
FOOD MENU

バーベキュー　　BBQ 

和牛サーロイン　WAGYU Sirloin steak

リブロース    Beef steak

牛ハラミ　　Beef skirt 

豚ロース　　Hakuba pork 

鶏モモ　バジル味　 Chicken basil 

ソーセージミックス    Sausage mix 

野菜ミックス         Vege mix  

きのこミックス        Mushroom mix 

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

 3900 yen
2400 yen
1800 yen
 1400 yen
900 yen
800 yen
700 yen
700 yen

サラダ　　Salad 

グリーンサラダ       Green salad 

豆腐サラダ        Tofu salad

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

800 yen
900 yen

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

500 yen

1800 yen

900 yen

ベジタリアン餃子   VEGETARIAN GYOZA

　 ・Vegetarian fried dumplings 　１人前６pc

　 ・Party GYOZA 　パーティーサイズ 24pc

ベジタリアンらーめん　Vegetarian Ramen　　 

Vegetarian menu 

　　　    

えだまめ　  EDAMAME Boiled beans

                                 Small

                                 Large

ポークサルサ　　  Pork salsa

コーンチップス     Corn chips 

ミックスナッツ　  Mixed nuts

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

 
420 yen
800 yen
1000 yen
 400 yen
500 yen

おつまみ　　A la carte 



ホットドッグ　　Hot Dog   

チーズドッグ　 Cheese dog　

サルサドッグ    Salsa dog　

アボガドドッグ　　Avocado dog  

W ミートドッグ　　Double meat dog

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 550 yen
800 yen
700 yen
 700 yen
850 yen

 750 yen

デザート　　Desert

かき氷 　Shaved ice　
　　・ふわふわ雪いちご          Strawberry   
・ふわふわ雪マンゴー　　 Mango
・ふわふわ雪抹茶　　　　 Matcha    

★プレート SET にできます（プラス +300yen で 3 品プラス）

・ミニサラダ　・チリコンカン　・コーンチップス
プレートセット御注文の方はドリンク￥100 引き !!

Include … Small Salad and Chili con carne and Corn Chips
Discount 100yen from all drinks Menu

FOOD MENU

焼餃子   GYOZA

ホットドッグ　　Hot Dogs

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1180 yenFor one person 

とうふ鍋   HOT TOFU POT with vege 

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

500 yen

1800 yen

Fried dumplings 　１人前６pc

Party GYOZA 　パーティーサイズ 24pc

ラーメン　Ramen

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

850 yen
1180 yen
100 yen
150 yen

ラーメン　　Ra-men  

チャーシューメン　   with boiled pork

大盛　　　Large serving 

替え玉　　　KAEDAMA  



Alcohol MENU

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

 550 yen～
450 yen
600 yen
 500 yen
550 yen
550 yen
500 yen

700 yen

600 yen
800 yen
650 yen

グラスワイン（赤・白） Glass of Wine（Red or White）

ノンアルコールスパークリング　 Non-alcoholic Sparkling wine

ホットワイン　Mulled Wine

ホットアップルサイダー Hot apple cider 

ビンビール　Bottle beer

ノンアルコールビール　Non-alcohol beer

梅酒　　Plum wine

レモンサワー　Lemon cooler 

シードル Cider

ハイボール　Whisky and soda              

ウーロンハイ  Oolong tea highball

アルコール   Alcohol  Drinks

白馬の森の中、 白銀の世界をお楽しみください。

ワンちゃんもご一緒にどうぞ。

ドッグランも併設しております♪

( 積雪が多い場合はクローズ）

ワイン  Wine

Folonari Corposo Rosso 

Italy 　Sicilia 

Grape Variety : 
Nero d'Avola , Cabernet
Sauvignon , Syrah , Merlot   

※ ボトルはワインリストを見て下さい。 
※ Please check our wine list for bottles. 

J.J.Mortier L Cavalier Blanc 

France 

Grape Variety : 
Grenache Blanc ,
Sémillon 



・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

360 yen

420 yen

600 yen

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

400 yen

450 yen

450 yen

400 yen

400 yen

500 yen

500 yen

550 yen

350 yen

550 yen

・・・・・・・・・・・・・・ 650 yen

・・・・・・・・・・・・・・・・ 600 yen

アイスコーヒー　　Iced Coffee

アイスカフェオーレ　 Iced Coffee with Milk 

アイスミルクティー　Iced Tea with Milk 

アイスミルク　 Ice milk 

信州りんごジュース　Apple Juice

グアバジュース　Guava Juice

ブラッドオレンジジュース　Blood Orange Juice

ハーブコーディアルソーダ（エルダーフラワー）Herb Cordial Soda 

コカ・コーラ　Coka Cola

炭酸水　Sparkling water 

ホットコーヒー　Hot Coffee

カプチーノ　Cappuccino　

ハーブティー　 Pot of Herb Tea　
※ハーブコーディネーターによるオリジナルハーブティー

　　・リラックスブレンド （カモミール・リンデン・ローズ etc）
　　　Relax Blend ( Chamomile Linden Rose etc.)

　　・リフレッシュブレンド （ペパーミント・レモングラス etc）
　　　Reflesh ( Peppermint Lemongrass etc.)

　　・なでしこブレンド （ラズベリーリーフ・ネトル etc）
　　　 Women ( Raspberry leaf Nettle etc.)     

中国花茶    Pot of Chinese Tea  

　　・キンセンカ（金花彩彩）  Calendula

　　・マリセンズ（茉莉仙子）  Jasumin

紅茶  　Pot of English Tea  

　　・ダージリン  Darjeeling

　　・アールグレイ  Earl Grey

DRINK MENU

ホットドリンク  Non Alcohol Hot Drinks コールドドリンク  Non Alcohol Cold Drinks　


