é is the dining space that introduces Whistler ʼ s big scale winter scene and delightful
atmosphere to Japanese snow fans. Please enjoy simple Canadian pub food here. We provide travel
information about Canada and also various movies about whistler area.
ウィスラーカフェ

千代田区神田神保町 1-18-10
アクセス 東京メトロ半蔵門線、
都営新宿線、都営三田線
神保町駅 A5 出口 徒歩 2 分
TEL ̲̲̲ 03-6273-7303
www.whistlercafe.com

白山通り
東京メトロ
神保町
A5出口

ICI石井スポーツ
カンダコンペカン

←九段下
靖国通り

駿河台下・
小川町

→

ファミリー ICI石井スポーツ
登山本店
マート

ウィスラーカフェ・パートナー
※サービスチャージ（¥300 / お一人さま）を頂戴いたします。当店の価格は税抜き表示です。別途消費税を承ります。

Service charge（¥300/person） will be added. Price excluding tax.

お肉とプティン、カナダビール&ワインのダイニング・バル
O
E T FÉ
COM
WEL LER CA
ST
WHI

独自のルートで直輸入しました。国内で飲めるのは当店だけです！
スキャンダルラガー ………………………………………………¥850
SCANDAL LAGER / British Columbia

Pilsner Lager

クリーンでさわやかなオーガニックビール

パシフィックピルスナー……………………………………………¥700
PACIFIC PILSNER / British Columbia

Pilsner Lager

ライトな飲み口ながら味わいあるラガー

モルソン・カナディアン……………………………………………¥700
Molson Canadian / Quebec
Pilsner Lager
カナダを代表する飲みやすい正統派ラガー
1786 年誕生、

ジャークフェイス 9000 …………………………………………¥850
スキャンダルラガー

パシフィック
ピルスナー

モルソン・
カナディアン

ソルティースコット

Gypsy Tears / British Columbia

フィルシーダーティー ……………………………………………¥850
Filthy Dirty / British Columbia

Salty Scot/British Columbia

Sea Salted Caramel Scotch Ale

キャラメルエッセンスと塩が演出する重厚な飲み口

ユーコン・ゴールド

アイスフォグ

ユーコン・レッド

ロンゲスト・ナイト

ミッドナイト・サン

YUKON GOLD

ICE FOG

YUKON RED

LONGEST NIGHT

MIDNIGHT SUN

India pale ale（IPA）

English pale ale
爽やかな軽さの後味
飲みやすいエール

最高の香りと苦みが調和
人気の IPA

Amber ale

Cascadian dark ale

フルーティな抜け感が続く
エールらしい味

程良いホップの苦み、
深みのある香り

カナディアンクラブ
Canadian Club
……………

mend

India pale ale（IPA）
深みとコク、苦みも効いたパンチのあるIPA

ソルティースコット …………………………………………………¥850

ALL ￥850

recom

Ruby Amber ale

濃い口だが飲みやすく、しっかりしたあと味

ユーコンビール

mend

Oooooooooo

フルーティで口当たりのいいエール

ジプシーティアーズ ………………………………………………¥850

カナダの最北、オーロラで有名な
「ホワイトホース」で生まれた
オールハンドメイドのクラフトビール

recom

Jearkface 9000 / British Columbia

s ￥550

recom

w ＋￥300

ジャーク
フェイス 9000

ジプシー
ティアーズ

カナダワイン
各種 ……………………………… ￥4,200 〜

Alberta Dark Batch

s ￥750 w ＋￥560

アグリーセーター

オンタリオ州産ビール …………………………………………… ASK
ONTARIO BEER

月替わりで、オンタリオ州で作られた地ビールを提供
詳しくはスタッフまで

ジン = ジントニック・ジンバック…………………………………………………… Gin/Gin Tonic,Gin Buck
テキーラ＝・テキーラサンライズ・ショット ………………………………… Tequila/Tequila Sunrise,Shot
カシス＝カシスオレンジ・カシスウーロン …………………… Cassis/Cassis Orange,Cassis Oolong
マリブ＝マリブコーク・マリブオレンジ……………………………… Malibu/Malibu Cola,Malibu Orange
カンパリ＝カンパリオレンジ・スプモーニ ……………………… Campari/Campari Orange,Spumoni
ピーチ＝ファジーネーブル・ピーチウーロン ……………………… Peach/Fuzzy navel,Peach oolong
カルーア＝カルーアミルク・カルーアジンジャー …………… Kahlua/Kahlua milk,Kahlua ginger ale

…………………………………………………… Glass
………………………………………………… Bottle

デュボネ＝オンザロック・デュボネジンジャー …………… Dubonnet/On the Rocks,With ginger ale
グリーンティー＝グリーンティーウーロン･グリーンティーソーダ …… Greentea/With oolong,With soda

¥850
¥4,800

シーザー ………………………………………………………………………………………………… Caesar

ジムビーム ………………………………………………………………………… Jim Beam s ￥650 w ＋￥480
メーカーズマーク …………………………………………………………

Maker's Mark

白州

………………………………………………………………………………… Hakushu

知多

……………………………………………………………………………………… Chita

s ￥800 w ＋￥600
s ￥850 w ＋￥650
s ￥650 w ＋￥480

赤ワイン Red wine

グラス
ボトル

キティ…………………………………………………………………………………………………………… Kitty

白ワイン White wine

………………………………… Glass
………………………………… Bottle

ホットワイン

¥600
¥2,900

グラス
ボトル

………………………………… Glass
………………………………… Bottle

¥600
¥2,900

………………………………………………………………………………………………… Hot Wine

¥650

カリモーチョ…………………………………………………………………………………………… Calimocho
キール ………………………………………………………………………………………………………… Kir
ブルースプリッツァー ……………………………………………………………………………… Blue Spritzer
オペレーター …………………………………………………………………………………………… Operator
シャンディガフ……………………………………………………………………………………… Shandy Gaff
ホットホットチョコレート ………………………………………………………………… Hot Hot Chocolate

生ビール サントリープレミアムモルツ
SUNTORY PREMIUM MALT'S

レギュラー
ピッチャー

………………………

¥550

……………………………………………………………………………………… Regular
………………………………………………………………………………………… Pitcher

SUNTORY ALL-FREE …………………………………………… Non-Alcohol Beer

¥550
¥2,000
¥500

カナディアンクラブ

CCハイボール

¥550

※サービスチャージ（¥300 / お一人さま）を頂戴いたします。当店の価格は税抜き表示です。別途消費税を承ります。 Service charge（¥300/person） will be added. Price excluding tax.

ALL

￥580

アマレット＝アマレットジンジャー・アマレットコーク …… Amaretto/Amaretto ginger ale,Amaretto Cola

アイスワイン Icewine
グラス
ボトル

フィルシー
ダーティー

ラム＝ラムコーク・ラムバック………………………………………………… Rum/Rum Cola,Rum Buck
ウオッカ＝スクリュードライバー・モスコミュール ………………… Vodka/Screw driver,Moscow Mule

別途ワインメニューをご覧ください

カナディアンクラブ クラシック12 年 … Canadian Club Classic 12 years s ￥650 w ＋￥480
アルバータプレミアム………………………………………… Alberta Premium s ￥650 w ＋￥480
アルバータダークバッチ …………………………………

Espresso stout
じっくり飲みたいリッチで
薫り高い味わい（※スタウトタイプ）

みください。国内でもなかなか味わえないラインアップです。

w ＋￥600

Milk Stout

乳糖使用のライトな飲み口のミルクスタウト

生産量を抑え、丁寧な手作業で仕上げられるカナダの上質ワ
イン。今、世界の愛好家が注目する豊かな味わいをお楽し

Canadian Club Black Label

s ￥800

Ugly Sweater /British Columbia

Please Check Canadian Wine List

カナディアンクラブ
ブラックラベル
……………

mend

アグリーセーター …………………………………………………¥850

（シングル）

ハウスワイン（赤・白）

¥600

シャーリーテンプル …………………………………………………………………………… Shirley Temple
オレンジフラワークーラー ………………………………………………………… Orange Flower Cooler
ザクロッティー …………………………………………………………………………………Pomegranate Tea
シャンディガフ……………………………………………………………………………………… Shandy Gaff

¥700
¥580
¥580
¥580
¥580
¥580
¥580
¥650

ALL

￥500

