
【デラックスセット】
■ライス ■サラダ ■スープ ■ドリンク付き

※グラスビール・コーラ・ジンジャーエール・コーヒー

焼き方などは、スタッフまで

お気軽にお問い合わせください。

サーロイン150g【単品】1,320円(税込)

■デラックスセット 1,630円(税込) ■ライススープセット1,480円(税込)

サーロイン200g【単品】1,760円(税込)

■デラックスセット 2,060円(税込) ■ライススープセット1,920円(税込)

サーロイン300g【単品】2,550円(税込)

■デラックスセット 2,850円(税込) ■ライススープセット2,710円(税込)

【1ポンド】サーロイン450g【単品】3,150円(税込)

■デラックスセット 3,450円(税込) ■ライススープセット3,310円(税込)

ヒレ150g【単品】1,860円(税込)

■デラックスセット 2,160円(税込) ■ライススープセット2,020円(税込)

ヒレ200g【単品】2,300円(税込)

■デラックスセット 2,600円(税込) ■ライススープセット2,460円(税込)

ヒレ250g【単品】2,750円(税込)

■デラックスセット 3,050円(税込) ■ライススープセット2,910円(税込)

写真：サーロイン300g 写真：ヒレ250g(シャトーブリアン使用)



【デラックスセット】
■ライス ■サラダ ■スープ ■ドリンク付き

※グラスビール・コーラ・ジンジャーエール・コーヒー

焼き方などは、スタッフまで

お気軽にお問い合わせください。

Tボーン300g【単品】2,310円(税込)

■デラックスセット 2,610円(税込) ■ライススープセット2,470円(税込)

【1ポンド】Tボーン450g【単品】3,330円(税込)

■デラックスセット 3,630円(税込) ■ライススープセット3,490円(税込)

【1ポンド】Lボーン450g【単品】2,700円(税込)

■デラックスセット 3,000円(税込) ■ライススープセット2,860円(税込)

ヒバチチーズサイコロステーキ180g【単品】1,260円(税込)

■デラックスセット 1,560円(税込) ■ライススープセット1,420円(税込)

※ヒバチースサイコロ(サーロイン×ヒレ) チーズ抜きは出来ません

サーロインサイコロ150g【単品】1,200円(税込)

■デラックスセット 1,500円(税込) ■ライススープセット1,360円(税込)

ヒレサイコロ150g【単品】1,350円(税込)

■デラックスセット 1,650円(税込) ■ライススープセット1,510円(税込)

写真：ヒレサイコロ
写真：(左)Lボーン (右)Tボーン

Tボーン=サーロインとヒレ二つの部位がついた骨付き肉



仙台牛100％

仙台牛ハンバーグ

仙台牛チーズハンバーグ

(200g)1,380円(税込) (250g)1,580円(税込)

※ライス(大盛/マンガ盛り出来ます) サラダ(サウザン) スープ(ランチ/味噌汁)付き
ハンバーグメニュー

A5仙台ハンバーグ

(200g)1,430円(税込) (250g)1,630円(税込)

仙台牛タルタルハンバーグ
(200g)1,430円(税込) (250g)1,630円(税込)

ヒバチのハンバーグ
レギュラーハンバーグ

(200g)1,080円(税込) (250g)1,300円(税込)

トッピングALL120円(税込み)

●チーズ ●タルタル(各種ベーコン添え)

ハンバーグ各種は、程良くレアな状態で提供いたします。
食べる分だけカットしてお召し上がりください。レア状態が苦手なお客様は少しおいてお召し上がりください

ハンバーグ200g＆サイコロステーキ120g

仙台牛1,980円(税込) レギュラー1,800円(税込)



ローストビーフ(サーロイン使用)

■シングル(80g) 900円(税込)

■ダブル(160g) 1,500円(税込)

山盛りフライドポテト

(フライドポテトは、ディナーのみ)

■ノーマル 500円(税込)

■チーズポテト 580円(税込)

■ガーリックポテト 580円(税込)

【土日祝限定】ガーリックライス

■ガーリックライス 280円(税込)

※ライスからガーリックライス変更 180円(税込)

F O O D M E N U

単 品 / ト ッ ピ ン グ M E N U

【単品】ライス

■ライス(普通・大盛) 180円(税込)

【単品】サラダ(ドレッシング選べます)

(サウザンドレッシングor胡麻ドレッシング)

■新鮮サラダ(小) 200円(税込)

■新鮮サラダ(大) 480円(税込)

【単品】コンスープ

■コンスープ(小) 180円(税込)

■コンスープ(大) 380円(税込)

【トッピング】ステーキ/ハンバーグ

■チーズ ■タルタルソース120円(税込)



【 ラ ン チ タ イ ム 】 1 1 ： 0 0 ～ 1 4 ： 0 0

■ソフトドリンク150円(税込)

■生ビール400円(税込)

■ドリンクバー200円(税込)

ランチTボーン300g
2,180円(税込)

ランチハンバーグセット
1,750円(税込)

ランチヒレステーキ250g
2,880円(税込)

LUNCH MENU

ランチメニュー各種

ライス・サラダお替りOK！
通常メニューもご注文出来ます

※ランチメニュー肉の日割引対象外！

ボリュウム満点のTボーンステーキ

(ライス・サラダ・味噌汁付き)

※1日数量限定！無くなり次第販売終了！

サーロイン150g＆仙台牛ハンバーグ200g

(ライス・サラダ・味噌汁付き)

人気のセットメニューになっております！

※期間限定ハンバーグトッピング無料

ハンバーグ200g＆サイコロ120g

(ライス・サラダ・味噌汁付き)

＋150円で仙台牛のバーグに変更できます！

ランチスペシャルセット
2,480円(税込)

人気ヒレステーキ250g

(ライス・サラダ・味噌汁付き)

厚いヒレなので焼き方ご希望ありましたら

スタッフへお申し付けください

※ドリンク付き※ドリンク付き



【 ラ イ ス 】 大 盛 ・ マ ン ガ 盛 り 無 料

■ソフトドリンク150円(税込)

■生ビール400円(税込)

■ドリンクバー200円(税込)

ランチレギュラーハンバーグ
(200g)1,000円(税込)

(250g)1,220円(税込)

ランチローストビーフドン
レギュラー(80g)1,000円(税込)

ビック(130g)1,250円(税込)

ランチサーロインステーキ
(180g)1,600円(税込)

(280g)2,380円(税込)

LUNCH MENU

ハンバーグご注文のお客様へ
①ミディアムレアな状態で提供いたします
※赤身が苦手なお客様は端からお切りください

②食べる分のみカットしてください
③仙台牛ハンバーグは無くなり次第販売終了

(ライス・サラダ・味噌汁付き)

+120円(税込)チーズトッピング出来ます

A5仙台牛のハンバーグ

(ライス・サラダ・味噌汁付き)

+120円(税込)チーズトッピング出来ます

(サラダ・味噌汁付き)

出来立てを提供の為(販売は12:00～)

ランチス仙台牛ハンバーグ
(200g)1,300円(税込)

(250g)1,500円(税込)

(お得)ランチ限定サーロイン

※アツアツの鉄板でお好みの焼き加減で！

(ライス・サラダ・味噌汁付き)

※写真は280g

※写真はチーズ(+120円)トッピング



ミートヒバチ本店

スペシャルメニュー
(ライス・サラダ・スープ・ドリンク付き)※ライス/サラダお替りOK

SPECIALMENU

仙台牛ハンバーグ200g＆ヒレステーキ

ヒバチSセット
※ヒレの大きさ(120・150)選べます

仙台牛ハンバーグ＆ヒレ120g 2,550円(税込)
仙台牛ハンバーグ＆ヒレ150g 2,850円(税込)

売り切れ次第販売終了



ソフトドリンク/デザート

■コーラー(瓶) 280円(税込)

■ジンジャーエール(瓶) 280円(税込)

■コーヒー(アイス・ホット) 280円(税込)

■レモンアイス 300円(税込) ※夏季限定

ビール/ワイン

■生ビール 500円(税込) ※ランチ400円(税込)

■グラスワイン(赤・白) 400円(税込)

ハイボール/サワー

■氷点下ハイボール 450円(税込)

■レモンサワー 400円(税込)

■グレープフルーツサワー 400円(税込)

■男梅サワー 400円(税込)

ウイスキー/焼酎

■ジャックダニエル 600円(税込)

■芋焼酎 500円(税込)

飲み放題 (60分)

■ビールorワイン飲み放題 1,080円(税込)

■メニュー全部飲み放題 1580円(税込)

※飲み放題は鉄板ステーキ又ハンバーグご注文のお客様限定

DRINK MENU
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