
Buffalo Wings
バッファロー・ウイング
HBHの人気メニュー、スパイシー手羽先　 
Smoked Sausage
スモーク・ソーセージ
自家製のスモークソーセージ炭火焼　 
Clam Chouder
クラム・チャウダー
クリーミーなアサリのスープ

Hummingbirds' hill  Dinner Course

コース ￥3,000（おひとり様）
料理5品＋パン or ライス＋コーヒー or 紅茶

ハミングバーズヒル プリフィックス ディナーコース

Appetizer       お好きな前菜を2品お選び下さい　Please choose your favorite 2 appetizers

Quesadillas
ケサディーヤ
野菜とチーズのトルティーヤサンド　 
Grilled Vegetables
季節野菜のグリル
季節の彩り野菜を炭火焼で

消費税込

Cobb Salad
コブ・サラダ
エビ・チキンブレスト、野菜たっぷりサラダ

Salad お好きなサラダを1品お選び下さい　　Please choose your favorite 1 salad

Caeser Salad
シーザー・サラダ
自家製ベーコン入り

Grill

Sword Fish & Shrimp Grill
メカジキと天使海老の炭火焼グリル
クレオールトマトソースを添えて

お好きなメインを1品お選び下さい　　Please choose your favorite 1 maindish

Rib-eye Steak
リブロースの炭火焼ステーキ
USビーフのリブロースを豪快に炭焼き

本日のデザート　　Dessert of the day

■お料理はグループの皆様でシェアしながらお楽しみいただきます。オーダーは2～8名様より承ります。■

Bread or Rice
パン or ライス

Coffee or Tea
コーヒー or 紅茶

Dessert

コース料理をご注文の方は、飲み放題を合わせてご注文いただけます。
グループの皆様でのご注文をお願いいたします。
飲み放題メニューからお選びください。ラストオーダーは最初のご注文から90分後になります。

+￥1,500 For all you can drink! 飲み放題　お一人様￥1,500　　



 Appetizers
Olive 
オリーブの盛合わせ 

Home Made Pickles 
自家製ピクルス/きゅうり・ニンジン・カリフラワー・ペコロス・パプリカ 

French Fries 
クリスピー・フレンチフライ 

Jalapeno Popper with blue cheese dressing 
ハラペーニョ・ポッパー/ハラペーニョとモッツァレラのフライ、ブルーチーズディップ 　　
Nachos 
ナチョス/トルティーヤチップス・チリコンカン・チェダーチーズ・ワカモレ

Beer Batter Onion Rings 
ビール衣のオニオンリング・フライ
Mashed Potato with brown gravy sauce 
マッシュポテト、グレイビーソース
Smoked Oyster 
スモーク オイスター
Grilled Smoked Sausage 
グリルド スモーク ソーセージ
Vegetable Quesadillas 
ケサディーヤ/香味野菜・ハラペーニョ・チェダーチーズ・サワークリームサルサのトルティーヤサンド

Cajun Butter Shrimp 
ケイジャン バター シュリンプ/海老・マッシュルーム・オニオンのケイジャンバターソテー

Tacos / Beef or Chicken or Fish 
タコス/ビーフ or チキン or フィッシュ　3種類からお選び下さい

BBQ Wings 
BBQウィング/手羽先のディープフライ　ランチスタイル・ドレッシング

Buffalo Wings / Standard or Extra hot 
バッファロー・ウィング/手羽先のディープフライ、ブルーチーズソース　スタンダード or エクストラ・ホット

Beer Batter Fish & Chips with tartar sauce 
フィッシュ＆チップス、タルタルソース  
 Salads
House Salad 
10種類の野菜サラダ/アンチョビ・ビネガードレッシング　　
Caesar Salad with bacon or grilled cajun chicken 
シーザーサラダ/自家製ベーコン or ケイジャンチキンを添えて
Iceberg Wedge Salad 
アイスバーグ ウェッジサラダ/ブルーチーズドレッシング　　
Cobb Salad 
コブサラダ/1000アイランドドレッシング
Tomato Salad 
フレッシュ トマトサラダ/ビネガードレッシング

　 
￥500

 
￥600

 
￥650

 ￥800

 
￥900

 
￥750

 
￥750

 
￥950

 
￥1050

 
￥980

  
￥1200

 
￥1200

     5piece  ￥1200
10piece ￥2300

 5piece  ￥1200
10piece ￥2300

 
￥1200  

 half  ￥600
￥950

 half  ￥750
￥1350

 
￥1150

 half  ￥750
￥1350

 half  ￥700
￥1300

buffalo wings cajun butter shrimp cobb salad iceberg wedge salad



 From the Grill　　HBHのオリジナル炭火焼グリルで豪快に焼き上げます。

---MEAT---

Charbroiled Rib-eye Steak 
ＵＳビーフ リブロースの炭火焼ステーキ
　　
Charbroiled Outside-skirt Steak w/"TERIYAKI" onion sauce 
ＵＳビーフ ハラミの炭火焼ステーキ　テリヤキ・オニオンソース(200g)

Charbroiled Pork Chop Steak w/chipotle tomato sauce 
国産骨付き豚ロース肉の炭火焼ステーキ　チポトレ・トマトソース(250g)

Garlic Chicken & Jambalaya Rice 
ガーリック・チキン、ジャンバラヤ・ライス添え
Tequila Lime Chicken 
テキーラ・ライム　チキン
Cajun Blackened Chicken 
ケイジャン・ブラッケンド　チキン
Charbroiled Ground Beef Steak w/demi-glace sauce 
ハンバーグの炭火焼ステーキ　自家製デミグラスソース (200g)

Charbroiled Ham & Bacon w/mollasses mustard sauce 
自家製ロースハムとベーコンの炭火焼ステーキ　モラセス マスタードソース

---Sea Food---

Charbroiled Shrimp & Scallop w/lemon & herb butter sauce 
天使の海老と帆立貝の炭火焼 　レモン＆ハーブバターソース
Charbroiled Swordfish & Jambalaya Rice w/creole sauce 
メカジキの炭火焼、ジャンバラヤ・ライス添え　クレオールソース

---Vegetable---

Assorted Vegetables w/balsamico sauce 
7種の野菜の炭火焼　バルサミコ　風味

 American Standards　　アメリカのスタンダード料理をお楽しみください。
Classic Style Meatloaf 
クラシックスタイル ミートローフ　グレイビーソース　　
BBQ Smoked Baby Back Rib 
スモーク・ポークバックリブ　スパイシーBBQソース　

  
  

 8oz(225g)　￥3200
　12oz(340g)　￥4200

16oz(450g)　￥5200

 
￥2600

 
￥1900

 
￥1800

 
￥1800

 
￥1800

 
 　￥1700

 
 ￥1700

 

 
　　￥1900

 
 ￥1900

 

 
￥1200

 
 

　　￥1800

 half  ￥1800
　￥3200

Additions ￥100 Chedder cheese 
チェダーチーズ

Chili con carne 
チリコンカン

rib-eye steak ham&bacon steak swordfish&jambalaya smoked baby back rib



 Pasta　
Peperoncino 
スパゲティ・ペペロンチーノ　　
Spaghetti Meatball    
ミートボール・スパゲティ
Spaghettini Anchovy, Bacon & Cabbage 
アンチョビ・ベーコン・キャベツのスパゲティーニ
Linguine seafood, Americane sauce  
シーフードのリングイネ、アメリケーヌソース
Spaghetti  Meatsauce                           
スパゲティ・ミートソース                                        

 Pizza　
Margherita 
マルゲリータ　　
Anchovy & Olive 
アンチョビ＆オリーブ
Bacon & Garlic 
ベーコン＆ガーリック
 

 Hamburger
Plain Burger 
プレーンバーガー　　
Cheese Burger 
チーズバーガー
Avocado Burger 
アボカドバーガー
Chili Burger 
チリバーガー
Bacon Cheese Burger 
ベーコンチーズバーガー
BBQ Burger 
バーベキューバーガー

Additions 　
￥100
Fried egg 
フライド・エッグ
Chedder cheese 
チェダーチーズ
Montrey jack cheese 
モントレージャックチーズ

 Sandwich　
B.L.T 
ベーコン･レタス･トマト サンドウィッチ　　
Tuna Melt 
ツナメルト サンドウィッチ
Avocado Shrimp 
アボカド・シュリンプ サンドウィッチ
Ham & Cheese 
ハム＆チーズ サンドウィッチ
Meatloaf 
ミートローフ サンドウィッチ
Reuben 
リューベン サンドウィッチ

￥200
Chili con carne 
チリコンカン
Avocado 
アボカド
Bacon 
ベーコン

￥300
Extra patty 
ビーフ・パテ

 Soup　
Clam Chowder 
クラムチャウダー
マンハッタンスタイル（トマト)
Seafood Gumbo 
シーフードガンボ
シーフード・野菜・ライスのスープ

 Bread & Rice　
Baguette or Rice 
バゲットトースト or ライス　　
Garlic Toast 
ガーリックトースト

　
 

　　￥1100

 
￥1300

  
￥1300

 
￥1300

　
 

　　￥1100

 
￥1200

  
￥1200

 

　
 

　　￥1100

 
￥1200

  
￥1300

 
￥1300

  
￥1400

 
￥1300

　
 

　　￥1200

 
￥1300

  
￥1400

 
￥1600

  
￥1400

 
￥1700

　
 Small￥500
　　￥800

 
￥980

　
 

　　￥200

 
￥500

spaghetti meatball bacon cheese burger ham&cheese sandwich seafood gumbo

￥1300





 Beer Draft　
Yebisu Draft 
エビス 生ビール　　
Brooklyn Lager Draft 
ブルックリン・ラガー 生ビール

 Beverages　
Orange Juice 100% 
オレンジジュース100%　　
Grapefruit Juice 100% 
グレープフルーツジュース100%
Grape Juice 100% 
グレープジュース100%
Oolong Tea 
ウーロン茶
Apple Juice 100% 
アップルジュース100%　　
Pineapple Juice 100% 
パイナップルジュース100%
Cranberry Juice 
クランベリージュース
Ginger Ale 
ジンジャーエール　　
Coca-cola Zero 
コカコーラ・ゼロ
Coca-cola 
コカコーラ
Rootbeer 
ルート・ビア　　
Cherry Coke 
チェリーコーク
Fresh Mint Ice Tea 
フレッシュミントアイスティー
Lemonade 
レモネード　　
Sparkling Water S.Pelle Grino 
スパークリングウォーター
Oreo Mint Banana Juice 
オレオ ミント バナナ ジュース

 Beer Bottles　
Budweiser 
バドワイザー　　
Corona Extra 
コロナ・エクストラ
Brooklyn Lager 
ブルックリン・ラガー
Samuel Adams Boston Lager 
サミュエル・アダムス ボストン・ラガー
Anchor Porter 
アンカー・ポーター
Non Alchol Beer 
ノンアルコールビール

　
 

　　￥700

 Small ￥650
￥800

　
 

　　￥500

 
￥500

  
￥500

 
Hot / Ice  ￥500

 
￥600

  
￥600

 
￥600

 
￥600

  
￥600

 ￥600
Float ￥700

 ￥600
Float ￥700

  
￥600

 
￥600

 Ice ￥600
Hot ￥650

  
￥650

 
￥750

　
 

　　￥700

 
￥700

  
￥850

 
￥850

  
￥900

 
￥600

ブルックリン・ラガーはNYのクラフトビールNo1!
世界一高価と言われるバーリーモルトを使用、
発酵・醸造に通常の２倍の時間をかけて丁寧に
作られています。フルーティーでクリーミーな味わいを
お楽しみいただけます。恵比寿でブルックリンの
ドラフトが飲めるのはここだけ！

 Glass Wines　
Sparkling : Cook’s Brut  
スパークリング：クックス・ブリュット　　
White Wine : Painter Bridge Chardonnay 
白ワイン：シャルドネ(ﾍ゚ ｲﾝﾀー ﾌ゙ ﾘｯｼ゙ )

Red Wine : Painter Bridge Zinfandel 
赤ワイン：ジンファンデル(ﾍ゚ ｲﾝﾀー ﾌ゙ ﾘｯｼ゙ )

　
 

　　￥700

 
￥700

  
￥700

 Frozen　
Plain Yoghurt Frozen  
ヨーグルト・フローズン　　
Yoghurt Banana Frozen 
バナナヨーグルト・フローズン
Yoghurt Strawberry Frozen 
ストロベリーヨーグルト・フローズン
Coffee & Chocomilk Frozen 
コーヒー＆チョコミルク・フローズン

　
 

　　￥600

 
￥700

  
￥700

  
￥700

 Aperitifs / Wine　
Kir :white wine/cassis  
キール　　
Spritzer :white wine/soda 
スプリッツァー
Kir Royal :sparkling wine/cassis 
キール・ロワイヤル　　
Mimosa :sparkling wine/orange juice 
ミモザ
Bellini :sparkling wine/peach juice 
ベリーニ

　
 

　　￥800

 
￥800

  
￥800

 
￥900

 
￥900



CALIFORNIA BY THE GLASS PROMOTION 2015
California Premium Wine List 

 Sauvignon Blanc 
1 Alta Maria Sauvignon Blanc 2010                       

                   

                    上品                                             香            

     重  加         酸     感                   辛口 

 Chardonnay 
2 Hoopla 13 Chardonnay                       

            

                 遊 心溢      美                     畑                注              

             鮮       放             口当   丸     柔     越   心地  余韻 感   

3 Pali WineCo.Chardonnay Sonoma Coast 2012                                               
                         

                              皮    爽    持 印象的             生 生    酸           感 

             微  樽香 余韻     洋   感    辛口 

 Rose Pinot Noir 
4 Presquile 13 Rose Pinot Noir                       

プレスキール ロゼ ピノ・ノワール

                                    赤           豊      芳醇 果実味 口     広   

酸         長 続        複雑 余韻 残      果実味 上品 味   極上          

 Pinot Noir 
5 The Wine Press 10 Sonoma Coast Pinot Noir                       

ザ・ワインプレス　ソノマ・コースト　ピノ・ノワール

                           果実味    華                香         持    微  森 下草    

    感               畑            成熟    深  増  味   

6 Hug Cellars 11 Cedar LaneVineyard Pinot Noir                       
                            

                                     香            豊  果実味    大地 思   個性的       

見事 調和     骨格 形作     滑   口当                細   

7 Adelaida 12 Pinot Noir Estate                       
             

                 美  色 凝縮  果実味          深 森 思                          

               滑   舌触           特徴           

8 Pali Huntington Pinot Noir 2012                                                        
                 

                    生 生               系果実      香           感 一緒    合  丸        

            程                    感               

 Zinfandel 
9 Peachy Canyon Incredible Red Zinfandel 2012                                                 

                             

                  溢 出            砂糖菓子    華               赤系果実       上品 酸 包 込  

柔   口当      皮       感          樽香            複雑         楽              

10 Peachy Canyon Westside Zinfandel 2012                                                  
ピーチキャニオン ウェストサイド ジンファンデル

                          砂糖漬     華           香                          苦   

       系果実       広      柔            感      良         

 Syrah 
11 Barrel 27 Right Hand Man Syrah 2012                       

                

                                          濃厚                加            感     

滑             燻製  肉 黒                          果実味 中 溶 込            

 Cabernets Sauvignon 
12 Eberle Vineyard Select Cabernet Sauvignon 2012                                              

                              

                                                            杉 香  程良      楽    

若   十分 飲        本        

13 Hoopla 12 Cabernet Sauvignon                       
                    

                                         系果実           生                       

花 現          微             感   程     樽 香             融合     







 Hamburger Plate
Plain Burger 
プレーンバーガー　　
Cheese Burger 
チーズバーガー
Avocado Burger 
アボカドバーガー
Bacon Cheese Burger 
ベーコンチーズバーガー
Chili Burger 
チリバーガー
■全てコールスローサラダ、フレンチ･フライ、ドリンクが付きます！■

 Sandwich Plate
B.L.T 
ベーコン･レタス･トマト サンドウィッチ　　
Tuna Melt 
ツナ＆チーズ サンドウィッチ
Avocado Shrimp 
アボカド＆シュリンプ サンドウィッチ
Ham & Cheese 
自家製ハム＆チーズ サンドウィッチ
Reuben 
自家製コーンビーフ＆チーズ サンドウィッチ
■全てコールスローサラダ、フレンチ･フライ、ドリンクが付きます！■

　
 

　　￥1100

 
￥1200

  
￥1300

 
￥1400

  
￥1300

　
 

　　￥1200

 
￥1200

  
￥1300

 
￥1400

  
￥1500

Additions
Chedder cheese 
チェダーチーズ

 Grill Plate　
Ground Beef Steak Plate 
ハンバーグ ステーキ(150g)　　
Rib-eye Steak Plate 
炭火焼リブロース ステーキ(200g)

■全てグリーンサラダ、フレンチ･フライ、ライス、ドリンクが付きます！■

 Pasta Plate　
Spaghetti Meatball 
ミートボール・スパゲティ　　
Spaghettini Anchovy, Bacon & Cabbage 
アンチョビ・ベーコン・キャベツのスパゲティーニ
■全てグリーンサラダ、バゲット、ドリンクが付きます！■

　
 

　　￥1200

 
￥2900

　
 

　　￥1300

 
￥1300

￥100 Fried egg 
フライド・エッグ

Montrey jack cheese 
モントレージャックチーズ

Avocado 
アボカド￥200 Chili con carne 

チリコンカン
Bacon 
ベーコン

Set Drinks
Tea,hot or ice 
紅茶（ホット・アイス）

Coffee,hot or ice 
コーヒー（ホット・アイス）

Orange juice 
オレンジジュース

Grape fruits juice 
グレープフルーツジュース

Grape juice  
ブドウジュース

Just Size With Dessert Set !!

女性にオススメ！全てのランチプレートのボリュームを少なくして「ミニ・デザート」がつけられます。（無料）
食後の「ミニ・デザート」の追加は￥300でご用意できます。

 Lunch Drinks - all ￥500 -
Yebisu Beer Draft 
エビス生ビール

Glass Wine,Red or White 
グラスワイン 　白/赤

Glass Sparkling Wine
グラス･スパークリングワイン

ハミングバーズヒルのfacebookページを日々 更新しております！
いいね！を押して日替わりランチやお得なメニューの情報をGETしてください！

ランチタイムは11:30～15:30（ラスト･オーダー）です。

bacon cheese burger ham&cheese sandwich rib-eye steak plate

Additions ￥100 Cheese 
チーズ

Chili 
チリ



 Hamburger Plate
Plain Burger 
プレーンバーガー　　
Cheese Burger 
チーズバーガー
Avocado Burger
アボカドバーガー
Bacon Cheese Burger 
ベーコンチーズバーガー
Chili Burger 
チリバーガー
■全てコールスローサラダ、フレンチ･フライ、ドリンクが付きます！■

 Sandwich Plate
B.L.T 
ベーコン･レタス･トマト サンドウィッチ　　
Tuna Melt 
ツナ＆チーズ サンドウィッチ
Avocado Shrimp 
アボカド＆シュリンプ サンドウィッチ
Ham & Cheese 
自家製ハム＆チーズ サンドウィッチ
Reuben 
自家製コーンビーフ＆チーズ サンドウィッチ
■全てコールスローサラダ、フレンチ･フライ、ドリンクが付きます！■

　
 

　　￥1100

 
￥1200

  
￥1300

 
￥1400

  
￥1300

　
 

　　￥1200

 
￥1200

  
￥1400

 
￥1600

  
￥1700

 Grill Plate　
Ground Beef Steak Plate 
ハンバーグ ステーキ(150g)　　
Rib-eye Steak Plate 
炭火焼リブロース ステーキ(200g)

■全てグリーンサラダ、フレンチ･フライ、ライス、ドリンクが付きます！■

 Pasta Plate　
Spaghetti Meatball 
ミートボール・スパゲティ　　
Spaghettini Anchovy, Bacon & Cabbage 
アンチョビ・ベーコン・キャベツのスパゲティーニ
■全てグリーンサラダ、バゲット、ドリンクが付きます！■

　
 

　　￥1200

 
￥2900

　
 

　　￥1300

 
￥1300

Set Drinks
Tea,hot or ice 
紅茶（ホット・アイス）

Coffee,hot or ice 
コーヒー（ホット・アイス）

Orange juice 
オレンジジュース

Grape fruits juice 
グレープフルーツジュース

Grape juice  
ブドウジュース

 Holiday Special 

ハミングバーズヒルのfacebookページを日々更新しております！
いいね！を押して日替わりランチやお得なメニューの情報をGETしてください！

エッグ・ベネディクト　Egg Benedict

イングリッシュマフィンの上に自家製ベーコン＆ポーチドエッグ
オランデーズソースたっぷりで！　　
■グリーンサラダ、フレンチ･フライ、ドリンクが付きます！■

ステーキ・オニオン・サンドウィッチ　Steak Onion Sandwich 
リブロースの炭火焼ステーキ、テリヤキオニオンソースの
超贅沢サンドウィッチ！

■コールスローサラダ、フレンチ･フライ、ドリンクが付きます！■

￥1500

￥1700

ホリデー・ブランチ コース　Special Brunch Cource 
●Salad... cobb salad or caesar salad  

　コブサラダ or シーザーサラダ　（１種類お選び下さい）
●Cheese Omelet with hashed brown potato

　アメリカン・オムレツ、ハッシュブラウンポテト添え
●Main Dish... skirt steak or sword fish steak

　牛ハラミの炭火焼ステーキ
　メカジキの炭火焼ステーキ
●Today's Dessert

   本日のデザート

■パン or ライス、ドリンクが付きます！■        お一人様

こちらのコースはお二人様から承ります。
サラダとオムレツはグループの皆様でシェアしながらお楽しみいただきます。

￥3000
キッズ･スペシャル プレート　Kid's Special Plate 
ミニハンバーガー、フライドポテト、グリーンサラダ
スクランブル・エッグ or 目玉焼き　　
mini hamburger,french fries,green salad
egg : scrumble or sunny side up,fresh fruits
■季節のフルーツ、ドリンクが付きます！■

￥800

　（１種類お選び下さい）

ランチタイムは11:30～15:30（ラスト･オーダー）です。

Additions ￥100 Cheese 
チーズ

Chili 
チリ

steak onion sandwichegg benedict kid's special plate



ハミングバーズヒルのfacebookページを日々更新しております！
いいね！を押して日替わりランチやお得なメニューの情報をGETしてください！

 Appetizers For Lunch
Home Made Pickles 
自家製ピクルス 

French Fries 
クリスピー・フレンチフライ
Beer Batter Onion Rings 
ビール衣のオニオンリング・フライ 　　
Buffalo Wings / Standard or Extra Hot 
バッファロー・ウィング/手羽先のディープフライ、ブルーチーズソース

BBQ Wings 
BBQウィング/手羽先のディープフライ　ランチスタイル・ドレッシング

Mashed Potato with brown gravy sauce 
マッシュポテト、グレイビーソース
Nachos 
ナチョス/トルティーヤチップス・チリコンカン・チェダーチーズ・ワカモレ

Cajun Butter Shrimp 
ケイジャンバター・シュリンプ/海老・マッシュルーム・オニオンのケイジャンバターソテー

Caesar Salad with bacon or grilled cajun chicken 
シーザーサラダ/自家製ベーコン or ケイジャンチキンを添えて
Cobb Salad 
コブサラダ/1000アイランドドレッシング

　 
￥380

 
￥380

 
￥480

 
3piece ￥750

 
3piece ￥750

 
￥750

 
￥900

 
￥1200

 

￥750

 
￥750

Add 1piece ￥250

Add 1piece ￥250

Kir :white wine/cassis  
キール　　
Spritzer :white wine/soda 
スプリッツァー
Kir Royal :sparkling wine/cassis 
キール・ロワイヤル　　
Mimosa :sparkling wine/orange juice 
ミモザ
Bellini :sparkling wine/peach juice 
ベリーニ

　
 

　　￥500

 
￥500

  
￥500

 
￥500

  
￥600

 Aperitifs For Lunch　
Yebisu Draft 
エビス 生ビール　　
Brooklyn Lager Draft 
ブルックリン・ラガー 生ビール
Sparkling Wine by the glass  
グラス　スパークリングワイン　　
White Wine by the glass 
グラス　白ワイン
Red Wine by the glass 
グラス　赤ワイン

　
 

　　￥500

 
￥600

  
￥500

 
￥500

  
￥500

ランチタイムは11:30～15:30（ラスト･オーダー）です。

buffalo wings cajun butter shrimp cobb saladnachos




