
※ご利用は 2 時間単位とさせていただきます。（15 分前ラストオーダー）
（for 2hours last order : 15minutes befor 2hours）

Drink

［Beer］ビール

 ［All you can drink special］
フリードリンクプラン

 Ⓐコース ¥2,300  A course 

生ビール サッポロクラシック Draft Beer SAPPORO CLASSIC

生ビール サッポロ黒ラベル Draft Beer SAPPORO BLACK LABEL

本格焼酎 2 種 Shochu 2kinds

ワイン（赤・白） Wine（Red, White）

カクテル 他 Cocktail etc

 Ⓑコース ¥2,600  B course 

生ビール サッポロクラシック Draft Beer SAPPORO CLASSIC

生ビール サッポロ黒ラベル Draft Beer SAPPORO BLACK LABEL

ヱビス YEBISU

ヱビス プレミアムブラック YEBISU Premium Black

ハーフ＆ハーフ Half & Half

本格焼酎 6 種 Shochu 6kinds

ワイン（赤・白） Wine（Red, White）

カクテル 他 Cocktail etc

北海道限定生ビール サッポロクラシック
Hokkaido Limited Draft Beer 
SAPPORO CLASSIC

サッポロ黒ラベル
Draft Beer SAPPORO BLACK LABEL

ヱビス
YEBISU

ヱビス プレミアムブラック
YEBISU Premium Black

ハーフ＆ハーフ
Half & Half

小ジョッキ Small

中ジョッキ Medium

大ジョッキ Large 

小ジョッキ Small

中ジョッキ Medium

大ジョッキ Large 

小ジョッキ Small

中ジョッキ Medium

大ジョッキ Large 

¥640
¥750

¥1,300

¥700
¥800

¥1,400

¥700
¥800

¥1,400
¥720
¥720

シャンディーガフ Shandy Gaff 

プレミアム アルコールフリー
Premium Alcohol-Free

生ビールをはじめ、焼酎、ワイン、カクテルをお得にお愉
しみいただけるプランです。
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 ［Sake］日本酒
峰乃白梅 純米 瑞（新潟）
"Minenohakubai" （from NIIGATA)

一合 180㎖     ¥980
四合瓶 720㎖ ¥3,780

一ノ蔵 特別純米酒 超辛口（宮城）
"Ichinokura" （from MIYAGI)

一合 180㎖     ¥920
四合瓶 720㎖ ¥3,580

国稀 本醸造（北海道・増毛）
"Kunimare" （from HOKKAIDO MASHIKE）

一合 180㎖     ¥920
四合瓶 720㎖ ¥3,380

北の純米酒（北海道・新十津川）
"Kitano Junmaishu"（ from HOKKAIDO 
Shintotsukawa）

枡“ MASU”     ¥670
二合 360㎖ ¥1,230

 ［Shochu］本格焼酎
喜多里 （北海道・札幌）
"Kitazato"（HOKKAIDO SAPPORO）

ショット Shot     ¥620
（芋・麦 Sweet Potato or Barley Rice）

芋焼酎は北海道産さつまいも「黄金千貫」
を麦焼酎は北海道産「二条大麦」を使用
した本格焼酎です。

・芋焼酎 Sweet Potato
   からり芋（鹿児島）
   "Karariimo"（KAGOSHIMA)

ショット Shot     ¥570
   三岳（鹿児島）
   "Mitake"（KAGOSHIMA)

ショット Shot     ¥770

・麦焼酎 Barley Rice
   和ら麦（福岡）
   "Waramugi"（FUKUOKA)

ショット Shot     ¥570
   ふしぎ屋（大分）
   "Fushigiya"（OITA)

ショット Shot     ¥620

 ［Shochu］焼酎（甲類）
トライアングル
"Triangle"

ボトル Bottle 700㎖     ¥2,760

［Wine］ワイン
赤ワイン Red

ヴィニウス カベルネ ソーヴィニヨン
 （フランス╱ミディアムボディ）
Vinus Cabernet Sauvignon

グラス Glass       ¥720
ボトル Bottle  ¥3,400

テッレ フォルティ ロマーニャ  
サンジョベーゼ

（イタリア╱ミディアムボディ）
Terre Forti Romagna Sangiovese

グラス Glass       ¥720
ボトル Bottle   ¥3,400

白ワイン White

ヴィニウス シャルドネ
（フランス╱辛口）

Vinus Chardonnay
グラス Glass       ¥720

ボトル Bottle  ¥3,400
テッレ フォルティ ロマーニャ
トレッビアーノ

（イタリア╱辛口）
Terre Forti Romagna Trebbiano

グラス Glass       ¥720
ボトル Bottle  ¥3,400

 ［Whisky］ウィスキー
水割り・ソーダ割り・ロック
Water・Soda・on the Rocks
竹鶴 ピュアモルト
Taketsuru PURE MALT

シングル Single Shot      ¥820
ダブル Double Shot   ¥1,550

デュワーズ ホワイトラベル
Dewar's WHITE LABEL

シングル Single Shot       ¥570
ダブル Double Shot        ¥980

エヴァン・ウィリアムス ブラックラベル
Evan Williams Black Label

シングル Single Shot       ¥570
ダブル Double Shot       ¥980

 ［Plum Wine］梅酒
水割り・ソーダ割り・ロック
Water・Soda・on the Rocks

ALL    ¥570

 ［Shochu Cocktail］
焼酎サワー
巨峰サワー Grape

柚子サワー Yuzu

グレープフルーツサワー Grapefruits

カルピスサワー CALPIS

レモンサワー Lemon

ウーロンハイOolong Tea
ALL     ¥570

 ［Cocktail］カクテル
カシスソーダ Cassis Soda

カシスオレンジ Cassis Orange

カシスグレープフルーツ
Cassis Grapefruits

カシスウーロン Cassis Oolong Tea

ピーチソーダ Peach Soda

ピーチオレンジ Peach Orange

ピーチグレープフルーツ
Peach Grapefruits

ピーチウーロン Peach Oolong Tea
ALL     ¥570

 ［Soft Drink］
ソフトドリンク
コーラ Coke

ジンジャーエール Ginger Ale

カルピス CALPIS

リボンナポリン Ribbon Napolin

ラムネ Soda Pop

ウーロン茶 Oolong Tea

オレンジジュース Orange Juice

アップルジュース Apple Juice

グレープフルーツジュース
Grapefruits Juice

クランベリージュース
Cranberry Juice

パイナップルジュース
Pineapple Juice

ALL    ¥520

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。 ※上記メニューは、季節・天候等により内容が変更になる場合がございます。 
※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。
All prices include service charge and tax.   This menu may be changed by the seasonal occasion and the weather.
If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat, eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staff.
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Grill

たらば蟹の炙り  ¥4,600
Grilled King Crab

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。 ※上記メニューは、季節・天候等により内容が変更になる場合がございます。 
※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。
All prices include service charge and tax.   This menu may be changed by the seasonal occasion and the weather.
If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat, eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staff.
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焼きたて熱々のグリル料理。素材の持つ美味しさをシンプルに豪快にお召し上がりください。

牛ロース肉のガーリックステーキ（150g）
Grilled Beef Sirloin Steak w/Garlic

¥1,900

ドライエイジングポークのグリル（豚肩ロース肉 150g）
Grilled Dry Aged Pork
¥1,450

北海道産豚串（2串） 
Grilled Pork from Hokkaido (2pieces)

¥800

烏賊の炙り焼き
Grilled Squid

¥730

北海道産ほっけの開き 
Grilled Atka Mackerel from Hokkaido
¥1,450

北海道産ベビー帆立貝の串焼き（2 串）
Grilled Scallop Skewers
¥830

北海道産長芋の炙り焼き 焦がしバター醤油
Grilled Chinese Yam w/Brown Butter
¥830

［Grill］グリル料理

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。 ※上記メニューは、季節・天候等により内容が変更になる場合がございます。 
※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。
All prices include service charge and tax.   This menu may be changed by the seasonal occasion and the weather.
If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat, eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staff.
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北海道産たこのカルパッチョ　¥950　
Carpaccio of Octopus from Hokkaido

北海道産生ハムと生サラミの盛り合わせ  ¥1,000
Assorted Raw Ham & Raw Salami Sausage from Hokkaido

北海道産 4 種チーズの盛り合わせ   ¥1,400
Assorted Cheese from Hokkaido

Snacks

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。 ※上記メニューは、季節・天候等により内容が変更になる場合がございます。 
※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。
All prices include service charge and tax.   This menu may be changed by the seasonal occasion and the weather.
If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat, eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staff.
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まずはここから一品を。前菜にも箸休めにもおすすめのおつまみメニューです。

温玉シーザーサラダ
Caesar Salad w/Soft-Boiled Egg

¥850

自家製鰊のマリネ
Marinated Herring

¥750

大根とじゃこのサラダ
Radish Salad w/Dried Young Sardines

¥570

塩昆布とキャベツのサラダ
Salad of Cabbage w/Salted Kelp

¥470

枝豆
Tasty Edamame

¥420

本日の漬物盛り合わせ
Assorted Japanese Pickles

¥680

十勝芽室産じゃが芋のフライドポテト
French Fries from Hokkaido

¥630

小海老の唐揚げ
Deep Fried Shrimp

¥720

釧路産しめ鯖
Marinated Mackerel from Kushiro

¥950

サーモンの刺身
Sashimi Salmon

¥800

たこザンギ
Deep Fried Octopus

¥800

［Snacks］おつまみ

北海道産大豆の冷奴
Cold Tofu Produced in Hokkaido

¥570

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。 ※上記メニューは、季節・天候等により内容が変更になる場合がございます。 
※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。
All prices include service charge and tax.   This menu may be changed by the seasonal occasion and the weather.
If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat, eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staff.
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1985 年、ビッグジョッキオープンから現在に至るまで、不動の人気を誇る定番メニューです。
「サラダ感覚で味わえるラーメン」として、今やお馴染みのメニューですが、ビッグジョッキが発祥のお店です。“ 元祖 ” の味をぜひご堪能ください。

札幌グランドホテルビッグジョッキ発祥 元祖ラーメンサラダ ¥1,150
Big Jug Original "GANSO RAMEN SALAD"

北海道産玉子のオムレツ
 （ミートソース・和風ソースのどちらかお選びください。）
Omelette w/Choice of Sauce;Japanese-Style Sauce or Meat Sauce
　　ビッグ ¥1,350　ハーフ ¥800  Large                                  Medium

　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　

Others

北海道産帆立貝のバターソテー   ¥850
Sauteed Scallop w/Butter
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元祖ラーメンサラダをはじめ、伝統の逸品が勢揃い。北海道の美味しさをご堪能ください。

“ 北あかり” ニョッキとベーコンのクリームグラタン
Gratin w/Potato Gnocchi & Bacon

¥800

鶏肉ザンギ （5P）
Fried Chicken (5pieces)

¥650

ソーセージ 5 種盛り合わせ
Assorted Grilled Sausages

¥1,650

北海道産粗挽ポークウィンナー
Pork Sausage from Hokkaido

¥950

北海道産バターコーン
Sauteed Butter Corn from Hokkaido

¥600

北海道産じゃがバター いかの塩辛添え
Steamed Potato w/Butter & Pickled Squid

¥620

ラム肉の石焼き
Ishiyaki (Traditional Japanese Stone Grill) Lamb

¥1,250

厚切り牛タンの炙り焼き
Grilled Oxtongue

¥1,350

ラム肉の鉄板焼き “ ジンギスカン ”
Grilled Lamb "Genghis Khan" Style

¥1,230

［Others］王道の逸品

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。 ※上記メニューは、季節・天候等により内容が変更になる場合がございます。 
※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。
All prices include service charge and tax.   This menu may be changed by the seasonal occasion and the weather.
If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat, eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staff.
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和洋中の〆のお食事。おつまみにもおすすめのメニューをご用意いたしました。

あんかけ石焼炒飯
Fried Rice w/Chop Suey

¥1,050

ナポリ風ピザマルゲリータ
Margherita

¥1,250

あんかけ焼きそば
Fried Noodles w/Chop Suey

¥1,050

北海道幌加内産ざるそば
Soba (Cold)

¥730

おにぎり（鮭、梅、たらこ、山わさびおかか）
Rice Ball
Choice of Salmon,Ume,Tarako or
Wasabi-Tasted Katsuobushi

¥320

［Meal］お食事

［Dessert］
デザート

バニラアイスクリーム
Vanilla Ice Cream

¥400

本日のシャーベットまたは
アイスクリーム
Today's Sherbet or Ice Cream

¥400

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。 ※上記メニューは、季節・天候等により内容が変更になる場合がございます。
※当レストランで使用しているお米はすべて国産米です。 
※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。
All prices include service charge and tax.   This menu may be changed by the seasonal occasion and the weather.
The rice used  in this restaurant is all from Japan.
If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat, eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staff.
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