
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】【ライス】マンガ盛り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Ａ★★★

仙台牛ハンバーグ(牛100％)
※(例)トッピングチーズ

※ランチメニュー(タイムサービス)対象外

わんぱくなハンバーグ新登場♪ 少し小さめな仙台牛のハンバーグ新登場

ランチハンバーグ
A5仙台牛のハンバーグ
【220g】1,330円(税込)

ヒバチのハンバーグ
【220g】1,030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

ランチレディースハンバーグ
A5仙台牛ハンバーグ

【150g】1,030円(税込)

※ランチメニュー限定メニュー

ジャンボ！テリマヨバーグ
みんな大好きテリマヨ！

仙台牛のジャンボハンバーグ

【300g】1,590円(税込)

ヒバチのジャンボハンバーグ

【300g】1,390円(税込)



ライス/サラダ/お味噌汁【お替りOK】【ライス】マンガ盛り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B★★★

写真:サーロインステーキ200g

※ランチメニュー(タイムサービス)対象外

ランチサイコロステーキ＝サーロイン&ヒレ入り

ランチサイコロステーキ
部位：サーロイン&ヒレ

【150g】1,380円(税込)

※サイコロステーキ無くなり次第販売終了

ランチサイコロセット
ハンバーグ150g&サイコロステーキ150g

仙台牛サイコロセット

【300g】1,850円(税込)

ヒバチハンバーグサイコロセット

【300g】1,750円(税込)

ランチサーロイン
【150g】1,550円(税込)

【200g】1,980円(税込)

ランチヒレステーキ

【150g】2,150円(税込)

【220g】2,600円(税込)

アツアツの鉄板で提供
お好みの焼き加減でお召し上がりください
ソース選べます：ヒバチのタレ・ガーリック・テリヤキ

写真:仙台牛ハンバーグ+トッピングチーズ
※通常ランチサイコロセット(チーズなし)



STEAK・HAMBURG

土日祝日限定メニュー

ライス・サラダ・味噌汁付き
ジューシーハンバーグや熟性肉をお手頃においしく提供するオシャレなお店です。

A5仙台牛ハンバーグセット
ランチ11:00~(15食)/ディナー17:00~(15食)

￥1,150 (税込)

↓期間 : 2022.6.25 (Sat)～2022.7.31 (Sun)

※仙台牛ハンバーグセット内容：仙台牛ハンバーグ(200g)&サーロインステーキ(150g)

泉タピオ店

ミートヒバチ
11:00～22:00(L.o20:30)

022－341－8829
http://www.hibati.jp

￥1,250 (税込)

￥2,480 (税込)

ローストBEEFドン
ランチ11:00~(10食)/ディナー17:00~(10食)

STEAKDON

ROASTBEEF

12:00~
STEAK&HAMBURG

土日祝日限定メニュー※肉の日割引き対象外･タイムサービス対象外

土日祝日メニュー(各種)数量限定！無くなり次第販売終了

ヒバチ公式 お得♪LINEInstagram

サーロインSTEAKドン
ランチ11:00~(10食)/ディナー17:00~(10食)

サーロイン

サーロインのローストビーフ お得なハンバーグセット

写真:ライス大盛



★★★ステーキソース/お選びください★★★
■ヒバチのタレ(自家製/醤油ベース) ■濃厚テリヤキソース

■ヒバチガーリック ■ガーリックハード※肉にガーリック+ヒバチのタレ

「熟成」サーロインステーキ
(150g)1,530円(税込)

(200g)2,000円(税込)

「最上級」ヒレステーキ
(150g)2,100円(税込)

(200g)2,600円(税込)

ステーキ(各種)無くなり次第終了

サーロインサイコロステーキ
(150g)1,350円(税込)

ヒレサイコロステーキ
(150g)1,550円(税込)

ランギリチーズステーキ
(150g)1,400円(税込)

ステーキメニュー全品
ライス/サラダ/味噌汁付き

■ライス(大盛無料)

「焼き方」ご希望の際
スタッフにお申し付けください。

写真:サーロインステーキ200g

写真:ランギリチーズステーキ



写真:トッピングチーズ(160円)
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ハンバーグメニュー全品
ライス/サラダ/味噌汁付き

※ライス(大盛無料)

ハンバーグ「切り方」
ハンバーグは食べる分を

カットして食べてください
一気に切ると肉汁が逃げちゃいます

★★★ハンバーグソース/お選びください★★★
■ヒバチのタレ(自家製/醤油ベース) ■濃厚テリヤキソース

■ヒバチガーリック ■ガーリックハード※肉にガーリック+ヒバチのタレ

■チュダーチーズ(ベーコン添え)

■タルタル(ベーコン添え)

■ガーリックネギバター

※ランチメニュートッピング(無料)
「ベーコン」はつきません

HAMBURG MENU(A)

トッピング(各種)160円(税込)

★★★Ａ5仙台牛★★★

仙台牛のハンバーグ

【200g】1,360円(税込)

【250g】1,590円(税込)

★★★おすすめトッピング★★★
■ネギバター×ヒバチガーリック

ヒバチのハンバーグ

【150g】 840円(税込)

【200g】 980円(税込)

【250g】1,140円(税込)

【300g】1,310円(税込)

★★★おすすめトッピング★★★
■チーズ×ヒバチのタレ
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HAMBURG MENU(B)

テリマヨハンバーグ
※テリヤキ＆マヨネーズ

仙台牛のハンバーグ

【200g】1,390円(税込)

ヒバチのハンバーグ

【200g】1,010円(税込)

★★★仙台牛ハンバーグ★★★

牛肉【100%】

【200g~250g】※ランチ150gあり

★★★ヒバチのハンバーグ★★★

(牛&豚)合い挽き肉

【150g~300g】 ※(本店)メニュー又価格は異なります

イタリアンハンバーグ
※トマトソース&チーズ

仙台牛のハンバーグ

(200g)1,390円(税込)

ヒバチのハンバーグ

(200g)1,010円(税込)

美味しくなりました



ミートヒバチ泉タピオ店

数量限定 ヒバチ人気のコンビメニュー

ヒバチ「トリプル」セット
【1日10食限定】無くなり次第販売終了
サーロイン150g＆ヒレ120g＆ハンバーグ200g

(470g) 3,150円

ヒバチAセット 2,850円
サーロインステーキ(150g)&ヒレステーキ(130g)

ハンバーグセット 2,380円
ヒバチのハンバーグ(200g)＆サーロインステーキ(150g)

サイコロセット 1,980円
ヒバチのハンバーグ(200g)＆サイコロステーキ(130g)

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



DRINK MENU



□仙台牛(150g)1,280円

□仙台牛(200g)1,380円

■レギュラー(150g)980円

■レギュラー(200g)1,110円

ハンバーグ弁当 チーズハンバーグ弁当 ステーキ弁当

ミートヒバチ泉タピオ店
022-341-8829

ハンバーグ弁当は冷めたら、電子
レンジで2分半程度温めください♪
出来立てように美味しくなります

※日替わり弁当は数量限定
無くなり次第 ※販売終了

※スペシャル弁当泉タピオ店限定

□仙台牛(150g)1,330円

□仙台牛(200g)1,430円

■レギュラー(150g)1,030円

■レギュラー(200g)1,160円

□サーロイン(120g)1,300円

□サーロイン(180g)1,700円

■最上級★ヒレ(120g)1,500円

■最上級★ヒレ(180g)2,180円

タルタルハンバーグ弁当

【ハンバーグ弁当各種】
冷めたら容器のまま

電子レンジで2分半程度
温めください♪

出来立てのように美味しくなります

【お弁当電話☎予約出来ます】
※店内、混雑時はお弁当お作り
出来ない場合有ります。

★★スペシャル弁当★★

仙台牛ハンバーグ&サーロイン
ハンバーグ150gサーロイン150g

□ライス (有り )2 ,000円

■ライス (無し )1 ,900円

□仙台牛(150g)1,330円

□仙台牛(200g)1,430円

■レギュラー(150g)1,030円

■レギュラー(200g)1,160円

【日替わり弁当販売中】
毎日14:00・19:00割引き販売

※ご注意
■電話注文出来ません！
■店舗では温め出来ません

【ライス大盛無料】
※日替わり弁当は大盛できません

【泉タピオ店テイクアウトメニュー】
令和4年秋冬版

※一部値上げ致しました

イタリアンハンバーグ弁当
□仙台牛(150g)1,300円

□仙台牛(200g)1,400円

■レギュラー(150g)1,000円

■レギュラー(200g)1,130円

トマトソース使用ベーコン添え

ベーコン添えヒバチ自慢の手ごねハンバーグ
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