
FREE

Wi-Fi

有中国的
菜单
WE HAVE
CHINESE MENU

ENGLISH
MENU
WE HAVE
ENGLISH  MENU

REVIEW US
ON

Aqua City Odaiba 5F, 1-7-1 Daiba, Minato-ku, Tokyo 

● 1-minute walk from Yurikamome Line Daiba Station
● 5 minutes on foot from Rinkai Line Tokyo Teleport Station 

03-3599-1225

MON~FRI Lunch　11:00 ～ 15:30（L.O.15:00）
 Dinner　17:00 ～ 23:00（L.O.22:00）
Weekend/Holidays Lunch　11:00 ～ 16:00（L.O.15:00）
 Dinner　16:00 ～ 23:00（L.O.22:00）

KING OF 
THE PIRATES

"Pirate restaurant" where you can enjoy a variety of ocean views

Average price　¥3,500
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Assorted sausages served with coleslaw
ソーセージの盛り合わせ　コールスロー添え

¥980 1

Anaya's nachos (tortilla chips)
アナヤのナチョスチップス～トルティーヤチップス～

¥550 2

Italian style mozzarella cheese and cherry tomatoes]
モッツァレラチーズとチェリートマトのカプリ風

¥550 3

Spinning salad (seafood／vegetable avocado／roast chicken)
スピニングサラダ（シードード/ベジタブルアボカド/ローストチキン)

¥1,080 4

Spinning salad (all toppings)
スピニングサラダ（オールトッピング)

¥1,180 5

Classic Caesar salad (small/regular)
クラシックシーザーサラダ(スモールorレギュラー)

small ¥680  regular ¥9806

Garden salad bagna cauda
ガーデンズサラダ　　バーニャカウダ

¥1,380 7

Chicken wings with original firecracker sauce (small /regular)
チキンウイング　　オリジナルファイヤークラッカーソース(スモールorレギュラー)

small ¥680  regular ¥1,100
8

Avocado and salmon quiche (served with herb salad)
アボカドとサーモンのキッシュ　香草サラダ添え

¥780 9

Fritto misto (small/regular)
フリットミスト　(スモールorレギュラー)

small ¥780  regular ¥1,20010
Ajillo with gizzards and hearts
砂肝とハツのアヒージョ

¥680 11
KOP garlic shrimp pepperoncino (small/regular)
KOPガーリックシュリンプペペロンチーノ(スモール＆レギュラー)

small ¥680  regular ¥1,100
12

Marinated salmon with orange and grapefruit
サーモンのマリネ　オレンジとグレープフルーツと共に

¥980 13
Pirate's meat platter
海賊ミートプレート

¥1,200 14
Rotisserie chicken with 12 herbs and spices (half/full)
１２種ハーブ＆スパイスのロティサリーチキン(ハーフorフル)

half ¥1,380  full ¥2,200
15

Pirates BBQ baby back ribs (quarter/half/full)
パイレーツBBQベビーバックリブ(クウォーター、ハーフ、フル)

quarter ¥1,380  half ¥2,080  full ¥3,280
16

100% Japanese beef grilled burger
１００％国産牛粗挽きグリルハンバーグ

¥1,680 17
Sirloin steak with US beef
米国産サーロインステーキ

¥1,880 18

Grilled Japanese beef fillet
国産牛ヒレ肉の網焼き

¥2,200 19

Grilled Norwegian salmon with tarragon-style ravigote sauce
ノルウェー産サーモンのグリル　エストラゴン風味のラビゴットソース

¥1,380 20

King of Burgers (minced beef with avocado)
キングオブバーガー　粗挽きビーフ＆アボカド

¥1,580 21

Pescatore bianco (small/regular)
ペスカトーレ　ビアンコ　(スモールorレギュラー)

small ¥980  regular ¥1,38022

Pescatore rosso (small/regular)
ペスカトーレ　ロッソ　(スモールorレギュラー)

small ¥980  regular ¥1,38023
Beef ragout with fusilli (small/regular)
牛肉のラグー　フジッリ　(スモールorレギュラー)

small ¥880  regular ¥1,200
24

Tomato cream spaghetti with Japanese blue crab (small/regular)
渡り蟹のトマトクリームスパゲッティー(スモールorレギュラー)

small ¥980  regular ¥1,380
25

Caribbean seafood black curry
カリビアンシーフードブラックカレー

¥1,380 26

Stone-grilled gapao rice
ガパオ炒め石焼きご飯

¥1,280 27

KING OF THE PIRATES 1711

■混雑状況により二時間の入れ替え制とさせて頂きます。キャンドル・花火などのトラブルは責任を負いかねますのでご注意ください。おひとり様 1ドリンク1 フード制となっております。
また、お席料 500 円を頂きますのでご了承ください。消費税８％は含まれておりません。画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。■テラス席は天候・時間によりご案内出来ない場合があります。
■ Due to the influx of guests we have experience, we request that you keep in mind the two-hour limit as you dine here tonight. Please pay careful attention not to make contact with the candles and sparklers used in the restaurant.We do not take responsibility for potentially incurred 
damage to your property. There is a one-drink and one-food item minimum policy and a 500 yen cover charge. Consumption tax(8%) is not included in the menu. Picture may differ from actual food and drink. ■ The availability of the terrace section is subject to the weather and time.
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Royal milk tea brulee
ロイヤルミルクティーのブリュレ

¥480 28

Awilda's favorite tiramisu
女海賊アルビダが好んだティラミス

¥680 29

Pancake with custard and mixed berries
ミックスベリーとカスタードのパンケーキ

¥1,100 30

Asahi Super Dry: Captain's Jug
アサヒスーパードライ　　キャプテンズジャグ

¥830 1
Asahi Super Dry: King Tall Glass
アサヒスーパードライ　　キングトールグラス

¥1,450 2
Seventh Heaven (tropical yogurt, guava, mango, orange)
セブンスヘイブン(トロピカルヨーグルト・グァバ・マンゴー・オレンジ)

¥1,280 3
Soul Eater (blueberry, guava, cranberry)
ソウルイーター（ブルーベリー・グアバ・クランベリー）

¥880 4
The Pirate King in Love  
(strawberry, peach nectar, tropical yogurt)

恋する海賊王(ストロベリー・ピーチネクター・トロピカルヨーグルト)
¥1,280 5

Corona Extra
コロナ　エクストラ

¥780 6
Peach Beer
桃のビール

¥600 7
Shandygaff
シャンディガフ

¥580 8
Mojito (rum, lime, sugar, soda, mint)
モヒート(ラム・ライム・砂糖・ソーダ―・ミント)

¥650 9
Spumojito (Campari, grapefruit, lime, sugar, soda, mint)
スプモヒート(カンパリ・グレープフルーツ・ライム・砂糖・ソーダ・ミント)

¥650 10
Caribbean Mojito (Malibu, lime, sugar, soda, mint)
カリビアンモヒート(マリブ・ライム・砂糖・ソーダ・ミント)

¥650 11
Cassis Mojito (cassis, lime, sugar, soda mint)
カシスモヒート(カシス・ライム・砂糖・ソーダ・ミント)

¥650 12
Blood Mojito (rum, blood orange, lime, sugar, soda, mint)
ブラッドモヒート(ラム・ブラッドオレンジ・ライム・砂糖・ソーダ・ミント)

¥650 13

Luxury Mojito (sparkling wine, sugar, soda, mint)
ラグジュアリーモヒート(スパークリングワイン・砂糖・ソーダ・ミント)

¥700 14
Sangria Glass (red/white)
サングリア赤・白　　グラス

¥480 15
Sangria Carafe (red /white)
サングリア赤・白　　カラフェ

¥1,280 16
Captain Morgan Black Highball
キャプテンモルガン　ブラックハイボール

¥600 17
Cinderella (orange, pineapple, lemon)
シンデレラ(オレンジ・パイナップル・レモン)

¥450 18
Saratoga Cooler (lime, syrup, ginger ale)
サラトガクーラー(ライム・シロップ・ジンジャーエール)

¥450 19
Virgin Mary (tomato, tabasco, lemon)
バージンメアリー(トマト・タバスコ・レモン)

¥450 20
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■混雑状況により二時間の入れ替え制とさせて頂きます。キャンドル・花火などのトラブルは責任を負いかねますのでご注意ください。おひとり様 1ドリンク1 フード制となっております。
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