
たらことジャコと
水菜の和風スパ 1200（1320）
Cod roe and small fish.
和風だしをきかせた、たらこのソース
シャキシャキした食感が楽しい水菜と共に

ボンゴレビアンコ 1200（1320）
Vongole Bianco.
アサリの旨味だけをからめたシンプルパスタ

海老とズッキーニ 1300（1430）
Shrimp and zucchini's spaghetti.
アンチョビソースが効いている

いつも人気のカルボナーラ  1300（1430）
Spaghetti alla Carbonara.
意外とあっさりと召しあがれる自慢の一品

豚ひき肉ラグーの
トマトクリームソース 1350（1485）
Tomato cream Ragout.
厳選ハーブと煮込んだコクのあるラグーソース

きのことベーコンの
トマトクリームソース 1350（1485）
Tomato cream with bacon.
きのことベーコンの木こり風ソース

鮭のホワイトソース
フェットチーネ　 1350（1485）
Salmon's white sauce Fettucine.
ほうれん草入り健康パスタに鮭のほぐし身入り

Pasta & Risotto

Grill & Oven

Pizza
クワトロ フォルマッジョ 1500（1650）
Cuattro cheese pizza.
4種のチーズパルメザン、リコッタ、モッツァレラ、
ゴルゴンゾーラがたっぷり。真のピッツァ好きの方へ…

照焼きチキンとマヨネーズ 1320（1452）
Seseri & mayonnaise pizza.
食感も楽しいせせりとマヨネーズのハーモニー
つい手が伸びる美味しさです

フンギ 1320（1452）
Mushroom pizza.
たっぷりキノコをピリ辛アーリオオーリオソースで
キノコの香り高さを楽しんで

アボカドとソーセージ 1320（1452）
Avocado and sausages.
濃厚クリーミーなアボカドとソーセージの旨味
もはや説明不要の美味しさ

ピッツァ マルゲリータ 1200（1320）
Pizza Margherita.
ピッツァの定番マルゲリータを
コットン特製旨トマトソースで

生ハムとフレッシュルッコラ 1320（1452）
Raw ham and rucola's pizza.
生ハムとルッコラの定番組み合わせ
削りたてのチーズをたっぷりかけて

じゅわっと旨辛メキシカン 1320（1452）
Mexican pizza with jalapeno.
ピリ辛の牛挽肉とチョリソー ハラペーニョ
ジュワッと旨辛い、ビールのためのピッツァです

海鮮たっぷりペスカトーレ 1500（1650）
Pizza alla Pescatora.
海鮮を贅沢に使い、旨味を最大限に引き出した
ペスカトーレは、海鮮の歯ごたえも楽しめます

チキンのスキレットソテー
ディアボラ風 1200（1320）
Souteed chiken.
熱々チキンを鉄鍋ごとテーブルへ
ハーブが効いてます

牛リブロースのビステッカ
メンテルバターと土佐醤油で 
1850（2035）
Rib roasd bistecca with mentelle 
butter and soy souse.
食欲をそそる味わいを持つリブロース
メンテルバターと土佐醤油と共に

本日のタルト  580（638）
Fruits tart
こだわりのサクサクタルト
内容は従業員にお尋ねください

自家製カヌレ  520（572）
Canelé
店内で焼き上げるカヌレ( お持ち帰りも可)
外はサクサク、中はもっちりとした食感です

ティラミス　  550（605）
Tiramisu
マスカルポーネチーズ、エスプレッソ、
マルサラ酒で作ったクリームが美味しい

パンナコッタ　  520（572）
Panna cotta
爽やかなレモン風味と濃厚なまろやかさ

ニューヨークスタイル
チーズケーキ   540（594）
Baked cheese cake
クリームチーズをたっぷり使用
＊ナッツ類を使用しています

バナナフラン  520（572）
Banana franc
2種類のジェノワーズとアパレイユが絶妙にマッチ

ガトーショコラ   520（572）
Gateau chocolat
生チョコ感を生かしたしっとり仕上げ

ズコット　  600（660）
Zuccotto
チョコとナッツクリームがたっぷり入ってます
＊ナッツ類を使用しています

アイスクリーム シングル 380（418）
 ダブル 540（594）

バニラ / ストロベリー / チョコ
マラクヤオレンジ / キャラメルビスケット

生トマトスパ 1100（1210）
Fresh tomato spaghetti.
新鮮生トマトの香りが食欲をそそる

ペンネ アラビアータ 1250（1375）
Penne all'Arrabbiata.
赤唐辛子を効かせたトマトソース、辛ウマい

ベーコンと玉ねぎを炒めた
アマトリチャーナ 1300（1430）
Tomato based chilly pasta.
ベーコンと赤唐辛子のトマトソース

パスタ ジェノベーゼ 1350（1485）
Basil and shrimp spaghetti.
アンチョビとパルメザンチーズを効かせた
自家製ジェノベーゼソース
＊ナッツ類を使用しています

キノコとポルチーニ茸の
クリームリゾット 1350（1485）
Mushroom risotto.
ポルチーニ茸の豊かな香りがするリゾット

愛と欲望のピッツァ 1500（1650）
Pizza of love and desire.
愛が無ければ、食べる資格はない！？

ドルチェ盛り合わせ
Dolce misto

M 1880（2068）
2-4名様向け

L 2980（3278）
5名様以上向け

メッ
セー
ジを
承ります

for Munches!
大盛りに変更 ￥500（550）
パルメザンチーズ ￥50（55）

銘柄豚肩ロースのグリル
1500（1650）
Grilled pork.
じっくりグリルした銘柄豚　薬味を付けて
本日の銘柄豚はスタッフにお尋ね下さい

牛ほほ肉の赤ワイン煮
1700（1870）
Beef with red wine sauce.
コトコト5時間以上煮込みました
一口食べれば貴女のホホも赤ワイン色…

生地の厚みをお選びください
●ナポリ風：ミミまでもちもちに仕上げた定番の厚み
●ローマ風：薄く伸ばし、カリカリさを引き出します (+￥100)



卓上の
QRコードより

ご注文いただけます
FREE Wi-Fi;

cafecottonclubfree

当店ではカバーチャージは頂戴しておりません。税込価格はカッコ内に併記表示しております。
No cover chage. Tax-included price is in parentheses.

Enjoy by Everyone with Wines

Casual Plates

シャルキュトリー単品
Jamón Serrano/ハモンセラーノ 700（770）

Coppa/コッパ 700（770）

Salami/ミラノサラミ 700（770）

Salad
沢山の種類から選べ、いろいろ楽しめるタパス

みんなで、手づかみで！

Toscanian Fried potatoes
トスカーナ風

ポテトのハーブフライ
　たっぷりボリュームで

気軽につまめます
　　皆様でつついてください！

950（1045）

チーズの盛合せ　 1200（1320）
freshcheese,camenbert and
blue cheeseand etc.
世界のユニークな名チーズ達、フレッシュチーズ
・減塩カマンベール・ブルーチーズetc

食物繊維＆ビタミン

Charcuterie platter
シャルキュトリー
3種盛り合わせ 158０（1738）
シャルキュトリーとは、ハムやサラミなどの総称
塩気がワインによく合います

ワインと一緒に気軽につまめる

けずりたての西洋ワサビと

～ポテトのハーブフライ専用～
ケチャップ＆ガーリックマヨ

 200（220）
ポテトのベストパートナー!

ketchup & mayonnaise

モッツァレラと
トマトのカプレーゼ

8５0（935）
Caprese.

カプリ名物の前菜です

サーモンのカルパッチョ
1200（1320）

Fresh salmon carpaccio.
サーモンのカルパッチョ
わさびをきかせたソースで

コットン風 ローストビーフ
1100（1210）

Roast beef.
オリジナルのたれが好評、人気メニュー

食物繊維＆ビタミン
野菜スティック

750（825）
Vegetable sticks.

ワシづかみにて ワイルドに
お召し上がり下さい

キャベツのアンチョビソテー
600（660）

Anchovy sauteed cabbage.
アンチョビ、にんにく、唐辛子で

さっとソテーし白ワインで香りづけ

帆立と生桜えびの
アヒージョ 850（935）

Scallops ahijo.
＊内容は季節により異なる事がございます

スライスバケット追加 200（220）

タラコとモッツァレラ
のアヒージョ 850（935）

Cod roe and mozzarella Ahijo.
バゲットが止まらないうま味たっぷりアヒージョ

スライスバケット追加 200（220）

ソフトシェル
シュリンプの

ガーリックソテー
980（1078）

Souteed soft-shell shrimps.
頭から皮まで丸ごと食べられます

ガーリックを利かせてビールのお供に

マッシュポテト
チェダーチーズ焼き

700（770）
Baked mushed potatoes

with cheddar cheese.
ふわふわのマッシュポテトを
チェダーチーズで熱々に

ジャンボ
マッシュルーム
オーブン焼き
650（715）

Baked jambo mashroom.
ジャンボマッシュルームの旨味を吸った

バケットもお楽しみください

ジャーマンポテト
650（715）

German potatoes.
ほくほくのじゃが芋とベーコンを、

あっさり炒めました

ズッキーニの
フリット 680（748）

Fried zucchini salad.
ビールの衣でサクサクに揚げました。

お熱いうちにどうぞ、きっとスッキーニなってしまう！

ヤリイカのフリット 750（825）
Fried Squid.

サクサクのフリットはどんなお酒にも合う！

ソーセージ盛合せ 800（880）
Assortment of sausage.

ガーリックトースト 380（418）
Garlic toast 
スライスバケット 200（220）
Sliced baguette 

温野菜サラダ 980（1078）
Boiled vegetables with Gorgonzola sauce.

いろどり野菜をさっと茹で上げ、
ゴルゴンゾーラ・クリームソースを添えました

シーザーズサラダ 
バーズネストスタイル

980（1078）
Ceaser salad.

８種の野菜と温泉玉子の、大人気ボリュームサラダ

パンチェッタと
オリーブのサラダ

980（1078）
Pancetta with Olive salad.

パンチェッタの旨味を引き出した熱々のソースを生野菜にかけて

キノコソテーの
和風サラダ 900（990）

Mushroom salad.
マッシュルーム・エリンギ・シメジ..

軽くソテーして、しそ風味の和風サラダに仕上げました

Cotton original Mix-Pizza Pie
コットンオリジナル ミックス ピッツァパイ 各800（880）
サクサクのパイ生地で焼き上げた、開店当初からのロングセラーメニュー

ベーコンとジャガイモの
クリームピッツァパイ

Becon&potatoes

キノコのジェノバ風
ピッツァパイ

Mushroom Genovese
＊ナッツ類を使用しています

あさりのガーリックソース炒め　800（880）
Shell with garlic sauce.
旨味たっぷりのソースはご一緒のバケットにつけて

スライスバケットの追加は200（220）

つけて
食べれば２倍美味しい

Finger licking!

国産 鶏むね肉のサラダ
ハニーマスタードソース 8５0（935）
Boiled chicken salad.
ビネガーをきかせたドレッシング


