
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


