キャプテンズ予約センター

観光団体メニュー

国際通り店・東町店・美浜店

MAIL : info@captains-g.co.jp

FAX : 098-934-8888

月〜土 9:00〜17:00

キャプテンズの鉄板焼きステーキ＆イセエビ・ジャンボエビ

ランチサービスメニュー
AM 11: 30〜 PM 4:00

全ての

TEL : 098-934-1129

※東町店のみ PM3:00 まで

クッキングパフォーマンスでおもてなし

コースメニュー には

デラックスコース

・コンニャク魚のおどり焼き
・島豆腐の鉄板焼き

キャプテンズデラックスコース ¥7,920

・紅イモ

・ 前菜 ( 島もずく ) ・イセエビ半尾・特上ステーキ (200g)

・玉葱のソテー

・沖縄県産魚 白身魚のガーリックソテー

・ゴーヤーちゃんぷるー

テンダーロイン
ステーキコース

・焼き野菜
( もやし・ピーマン・青野菜 )

(150g)
前菜

・ガーリックブレッド又はライス

島もずく付

・フレッシュサラダ

・ 前菜 ( 島もずく ) ・イセエビ半尾・特上ステーキ (200g)
・沖縄県産魚 白身魚のガーリックソテー・オリジナルデザート

牛肉の中でも最もやわらかい部分の肉 ( ヒレ肉 ) です。

・特製スープ

(200g)
(300g)

が付きます。
スープ・サラダ・ライス以外は
全て目の前で調理致します。

2,700 円コース
3,020 円 コース
3,620 円 コース

店内写真

沖縄県産和牛・あぐー豚コース
沖縄県産黒毛和牛

特上 テンダーロイン

サーロインステーキコース ¥11,090

ステーキコース

・前菜 ( 島もずく )・極上県産黒毛和牛 (270g)

上質なテンダーロイン ( ヒレ肉 ) の中でも、さらに
やわらかい部分をシェフが厳選してご提供いたします。

前菜

島もずく付

(150g)
(200g)
(300g)

¥8,310

グルメデラックスコース

・オリジナルデザート

3,150 円コース
3,470 円 コース
4,070 円 コース

沖縄県産石垣牛

テンダーロインステーキコース ¥12,990
・前菜 ( 島もずく )・極上県産黒毛和牛 (200g)
・オリジナルデザート

沖縄県産豚あぐー ( ロース )

ステーキコース

¥5,150

・前菜 ( 島もずく )・あぐーロース (200g)

ステーキコース

¥6,200
¥6,650

イセエビ ( 半尾 ) &

前菜

島もずく付

前菜

天然スーパージャンボエビ (1 尾 ) &
ステーキ 150g
¥6,200
特上ステーキ 150g
¥6,650

ガーリックシュリンプ& ホタテ貝柱 &

前菜

300g ¥5,150

ステーキ 150g
特上ステーキ 150g

¥5,700
¥6,150

島もずく付

200g ¥4,550

島もずく付

150g ¥4,230

島もずく付

前菜

島もずく付

特上テンダーロインステーキ

牛肉の中でも最もやわらかい部分の肉 ( ヒレ肉 ) で、さらにいい部分のカットです。

イセエビ ( 半尾 ) &

ステーキ 150g
特上ステーキ 150g

前菜

300g ¥4,700

島もずく付

200g ¥4,100

ガーリックシュリンプ& ホタテ貝柱 &

前菜

150g ¥3,780

前菜

牛肉の中でも最もやわらかい部分の肉 ( ヒレ肉 ) です。

エビ＆ステーキコース
島もずく付

前菜

島もずく付

テンダーロインステーキ

・オリジナルデザート

ステーキ 200g
特上ステーキ 200g
ステーキ 200g
特上ステーキ 200g

¥6,020
¥6,470
¥6,520
¥6,970

天然スーパージャンボエビ (1 尾 ) &
ステーキ 200g
¥6,520
特上ステーキ 200g
¥6,970

10 歳以下のお子様に限ります。

お子様ステーキコース
お子様
ハンバーグステーキ

お子様
テンダーロインステーキ

お子様 特上
テンダーロインステーキ

¥2,200

¥2,750

¥1,980

ALLYOU CAN EAT & DRINK COUSE

食べ放題＆飲み放題コース

お一人様

¥9,500

鉄板焼きテンダーロインステーキ、ガーリックシュリンプ、特選スープ、コンニャク魚のおどり焼き、
紅イモ、島豆腐の鉄板焼き、玉葱ソテー、ゴーヤーちゃんぷるー、フレッシュサラダ、季節の焼野菜、
ガーリックブレッド又はライス
※ビール ( 瓶 )・ハウスワイン・泡盛・日本酒・酎ハイ・ソフトドリンク

ALLYOU CAN EAT COUSE

ステーキコース
写真

エビ＆ステーキコース
写真

食べ放題コース

お一人様

¥7,000

鉄板焼きテンダーロインステーキ、ガーリックシュリンプ、特選スープ、コンニャク魚のおどり焼き、
紅イモ、島豆腐の鉄板焼き、玉葱ソテー、ゴーヤーちゃんぷるー、フレッシュサラダ、季節の焼野菜、
ガーリックブレッド又はライス

ALL YOU CAN DRINK COUSE

飲み放題コース

お食事のお客様に限らせていただきます。

ビール ( 瓶 )・ハウスワイン・泡盛・日本酒・酎ハイ・ソフトドリンク

お一人様

¥2,750

制限時間 80 分、グループ全員参加

商品は全て税込価格となります。（2022年7月4日現在）

