お飲み物

カナダビール

㊿ ユーコンビール

当店
直輸入

Beverage

はウィスラー カフェおすすめメニューです。

Canadian Beer
YUKON BEER imported directly from Canada

カナダ最北、
ユーコン準州の小さなブリュワリーから直送。
日本ではウィスラーカフェだけでしか飲めません。

WHISTLER Café signature menu

ゴールド、アイスフォグ、
レッド、
ミッドナイトサンの4種類

¥900

GOLD=English Pale Ale、ICE FOG=India Pale Ale、RED=Amber Ale、MIDNIGHT SUN=Stout

ビール

Beer

生ビール サントリー・プレミアムモルツ

BCワイン BC Wine

Draft Beer / SUNTORY PREMIUM MALT'S

ブリティッシュ・コロンビア州のオカナガン
地方は、
カナダ有数のワイン産地。
ブドウ
栽培に適した気候と土壌をもち、数々の国
際コンクールで賞を受賞するワイナリーが
続出。
その質のよさは世界的に注目を集
めています。
Okanagan,British Columbia is one of the
best vinelands in the world. More than 60
wineries, including many awardees of
various international wine contests are
producing great wines.

¥650
¥500
¥2,980

レギュラー
Regular
スモール
Small
ピッチャー
（1.8ℓ） Pitcher

ワイン

ユーコンビール

Wine

セニョリオ・デ・オルガス Senorio De Orgaz

ハウス
ワイン

まろやかな果実味をもち、
マイルドで飲みやすいワイン。
ミディアムボディ
Mild taste with round ﬂavor of berries. Medium body.

ボトル Bottle
¥3,200
白−マカベオ White-Macabeo

グラス Glass
¥600
赤−シラー・モナストレル

Red-Syrah,Monastrell

ホットワイン Glühwein ¥650

赤ワインにシナモンやクローブのスパイスをきかせて。
お好みでメープルシロップを。
Hot spiced red wine. Add maple syrup as desired.

クエイルズ・ゲート Quails' Gate（カナダ産）

ブリティッシュ・コロンビア州 オカナガン地方にある家族経営のワイナリー産。
Family winery in Okanagan, BC produces elegant and fruity ﬂavor wines.

ボトル Bottle
¥4,900
白−シュナンブラン（辛口）White-Chenin Blanc

赤−ピノノワール（ミディアムボディ） Red-Pinot Noir

クエイルズ・ゲート

ウイスキー

Whisky

カナディアンクラブ Canadian Club（CANADA）

世界中にファンをもつカナディアン・ウイスキーの代名詞。
スッキリ飲みやすい味わいが特徴。
The most popular Canadian Whisky.

シングル

Single

¥600
600 a ¥500

|

ボトル

カナディアンクラブ･ブラックラベル

Bottle

¥5,200

Canadian Club Black Label（CANADA）

柔らかでスムースな味わい。
マイルド好みの日本人の味覚にあわせて特別に作られたものです。
熟成8年以上。
Japanese exclusive bottle. Smooth taste. Aged more than 8 years.
|
シングル Single
ボトル Bottle

¥880

¥7,900

カナディアンクラブ

Canadian Club Classic 12 year old
カナディアンクラブ クラシック12年（CANADA）

シングル

Single

¥650

ジム ビーム Jim Beam（USA）
シングル

Single

シングル

Single

Crown Royal（CANADA）

¥650

バランタイン Ballantine's（Scotland）
シングル

¥650

ウィスキーダブル＋¥400（

クラウンロイヤル

CCブラック＋¥500）

Whisky Double ＋¥400（CC Black ＋¥500）

Single

¥650

ボトルセット 氷・水無料 炭酸水：￥350

※Soda ¥350. Ice and Water Free

カナディアン クラブ･スペシャル

Shot

テキーラ、
イエーガーマイスター、
ウオッカ ¥500

Tequila、Jägermeister、Vodka

テキーラ シューター

Tequila Shooter

¥550

専用ショットグラスでご提供します。
寒さも吹き飛ぶおいしさです!
Tequila with Ginger ale.Toss off!

カクテル

¥690

モスコミュール

［ ジン

CCハイボール

¥500

CCジンジャーエール

¥690

CC & Soda

CCコーラ
CC & Cola

CCトニック

Moscowmule

‑Gin‑

Try various ﬂavors of Canadian Club. CC with soda, CC ginger ale...etc.

CC & Ginger ale

Cocktail

［ ウォッカ ‑Vodka‑ ］

Canadian Club Special

カナディアンクラブをベースに。さっぱり好みの方は
CCハイボールを、飲みやすいCCジンジャーエールもオススメ!

CC & Tonic

］

CCアイスティー

ジントニック / ジンバック

CC & Iced Tea

Tonic / Buck

［ ラム ‑Rum‑ ］

CCレッドブル

ラムコーク / ラムオレンジ

¥900

CC & Red Bull

Cola / Orange

［ テキーラ ‑Tequila‑ ］

テキーラサンライズ / ショット
Orange / Shot

［ マリブ ‑Malibu‑ ］

マリブオレンジ / マリブコーラ
Orange / Malibu Cola

［ カシス ‑Cassis‑ ］

カシスオレンジ / カシスウーロン
Orange / Oolong

［ カンパリ ‑Campari‑ ］

カンパリソーダ / カンパリオレンジ
Soda / Orange

［ ピーチ ‑Peach‑ ］

カットレモン

ピーチウーロン / ファジーネーブル

Cut Lemmon

Oolong / Fuzzy navel

［ カルーア ‑Kahlua‑ ］

ホットチョコレート + CC

カルーアミルク / カルーアジンジャー

Hot Chocolate+CC

Milk / Ginger ale

［ アマレット ‑Amaretto‑ ］

¥50
¥830

※その他のカクテルもご用意できます。
スタッフまでどうぞ。

アマレットジンジャー / ゴッドファーザー

Please ask the staff to mix your favorite cocktail.

Ginger ale / Whisky&Amaretto

［ ビール ‑Beer‑ ］
シャンディガフ

Ginger ale & Beer

［ レッドブル ‑redbull‑ ］

レッドブルウォッカ/ レッドブルカシス

¥900

¥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ます。
ふわふわの生クリームがいっそう風味を際立たせます。

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

㊶ コーヒー

¥400

㊻ メープルジンジャー・レモネード

¥500

㊷ メープルティー

¥400

㊸ アップルサイダー
（アップルティー）

¥400

Maple Ginger Lemonade
Maple tea

Apple Cider

体を芯から温めるのに最適。
カナダではポピュラーな
家庭的なホットドリンク。

¥380

Iced Tea

Hot Chocolate

Coﬀee

㊹ アイスコーヒー

アイスティー

Soft Drink

㊵ ホッ
トチョコレート

Cold Drink

Iced Coﬀee

Vodka / Cassis

ソフトドリンク

コールドドリンク

コカ・コーラ
Coca Cola

カナダドライ・ジンジャーエール
Canada Dry Ginger Ale

メロンソーダ/カルピスソーダ
Melon Soda / CalpisSoda

オレンジジュース/カルピス/
山ぶどうスカッシュ
Orange / Calpis / Wild Vine Soda

ウーロン茶
Oolong Tea

㊺ レッドブル
Red Bull

¥500

“

„

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

当店が独自に輸入。日本で飲めるのはここだけ !
カナダ・最北端のクラフトビール ユーコンビア
Great craft beers imported directly from Whitehorse, Yukon, Canada.

当店
イチオシ !

『ユーコンビール』

YUKON GOLD

ICE FOG

English Pale Ale

India Pale Ale(IPA)

爽やかな
軽さの後味

最高の香りと
苦みが調和

㊿-1 ユーコンゴールド

㊿-2 アイスフォグ

YUKON RED MIDNIGHT SUN
㊿-3 ユーコンレッド

㊿-4 ミッドナイトサン

Amber Ale

Espresso Stout

濃い味わいと
コーヒー風味も感じる
フルーティな抜け感
スタウトタイプ

¥900

