
ライス/サラダ/味噌汁付き

ステーキ・ハンバーグソース
※1種類お選びください

★★★ ヒバチのタレ★★★
醤油ベース【オニオンソース】

★★★ ヒバチガーリック★★★
ヒバチのタレ+肉の上にニンニク

★★★ガーリックハード★★★
ヒバチガーリック【ニンニク量2倍】

★★★テリヤキソース★★★
お子様も大好き定番ソース

★★★デミグラスソース★★★
ハンバーグ専用デミグラスソース

★★★ 店内真ん中のテーブルに ★★★
お水/紙エプロン/おしぼりなどご用意しております

ご自由にお取りください

セット内容
【全メニュー】ライス/サラダ/味噌汁付き
コンビメニューはドリンクも付きます
ライス大盛・マンガ盛り出来ます



雑誌・テレビで度々紹介！

★★★ テレビ紹介 ★★★
あらあらかしこ(仙台放送)
OH！バンデス(ミヤギテレビ)

突撃！ナマイキTV(KHB東日本放送)

最新盤3月号

その他テレビでも紹介されました！

紹介内容：ステーキ、ハンバーグ‥

★★★オススメ★★★
本店・泉タピオ店

【肉の日】９・１９・２９日
ステーキ300円引き・その他100円引き

泉タピオ店

【タイムサービス】12:00迄
ステーキ・ハンバーグ50gアップ

タピオ店

見開き特集！

ミートヒバチ本店
仙台市青葉区堤町3-1-11

ミートヒバチ泉タピオ店
仙台市泉区寺岡6-5-1
泉パークタウンタピオ２F



ライス/サラダ/お味噌汁【お替りOK】

ランチメニュー各種

無くなり次第販売終了

ランチメニュー15:00迄

★★★ランチメニュー★★★

ランチヒレステーキ
150g/1,920円【税込】
200g/2,360円【税込】

【ドリンク付き】

ランチTボーンステーキ
300g/2,080円【税込】
※ランチ限定メニュー

【ドリンク付き】

ランチハンバーグ
■仙台牛のハンバーグ220g

1,380円【税込】

■ヒバチのハンバーグ220g

1,080円【税込】

★★★トッピング無料★★★

■チュダーチーズ

■タルタルソース

■ガーリックネギバター

ランチサイコロステーキ
150g/1,280円【税込】

チーズ150g/1,360円【税込】

サーロイン＆ヒレ入り
お子様にも人気です！

写真：チーズ(150g)仙台牛(牛100%)

写真：200g
ヒレステーキはカット致します ステーキメニュー450gもあります



詳しくは当店スタッフまで

お気軽にお問い合わせください。

サッポル生ビール500円(税込)
レモンシャーベット300円(税込)

ライス(大盛)(マンガ盛り)サラダお替りOK

各メニュー無くなり次第販売終了
ローストビーフはサーロインを使用しております

バーグ＆サーロイン
仙台牛バーグ150g+サーロイン各種

サーロイン150g 2,080円(税込)

サーロイン200g 2,280円(税込)
※ステーキカット出来ます

サーロインのローストビーフ
【低温調理】

(単品)ローストビーフ ※1人～3人前

【120g】1,180円(税込)



【S】1,000円(税込)
【肉増し】1,200円(税込)

肉の日限定メニュー無くなり次第販売終了！
※ローストビーフ丼(S)100g/(肉増し)130g

肉の日【9日・19日・29日】開催

Lボーンステーキ450g
2,300円(税込)

肉の日限定【ライス/サラダ/スープ+ドリンク】

Tボーンステーキ：サーロイン+ヒレ
Lボーンステーキ：サーロイン+ヒレ少なめ



ステーキMENU

※部位(各種)売り切れ次第販売終了

ステーキソースお選びください
■ヒバチのタレ ■ヒバチガーリック ■ガーリックハード ■テリヤキソース

ライス/サラダ/味噌汁付き

【ライス】大盛/マンガ盛りOK！
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

※ステーキ各種レアで提供いたします！アツアツ鉄板でお好みの焼き加減でどうぞ

サーロインステーキ
王道サーロイン(オーストラリア産)

■150g・・・・・1,470円(税込)
■200g・・・・・1,940円(税込)
■250g・・・・・2,250円(税込)

オススメソース：ヒバチガーリック

最上級ヒレステーキ
やわらかいステーキ(オーストラリア産)

■150g・・・・2,070円(税込)
■200g・・・・2,560円(税込)
■250g・・・・2,950円(税込)

※250gシャトーブリアン使用

写真：200g

カットステーキ(150g)
乱切りステーキ(サーロイン＆ヒレ)

■ヒレサイコロ・・1,470円(税込)
■乱切りステーキ・1,320円(税込)
■乱切りチーズ・・1,400円(税込)

※無くなり次第販売終了写真：乱切りチーズ

写真：250g



ハンバーグ

MENU

ハンバーグソースお選びください
■ヒバチのタレ ■ヒバチガーリック ■テリヤキソース ■デミグラスソース

ライス/サラダ/味噌汁付き

【ライス】大盛/マンガ盛りOK！

※ハンバーグは食べる分カットして食べてください

ヒバチのハンバーグ
手ごねハンバーグ【牛+豚使用】
■150g・・・・・825円(税込)
■200g・・・・・960円(税込)
■250g・・・・1,175円(税込)
■300g・・・・1,380円(税込)

仙台牛のハンバーグ
贅沢A5仙台牛【牛100％】
■200g・・・・1,360円(税込)
■250g・・・・1,625円(税込)

※無くなり次第販売終了

★★★トッピング★★★
ALL.158円(税込)

■チュダーチーズ(ベーコン添え)
■タルタルソース(ベーコン添え)

■ガーリックネギバター■とろけるチーズ

ネギバター

写真：デミグラスソース



スペシャルMENU

※部位(各種)売り切れ次第販売終了

ステーキソースお選びください
■ヒバチのタレ ■ヒバチガーリック ■ガーリックハード ■テリヤキソース

ライス/サラダ/味噌汁付き

【ライス】大盛/マンガ盛りOK！

※ステーキ各種レアで提供いたします！アツアツ鉄板でお好みの焼き加減でどうぞ

ステーキコンビ
■ヒバチAセット2,600円(税込)
(サーロイン150＆ヒレ120)

■よくばりトリプルセット2,980(税込)
(サーロイン150＆ヒレ120＆ハンバーグ200)

(各種)ドリンク付き ※アルコールOK

ハンバーグコンビ
■ヒバチCセット2,300円(税込)
(ハンバーグ200＆サーロイン150)

■スペシャルセットセット2,550円(税込)
(仙台牛ハンバーグ200＆サーロイン150)

(各種)ドリンク付き ※アルコールOK

人気ステーキコンビメニュー

限定メニュー
■Tボーンステーキ3,960円(税込)

【お得】Tボーンステーキ450

■ヒバチサイコロセット1,880円(税込)
(ハンバーグ200g＆サイコロステーキ120)

(各種)ドリンク付き ※アルコールOK

写真：Tボーンステーキ450g

写真：ハンバーグ＆サーロイン



生ビールギンギン
に冷えてます！

サービスドリンク(タイムサービス/日替わり)
【アイスコーヒー/オレンジジュース】

★★★ビール/ワイン★★★

サッポロ生ビール・・・・500円(税込)

ノンアルコール・・・・・410円(税込)

グラスワイン(赤白)・・・400円(税込)

かち割りワイン(赤白)・・448円(税込)

※かち割りワイン氷入りジョッキで提供お肉合う赤ワイン

★★★ソフトドリンク★★★

(瓶)コカ・コーラ・・・・270円(税込)

(瓶)ジンジャーエール・・270円(税込)

(瓶)ウーロン茶・・・・・270円(税込)

アイスコーヒー・・・・・270円(税込)

※ホットコーヒはやっておりません

※5月~10月迄

まるごとレモン
お口直しにどうぞ

★★★デザート★★★

まるごとレモン・・・・・300円(税込)

★★★スペシャルMENUドリンク★★★
【ドリンクメニュー】の中から

お好きなドリンクお選びください
アルコールもOK ※生ビールはグラスビール

※アイスは選べません

ドリンク
MENU



■仙台牛ハンバーグ弁当 ■150g 1,280円 ■200g 1,380円

■仙台牛トマトチーズ弁当 ■150g 1,300円■200g 1,400円

■仙台牛デミチーズ弁当 ■150g 1,300円 ■200g 1,400円

※弁当(各種)付け合わせ ●パスタ ●ポテサラ ●漬物 ※ローストビーフ丼には付け合わせはついていません

ヒバチスペシャル弁当 ※タピオ限定
【サーロイン150g＆ハンバーグ150g】

【ライス付き】1,980円【単品】1,880円

肉汁のナイアガラ

ヒバチのハンバーグ弁当
【ライス大盛・マンガ盛り無料】

■ヒバチのハンバーグ弁当 ■150g 980円 ■200g 1,110円

■ヒバチのトマトチーズ弁当 ■150g 1,000円 ■200g 1,130円

■ヒバチのデミチーズ弁当 ■150g 1,000円■200g 1,130円

■サーロイン弁当 ■120g 1,200円 ■150g 1,450円

■やわらかいヒレ弁当■120g 1,480円 ■150g 1,850円

■乱切りステーキ弁当■150g 1,380円 ※サイコロステーキ

ミートヒバチ特製ソース付き

ヒバチのステーキ弁当
【ライス大盛・マンガ盛り無料】

11:00～20:00迄

TEL.022-341-8829

■ローストビーフ丼 ■通常 980円 ■肉増し1,080円

ミートヒバチ泉タピオ店

テイクアウトメニュー
【メニュー税込み価格】

【当面の間店頭販売いたします】

【お得】サーロイン150g
1,450円→1,000円

■日替わり弁当880円～

お弁当は☎予約できます
指定のお時間にお作りします

トマトチーズ/デミチーズ(チーズなしできます) ※ハンバーグ弁当(各種)電子レンジ加熱OK！


