
 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


