
From the moment you step inside Hard Rock Cafe, you’re in the presence 
of greatness. There are legends on the walls, in the speakers, behind the bar, 
and at the grill. Since 1971, we’ve stood for food that’s bold, drinks that are cold, 
and music that’s loud. It all attracts a certain kind of guest. Those that aren’t 
afraid to get up and rock out. Because nothing is more legendary than the 
spirit of rock n’ roll.

/HARDROCKCAFE/HARDROCK /HARDROCK

love all,
allserve
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RELIVE THIS MOMENT WITH YOUR OWN COLLECTIBLE GLASS

JAM SESSIONS
SOUTHERN ROCK  ¥1,280- | with glass ¥2,080- 
サザンロック
ジャックダニエルウィスキー、サザンコンフォート、シャンボー
ドラズベリーリキュール、スミノフウォッカ、サワーミックスを
シェイクしレモンライムソーダで仕上げたカクテル。

ROCKIN’ FRESH RITA  ¥1,280- | with glass ¥2,080- 
ロッキンフレッシュリタ
クエルボシルバーテキーラ、フレッシュライムジュースにアガベシ
ロップをミックスし、ハードロックカフェオリジナルの特製スパイス
で仕上げたカクテル。プラス¥300-でパトロンシルバーテキーラ
にアップグレードできます。

TROPICAL MARGARITA 
トロピカルマルガリータ  ¥1,280- | with glass ¥2,080-
カサノブレクリスタル、ホームメイドストロベリーシロップ、
コアントローにグアバのフレーバー、パイナップルジュース、
ライムジュースをブレンドしたトロピカルマルガリータ。  

ELECTRIC BLUES ¥980- | with glass ¥1,780- 
エレクトリックブルース
スミノフウォッカ、ハバナクラブ３年ラム、ゴードンジン、ブルー
キュラソーとホームメイドサワーミックスをシェイクし、レモンラ
イムソーダで仕上げたカクテル。  

RHYTHM & ROSÉ MULE
リズム＆ローズミュール   ¥1,280- | with glass  ¥2,080- 
アブソルートウォッカ、ロゼワイン、オリジナルパッションフルー
ツグリーンティーシロップ、ライムジュースをミックスし、
フィーバーツリージンジャービアで仕上げたカクテル。

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA 
ブラックベリースパークリングサングリア
¥1,280- | with glass  ¥2,080- 
赤ワインにブラックベリー、クランベリーとフレッシュオレンジを
搾り、スパークリングワインで仕上げたカクテル。

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 
アルティメット ロングアイランドアイスティー
¥980- | with glass  ¥1,780- 
ティトーズハンドメイドウォッカ、ボンベイサファイアジン、セイ
ラージェリースパイスドラム、コアントローにホームメイド
サワーミックスをシェイクしトップをコカ・コーラで仕上げた
カクテル。

ESPRESSO MARTINI  ¥1,280- | with glass ¥2,080- 
エスプレッソマティーニ
グレイグースウォッカ、カルーアとエスプレッソを滑らかになる
までシェイクしたショートスタイルのカクテル。

BLACKBERRY 
SPARKLING SANGRIA

ROCKIN’ FRESH RITASOUTHERN ROCK RHYTHM & ROSÉ MULE

表示価格は税抜きです。お会計の際に消費税とサービス料１０％を加算させていただきます。

※ハードロックカフェのモットーでもある“SAVE THE PLANET”（地球環境保護）実現に向け、
　当店ではプラスチックストロー使用量削減に取り組んでおります。

※店舗によりお取り扱いが無い場合もございます



©
 20

20
 H

ar
d 

Ro
ck

 In
te

rn
at

io
na

l -
 1/

20
 To

ky
o

ADD ¥800 TO INCLUDE YOUR OWN COLLECTIBLE GLASS

SIGNATURE COCKTAILS

HURRICANE

SPARKLING BLUE HAWAIIAN CLASSIC CARIBBEAN MOJITO PASSION FRUIT MAI TAI

表示価格は税抜きです。お会計の際に消費税とサービス料１０％を加算させていただきます。

※ハードロックカフェのモットーでもある“SAVE THE PLANET”（地球環境保護）実現に向け、
　当店ではプラスチックストロー使用量削減に取り組んでおります。

※画像はグラス付きにした場合のイメージです

HURRICANE  ¥980- | with glass ¥1,780- 
ハリケーン
1940年代ニューオリンズ発祥のハードロックカフェを代表するカクテル｡
ハバナクラブ３年ラムにオレンジ、マンゴー、パイナップルジュース、
グレナデンをブレンドし、ハバナクラブ７年ラムとアマレットをフロート
したトロピカルカクテル｡

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO  ¥1,080- | with glass ¥1,880- 
クラシック カリビアン モヒート
ハバナクラブ３年ラムにフレッシュミント、ライムジュースとソーダを加え、
ハバナクラブ７年をフロート。トップにミントを飾りパウダーシュガーを散りばめました。

SPARKLING BLUE HAWAIIAN  ¥980- | with glass ¥1, 780- 
スパークリング ブルー ハワイアン 
1957年にハワイで誕生したアメリカンクラシックトロピカルカクテル。
マリブココナッツラム、アブソルートシトロンウォッカ、ブルーキュラソーを
フレッシュライムジュース、パイナップルジュースとシェイクし、スパークリング
ワインで仕上げたカクテル。

BANANA BERRY COLADA  ¥1,080- | with glass ¥1,880- 
バナナベリーコラーダ
マリブココナッツラム、ハバナクラブ７年ラム、バナナ、ストロベリー、
ピナコラーダミックスをブレンドしたフローズンカクテル。

PASSION FRUIT MAI TAI  ¥1,080- | with glass ¥1,880- 
パッションフルーツマイタイ
1940年代のカリフォルニア生まれのティキカクテル。
セイラージェリースパイスドラム、パッションフルーツにアーモンドフレーバーを
ブレンドし、蘭の花を飾ったトロピカルカクテル。

BAHAMA MAMA  ¥980- | with glass ¥1, 780- 
バハマ ママ
ハバナクラブ３年ラム、マリブココナッツラム、バナナリキュールにオレンジ
ジュース、パイナップルジュースをブレンドしグレナデンで仕上げたカクテル。

ROCK HOUSE RUM PUNCH  ¥1,080- | with glass ¥1,880- 
ロック ハウス ラム パンチ
ハバナクラブ３年ラム、ハバナクラブ７年ラムとパイナップルジュース、
ライムジュース、グアバシロップをブレンドしフィーバーツリージンジャービアで
仕上げ、蘭の花を飾りました。



WINE ALLIS

ONE

表示価格は税抜きです。お会計の際に消費税とサービス料１０％を加算させていただきます。

BUBBLY Glass 125ml Carafe Bottle

RIONDO PROSECCO, Italy ¥750- - ¥3,000-
リオンド プロセッコ
CHANDON ROSE, Australia ¥1,000 - ¥4,000-
シャンドン ロゼ
“AWA” KOSHU & CHARDONNAY, Japan - - ¥5,000-
日本のあわ 甲州 & シャルドネ
MOËT & CHANDON MOËT IMPÉRIAL, France - - ¥8,000-
モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル
DOM PERIGNON, France - - ¥29,000-
ドン ペリニヨン

WHITE & ROSÉ WINES Glass 150ml Carafe Bottle

BERINGER CALIFORNIA WHITE ZINFANDEL, California ¥600- ¥1,800- ¥2,400-
ベリンジャー カリフォルニア・ホワイト・ジンファンデル

KALTERN PINOT GRIGIO, Italy ¥750- ¥2,250- ¥3,000-
カルタン ピノ・グリージョ
VILLA MARIA PRIVATE BIN SAUVIGNON BLANC, New Zealand ¥750- ¥2,250- ¥3,000-
ヴィラマリア プライベートビン ソーヴィニヨン・ブラン
WOODBRIDGE BY ROBERT MONDAVI CHARDONNAY, California ¥600- ¥1,800- ¥2,400-
ロバート・モンダヴィ ウッドブリッジ シャルドネ
KENDALL JACKSON CHARDONNAY, California - - ¥4,000-
ケンダル・ジャクソン アヴァント・シャルドネ
CHÂTEAU MERCIAN YAMANASHI KOSHU, Japan - - ¥4,000-
シャトー・メルシャン 山梨甲州

RED WINES
CYCLES GRADIATOR PINOT NOIR, California ¥750- ¥2,250- ¥3,000-
サイクルズ・グラディエーター ピノ ノワール
WOODBRIDGE BY ROBERT MONDAVI MERLOT, California ¥600- ¥1,800- ¥2,400-
ロバート・モンダヴィ ウッドブリッジ メルロー
TRAPICHE OAK CASK MALBEC, Argentina ¥750- ¥2,250- ¥3,000-
トラピチェ オークカスク マルベック
CHARLES & CHARLES CABERNET BLEND, Washington ¥750- ¥2,250- ¥3,000-
チャールズ & チャールズ カベルネ・ソーヴィニヨン／シラー
FRANCIS FORD COPPOLA DIAMOND CABERNET SAUVIGNON, California - - ¥4,500-
フランシス・コッポラ ダイヤモンド・コレクション カベルネ・ソーヴィニヨン
CHÂTEAU MERCIAN AIAKANE, Japan - - ¥4,000-
シャトー・メルシャン 藍茜
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ADD ¥800 TO INCLUDE YOUR OWN COLLECTIBLE GLASS
各種クラフトビールも取り揃えておりますので詳しくはお気軽にスタッフまで。

BEER

表示価格は税抜きです。お会計の際に消費税とサービス料１０％を加算させていただきます。

BOTTLE
JAPANESE SELECTION
ASAHI SUPER DRY  ¥780-
アサヒスーパードライ
THE PREMIUM MALT’S  ¥780-
ザ・プレミアムモルツ
YEBISU  ¥780-
エビス
KIRIN ZERO ICHI (NON ALCOHOL) ¥680-
キリン 零ICHI（ノンアルコール）

WORLD SELECTION
CORONA EXTRA ¥980-
コロナ・エキストラ
NEWCASTLE BROWN ALE ¥980-
ニュー キャッスル ブラウン エール
SAMUEL ADAMS BOSTON LAGER ¥980-
サミエル アダムス ボストン ラガー
GOOSE IPA ¥980-
グース アイピーエー
GUINNESS ¥980-
ドラフトギネス
ANGRY ORCHARD HARD CIDER ¥980-
アングリー オーチャード ハードサイダー

DRAUGHT REGULAR LARGE PITCHER

KIRIN ICHIBAN  ¥780- ¥1,080- ¥2,980-
キリン一番搾り

BUDWEISER ¥780 ¥1,080- ¥2,980-
バドワイザー
※京都店では、販売しておりません。

HEINEKEN ¥780 ¥1,080- ¥2,980-
ハイネケン 



STARTERS & 
SHAREABLES
Flavor, spice and an extra helping of attitude. 
That’s worth celebrating.

combo
Jumbo



CLASSIC NACHOS

WINGS

BUFFALO-STYLE SLIDERS

JUMBO COMBO  ¥3,980-
ジャンボ コンボ
チキンウィング、オニオンリング、トュペロチキンテンダー、サウスウェスト
スプリングロール、ブルスケッタの盛り合わせ。それぞれに合うソースを添えて
あります。色々な味や香りが楽しめるお勧めの一皿です。

CLASSIC NACHOS  REGULAR / SMALL  ¥2,880- / ¥1,580- 
ナチョス 
コーンチップスにランチビーンズとチーズソースをのせてオーブンで焼き、
ピコデガロ、ハラペーニョ、レッドオニオンピクルス、グリーンオニオン、サワー
クリームで仕上げた一番人気のアペタイザーです。
追加でワカモレ（+¥200-）、グリルドチキン（+¥400-）、グリルドビーフ（+¥600-）
のトッピングをどうぞ。

SPINACH & ARTICHOKE DIP  ¥1,580- 
スピナッチ＆アーティチョーク ディップ 
ほうれん草、アーティチョーク、２種類のチーズで作った温かいディップをコーン
チップスとピコデガロでお召し上がりください。クリーミーでコクのあるディップ
はクラシックながら洗練されたテイストです。

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™  ¥1,280- 
タイ風スパイシー シュリンプ
クリスピーに揚げた海老をスパイシーマヨネーズで絡めて、特製コールスローの
上に盛り付けました。白ごまとグリーンオニオンをトッピングしました。†

SOUTHWEST SPRING ROLLS  ¥1,580- 
スプリングロール
ブラックビーンズ、コーン、モントレージャックチーズ、赤パプリカ、ハラペーニョを
クリスピーなスプリングロールに仕上げました。チポトレ（燻製したハラペーニョ）
やアボカドで作ったソースを付けてお召し上がりください。

THREE-CHEESE & ROMA TOMATO FLATBREAD  ¥1,480- 
チーズ＆トマト フラットブレッド
手作りのフラットブレッドにモッツァレラチーズ、モントレージャックチーズ、
チェダーチーズ、ローマトマト、バジルをのせてオーブンで焼き、アクセントに
パクチーのソースで仕上げました。シンプルながらインパクトのある香りが絶妙です。 

SOUTHWEST CHICKEN FLATBREAD  ¥1,680- 
サウスウェストチキン フラットブレッド
フラットブレッドにグリルドチキン、モッツァレラチーズ、ピコデガロ、赤パプリカを
のせて焼き、グリーンオニオン、アボカドとチポトレアイオリソースをトッピングし
ました。
仕上げにスモーキーなスパイスを振りかけた、アメリカ南部をイメージした一皿です。

WINGS  ¥1,780- 
チキンウィング
スモークフレーバーのチキンをクリスピーに揚げ、ソースで絡めたアメリカ南部の
定番料理。キャロットスティック、セロリスティック、ブルーチーズソースと一緒に
お召し上がりください。
ソースはクラシックバッファローソース、BBQソースからお選び下さい。

ALL-AMERICAN SLIDERS  ¥2,180- 
アメリカン スライダー
3つの小さなバーガーにアメリカンチーズ、クリスピーオニオンリング、コールスローを
トッピングしたクラシックなスライダー。

BUFFALO-STYLE SLIDERS  ¥2,180- 
バッファロースタイル スライダー
3つの小さなバーガーにクリスピーオニオンリング、クラシックバッファロー
ソース、ブルーチーズドレッシングをトッピングしたインパクトのあるスライダー。

WHISKEY BACON JAM SLIDERS  ¥2,180- 
ウィスキーベーコンジャム スライダー
3つの小さなバーガーにアメリカンチーズ、クリスピーフライドオニオンリング、
ジャックダニエルを使ったウィスキーベーコンジャムをトッピングした香りと甘み
が楽しめるスライダー。
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ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP

THREE-CHEESE & 
ROMA TOMATO FLATBREAD

表示価格は税抜きです。お会計の際に消費税とサービス料１０％を加算させていただきます。

食物アレルギーをお持ちのお客様は、必ずご注文時に担当サーバーへお申し出下さい。他のメニューと同一の厨房で調理するため、また調理・洗浄機
器についても、他のメニューと共通のものを使用するため、その過程において微量に混入する可能性がございます。ご提供する料理は完全なアレルギー
対応メニューではございませんので、あらかじめご留意くださいます様お願い申しあげます。†ナッツまたは、シード（種子）を使用しています。十分に
加熱されていないハンバーガー、肉、魚、貝類及び、卵を食べることにより体調を崩される場合もございます。特にお体の調子が優れない方、または通
院中の方は、お気をつけ下さい。



BAKER’S BUN
Burgers deserve a 

bun. Each brioche bun 
is toasted to order.

SIGNATURE SAUCE
Sweet and a little smoky, 
designed to complement 

each steak burger.

STE AK MATTERS
 It’s fresh and it’s 

premium because 
flavor comes first.

GOLDEN ONION RING
It’s all about the 
Ultimate Crunch!

DOUBLE THE CHEESE
Not one slice but two 

slices on each and every 
steak burger.

BETTER WITH GRE AT BACON
Everything is better with 

great bacon! Especially 
our smoked bacon. 

Original
the

LEGENDARY®
STEAK BURGERS
Since 1971, we’ve been serving burgers to legends who love 
great taste and Rock n’ Roll. We’re proud to serve premium, 
Beef Steak Burgers. 
Just like the strings of a guitar must be perfectly 
tuned to play a great melody, every detail matters 
for Hard Rock’s Legendary® Steak Burgers.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
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ORIGINAL LEGENDARY® BURGER  ¥1,780-
レジェンダリー バーガー 
ベーコン、チェダーチーズ、クリスピーフライドオニオンリングと野菜を一度に
味わえて、贅沢なテイストがお楽しみ頂ける自慢のバーガーです。特製ステーキ
ソースをご一緒にどうぞ。*

24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER™  ¥3,980- 
ゴールドリーフ バーガー
24金の金箔をあしらった贅沢なプレミアムステーキバーガーにチェダーチーズ、
リーフレタス、トマト、レッドオニオンリングをトッピングしました。本物のロ
ックスターだけが味わえるゴージャスなひと時をお届けします。

24-Karat Gold Leaf Steak Burger™1皿につき100円がHard Rock Cafe® Japan,
を通じて相馬市に寄付され、東日本大震災被災者のPTSD対策支援へ充てられます。

BBQ BACON CHEESEBURGER  ¥1,980- 
ＢＢＱ ベーコン チーズバーガー
ステーキバーガーにオリジナルブレンドのスパイスと自家製のBBQソース、
フライドオニオン、チェダーチーズ、ベーコン、リーフレタスとトマトをトッピング
した甘みや香りをお楽しみいただけるバーガーです。

THE BIG CHEESEBURGER  ¥2,080- 
ビック チーズバーガー
ステーキバーガーにチェダーチーズを３枚トッピングしたチーズ好きにはたまら
ない一皿です。リーフレタスとトマト、レッドオニオンリングをご一緒にどうぞ。
チポトレアイオリ添え。

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER  ¥2,980- 
ダブル デッカー ダブル チーズ バーガー
2枚に積み重ねたステーキバーガーにアメリカンチーズ、マヨネーズ、リーフレタス、
トマト、レッドオニオンリングをトッピングしました。1971年のハードロック
カフェ1号店オープン当時の味をお楽しみください。* 
 
BBQ PINEAPPLE VEGGIE BURGER  ¥1,980- 
BBQ パイナップル ベジタブル バーガー
ブラックビーンズ、コーン、キヌア、チアシードなどで作ったベジタブルパテに
ＢＢＱソースを塗りながら焼いたパイナップル、コールスロー、フライドオニオン
をトッピングしたオリジナルのバーガーです。†
 
LOCAL LEGENDARY®   
ローカル レジェンダリー
ハードロックカフェ国内各店にてご当地ならではのユニークなオリジナルの
ローカルレジェンダリーをお楽しみください。詳しくは担当サーバーがご説明
いたします。

グリルドベーコン  ¥200-
フライドオニオンリング  ¥880-
ミルクシェイク  ¥980- / ¥1,280-

ステーキバーガーとご一緒にどうぞ

付け合せのフレンチフライは、追加￥200でチーズ＆ベーコンフライに、
追加￥400でミニハウスサラダ、ミニシーザーサラダに変更できます。

BBQ BACON CHEESEBURGER 

THE BIG CHEESEBURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER™

STEAK BURGERS

表示価格は税抜きです。お会計の際に消費税とサービス料１０％を加算させていただきます。

食物アレルギーをお持ちのお客様は、必ずご注文時に担当サーバーへお申し出下さい。他のメニューと同一の厨房で調理するため、また調理・洗浄機
器についても、他のメニューと共通のものを使用するため、その過程において微量に混入する可能性がございます。ご提供する料理は完全なアレルギー
対応メニューではございませんので、あらかじめご留意くださいます様お願い申しあげます。†ナッツまたは、シード（種子）を使用しています。十分に
加熱されていないハンバーガー、肉、魚、貝類及び、卵を食べることにより体調を崩される場合もございます。特にお体の調子が優れない方、または通
院中の方は、お気をつけ下さい。



SANDWICHES

SALADS

付け合せのフレンチフライは、追加￥200でチーズ＆ベーコンフライに、
追加￥400でミニハウスサラダ、ミニシーザーサラダに変更できます。

BBQ　PULLED PORK SANDWICH  ¥1,780- 
プルドポーク サンドイッチ
じっくり煮込んだポークを丁寧に裂き、自家製BBQソースで味付け
しました。コールスローとスライスしたリンゴをご一緒にどうぞ。
フレンチフライとビーンズ添え。

GRILLED CHICKEN SANDWICH  ¥1,780- 
グリルドチキン サンドイッチ
グリルしたチキンブレストにハニーマスタードソースを塗り、ベーコン、
リーフレタス、トマト、モントレージャックチーズをバンズで挟んだサンドイッチ。

CLASSIC CLUB SANDWICH  ¥1,780- 
クラブ サンドイッチ
グリルドチキン、リーフレタス、トマト、ベーコン、マヨネーズをサワーブレッドで
挟んだ定番のサンドイッチ。

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD  ¥1,980- 
チキンシーザー サラダ
ロメインレタスをオリジナルシーザードレッシングで和え、グリルドチキン、
チーズクリスプ、クルトン、スライスしたパルメザンチーズをトッピングした
ハードロックカフェ自慢のサラダ。

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD  ¥1,980- 
コブ サラダ
ほうれん草とケールをタラゴンランチドレッシングで和え、グリルドチキン、
アボカド、ローストコーン、ブラックビーンズ、モントレージャックチーズ、
ザクロとパンプキンシードをトッピングしたアメリカンスタイルのサラダ。† 

STEAK SALAD  ¥2,480- 
ステーキ サラダ
ほうれん草とケール、ロメインレタスをブルーチーズドレッシングで和え、
グリルしたビーフステーキ、レッドオニオンピクルス、赤パプリカ、ローマト
マト、フライドオニオン、ブルーチーズをトッピングした贅沢なサラダです。 

FRESH BEET SIDE SALAD  SIDE ¥980- / ENTRÉE ¥1,980- 
ビーツ サラダ
ほうれん草とケールをレモン＆ハーブドレッシングで和え、ビーツとオレンジ、
フェタチーズ、パンプキンシードをトッピングしたサラダです。†

BBQ PULLED PORK SANDWICH

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD

STEAK SALAD

FRESH BEET SIDE SALAD

フレンチフライ  ¥ 480-
チーズ＆ベーコン フレンチフライ  ¥780-
季節の温野菜  ¥680-
マック＆チーズ  ¥880-
フライドオニオンリング  ¥880-
マッシュドポテト  ¥580-
ハウスサラダ／シーザーサラダ  ¥980-

PREMIUM SIDES SERVED A LA CARTE
ご一緒にサイドメニューをどうぞ

表示価格は税抜きです。お会計の際に消費税とサービス料１０％を加算させていただきます。
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TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  ¥1,980-  
ツイストマック チキン＆チーズ
アメリカの家庭料理、ベイクドマカロニをリッチなハードロック風に仕上げま
した。チーズソース、パプリカ、ハーブバターとマカロニを和えてグリルドチキ
ンとガーリックトーストをトッピング。
 
SMOKEHOUSE BBQ COMBO  ¥2,980- 
BBQ コンボ
自家製のBBQソースでじっくりと焼き上げたバーベキューリブとプルドポーク
のコンビネーションです。フレンチフライ、コールスローとランチビーンズが
付きます。

GRILLED SALMON  ¥2,980-  
グリルド サーモン
８OZのサーモンフィレを薄く切った杉板で包んでチャコールで焼き上げまし
た。杉の香りをまとったサーモンには、BBQソースとバターで味付けをしてあ
ります。マッシュポテト、季節の温野菜添え。グリルしたレモンを搾ってお召
し上がりください。* 

TUPELO CHICKEN TENDERS  ¥1,980-   
トゥペロ チキン テンダー
オリジナルのパン粉をまぶしたチキンを、表面はカラッと、中はジューシーに
なるよう丁寧に揚げました。ハニーマスタードソースとバーベキューソースを
付けてお召し上がりください。フレンチフライ添え。

BABY BACK RIBS  ¥3,980-   
ベイビーバック リブ
BBQソースを塗りながら焼き上げた、ウェストテネシースタイルのポーク
リブ（骨つきあばら肉）。豪快に手づかみでワイルドなアメリカンスタイルを
お楽しみください。付け合せにフレンチフライ、ランチビーンズ、コールスロ
ーが付きます。

RIBEYE STEAK  ¥4,980- 
リブアイ ステーキ
16OZの柔らかく、ジューシーなリブアイをチャコールで豪快にグリルしま
した。ハーブバターとご一緒にどうぞ。マッシュポテトと温野菜付き。追加
でシュリンプをトッピングしたサーフ＆ターフもお勧めです。（＋¥600-）
お好みの焼き加減をお申し付けください。

NEW YORK STRIP STEAK  ¥3,980- 
ニューヨーク ストリップ ステーキ
12OZのサーロインをシンプルにチャコールでグリルしました。ハーブバター
とご一緒にどうぞ。マッシュポテトと温野菜付き。追加でシュリンプをトッピ
ングしたサーフ＆ターフもお勧めです。（＋¥600-）
お好みの焼き加減をお申し付けください。

FAMOUS FAJITAS  
ファフィータス
グリルしたチキン、ビーフ、シュリンプをレモン風味の醤油ベースソースで味
付けして、煙と音が立ち上がるアツアツの鉄板に盛り付けたテクス‐メクス
スタイルのファフィータスです。ソフトトルティア（小麦で作った皮）で包んで
お召し上がりください。 

グリルドチキン  ¥2,480- 
グリルドビーフステーキ*  ¥3,080- 
グリルドシュリンプ  ¥2,980-

2種類  ¥2,980- 
3種類  ¥3,180- 
ベジタブル  ¥2,680- 

ご一緒にサイドメニューのハウスサラダ（￥980）や
シーザーサラダ（￥980）もおすすめです。

SPECIALITY ENTRÉES

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS

NEW YORK STRIP STEAK

GRILLED SALMON

表示価格は税抜きです。お会計の際に消費税とサービス料１０％を加算させていただきます。

食物アレルギーをお持ちのお客様は、必ずご注文時に担当サーバーへお申し出下さい。他のメニューと同一の厨房で調理するため、また調理・洗浄機
器についても、他のメニューと共通のものを使用するため、その過程において微量に混入する可能性がございます。ご提供する料理は完全なアレルギー
対応メニューではございませんので、あらかじめご留意くださいます様お願い申しあげます。†ナッツまたは、シード（種子）を使用しています。十分に
加熱されていないハンバーガー、肉、魚、貝類及び、卵を食べることにより体調を崩される場合もございます。特にお体の調子が優れない方、または通
院中の方は、お気をつけ下さい。

※京都店では、販売しておりません。



From Boozy Milkshakes to Hot Fudge Brownies, 
nothing says rock n’ roll like a sweet lick. 
Cheers to desserts that rock!

DESSERTS &
MILKSHAKES

COOKIES & CREAM MILKSHAKE

THAT
ROCK!

DESSERTS 
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HOT FUDGE BROWNIE  ¥1,280-  
ホット ファッジ ブラウニー
しっとりと焼き上げたブラウニーの上に、アイスクリーム
と温かいチョコレートソース、仕上げにホイップクリーム
やナッツをトッピングした、ハードロックカフェのシグニ
チャーデザート。†

  
NEW YORK CHEESECAKE  ¥1,080- 
ニューヨーク チーズケーキ
クリーミーで豊かな味わいのニューヨークスタイルチーズ
ケーキにチョコレートソース、キャラメルソースをトッピング。
ホイップクリームとチョコ、キャラメルチップ添え。

HOMEMADE APPLE COBBLER  ¥1,280- 
アップル コブラー
温めたシナモンアップルケーキに、冷たいバニラアイス
クリームをのせ、キャラメルソースをかけました。甘さの
ハーモニーがたまらない逸品です。†
  

ICE CREAM  REGULAR ¥880- / SMALL ¥480-
アイスクリーム
濃厚なアイスクリームはアメリカンデザートの定番。
バニラ、チョコレートからお選びいただけます。

DESSERTS

BOOZY
MILKSHAKES
COOKIES & CREAM MILKSHAKE  ¥1,280- 
クッキークリーム ミルクシェイク
アブソルートバニラウォッカ、バニラアイスクリーム、ホワイト
チョコレートソースとブラッククッキーをブレンドした大人の
シェイク。ホイップクリームとパウダーシュガーをコーティング
したブラウニーをトッピング。
ノンアルコールバージョンはミルクジャグでの提供となります。 
¥980-

HOT FUDGE MILKSHAKE  ¥1,280- 
ホットファッジ ミルクシェイク
チョコレートとバタースコッチをデコレーションしたグラスに
ジンビームバーボンウィスキー、マイヤーズダーク、ダーク
チョコレートソース、ココナッツをブレンドした大人のシェイク。
ホイップクリームとストロベリーをトッピング。
ノンアルコールバージョンはミルクジャグでの提供となります。 
¥980-

食物アレルギーをお持ちのお客様は、必ずご注文時に担当サーバーへお申し出下さい。他のメニューと同一の厨房で調理するため、また調理・洗浄機
器についても、他のメニューと共通のものを使用するため、その過程において微量に混入する可能性がございます。ご提供する料理は完全なアレルギー
対応メニューではございませんので、あらかじめご留意くださいます様お願い申しあげます。†ナッツまたは、シード（種子）を使用しています。十分に
加熱されていないハンバーガー、肉、魚、貝類及び、卵を食べることにより体調を崩される場合もございます。特にお体の調子が優れない方、または通
院中の方は、お気をつけ下さい。

HOT FUDGE BROWNIE

HOT FUDGE MILKSHAKE

表示価格は税抜きです。お会計の際に消費税とサービス料１０％を加算させていただきます。

※京都店では、販売しておりません。



ADD ¥800 TO INCLUDE YOUR OWN COLLECTIBLE GLASS

ALTERNATIVE ROCK 
(ALCOHOL FREE) 
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HOMEMADE 
MINI-MILKSHAKES
COOKIES & CREAM MINI-MILKSHAKE  ¥980- 
クッキーアンドクリーム ミニ ミルクシェイク
バニラアイスクリームとホワイトチョコレート、ブラッククッキーをブレンドした
大人のシェイク。ホイップクリームとパウダーシュガーをコーティングしたブラウ
ニーをトッピング。

HOT FUDGE MINI-MILKSHAKE  ¥980- 
ホットファッジミニミルクシェイク
チョコレートとバタースコッチをデコレーションしたグラスにバニラアイス
クリームとダークチョコレートソース、ココナッツをブレンドしたシェイク。
ホイップクリームとストロベリーをトッピング。

Our Mini-Milk jug milkshakes are a perfect way to treat yourself!  

STRAWBERRY BASIL LEMONADE  ¥1,080- | with glass ¥1,880-
ストロベリー バジル レモネード
フレッシュストロベリーとバジル、ホームメイドレモネードをミックスしたノン
アルコールカクテル。

MANGO TANGO  ¥980- | with glass ¥1,780- 
マンゴ タンゴ
レッドブルとマンゴーピューレ、オレンジジュースをミックスしたノンアルコール
カクテル。

PINEAPPLE LEMONADE    ¥980- | with glass ¥1,780- 
パイナップル レモネード
手作業でマドルしたパイナップルを爽やかなホームメイドレモネードで
シェイクしグリルしたパイナップルをトッピングしたノンアルコールカクテル。

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

HOT FUDGE MINI-MILKSHAKE

*店舗によりお取り扱いの無いアイテムもございます。
詳しくはお気軽にスタッフまで。

FREE REFILLS  ¥580-
コーヒー  (ホット / アイス) 
紅茶  (ホット / アイス)
ウーロン茶
コカ・コーラ
ジンジャーエール
スプライト

HOT & COLD BEVERAGES

SOFT DRINKS  ¥480-
アップル
クランベリー
オレンジ
グレープフルーツ
マンゴー

※ハードロックカフェのモットーでもある“SAVE THE PLANET”（地球環境保護）実現に向け、
　当店ではプラスチックストロー使用量削減に取り組んでおります。

※画像はグラス付きにした場合のイメージです　



CLASSICS
NEVER
GO OUT
OF STYLE!

ROCK 
SHOP®

No meal is complete without a fine cotton T-shirt, like 
our Classic Logo-T, one of the best selling t-shirts on earth. 
Please feel free to stop by the Rock Shop® for yours.

LE
GE

ND
AR

Y



HARD ROCK EVENTS

HARD ROCK HEALS

From an intimate unplugged meeting to a full-blown production, Hard Rock’s unique and 
comprehensive resources allow you to execute corporate meetings & events, convention receptions, 
incentive rewards, or even a rockin’ wedding.

To find out how you can host your next event at a Hard Rock Cafe near you visit www.hardrockmeetings.com.

Since 1971, Hard Rock has focused on the unifying power of music. The Hard Rock 
Heals Foundation provides funding for community-based music and charitable 
causes all over the world. Today, through our Change It Up! Campaign, you can 
play your part in our philanthropic efforts by making a contribution to 
Hard Rock Heals by simply rounding up your final bill. 100% of your gift will be 
used to support Autism, Music Therapy, Elderly Care, and so much more.

love all,
allserve


