お持ち帰り

Takeaway Dinner Menu
YAKITORI 焼き鳥

MEAT 肉
鶏の半身揚げ旨味スパイス風味
Kumo Chicken

一皿２串となります。自家製タレ、
自家製ブレンド塩から選べます。
All yakitori are 2 sticks with
your choice of salt or tare

余市町北島農園 麦豚串
Buta Kushi

Fried half chicken, fresh lemon

600

Pork, onion

Hokkaidoジューシー鶏串
Tori Kushi

1400

600

余市町北島農園麦豚の角煮
Pork Kakuni

SALAD サラダ

北海道あさりのニセコ純米酒レモン蒸し 1500

季節の野菜サラダ
雲スタイル
Kumo Salad

Hokkaido Clams

Steamed with Niseko Sake & lemon

1500

Stewed pork belly in soy broth,
hanjuku egg

道産牛鉄板ステーキガーリックソース 2500
Teppan Beef Steak
Wafu steak sauce & garlic

SEAFOOD 海鮮
春ニシンの姿焼き
Hokkaido Herring

1800

Seasonal vegetables,
tofu, green leaf bed

3900

北海道名物ラーメンサラダ
自家製食べるラー油添え
Ramen Salad

Served whole with roe

蒸しタラバの紫蘇バター風味
King Crab
Steamed in the shell,
shiso butter, 150gr.

1000

1200
v

Ramen noodle, lettuce, hanjuku egg,
vegetables, sesame dressing

Chicken

シェフの自家製つくね串
Tsukune

600

Minced chicken
& pork, egg yolk

梅おろししそつくね串
Tsukune

600

Minced chicken & pork,
pickled plum & daikon

とろとろ白ネギ串
Negi

600
vg

Leek

ジャンボしいたけ串
Jumbo Shitake

600
vg

Mushroom

Please note that in peak business hours takeaway
services may not be available. We apologise for any
inconvenience caused.

時間帯によってはテイクアウトサービスを制限させ
ていただくことがございます。あらかじめご了承く
ださいませ。
v = vegetarian ベジタリアン
vg = vegan ビーガン

PRICES INCLUDE TAXES AND SERVICE CHARGES

表 示 価 格 は 全て サ ービス 料 、税 込 で す。

お持ち帰り

Takeaway Dinner Menu
HOT 熱
塩枝豆
Edamame

550
vg

Sea salt, warm

とろとろカマンベールいも餅
Imo Mochi Cheese

600
v

Potato & cheese mochi

北海道手切りフライドポテト
のり塩風味
Hand Cut Fries

600
vg

Hokkaido danshaku potatoes,
triple cooked, nori salt

男爵じゃがバター
函館塩辛と明太子添え
Jaga Butter

COLD 冷

SOUP & RICE 味噌汁 &ご飯

たたききゅうりのピリ辛ジンジャー風味 550
Spicy Cucumber & Ginger

白味噌のお味噌汁
Miso Soup

Sesame oil & chili

Housemade

旬の野菜スティック
北海道ワサビソース
Yasai Sticks

v

Crispy local vegetables,
horse radish mayo

薬味たっぷりニセコ大豆の冷奴
Niseko Tofu

700

らんこし町のななつぼし
Hokkaido
Steamed Rice

350

350
vg

地元の牛乳と卵をたっぷり使った
カタラーナ
Catalana

850
v

Baked custard with caramel

Nanatsuboshi

550

お出汁でいただく鮭茶漬け
Ochazuke Salmon

vg

Steamed rice in bonito broth

Fresh local tofu, shiso, negi

いぶりがっことクリームチーズ和え
600
Smoked Daikon & Cream Cheese
v

お出汁でいただく明太子茶漬け
Ochazuke Spicy Cod Roe

550

650

Steamed rice in bonito broth

Roasted nori & crostini

Baked potato, Hokkaido butter,
salted squid, spicy cod roe

イカゲソ揚げマヨネーズ添え
Ikageso

550

SOMETHING SWEET 甘いもの

NOODLE 麺

700

たっぷりめんたい釜玉うどん
Mentaiko Udon

Fried squid legs, mayo

1150

Udon noodles, spicy cod roe,
onsen egg

ザンギ -鶏の唐揚げ北海道スタイル- 850
Zangi
Kumo style fried chicken

ニセコの温サラダ
1400
チーズソース＆バーニャカウダソース
Steamed Seasonal Vegetables
Bagna cauda & cheese sauce

Please note that in peak business hours takeaway
services may not be available. We apologise for any
inconvenience caused.

時間帯によってはテイクアウトサービスを制限させ
ていただくことがございます。あらかじめご了承く
ださいませ。
v = vegetarian ベジタリアン
vg = vegan ビーガン

PRICES INCLUDE TAXES AND SERVICE CHARGES

表 示 価 格 は 全て サ ービス 料 、税 込 で す

