


 

SMALL  PLATES TRUFFLED POPCORN    トリュフポップコーン
Popcorn, truffled oils, salt, parmesan cheese. ¥ 500
自家製ポップコーンにトリュフオイル＆ソルト、パルメザンで香り高く仕上げました。

PORK CRACKLING     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。

PRAWN COCKTAIL    シュリンプ　カクテル
Atlantic Prawns with sweet&sour sauce. ¥ 700
エビをちょっとスパイシーなソースで。彩り鮮やかな自家製ピクルスを添えて。

BRAISED BEEF TACOS     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！

AUBERGINE ROLLS      ナスロール
Quinoa, feta cheese, tomatoes wrapped in aubergine. (2pcs) ¥ 500
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。

LIVER PATE CONES       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！ 

Signature Dish
看板メニュー

Gluten-Free
グルテンフリー

dinner menu
Weekdays 14 :30-22:00 (21 :30 L .O)  |   Weekends 15 :30-22:00 (21 :30 L .O)

Instead of a service charge, we will provide you with a basket of our 
freshly baked bread. ¥400 p.p. All prices include tax.
サービス料の代わりにパン代としてお一人様400円頂戴しております。
価格はすべて税込みとなっております。



 

SMALL  PLATES HUMMUS      フムス
Served with freshly baked pita bread. ¥ 650

フムスは自家製の全粒粉ピタパンとどうぞ。

PORK PIE     ポークパイ
Traditional British cold pie that consist of roughly chopped pork sealed 

in a crust pastry and served with salad. ¥ 500

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！

DAILY CHEESE P"TTER      本日のチーズプレート（2種盛/3種盛）
British and Continental cheeses served with home-made chutney,                       
dried fruits, crackers  (Selection of 2 or 3)                                                      ¥ 850/¥1100
珍しい英国チーズと、その日のお勧めチーズをドライ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！

GUACAMOLE      ワカモレ
Served with home-made vegetable chips. ¥ 700

アボカドディップ。自家製ベジタブルチップスとともに。

SMOKED MIXED NUTS    ミックスナッツ
In-house smoked nuts mix. ¥ 400
自家製スモーク・ミックスナッツ！
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Instead of a service charge, we will provide you with a basket of our 
freshly baked bread. ¥400 p.p. All prices include tax.
サービス料の代わりにパン代としてお一人様400円頂戴しております。
価格はすべて税込みとなっております。



 

POTTED CRAB    ポット クラブ
Succulent white crab meat and elicate hints of herbs and spices, layered
with potato and paprika mousse. ¥ 1200
パプリカのムース、カニ味噌とポテトのムース、カニの身にカニの出汁ジュレ、
４層の織り成すハーモニーをご堪能ください！

SEASONAL VEGETABLES & CREAMY DIP    季節の彩りベジタブル
Fresh vegetables served with home-made dip sauce. ¥ 600
色とりどりの新鮮野菜をオリジナルディップで召し上がれ！

SMOKED SALMON P"TTER      スモークサーモンプレート
In-house smoked salmon platter, served with traditional garnishes.                 ¥ 1000 
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。

COLD 
APPETISERS
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Gluten-Free
グルテンフリー

A-la Carte
Weekdays 14 :30-22:00 (21 :30 L .O)  |   Weekends 15 :30-22:00 (21 :30 L .O)

Instead of a service charge, we will provide you with a basket of our freshly 
baked bread. ¥400 p.p. All prices include tax.

サービス料の代わりにパン代としてお一人様400円頂戴しております。
価格はすべて税込みとなっております。

SCOTCH EGG      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. ¥ 700
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？

ANGELS-ON-HORSEBACK     エンジェル　オン　ホースバック
This Victorian era hors d’œuvre consists of an oyster wrapped 
in bacon and grilled with spices. ¥ 600
オイスターをスモークベーコンで巻いてこんがりジューシーに焼きました～。

MINI COTTAGE PIE    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。
               
SALMON FISH CAKES      サーモンフィッシュ ケーキ
Filleted salmon and potato patty coated in breadcrumbs.                                      ¥ 600 
サーモンソテーにポテトを加え自家製パン粉とバターでコーティングしたサーモンバーグ。

HOT
APPETISERS



 

SALADS QUINOA SA"D WITH SALMON & POTATO     キヌア サラダ
Organic Quinoa, garbanzo Beans, in-house smoked salmon,                                      

baby potatoes. ¥ 1,400
自家製スモークサーモンにほくほくのベビーポテト、ヘルシーなオーガニックキヌアや                      
ひよこ豆を特製スパイスで味付けした、これからの季節にピッタリのホットサラダです。

ENGLISH GARDEN SA"D      イングリッシュガーデンサラダ
Radishes, mini carrots, asparagus, shallots and hazelnuts all served                         

with traditional salad cream. ¥ 1,100

ミックスリーフ、アスパラ、ラディッシュ、ミニキャロットなどの新鮮野菜に半熟卵、ナッツ、                  
エディブルフラワー。

BEAUTY SA"D      ビューティーサラダ（ソバの実サラダ）
Buckwheat, poached egg, beets, home-made sour cream sauce. ¥ 1,200
アボカド、ビーツ、パクチー、キュウリマリネ、ソバの実、ポーチドエッグにナッツを
散らして。 オリジナルサワークリームソースを和えて召し上がれ！ クセになる一品！

SOUPS SOUP OF THE DAY     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      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 & BRAMLEY SOUP     ビーツとブラムリーのスープ
A warming, vibrantly coloured soup with a fiery kick of Bramley apples. ¥ 1,000

新鮮なビーツとお野菜のカラフル冷製スープ。目にも舌にもおいしい一品！

LONDON PARTICU"R SOUP      ロンドンスープ
This soup, made with the bacon and yellow split peas, and named    

after the thick London fogs. ¥ 900
香味野菜とイエロースプリット豆をコトコト煮込み、カリカリベーコン添えました～
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Instead of a service charge, we will provide you with a basket of our freshly 

baked bread. ¥400 p.p. All prices include tax.

サービス料の代わりにパン代としてお一人様400円頂戴しております。
価格はすべて税込みとなっております。



 

PASTA SPATZLE      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。

MEATBALL PASTA      ミートボールパスタ
Oragnic pasta served with meatballs and home-made sauce. ¥ 1,300
ミートボールが５つも入った満腹満足間違いなしの一品。（ オーガニックパスタ）。

BOLOGNESE PACCHERI      ボロネーゼ パッケリ
Paccheri with in-house smoked bacon&home-made spicy tomato sauce. ¥ 1,400
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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Instead of a service charge, we will provide you with a basket of our freshly 

baked bread. ¥400 p.p. All prices include tax.
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SANDWICH FA"FEL SANDWICH      ファラフェル サンド
Traditional and very popular Middle Eastern street food, rich in protein. ¥ 1,000
自家製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      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      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 our home-made rye bread. ¥ 850
キャプテンクック特製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 。



 

MAINS FISH & CHIPS      フィッシュ アンド チップス
That very famous dish. Only better. ¥ 1,350
あの、有名なひと皿！本場の味！

LETTER FROM THE CHEF      シェフからの手紙（魚料理)
Delicious fish parcel, served with baked potatoes and béchamel sauce. ¥ 1,500
白身魚のソテーをベイクドポテトとベシャメルきのこソースでどうぞ！

SAUSAGE & MASH      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! ¥ 1,550
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！

QUESADIL"      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。                                      
 
VEGETARIAN BURGER      ベジタリアンバーガー
A patty made of mixed beans. Served on home-made gluten free buns 
and chickpea fries on the side. ¥ 1,600
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。
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Instead of a service charge, we will provide you with a basket of our freshly 
baked bread. ¥400 p.p. All prices include tax.

サービス料の代わりにパン代としてお一人様400円頂戴しております。
価格はすべて税込みとなっております。



 

MAINS !MB TAGINE      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。

GRILLED !MBCHOPS      ラムチョップのグリル
Tender lamb chops, mini carrots and parsnips, beets and potato galette. ¥ 1,700
ジューシーに焼き上げたラムチョップに、パースニップ（ウド）のピュレとレンコンチップ、
ビーツと里芋のガレットやミニキャロットを添えました。また食べたくなる一品。

ROAST BEEF WITH ALL THE TRIMMINGS      ローストビーフ
Tender beef fillet served with roasted 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。

PORK TENDERLOIN      ポークテンダーロインソテー
Pork tenderloin sauteed with seasonal vegetables and served 
with caramelised apple. ¥ 1,850
柔らかく焼き上げた豚ヒレ肉を、バターナッツかぼちゃのピュレと
りんごのキャラメリゼとともに。ポアロや芽キャベツ、パルミジャーノを添えて。
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DESSERTS TRIFLE      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      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      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      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。
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DESSERTS APPLE CRUMBLE PIE      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！

MUM’S FAVOURITE FLOWER      ママの大好きなお花
Promise not to tell Mom! 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！

WAFFLES      ワッフル
Everyone’s favourite waffles with our own home-made mango sauce. ¥ 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。

PAN BAKED HOTCAKE      ホットケーキ
Better than your favourite pancake. Trust us. ¥ 1,500
一味違うオリジナルパンケーキ。どこよりもおいしいと自信持って言えます！
だまされたと思って召し上がれ！
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