
SMALL  PLATES PORK CRACKLING  s   ポーククラックリング
Snack made of roasted pork rind and fat. ¥ 400
イギリス昔ながらのビールのお供！豚皮のフライ。コラーゲンたっぷり。

OCTOPUS & SCALLOP CEVICHE s   タコとホタテのセビーチェ
Tender pieces of octopus & scallops marinated in citrus juice. ¥ 900
マリネしたタコ、ホタテと新鮮なライム、グレープフルーツ、トマトがGOOD! 

BRAISED BEEF TACOS  s   ビーフタコス
Home-made guacamole, tomato salsa, spicy sour cream. (2pcs) ¥ 650
アボカドペーストに自家製タコスミート、サルサソースをのせたパリパリタコスをどうぞ！

LIVER PATE CONES   s    レバーパテコーンズ
Home-made pate served in gluten-free buckwheat cones. (2pcs) ¥ 500

見た目はアイスクリーム！実は、ビールやワインにピッタリの一品！
自家製のレバーパテを同じく自家製コーンで！ 

ROASTED BACON&POTATO SKEWERS   s   ベーコンポテト串
Chunky pieces of bacon on top of a roasted potato with spices. ¥ 600
ローストした厚切りベーコン＆皮付きフライドポテトにマヨソースとハーブをトッピング。

GRILLED ROOT VEGETABLES   s   根菜のグリル
Parsnips, carrots, sweet potatoes grilled and served with feta cheese. ¥ 600
パースニップな紫ニンジンなどの根菜をグリル。フェタチーズとバルサミコ酢が合う～

MARINATED MUSHROOMS   s   マッシュルームのマリネ
Juicy & tender trio marinated in olive oil, vinegar and oregano. ¥ 600
肉厚マッシュルームをマリネしました。見た目以上に間違いない一品！お試しあれっ！

HOME-MADE PICKLES   s   ピクルス
A colourful mixture of vegetables all marinated in our kitchen. ¥ 600
色鮮やかな自家製ピクルス。お酒と一緒にどうぞ。

3 KINDS OF POTATO FRIES  s   三種のポテトフライ
Fried seasonal potatoes served with garlic cream. ¥ 600
じゃがいもやさつまいもなど3種のいもを食べ比べ。ガーリッククリームと一緒にどうぞ。
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PORK PIE  s   ポークパイ
Traditional British cold pie that consist of roughly chopped pork sealed 
in a crust pastry and served with pickled vegetables. ¥ 700
イギリス料理の原点とも言えるパイ。粗みじんにしたポークをサクサクのパイ生地で包んだもの。
冷たいまま食べるのが伝統的！

SMOKED SALMON P"TTER  s    スモークサーモンプレート
In-house smoked salmon platter, served with traditional garnishes.                ¥ 1,000 
Captain Cook特製スモークサーモンをライ麦ブレッドとご堪能ください。

DAILY CHEESE P"TTER  s    本日のチーズプレート（3種盛）
British and Continental cheeses served with fruits, home-made chutney                
and crackers.                                                                         ¥1,100
珍しい英国チーズと、その日のお勧めチーズをフルーツやクラッカー、自家製チャツネと                 
一緒にどうぞ！  思わずお酒がすすみそうっ！ 

HUMMUS   s   フムス
Served with warm pita bread. ¥ 700
フムスの美味しさを増してくれるピタパンと一緒にどうぞ！

GUACAMOLE   s   ワカモレ
Served with home-made vegetable chips. ¥ 750
アボカドディップ。自家製ベジタブルチップスとともに。

COLD 
APPETISERS
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SCOTCH EGG   s   スコッチエッグ
Traditional snack invented in 1738 that consists of an egg wrapped in 
minced meat, coated in bread crumbs and deep-fried. ¥ 750
卵を挽肉で包み、サクサクのパン粉でカラッと揚げた一品。ビール・ワインの
おともにいかがですか？

AUBERGINE ROLLS   s   ナスロール
Quinoa, feta cheese, tomatoes wrapped in aubergine. (2pcs) ¥ 600
ナスをこんがり焼き、キヌア、フェタチーズとトマトをくるみました。
「ん～、おいしいっ！」と思わず言っちゃう一品。

MINI COTTAGE PIEs   ミニ コテージ パイ
Beef pie dish lined with mashed potato and cheese crust on top. ¥ 700
マッシュポテトとビーフとチーズの層で織りなすイギリスのミートパイ。
               
ROASTED BRUSSEL SPROUTS s    芽キャベツのロースト
Crispy sprouts with caramelised bacon.                                                                    ¥ 900 
芽キャベツとベーコンにナッツを加え、オリーブオイル・塩コショウでロースト。シンプルに美味っ。

HOT
APPETISERS



SALADS BEETS HUMMUS SA"D  s   ビーツフムスサラダ
Roasted beets, hummus, mixed salad, tomatoes, fried onions.      ¥ 1,000  
フムスにビーツを加えたCaptain cook特製サラダ。ローストしたカボチャとビーツはホクホクっ。
メランジェの下にはキヌアも隠れています。ヘルシーで食べ応えありの一品。

MARINATED MUSHROOM SA"D   s   きのこのマリネと新米のサラダ
Marinated mushrooms with sweet potato, persimmons and rice. ¥ 900
一皿に秋の美味しいものがたくさんつまったサラダ。 きのこに、新米、さつまいもに柿。

SPINACH & DRIED FRUITS  s  ほうれん草とドライフルーツのサラダ
Fresh spinach, dried figs, dates, cranberries and seeds.  ¥1,000
サラダほうれん草をたっぷり、アップルビネガー香る胡麻ドレッシングでどうぞ。
プラムやアプリコットなどのドライフルーツと、ナッツの食感がたまらない一品。

AVOCADO & KALE SA"D s    アボカドケールサラダ
Avocado, kale, tomatoes and quinoa.  Green Goddess dressing. ¥ 1,200
アボカドを半分丸ごとグリルし、ケール、ラディッシュ、メランジェとともに、
グリーンゴッデスソースでいただきます！

SOUPS SOUP OF THE DAY  s   本日のスープ
Soup of the day, freshly prepared daily in our kitchen. ¥ 700
ホールスタッフにお尋ねください。

ENGLISH STEW   s   イングリッシュシチュー
Traditional English lamb stew with vegetables and beans. ¥ 900
ラムとたっぷり野菜をコトコト煮込んだ伝統的なイギリスシチュー。

BEETROOT POTAGE  s   ビーツポタージュ
A warming, vibrantly coloured soup packed with antioxidants. ¥ 800

Captain Cook特製ビーツのポタージュスープ。

C"M CHOWDER   s   クラムチャウダー
Classic interpretation of this creamy, flavorful and chockfull of clams soup. ¥ 700
魚介の旨味とクリームのハーモニー。
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PASTA SPATZLE   s   シュペッツレ
German style egg pasta with creamy sauce, bacon and mushrooms. ¥ 1,450
ドイツ風自家製卵パスタにベーコンとマッシュルームをクリームソースで。

MUSHROOM RISOTTO   s   いろいろなきのこのリゾット
Mushroom risotto with creamy sauce. ¥ 1,300
今の季節にピッタリなきのこのクリームソースのリゾット。

BOLOGNESE PACCHERI   s   ボロネーゼ パッケリ
Paccheri with in-house smoked bacon&home-made spicy tomato sauce. ¥ 1,450
ホースをぶつ切りにしたようなパスタ(パッケリ)に、自家製ボロネーズソースをたっぷり。

*グルテンフリーパスタもご用意できます。遠慮なくホールスタッフにお声かけください。(+¥250)
*We also have gluten-free pasta available. Please ask staff for details. (+¥250)
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SANDWICH FA"FEL SANDWICH   s   ファラフェル サンド
Home-made falafel served in warm pita with yoghurt sauce & hummus. ¥ 1,000
ピタパンにファラフェル（ひよこ豆）、レタス、トマト、ピクルスをはさみ、
自家製ヨーグルトフムスソースでパクリ！ひよこ豆スティックも合わせてどうぞ！

CORONATION CHICKEN EC"IR   s   コロネーションチキンエクレア
Savory eclair stuffed with chicken meat, herbs, spices and mayonayse
and curry sauce. ¥ 900
イギリス最大民族インド人の料理・カレーと西洋・マヨネーズの融合。 そこにレーズン、                    
ローストアーモンド、シナモンなどをまぶしたチキンを 特製エクレア生地にサンドしました。

WELSH RAREBIT   s   ウェルシュ　レアビット (英国風クロックムッシュ)
Melted Cheddar poured over a slice of rye bread, served with green salad. ¥ 850
ライ麦パンをトーストし、ウスターソースなどを加えた熱 ト々ロトロの
チェダーをたっぷりかけたチーズトースト 。

10% service charge will be added to your bill during dinner hours. All prices include tax.

ディナータイムはサービス料10％をいただいております。 価格はすべて税込みとなっております。



 

MAINS ROAST BEEF WITH ALL THE TRIMMINGS   s   ローストビーフ
Tender beef fillet served with vegetables and Yorkshire pudding.                      ¥1,850         
やわらかなローストビーフにローストベジタブル。ヨークシャープディングを添えて。

SAUSAGE & MASH   s   ソーセージ アンド マッシュ
British-style pork sausage served with mash and onion gravy.
David Beckham’s favourite! ¥ 1,600
ブリティッシュポークソーセージ。 オニオングレービーソースをあしらった
イギリススタイルのマッシュポテトとともに。 デビットベッカムの一番好きな料理なんです！

GRILLED PORK SHOULDER   s   三元豚肩ロースのグリル
Pork shoulder served with brussel sprouts, beans and butter sauce.  ¥ 1,400 
塩麹につけた三元豚肩ロースのグリルを醤油入りのガーリックバターソースでどうぞ。
芽キャベツのサラダと白いんげんの煮込みを添えて。

LETTER FROM JAMES COOK   s   ジェームスクックからの手紙（魚料理)
Delicious seafood parcel with seasonal vegetables and original sauce . ¥ 1,550
旬の魚と海老や貝などのシーフードをソテーしました。
魚貝の旨味を味わえるオリジナルソースをかけてお召し上がりください。

FISH & CHIPS   s   フィッシュ アンド チップス
Our interpretation of this classic dish. Served on tortilla w/guacamole. ¥ 1,500
あの有名な一皿をCaptain cookバージョンにアレンジ。トルティーヤとワカモレとどうぞ！

QUESADIL"   s   ケサディーヤ
Corn tortilla filled with a savoury mixture of fresh vegetables and
chicken, cooked on a griddle with home-made sauce. ¥ 1,500
ピリッとしたチキンと新鮮な野菜を、コーントルティーヤとチーズで挟んだ料理。
ワカモレとトマトサルサを添えて。  

VEGAN CAULIFLOWER STEAK   s   ビーガンカリフラワーステーキ
Roasted Cauliflower Steak With Olive and Orange Pistou and Mushrooms.  ¥ 1,200
ローストしたカリフラワーをスライスしたマッシュルームとオリーブやオレンジのピストゥでどうぞ。
                                     
VEGAN BURGER   s   ビーガンバーガー
A patty made of mixed beans. Served on home-made gluten free buns, 
vegan cheese and chickpea fries on the side. ¥ 1,650
ビーンズと野菜で作ったパティを自家製グルテンフリーのバンズでサンド。
ひよこ豆のステッィクを添えて。

"MB TAGINE   s   ラム肉のタジン
North African dish full of aromatic spices, served with couscous. ¥ 1,700/¥ 2,200
北アフリカ料理。ラム肉を野菜、ドライフルーツ、アーモンドと一緒に芳醇なアロマの
スパイスでコトコト煮込んだ絶品。クスクスとともに。
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DESSERTS  P1 MUM’S FAVOURITE FLOWER   s   ママの大好きなお花
Promise not to tell mum! Buiscuit pot with creamy condensed milk 
mousse and black pepper ice-cream. ¥ 1,100
壊しちゃったこと、ママには内緒ね！  ピリッとスパイシーなコンデンスミルクムースと                       
アイスクリーム、そしてチョコレートの植木鉢をご堪能あれ!

DONUTS   s   グルテンフリーリコッタドーナツ
Soft, fluffy and filled with ricotta cheese. Oh, and also gluten-free! ¥ 900
ドーナツをグルテンフリーで美味しく作りました！ヨーグルトとグリオットチェリーと相性GOOD！

PAN BAKED HOTCAKE   s   ホットケーキ
Better than your favourite pancake. Trust us. It’s also gluten free!  ¥ 1,600
一味違うオリジナルグルテンフリーパンケーキ。
どこよりもおいしいと自信持って言えます！

AVOCADO   s   アボカド？！
Looks can be deceiving. Avocado mousse, lime, yoghurt. ¥ 1,200
アボカドにしか見えないけど、スイーツ？
アボカドムースとライムソルベ、自家製ヨーグルトが癖になる一品。

ETON MESS   s   イートン・メス
Eton mess is a traditional English dessert consisting of a mixture of 
strawberries, broken meringue, and whipped cream. ¥ 950
イギリスの伝統的なスイーツ。数種類のベリーとメレンゲ、生クリームが目にも鮮やかな一品。           
イギリスのイートン校対ハーロー校のクリケット対抗戦で、昔から出されてきたお菓子。

WAFFLES   s   ワッフル
Everyone’s favourite waffles with our home-made mango sauce,                          
fresh fruits and nuts. ¥ 1,200
目にも舌にも嬉しい、みんな大好きなワッフル。自家製マンゴーソースとともに。



DESSERTS  P2 TRIFLE   s   トライフル
Dessert made from thick custard, home-made rubarb sauce interwoven
with thin layer of sponge cake, topped with freshly whipped cream. ¥ 900
伝統的なイギリスのデザート。 カスタードと自家製ルバーブソース、
スポンジケーキの層が織り成すハーモニー。

CARROT CAKE   s   キャロットケーキ
This deliciously spiced gluten-free cake is loaded with carrots  
and dried fruits, and is absoultely perfect with a nice cup of tea! ¥ 950
人参本来の甘さを活かしたグルテンフリーのCaptain Cook特製キャロットケーキ。
キャロットムースとベジタブルチップを添えて。

CHURCHILL’S CIGAR   s   チャーチルのシガー
Success is not final, failure is not fatal: it is the chocolate that counts. ¥ 900
あの有名なチャーチルのシガーをモチーフにデザートをご用意しました。
フランボワーズ入りのチョコムースとグルテンフリークランチをチョコでコーティング。

STICKY TOFFEE PUDDING   s   スティッキートフィープディング
Sticky pudding with dates served with home-made toffee sauce. ¥ 1,250
デーツを添えたスティッキープディング。 自家製 トフィーソースで。
キャサリン妃が最も好きなデザート。

APPLE CRUMBLE PIE   s   アップル クランブル
Baked apples topped with a light crisp crumble and served with 
home-made vanilla ice-cream. ¥ 950
たっぷりの焼いたリンゴとサクサクのクリスピー食感を
自家製バニラアイスとともにご堪能あれ！
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