
チキンウイングChicken
Wings

Salad & Light Snacks

⑩ プティン Poutine

35 ナチョス Nachos

追加1ピース ¥130 ⑧-2/1piece
3ピース ¥390 ⑧-1/3pieces

¥670

¥980

2種類のオリジナルソースでお楽しみいただけます。

あつあつフライドポテトに、とろーりチーズとグレー
ビーソースを絡めて
French fries with melted cheese and gravy sauce. 
It's just morish!

ジューシーなプルドポークとさっぱりサワーク
リームのコンビネーション
Tortilla Chips with BBQ Pulled Pork

【ホットチリ】 
程よいスパイシーさがやみつきに! 

【メープルガーリック】
メープルシロップの甘みとコクがガーリックに合う!

※Choice of sauce … Hot Chili or Maple Garlic

といえばコレ!
おすすめ3メニュー

MUST-EAT foods
in Whistler Café!

 ㉑-1 スモークサーモンサラダ 
 Smoked Salmon & Greens ……………………… ¥980

㉒ グリーンサラダ 
Green Salad …………………………………………………………… ¥780
【ドレッシング】 サウザンドアイランズ/和風 
Dressing......Thousand Islands / Japanese 

㉔ スモークサーモン 
Smoked Salmon …………………………………………………… ¥1,080

㉖ クリームチーズ&メープルシロップ 
Fresh Cream Cheese with Maple Syrup ………………… ¥780

㉗ ミックスナッツ 
Mixed Nuts ……………………………………………………………… ¥500

㉘ 自家製ピクルス 
Homemade Mixed Pickles ……………………………………… ¥580

㉑スモークサーモンサラダ

㉖クリームチーズ&メープルシロップ

㉔スモークサーモン 

㉘自家製ピクルス 

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.



はウィスラーカフェおすすめメニューです。
WHISTLER cafe Signature menuMeat, Fish & Zesty Plates

Snack

㉛ 特製ビーフステーキ 
Beef Steak ……………………………………………………… ¥1,800

32 粗びきハンバーグ
Hamburg Steak ……………………………………………… ¥1,400

33 粗びきソーセージ 
Sausage 1piece …………………………………………… 1本 ¥550

チキンウイング 
Chicken Wings…………………⑧-1 3ピース ¥390/3pieces
Add 1piece………………………………⑧-2 追加1ピース ¥130
【ホットチリ】 【メープルガーリック】 
※Choice of sauce…Hot Chili or Maple Garlic.  

 35 ナチョス 
 Nachos …………………………………………………… ¥980

 ⑩ プティン 
 Poutine …………………………………………………… ¥670

 ⑫ プティン・BBQプルドポーク
 Poutine with BBQ Pulled pork ………………… ¥780

37 フィッシュ&チップス
Fish & Chips …………………………………………………………… ¥980

39 カラマリ（イカ）フライ
Fried Calamari …………………………………………………… ¥1,080

⑨ フライドポテト
French Fries …………………………………………………………… ¥400

㉛特製ビーフステーキ

⑧チキンウイング

35ナチョス 37フィッシュ&チップス

⑫プティン・BBQプルドポーク

⑩プティン

33粗挽きソーセージ

大人気



Pizza

Sweets

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. 

表示はすべて税込です。
Price including tax.

⑱バニラアイスクリーム 
メープルシロップソース
Vanilla Ice Cream with Maple Syrup ……………………¥450

⑰ミニパンケーキ 
メープルシロップ＆バニラアイス添え
Small Pancake with Maple Syrup and 
Vanilla Ice Cream …………………………………………………¥850

  クアトロ・フォルマッジ・ピザ 
Pizza Quattro Formaggi…………………………………………………………………… ¥1,000
うす焼きピザクラストの上に個性豊かな4種 のチーズを。
4 types of cheese on crispy thin pizza crust. 

101  プルドポーク・ピザ 
Pulled Pork Pizza ……………………………………………………………… ¥1,380
102

思い出の一枚にどうぞ! 4人で¥2000/4people

CC、イエーガー、テキーラ、ウォッカ、ソフトドリンクの中から選んでください
一番人気はイエーガー・マイスター

スキー板に並んだ特製ブーツグラスで乾杯 !

SKI SHOT120

Drink up 4 shots on the ski! You can choose from CC, Jägermeister, Vodka or soft drink

ワン、
ウィスラーウィスラーウィスラーウィスラーウィスラーウィスラーウィスラーウィスラーウィスラーウィスラーウィスラーウィスラーウィスラーウィスラーウィスラー!!!ウィスラー!ウィスラー!

ツー、
スリー、

＋¥150で
ウィスキー追加OK
 体の芯からポカポカします ! 

75ホット
チョコレート
Hot Chocolate ………… ¥680

40

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

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。 断トツ

一番人気!


