11:00

15:00

あの
人気メニューが
グレードアップ !

セットでオトク ! x

Lunch Menu
⑤ドリンク・セット Soft Drink ＋

¥190 ⑥スープ・セット Cup of Soup ＋¥190

ウィスラーステーキライス
① Whistler Steak with Rice

¥1,500

ドリンク・セット ＋Soft Drink

……………………

¥1,690

スープ・セット ＋Cup of Soup

……………………

¥1,690

ジューシーなビーフステーキ＋香ばしいライス
Succulent steak with rice.

キッズに
人気 !

あらびきハンバーグ&ライス
④ Hamburg Steak with Rice

¥1,250

ドリンク・セット ＋Soft Drink

……………………

¥1,440

スープ・セット ＋Cup of Soup

……………………

¥1,440

照り焼きソースの粗挽きハンバーグとライス

Hamburg steak with teriyaki sauce and rice.

4 種のカレー

ドリンク・セット ＋¥190

¥880 〜
スープ・セット ＋¥190

ポークカツ・
カレー

② Curry with Pork Cutlet

¥1,200

プルドポーク・
カレー

② Curry with Pulled Pork

¥1,000

ウィスラー・
チキンカレー

カラマリ・
カレー

② Curry with Chicken

② Curry with Squid Rings

¥880

オニオンスープ ¥350
⑦ Onion Soup

¥1,200

チキンウイング ¥390（3p）
⑧ -1 Chicken Wings

フライドポテト ￥400
⑨ French Fries

当店ではアレルギー物質を含む食材（卵、牛乳等）を同一の厨房で調理しております。We use allergy-provoking foods in the kitchen.
表示価格はすべて税込みです。Price including tax.

プティン ¥670
⑩ Poutine

Side Menu

＋¥150で
ウィスキー追加OK

ホット
チョコレート

体の芯からポカポカします !

い
か
あった
こり
でほっ
スープ

 Hot Chocolate

ー

¥680

豊かな香りのチョコレートが
まろやかにミルクに溶け込
み、ふわふわの生クリーム
がいっそう風味を際立たせ
ます。

カップオニオンスープ

断トツ
一番人気!

The aromatic chocolate melts into milk
The fluffy fresh cream enriches the flavor.

⑦ Cup of Onion Soup

¥350

チキンウイング Chicken Wings
3ピースからご注文いただけます。

3ピース ⑧ -1

¥390

追加 1ピース ⑧ -2

¥130

ソースをお選び下さい
●ホットチリ ●メープルガーリック

プティン ⑩ Poutine

Choice of sauce

¥670

● Hot Chili ● Maple Garlic

アツアツのフライドポテトに
グレービーソースとチーズを。

Rich gravy sauce and melted cheese on fries.

Drink

¥400

Hot Drinks

 コーヒー

Coffee

 メープルティー

Maple Tea

 アップルサイダー（アップルティー）

カナダでポピュラーなリンゴ味のホットドリンク。

Apple Cider

¥380

Cold Drinks
 -1 アイスコーヒー

Iced Coffee

 -2 アイスティー

Iced Tea

 -3 コカ・コーラ

Coca Cola

 -4 カナダドライ・ジンジャーエール
 -5 メロンソーダ

Canada Dry Ginger Ale

/  -6 カルピスソーダ

Melon soda / Calpis soda

 -7 オレンジ  -8 カルピス  -9 山ぶどうスカッシュ

/

/

Orange Juice / Calpis / Wild Vine Soda
 -10 ウーロン茶
 レッ
ドブル

Oolong Tea
Red Bull

¥500

生ビール
サントリー･プレミアムモルツ

Draft Beer SUNTORY The PREMIUM MALT'S
スモール

 Small

¥500

レギュラー  Regular

ユーコンビール
 Yukon Beer

¥650

¥900

カナダ・ユーコン準州のホワイトホース
で作られたクラフトビール。 4 種類から
選べます。麦芽 100%の美味しさをぜひ。
GOLD, ICEFOG, RED, MIDNIGHT SUN
4 great craft beers imported directly
from Whitehorse, Yukon.

CCロック（カナディアンクラブ）

¥500

CCハイボール（カナディアンクラブ）

¥500

グラスワイン（赤/白）

¥600

 -2 Canadian Club On the Rocks
 -1 Canadian Club & Soda

 Glass Wine（Red / White）

