
 

canadian beef ,  s eafood & wine
カナダ産牛肉、魚介類、ワイン

Please in fo rm your  server  o f  any  a l le rg ies
食物アレルギーのある方は、

担当のウェイター・ウェイトレスにご相談下さい

Groups  o f  6  o r  more  a re  sub jec t  to  an  18% gra tu i t y
６人以上のグループでお越しのお客様には、
１８パーセントのチップ（心付け）が自動的に加算されます。

STARTERS 前菜

Calamari
カラマリ |  $ 17

ザジキソース、レモン
のグリル、紅オニオン
のピクルス、揚げたケ

ール



Class ic 
Caesar Salad 
シーザーサラダ  $ 15

ロマンレタス、燻製ベー
コン、ケーパー、パルメ
ザンチーズ、レモンケー
パー味のクリームチーズ
クロスティーニパンの薄

切り入り

Cast Iron 
Seared Scallops
貝柱の鉄板焼き $ 18

バターソース、自家燻製
豚わき腹肉、メープル
シロップ漬け洋梨添え



SEAFOOD TOWERS 魚介類盛り合わせタワー

One Tier
一段

東海岸産生ガキ、ムール貝
、貝柱、車えび、カラマリ、
スモークサーモンの盛り
合わせ、カクテルソースと
自家製ミノネッテソース（
エシャロット、ペッパー入
りビネガーソース）  

$95

Two Tier
二段重ね

 一段に９００グラムの北
太平洋産ズワイガニと４
５０グラムのタラバガニ

を追加

$160

Three Tier
３段重ね

一段と二段にノバスコシア
産ロブスターを追加、溶か

しバターで   

$190



$27

$44

canadian seafood & pasta
加國海鮮和通心粉

Alberta Wagyu 
Meatballs  &

Spaghetti
アルバータ産 和牛のミー
トボールとスパゲッティ

ローストトマトのソースと
フレッシュバジル、パルメ
ザンチーズとガーリックト

ーストを添えて



特上アルバータ産ニュ
ーヨー クステーキ
（３００グラム） 
 

トリプルＡ（最上級のラ
ンク）アルバータ産牛ヒ
レ肉ステーキ
（２１０グラム）

|  $49 . 5

CANADIAN STEAKS カナダ産牛肉ステーキ

マッシュポテト、トマト
のグリル、季節の温野
菜、揚げ玉葱添え、赤ワ
インデミグラスソースで

|  $ 5 1 . 50

すりつぶした香味料、天
然マッシュルームのバ
ター、季節の温野菜添
え、赤ワインデミグラス

ソースで



アルバータ産ニューヨー
クステーキとバター味の
ロブスターテイル、ハー
ブ入りのマッシュポテト、
季節の温野菜、溶かしバ

ター添え

アルバータ州中部産バ
イゾン（バッファロー）
のヒレ肉ステーキ（２

１０グラム）

ベーコン巻きバイゾン
ヒレ肉、ポテトグラタン
、温野菜、ゴルゴンゾラ
チーズ、カンバーランド
風デミグラスソースで

|  $63

|  $66 . 50サーフアンドターフ



how’d you like it
お肉の焼き具合は如何がいたしましょうか？

well done
Broi led unti l  100% brown

全体に１００％茶色になるまで焼いたもの

medium well
Silght hint of pink

外側に焼き色をつけたもの、中はわずかにピンク色が残る

blue rare
Seared outside, red throughout

外側に焼き色をつけたもの、中は殆ど生

medium
Seared outside, 25% pink center

外側に焼き色をつけたもの、中は２５％ほど生

medium rare
Seared outside, 50% red center

外側に焼き色をつけたもの、中は５０％ほど生

rare
Seared outside, 75% red center

外側に焼き色をつけたもの、中は７５％ほど生

５４０グラムのアルバ
ータ産カウボーイステ
ーキ

骨付きロース肉、ベビ
ーポテト、マッシュルー
ム、赤ピーマン、揚げ玉
葱、デミグラスソースで

|  $61



Trio Creme Brulee
クリームブリュレ  |  $ 13

メープル、ベイリー（リキュ
ール）、ホワイトチョコとラ
ズベリーの３種類の味

DESSERT デザート

Maple Walnut 
Cheesecake

メープルウォールナッツの
チーズケーキ   |  $ 13

Souffle
ホットチョコレー
トスフレ   |  $ 13

ホットチョコレート味の
スフレとバニラアイスク

リーム



WINE ワイン  

BOTTLES OF CANADIAN WINE  カナダ産のボトルワイン  

2018　TINHORN CREEK PINOT GRIS, VQA OKANAGAN B.C $80
2018年　ティホーンクリークワイナリー産　ピノグリ種　白ワイン
ブリティッシュコロンビア州、オカナガン地方
Peach, pear, tropical and citrus flavours with hints of vanilla, honey and spice. 
This wine has a nice round, plush texture/mouth feel.
桃、洋梨、トロピカルフルーツ、柑橘類のフレーバーに、バニラ、ハニー、スパイスが若干加わり、
丸みを帯びた贅沢な口当たりと喉越しのワイン。
*VQAとは、そのワインの産地で獲れるぶどうを100％使っている事の証明です。

6oz 6オンス（約180cc）$12.50
9oz 9オンス（約270cc）$18.75
Bottle　ボトル　＄52.00

6oz 6オンス（約180cc）$16.00
9oz 9オンス（約270cc）$24.00
Bottle　ボトル　＄67.00

2oz 2オンス（約60cc）$17.00
 Bottle ボトル　＄58.00 200ml

2oz 2オンス（約60cc）$24.00
 Bottle ボトル　＄163.00 375ml

WINES BY THE GLASS  グラスワイン  

2018 MISSION HILL ESTATE PINOT GRIS OKANAGAN, 
CANADA
2018　ミッションヒルワイナリー産　ピノグリ種　白ワイン
ブリティッシュコロンビア州、オカナガン地方

2016　TINHORN CREEK MERLOT, VQA OKANAGAN B.C
2016年　ティホーンクリークワイナリー産　メルロー種　赤ワイン
ブリティッシュコロンビア州、オカナガン地方

 
ICE WINE アイスワイン
2017 Peller Estate Vidal, VQA Niagara, Ontario 
 2017　ペラーワイナリー産　ビダル種　白ワイン　オンタリオ州　
ナイアガラ地方

2015 Mission Hill, Reserve Riesling,  VQA Okanagan, B.C. 
2015　ミッションヒルワイナリー産　リースリング種　白ワイン

WIFI: Maple Leaf Grill  PASSWORD: greatfood

2012 TINHORN CREEK, OLDFIELD SERIES, 2 BENCH RED, VQA, OKANAGAN, B.C. $85
2012　ブリーズレイクワイナリー産　メリタージュブレンド　赤ワイン
ブリティッシュコロンビア州、オカナガン地方
Full bodied with ripe silky tannins, red and black fruit flavours with hints of vanilla and spice.
熟した絹のようなタンニン、バニラとスパイスのほのかな赤と黒の果実味でいっぱいのフルボディ。




