
Soups & Salads

Hilton Caesar salad 1,610   
ヒルトンシーザーサラダ　
Add Yanbaru  BBQ Chicken やんばるチキン追加     620     
Add Smoked Salmon スモークサーモン追加    990     

Island salad with Shekwasha dressing　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,230   
アイランドサラダ　シークワーサ　ドレッシング
Mix leaves, broccoli, carrot, tomato, Goya, avocado, pineapple, purple potato salad
ミックスリーフ　ブロッコリー　キャロット、トマト、ゴーヤ、、紅イモサラダ　

アボカド、パイナップル

Cream of pumpkin soup  1,240   
クリーム パンプキンスープ                                                   
Crouton and Pumpkin seeds
クルトン   と　パンプキンシード                                                                                                    

Sandwiches　 * All Sandwiches served with French fries. 
サンドウィッチには、フライドポテトが付きます。

Panini Mozzarella Caprese with fried potato 1,800   
モッツアレーラ  カプレーゼパニーニサンドウィッチ
Buffalo mozzarella, tomato, basil mayonnaise 
モッツアレーラ、トマト、バジルマヨネーズ

Club sandwich 2,480   
クラブサンドウィッチ
Bacon, lettuce tomato, grilled herb chicken, egg, mayonnaise    
 ベーコン、レタス、トマト、グリルハーブチキン、エッグ、マヨネーズ

HILTON Beef burger 2,980   
ビーフハンバーガー
Tomato, lettuce, red onion,mayonnaise, cheddar cheese, buns 
トマト、レタス、レッドオニオン、マヨネーズ、チェダーチーズ、バンズ

Add bacon ベーコン追加 370
Add Fried Eggs フライドエッグ追加 240

A la Carte

Prices are in Japanese yen and tax and service fee included. 
料金は全て日本円です。上記料金には、税金とサービス料が含まれています。



Pasta * All pasta served with garlic bread.
パスタにはガーリックブレッドが付きます。

Spaghetti Bolognese　　　 2,230   
スパゲティー　ボロネーゼ
Made with tomato-based sauce and minced beef
トマトソース、ビーフミンチミート

Spaghetti Genovese
スパゲティー　ジェノベーゼ 2,480   
Basil paste, shrimp　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
バジルペースト、海老　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Pizza

Margherita  1,980   
マルゲリータ
Tomato mozzarella basil 
トマトソース、 モッツァレラチーズ、バジル

Diavola 2,230   
ディアボラ
Tomato, pepperoni, mozzarella, oregano       

トマト、ペペロニソーセージ、モッツァレラチーズ、オレガノ

Main Course 

Grilled Black Angus beef filet 180g 5,710   
アンガスビーフフィレ  180ｇ グリル
Seasonal local vegetable, Red wine sauce
季節の沖縄野菜　赤ワインソース

Grilled fish catch of the day 3,970   
本日の鮮魚のグリル
Grilled seasonal Vegetables, lemon thyme sauce 
季節のグリル野菜、レモンタイムソース

A la Carte

Prices are in Japanese yen and tax and service fee included. 
料金は全て日本円です。上記料金には、税金とサービス料が含まれています。



Special Island dishes

Taco rice with braised Okinawan Pork 2,480   
タコライス  ソーキ添え  サラダ付
Steamed rice, Taco flavored ground beef, shredded cheese, shredded lettuce,
 avocado, tomato salsa,Okinawan braised pork, tortilla chips. 
御飯　タコフレバービーフミンチ、チーズ、レタス、

アボカド、トマト、サルサ、ソーキ、トルティーヤチップ

Loco Moco 2,230   
ロコモコ　サラダ付
Steamed rice topped with beef Patti, avocado, fried egg, and teriyaki Sauce
御飯、ビーフパティ、アボカド、フライドエッグ、照り焼きソース

Polynesian Beef Frank Steak Bowl  
ポリネシアンスタイル　ビーフフランクステーキ丼　サラダ付 3,970   
Steamed rice, topped with flank steak, seasonal vegetables, 
 garlic chips and Polynesian Sauce
御飯、フランクステーキ、季節の野菜, ガーリックチップ、ポリネシアンソース

Panini Okinawan Soki with fried potato 1,980   
沖縄県産ソーキ　パニーニ
Mixed Cheese, Okinawan braised pork, Alisa mayonnaise, red onion, fried potato

Okinawa noodle with braised pork belly / Rice ball 2,360   
沖縄そば　三枚肉   　おにぎり添え
Pork belly, fish cake, green onion, red ginger, rice ball
ポーク三枚肉、カマボコ、ネギ 、紅ショウガ、おにぎり

A la Carte

ミックスチーズ、沖縄産ソーキ 、アリサマヨネーズ、赤玉ねぎ  、フライドポテト

Prices are in Japanese yen and tax and service fee included. 
料金は全て日本円です。上記料金には、税金とサービス料が含まれています。



Asian dishes

Japanese Motobu beef curry     2,730   
ジャパニーズ本部ビーフカレー
Okinawan Motobu beef, steamed rice, pickles 
沖縄本部牛, ライス, ピクルス

Thai Chicken Curry with steamed rice and spicy salad  2,480   
タイチキンカレー  　ライス とスパイシーサラダ添え
Chicken, steamed rice, salad with Thai dressing 
鶏肉、御飯、タイ風サラダ

Seafood fried noodle  / two kind of dim sum 2,730   
海鮮焼きそば　2種の点心添え
Shrimp, squid, scallop, cabbage, carrot
エビ、イカ、ホタテ貝、キャベツ、キャロット

Dessert

Chocolate cake, whipped cream 1,240   
チョコレートケーキ、生クリーム添え

NY style Okinawa Taro cheesecake with Seasonal Fruits 1,610   
紫芋ニューヨークチーズケーキ   季節のフルーツ添え

Hilton　Classic Bise’s Sea Salted  Chocolate Brownies with Vanilla Cream  1,240   
ヒルトンクラシック　備瀬の塩チョコレートブラウニー、
バニラクリーム添え

Assorted sliced fruits 2,230   
スライスフルーツ盛り合わせ

Assorted ice creams or sorbets
各種アイスクリームまたはシャーベット盛り合わせ 1,240   

A la Carte

Prices are in Japanese yen and tax and service fee included. 
料金は全て日本円です。上記料金には、税金とサービス料が含まれています。


