
 

SWEET PAN BAKED HOTCAKE   s   ホットケーキ
Better than your favourite pancake. Trust us. It’s also gluten-free! ¥ 1,650
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！

VEGAN BIRCHER MUESLI   s   ヴィーガンビルヒャーミューズリー
100% gluten-free bircher muesli soaked overnight in almond milk with               
nuts & seeds roasted in our kitchen and served with dried and fresh fruits. ¥ 980
フレッシュ＆ドライフルーツ、ローストナッツを加え、アーモンドミルクに浸したグルテンフリーの
自家製ミューズリー。 季節のフルーツを添えて。

VEGAN FRENCH TOAST   s   ヴィーガンフレンチトースト
Freshly baked home-made gluten free bread, served with
bananas, berries and home-made coconut yoghurt! Now 100% vegan! ¥ 1,400
みんな大好きフレンチトーストがヴィーガンメニューとしてリニューアル！
ベリー、バナナ、自家製ココナッツヨーグルトとともに。おいし－＆ヘルシー！

WAFFLES   s   ワッフル
Everyone’s favourite waffles with our home-made mango sauce,
fresh fruits and nuts. Now gluten-free! ¥ 1,400
目にも舌にも嬉しい、みんな大好きワッフルが、グルテンフリーとしてリニューアル！                          
自家製マンゴーソースとともにどうぞ

Weekdays 9:00-14:30   |    Weekends 9:00-15:30

Breakfast Menu

Signature Dish
看板メニュー

Gluten-Free
グルテンフリー

EXTRA MENU: ADD SOMETHING TO 

YOUR DISH!

Extra MenuはBreakfast Menuご注文
いただいた方に限り、追加でご注文いただけます。

Add Sausage/Salmon + ¥400
エクストラソーセージ/スモークサーモン

Add Bacon/Mushroom + ¥350,
エクストラ ベーコン/マッシュルーム

Add Gluten-free bread + ¥300
エクストラ グルテンフリーパン

Add Avocado/Beans/Egg + ¥300
エクストラ アボカド/ビーンズ/卵

Add Toast (White or Rye) + ¥300
エクストラ トースト

Add Jam + ¥100
エクストラ ジャム

Cappucino/Latte/Flat White +¥300
カプチーノ/ラテ/フラットホワイト

All breakfasts are served with a cup of hot organic coffee or tea. Free 2x refill. 
全メニューにオーガニックブレンドコーヒーまたは英国紅茶がつきます。
（ホットは＋２杯までおかわり可能。）

*Recipe changes and modifications are 
politely declined.申し訳ございませんが、  
調理法の変更は承っておりません。



ENGLISH BREAKFAST   s   イングリッシュ ブレックファースト
British-style sausages, bacon, fried egg, grilled  
mushrooms and baked beans with a slice of rye bread. ¥ 1,680
ブリティッシュソーセージ、ベーコン、目玉焼き、マッシュルーム、トマト、ビーンズ。

VEGAN ENGLISH BREAKFAST s ヴィーガンイングリッシュ ブレックファースト

A slightly modernized, vegan interpretation of a Full English Breakfast. ¥ 1,500
Captain Cook Tokyo特製の100%ビーガンのイングリッシュブレックファーストをどうぞ！

EGG BENEDICT   s   エッグ ベネディクト (サーモン OR ベーコン)
Grilled bacon or in-house smoked salmon and poached egg served on a 
gluten-free brown rice muffin. Served with fresh salad. ¥ 1,680
ベーコン・アボカド又はサーモン・ほうれん草にポーチドエッグを自家製玄米マフィンにのせて。

VEGAN AVOCADO TOAST   s   ヴィーガンアボカドトースト
In-house baked gluten-free bread topped with fresh avocado paste
and served with gluten-free grain bowl. ¥ 1,400
自家製グルテンフリーブレッドをフレンチトースト風に仕上げ、アボカドペーストと
ひよこ豆をトッピング。オリジナルのグレインボウルサラダを添えて。大満足の一品！

SHAKESPEARE’S GLOBE   s   シェイクスピアズ グローブ
Bacon-wrapped avocado stuffed with a poached egg and served with
tomatos and feta cheese. ¥ 1,650
卵をアボカドで包み、更にベーコンで巻いた絶品！
カット時には目でも美味しさを感じられる一品。トマトとフェタチーズとともに。

SHAKSHUKA   s   シャクシューカ
A bubbling pan of spicy tomato and egg goodness with rye bread 
on the side. ¥ 1,500
目玉焼き、新鮮な野菜を自家製トマトソースで。熱 フ々ライパンでそのまま召し上がれ。
ライ麦パンとともに。

BREAD & BREAKFAST  s   ブレッド ＆ ブレックファスト
Grilled bacon, English sausages, grilled tomatoes, mushrooms and 
beans, cheese and egg packed into a rye loaf and baked in the oven. ¥ 1,680
自家製のライ麦ブレッドにグリルベーコン、イングリッシュソーセージ、グリルトマト、
マッシュルームとビーンズを詰め込み、チーズと卵で蓋をし、オーブンでこんがり焼きました！

HEALTHY BREAKFAST   s   ヘルシーブレックファースト
A healthy start to your morning, consisting of egg white omelette,
grilled turkey breast, feta cheese salad, avocado and gluten free bread. ¥ 1,650
あなたの朝をヘルシーに始めませんか？ 卵白オムレツ、ターキー胸肉、 アボカドに
グルテンフリーパンを添えて。

SCRAMBLED EGG   s   スクランブルエッグ
Served on a rye bread toast with avocado and mini tomatoes. ¥ 1,500
クリーミーなスクランブルエッグとアボカド、チェリートマトをライ麦トーストに
のせました。 手が止まらなくなる一品です。

All breakfasts are served with a cup of hot organic coffee or tea. Free ２x refill. 
全メニューにオーガニックブレンドコーヒーまたは英国紅茶がつきます。
（ホットは＋２杯までおかわり可能。）

EXTRA MENU: ADD SOMETHING TO 

YOUR DISH!

Extra MenuはBreakfast Menuご注文
いただいた方に限り、追加でご注文いただけます。

Add Sausage/Salmon + ¥400
エクストラソーセージ/スモークサーモン

Add Bacon/Mushroom + ¥350,
エクストラ ベーコン/マッシュルーム

Add Gluten-free bread + ¥300
エクストラ グルテンフリーパン

Add Avocado/Beans/Egg + ¥300
エクストラ アボカド/ビーンズ

Add Toast (White or Rye) + ¥300
エクストラ トースト

Add Jam + ¥100
エクストラ ジャム

Cappucino/Latte/Flat White +¥300
カプチーノ/ラテ/フラットホワイト

Signature Dish
看板メニュー

Gluten-Free
グルテンフリー

SAVOURY

*Recipe changes and modifications are 
politely declined.申し訳ございませんが、  
調理法の変更は承っておりません。


