
サイドメニュー
味付けフライ (287カロリー)
新鮮な季節の野菜 (109カロリー)
ツイストマック&チーズ (1,174カロリー)
クリスピーオニオンリング・タワー (646カロリー)
ユーコン・ゴールドマッシュポテト (308カロリー)
サイドハウスサラダ (258カロリー)
サイドシーザーサラダ(381カロリー)

ハードロックの香ばしいアーティザン・フライ 
HARD ROCK’S SAVORY ARTISAN FRIES
チリスパイスフライのチポトレ・ガーリックケチャップ添え 
(428カロリー） 
パルメザン・ロマーノ・フライのガーリックアイオリ添え 
(494カロリー） 
ハーブ&ガーリックフライのチミチュリマヨネーズ添え 
(526カロリー) 

オリジナル・レジェンダリー® バーガー

レジェンダリー 
バーガー ハンドクラフト

フレッシュ グリル

クリスピーオニオンリング・タワー

ホット・ファッジ・ブラウニー

†ナッツまたは種を含みます。
* 生や加熱が不十分な、ハンバーガー、肉、鶏肉、魚介類、甲殻類や
卵を食べますと、特定の病状を持っている方は特に食中毒のリスク
を増やす可能性があります。
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*店舗によっては、お取り扱いがない場合がご
ざいます。

アーティザン・フライ

デザート
オレオ®チーズケーキ クッキーレシピ
CHEESECAKE MADE WITH OREO® COOKIE PIECES
美味しいオレオ®クッキーを使った濃厚でクリーミーなニュー
ヨークスタイルチーズケーキは、オレオ®クッキーのクラストと
ギラデリ®チョコレートソースで皆様を魅了します。(1,276 CAL)

ホームメイドアップル
HOMEMADE APPLE COBBLER
厚みがあり、ジューシーなリンゴが新鮮なスパイスと混じり
合い、黄金色になるまで焼き続けます。当店のアップルカブラ
ーの味はまさしく祖母の味と愛情たっぷりの豪華なデザート
です!バニラアイスクリームを添えて、クルミとギラデリ®のキ
ャラメルソースをトッピングします。(1,516カロリー)

 

ホット・ファッジ・ブラウニー
HOT FUDGE BROWNIE
濃厚なブラウニーにベン&ジェリーズ®のバニラアイスクリー
ムと熱いファッジを乗せ、切り刻んだクルミ、チョコレートス
プリンクル、フレッシュホイップクリーム、チェリーをトッピン
グします。† (1,841カロリー)

 

クラシック・ディナースタイル・ミルクシェイク
CLASSIC DINER-STYLE MILK SHAKES
バニラかチョコレートにベン&ジェリーズ®のアイスクリーム。
もう一つのハードロックカフェの伝説(571カロリー) 
スーベニア23オンス、ハリケーングラスまたは20オンスパイン
トに注ぎ、グラスでお出しします（追加費用）

BEN & JERRY’S® アイスクリーム
BEN & JERRY’S® ICE CREAM
チョコレートかバニラからお選びください。 
スモール (193カロリー) 
ラージ (576 カロリー)  



ニューヨーク・ストリップステーキ

燻製 
味付けフライ、カウボーイビーンズ、シトラスのコーンスロ
ー添え。 

ヒッコリースモーク・バーベキューコンボ
HICKORY-SMOKED BARBECUE COMBO
骨なしのテンダー・セントルイス・スタイル・リブとハンド
プル型のスモークポーク、すべて食べたい方に最適です。* 
(1,557 カロリー)

ヒッコリー・スモークリブ
HICKORY-SMOKED RIBS
骨なしのテンダー・セントルイス・スタイル・リブ、シグナチャ
の香辛料を浸み込ませたヒッコリー・バーベキューソース添
え。* (1,561 カロリー)

プルドポーク・サンドイッチ
PULLED PORK SANDWICH
ハンドプル型スモークポークとピリ辛コーンスロー&カロリー
ナバーベキューソース添え、トーストしたブリオッシュ付き。* 
(1,107 カロリー)

テキサス
THE TEXAN
ヒッコリースモーク・プルドポークのチポトレバーベキューソ
ースとモントレー・ジャック&チェダーチーズ、クリスピーフラ
イドハラペーニョとオニオン添え、たくさんのトーストしたブ
リオッシュ付き。* (1,548 カロリー)    ビッグサイズ(10-オンス) 
(1,933 カロリー)

 

サンドイッチ 
ハニーマスタード・グリルドチキン・サンドイッチ
HONEY MUSTARD GRILLED CHICKEN SANDWICH
グリルドチキン、サーモンベーコン、蕩けたモントレージャ
ックチーズ、ディジョン・マスタード、クリスピーレタス、 完
熟トマトとハニーマヨネーズをトーストしたブリオッシュに。
（1,136 カロリー）

クラシック・クラブサンドイッチ
CLASSIC CLUB SANDWICH
薄くスライスしたグリルドチキン、スモークベーコン、クリスピ
ーレタス、完熟トマト、濃厚なマヨネーズをトーストしたサワ
ードウのパンに。* (1,370 カロリー)

スターター
ジャンボコンボ
JUMBO COMBO
最も人気があるアパタイザーの コレクション: シグナチャの
ウィング、オニオン リング、チュペロチキンテンダー、サウス
ウェスト・スプリングロールとブルスケッタ.自家製ハニーマス
タード、ヒッコリーバーベキューとブルーチーズドレッシング
添え。* (3,027カロリー)

ウィング
WINGS 
ジャンボウィング、シグナチャのスモークドライロブ付き、ブ
ルーチーズ、セロリ、ニンジンのスティック添え。クラシック
ロック、ピリ辛、またはヘビメタソース、もしくは乾燥味付け
をバッファロースタイルまたはグリルで。* (1,079 カロリー)

カリフラワー・ウィング
CAULIFLOWER WINGS
クリスピー・バッファロースタイル・カリフラワー「ウィング」ブル
ーチーズ、セロリ、ニンジンのスティック添え。(691 カロリー)

クラシックナチョス
CLASSIC NACHOS
クリスピー・トルティーヤ チップス、たくさんのレイヤーのハ
ラペーニョチーズ、モントレー・ジャック&チェダーチーズ、種
のミックスビーンズ、自家製ピコ・デ・ガヨ、ハラペーニョとグ
リーンオニオン、最後にサワークリーム添え。(1,707カロリー) 
グアカモーレの追加 (110カロリー) 
グリルドチキンの追加* (110カロリー) 
ファフィータステーキの追加* (482カロリー)

テューペロチキンテンダー
TUPELO CHICKEN TENDERS
手作りのパンと軽くフライしたチキン、チキンテンダーロイン
とヒッコリーバーベキューソース添え。* (922カロリー)

サラダ 
シーザーサラダ
CAESAR SALAD
新鮮なみじん切りの ロメイン・レタスを自家製のシーザー
サラダで和え、ガーリッククルトンと薄切りチーズでトッピン
グ。(788 カロリー) 
グリルドチキンの追加* (110 カロリー) 
グリルドシュリンプの追加* (119 カロリー) 
グリルドサーモンの追加* (270 カロリー) 

Gグリルドチキン・ルッコラサラダ
GRILLED CHICKEN ARUGULA SALAD
ベビールッコラ、薄くスライスしたグリルドチキン、スパイシ
ーピーカン、ドライクランベリーと新鮮なオレンジをレモンヴ
ィネグレットソースで和えて、砕いたフェタチーズでトッピン
グ。†* (952 カロリー)

クラシックナチョス

ギネス®& ジェムソン® ベー
コンバーガー テキサス

レジェンダリー®バーガー
すべての新鮮な半ポンドのバーガーは最高品質の認証済み
アンガスビーフ®と混ぜて作られ、ハードロックのために作
られています。ミディアムで程よくグリルされ（ご指定がな
い場合）、焼きたてのブリオッシュと味付きフライが添えら
れています。

ヒッコリーバーベキュー・ベーコンチーズバーガー
HICKORY BARBECUE BACON CHEESEBURGER
ヒッコリーバーベキューソースをかけ、キャラメルオニオン、シ
ーダーチーズ、スモークベーコン、クリスピーレタス、完熟トマ
ト添え。* (1,298 カロリー)

アトミックバーガー
ATOMIC BURGER
スパイシーフライドオニオン、フライドハラペーニョ、ペッパー
ジャックチーズでトッピングし、ルッコラ、完熟トマト、シラ
チャマヨネーズが添えられています。* (1,664 カロリー)

カリフラワーバーガー
CAULIFLOWER BURGER
自家製カリフラワーのパティ、ガーリック、ゴートチーズ、オレ
ガノ&パン粉をグリルドズッキーニ、黄色いズッキーニとモン
トレージャックチーズ付きルッコラ、完熟トマト、ガーリック
アイオリでトッピング。(1,071 カロリー)

ギネス®& ジェムソン® ベーコン チーズバーガー
GUINNESS®& JAMESON® BACON CHEESEBURGER
風味豊かなギネスのチーズソース、ジェムソン・アイリッシュ
ウィスキー・ベーコンジャム、ルッコラ、完熟トマトでトッピン
グ* (1,160 カロリー)

オリジナル・レジェンダリー® バーガー
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
すべてがはじまるバーガー！ジューシーな半ポンドの認証済
みアンガスビーフ®バーガーをスモークベーコン、チェダーチー
ズ、ゴールデンフライドオニオンリング、クリスピーレタス、完
熟トマトでトッピングされています。* (1,205 カロリー)

ビッグチーズバーガー
THE BIG CHEESEBURGER
アメリカのつの厚いスライス、モントレージャック、シャダー
またはスイスチーズ、クリスピーレタス、完熟トマト、レッドオ
ニオンでトッピング。* (1,115 カロリー)

メインディッシュ
有名なファフィータ
FAMOUS FAJITAS
グリルドチキン、ステーキ、またはエビをピコ・デ・ガヨ、モン
トレー・ジャック&チェダーチーズ、新鮮なグアカモーレ 、サ
ワークリーム、暖かいトルティーヤでトッピング。
デュオコンボ* (1,606 カロリー) 
トリオコンボ* (1,712 カロリー) 
グリルドステーキ* (1,653 カロリー) 
グリルドチキン* (1,559 カロリー) 
グリルドシュリンプ* (1,477 カロリー)
 

ツイストマック、チキン&チーズ
TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE
ローストレッドペッパーと種のチーズソース添えのカヴァタッ
ピ 、パルメザンとパセリのパンくずとグリルドチキンブレスト
でトッピング。* (2,026 カロリー)  
代わりのバーベキュープルドポーク* (350 カロリー)
 

カウボーイ・リブアイ
COWBOY RIB EYE
28日の16オンス、骨付きリブアイステーキをお試しください。
完璧にグリル、ハーブバターでトッピング、ユーコンのゴール
ド・マッシュルームポテトと季節な野菜添え（1528カロリー）
。エビの串焼きを追加（119 カロリー）

 

ニューヨーク・ストリップステーキ
NEW YORK STRIP STEAK
USDA Choice 28日の12オンスニューヨーク・ストリップステ
ーキ、味付けしてあぶり焼き。ハーブバターでトッピング、ユ
ーコンのゴールド・マッシュルームポテトと季節な野菜添え
（1,266 カロリー）。エビの串焼きを追加（119 カロリー）

グリルドノルウェーサーモン
GRILLED NORWEGIAN SALMON
8オンスのサーモンフィレット、シーダーでラップし優しくグリ
ル、ハーブ入りの甘辛バーベキューソース添えユーコン・ゴー
ルドマッシュポテトと季節の野菜を添えております。* (700 カ
ロリー)

店舗によっては、お取り扱いがない場合がございます。

店舗によっては、お取り扱いがない場合がご
ざいます。

†ナッツまたは種を含みます。
* 生や加熱が不十分な、ハンバーガー、肉、鶏肉、魚介類、甲殻類
や卵を食べますと、特定の病状を持っている方は特に食中毒のリス
クを増やす可能性があります。
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