
Cream soda
クリームソーダ ￥500

Coffee float
コーヒーフロート ￥500

Vanilla ice cream

Chocolate ice cream

Chocolate parfait

バニラアイスクリーム ￥450

チョコレートアイスクリーム ￥450

チョコレートパフェ ￥750

Cheese cake set

Brownie cake set

チーズケーキセット ￥700

￥500
ガトーショコラセット ￥700

Cream SHIRATAMA ZENZAI
クリーム白玉ぜんざい（抹茶付）

Coffee（Hot/Iced)
＊コーヒー      （ホット／アイス） ￥400

Cafe au lait（Hot/Iced)

Tea（Hot/Iced)

＊カフェオレ（ホット／アイス） ￥400

Cocoa（Hot/Iced)
＊ココア　      （ホット／アイス） ￥400

＊紅茶              （ホット／アイス） ￥400

Matcha au lait（Hot/Iced)
＊抹茶オレ      （ホット／アイス） ￥400

￥400

￥400

Orange juice
＊オレンジジュース (100%)

Grape juice
＊山ぶどうジュース

￥400
Apple juice

＊アップルジュース (100%)

Coca cola
＊コカ・コーラ

Oolong tea
＊ウーロン茶 ￥400

Ribbon napolin
＊リボン ナポリン ￥400

￥400

ソフトドリンク / Soft drinks

フロート / Float

パフェ・アイスクリーム / Parfait・Ice cream

和風デザート / Japanese dessert

ケーキセット / Cake set
（お飲み物を＊印の中からお選びください）

（単品）

￥500（単品）

￥700

SHIRATAMA ZENZAI
白玉ぜんざい（抹茶付） ￥700

Milk（Hot/Iced)
＊ミルク          （ホット／アイス） ￥400

100 年以上の歴史！

北海道限定炭酸飲料

リボン　ナポリン

チーズケーキ

Cheese cake

ガトーショコラ

Brownie cake

抹茶オレ（ホット／アイス）
Matcha au lait（Hot/Iced)

￥400

旭川 日本茶ブランド

USAGIYA

昭和２３年創業　福居製餡所（旭川）
美瑛産小豆　「しゅまり」使用

旭川 日本茶ブランド      USAGIYAの抹茶付

USAGIYA

クリーム白玉ぜんざい（抹茶付）
Cream SHIRATAMA ZENZAI
￥700

白玉ぜんざい（抹茶付）
SHIRATAMA ZENZAI

￥700

昭和２３年創業　福居製餡所（旭川）
美瑛産小豆　「しゅまり」使用
旭川 日本茶ブランド    USAGIYAの抹茶付

チョコレートパフェ
Chocolate parfait

￥750

アイスクリーム
( バニラ /チョコ）
Ice cream

(Vanilla /Chocolate)

KINKURO
金黒　(本格芋焼酎 )

Black NIKKA clear
Single

Double

ブラックニッカ クリア

￥500

Grand bleu
グランブルー　(甲類焼酎 ) ￥450

FURANO Wine (Half bottle) (Red/White)
ふらのワイン (ハーフボトル )（赤・白） ￥1,900

Glass Wine  (Red/White)
グラスワイン（赤・白） ￥500

￥500

￥900

Draft beer
生ビール（380ml)　アサヒ　スーパードライ ￥600

Bottled beer   (SAPPORO,ASAHI)
瓶ビール（500ml 中瓶）( サッポロ , アサヒ） ￥700

Local beer
大雪地ビール (300ml グラス ) ￥650
たいせつ

OTOKOYAMA Cool 
男山　くーる（辛口 ) ￥1,000

TAKASAGO KOKUSHIMUSO 
高砂　国士無双（やや辛口 ) ￥1,000

GODO TAISETSU NO KURA
合同　大雪乃蔵（やや辛口 ) ￥1,000

Hot
熱燗（一合）

Chilled
冷酒（300ml ボトル )

￥500

Regular
常温（一合） ￥500

( ダブル )

( シングル )

Shochu
焼酎

Whisky
ウィスキー

Wine
ワイン

Beer
ビール

Sake
日本酒

 Plum wine (on the rocks)
梅酒ロック ￥450

 Plum wine ( with soda)
梅酒ソーダ ￥450

Lemon sour
レモンサワー ￥500

Napolin sour
ナポリンサワー ￥500

Freezing highball
フリージングハイボール ￥550

￥2,800

Non-alcoholic Beer
ノンアルコールビール

ASAHI Dryzero
アサヒドライゼロ（334ml 小瓶） ￥500

Plum wine
梅酒

ボトル

￥2,000ボトル

※焼酎増量　+￥200
※ウーロン割 +￥50

クセのないクリアな飲み心地の
ブラックニッカ樽詰めハイボールを使い、
アサヒビールが独自に開発した
氷点下（－２℃～０℃）抽出技術が生み出す、
お店でしか味わえない新感覚の氷点下ハイボール。

氷
点
下
の
ハ
イ
ボ
ー
ル

アサヒ　スーパードライ サッポロ　クラシック アサヒ　スーパードライ

ふらのワイン大雪地ビール

男山　くーる 高砂　国士無双 合同　大雪乃蔵

Alcohol


