


BUFFET SET

¥280

セルフサービスの
THE MEATSHOP

ランチ名物！！

LUNCH SET

ランチブッフェセット

ランチバーセット

サラダバー＆ドリンクバーが利用できる定番セット!!

¥190SALAD SET
サラダバーセット

サラダバーが利用できるヘルシーセット!!

¥140DRINK SET
ドリンクバーセット

ドリンクバーがお得に利用できるセット!!



LUNCH

¥ASK

週替わり

早い、安い、美味い、お腹も一杯をテーマに、
休憩時間をサポートします。

＋280円でLUNCH SETも付けて野菜と
テイクアウトコーヒーも定番の組み合わせ。

ベジタブル
チーズ
海老フライ
目玉焼き

¥300
¥100
¥100
¥100

全てのメニューに トッピング可能TOPPING
トッピング



チョップ・ド・ステーキ ¥1,190
スタッフイチオシ！ステーキの旨みとハンバーグのジューシィさ、
スパイス香る新食感ステーキ！ ヤミツキ間違いなし！

CHOPPED STEAK
ステーキで味わえる肉の旨味とハンバーグで感じるジューシィさを併せ持つ

チョップド・ステーキ

150g

特選牛ステーキ ¥3,710
脂は少なく、柔らかい。厚くてもサックリと噛み切れる
上質な牛を常に探してご用意してます。

200g

提供に30分から40分程かかります

※ライス無し -100円　※ライス大盛り 無料　※ライス・パンお代わり +100円

※全てのステーキ、ハンバーグにはライスorバゲットをお付けします

道産牛のハラミステーキ ¥1,380
赤身のような見た目で食感は柔らかく、脂の甘さもほどよく味わえる。
嫌いな人はいない、絶妙なバランスの味わいが楽しめる!!

250g

HARAMI STEAK
ほどよい柔らかさと脂の甘みも楽しめる、みんな大好き定番部位

道産牛のハラミステーキ

※価格は全て税抜き表示です



北海道リブロースステーキ ¥1,380
当店NO.1人気！噛むほどに旨味が溢れるリブロースは
赤身のみなのに柔らかい！迷ったらコレ！

粗挽きグリルハンバーグ ¥910
肉屋がこだわり抜いたハンバーグは肉にくしいほどに
肉汁がたっぷり。絡めて食べるご飯は幸せそのもの。

ステーキ　 ＆グリルハンバーグ
旨味たっぷりの200gリブステーキに自慢の肉々しい
100gハンバーグをセット！肉好き垂涎のゼイタクセット。

¥1,840

200g

180g

200g 100g

※ライス無し -100円　※ライス大盛り 無料　※ライス・パンお代わり +100円

※全てのステーキ、ハンバーグにはライスorバゲットをお付けします

豊かな香りとジューシーで甘く、口いっぱいに広がる極上肉の旨味

北海道リブロースステーキ
RIB STEAK

1,380¥
ご飯大盛り無料

※価格は全て税抜き表示です



伝説のバーガーショップ「Maruyama Drill」１番人気が復活！
美味しくないワケがない！絶対的な組み合わせでお届けする鉄板バーガー

AVOCADO BURGER
アボカドバーガー

定番チーズバーガー
チェダーONすることでより牛肉の旨みが引き立つシンプルバーガー

チェダーチーズバーガー

CHEDDAR CHEESE

ブルーチーズのコクと塩気がクセになる、
ワンランク上のチーズバーガー！１度は食べていただきたい。。。

ゴルゴンゾーラバーガー

GORGONZOLA
最高の牛肉で作る贅沢メンチ！

玉ねぎグリル、トマトの酸味と相まってペロリと食べ切れちゃいます。

I ke d a  B e e f  C u t l e t  B u r g e r

いけだ牛メンチカツ

パテ140g | フレンチフライ 付

1,190¥ 1,010¥
パテ140g | フレンチフライ 付

パテ140g | フレンチフライ 付

1,070¥ 1,010¥
パテ200g | フレンチフライ 付

伝説復活



アボカドバーガー ¥1,190
バーガー１番人気！美味しくないワケがない！
絶対的な組み合わせでお届けする鉄板バーガー

チェダーチーズバーガー ¥1,010
チェダーチーズバーガーを「プレーンバーガー」と呼んでも良い…
それほどチェダーチーズとビーフパテは相性がVery Good!!!!

フレンチフライ 付AVOCADO SLICES 肉の旨味とソースを更に美味しくさせる魔法の果実、
アボカドとの組み合わせはまさに鉄板!!［アボカドスライス］

素材のPOINT

素材のPOINT

※全てのハンバーガーにフレンチフライをお付けします

CHEDDAR CHEESE チーズの中でも牛肉と相性の良いチェダー
チーズをチョイス。味に深みを加えます［チェダーチーズ］

［ゴルゴンゾーラチーズ］

ゴルゴンゾーラバーガー ¥1,070
知る人ぞ知る名バーガー。
ブルーチーズ溢れる「ワイルドイタリアンバーガー」。

素材のPOINT GORGONZOLA CHEESE ブルーチーズの濃厚なコクと風味のソースが
ジューシィなパテの可能性を無限大に!!

いけだ牛のメンチカツバーガー ¥1,010
最高の牛肉で作る贅沢メンチ！あっさりデミグラスソース、
玉ねぎグリル＆トマトの酸味と相まってペロリと食べ切れちゃいます。

MINCED MEAT CUTLET いけだ牛を使用。和牛ならではの豊かな風味と
ジューシーな肉汁がたまらない極上メンチ!!［いけだ牛のメンチカツ］

素材のPOINT

麦の香ばしさと自然な甘み。
全てのハンバーガに自家製全粒粉バンズを使用

※価格は全て税抜き表示です



パテ１４０g | フレンチフライ 付 フライドチキン１0０g 

1,010¥ 910¥

サラダ　ピクルス　ポテト　柚子胡椒つき

920¥ 1,190¥
パテ１４０g | フレンチフライ 付

道産小麦のザクザクビスキッツの香ばしさと、
トロトロジューシィな食感が渾然一体となった最強サンド！

ザクザクビスキッツサンド
BISCUITS SAND

超極上レアカツサンド

エミューの赤身カツサンド

EMU CUTLET SAND
これぞアメリカンバーガー！見た目！味！食べにくさ！
全てが揃ったパーフェクトバーガー。満足感保障付き

ベーコンエッグチーズバーガー

週末限定

BACON EGG CHEESE

NYが日本にしかない「旨味」を追求した、〝旨"過ぎるバーガー！
異なるウマミを体感せよ！

オーガニック“旨ミ”バーガー
“旨ミ” BURGER



フレンチフライ 付
素材のPOINT

素材のPOINT

フレンチフライ付き

素材のPOINT

NY発ビスキッツサンド ¥910
道産小麦のザクザクビスキッツの香ばしさと、
トロトロジューシィな食感が渾然一体となった最強サンド！

エミューのレアカツサンド ¥920
生食可能なエミュー肉を使用した札幌で食べられる超レアな
カツサンドは、かつてない食感と旨さ。是非お試しあれ。

旨ミバーガー ¥1,010
NYが日本にしかない「旨味」を追求した、

〝旨"過ぎるバーガー！異なるウマミを体感せよ！

ベーコンエッグチーズバーガー ¥1,190
これぞアメリカンバーガー！ 見た目！ 味！ 食べにくさ！
全てが揃ったパーフェクトバーガー。満足感保障付き

週末限定!!

ONION SAUCE 黒くなるまで弱火でじっくりソテーしたオニオンを
使ったソースは、グルタミン酸のかたまり!!［オニオンソース］

BISCUIT サクサク食感とバターが香ばしいビスケットは
ポートランドの定番ランチ!!［ビスケット］

北海道網走産のエミュー肉。しっとりとしていて
クセのない上品な味わい。高タンパク低カロリー、
生でも食べられる超貴重な赤身肉！

EMU
［エミュー］

素材のPOINT

SLICED BACON 程よい塩気と脂の甘さがアクセントに。
チーズとも卵ともトマトとも相性抜群!!［カリカリベーコン］

ORGANIC SHIITAKE 生椎茸を香ばしくフリットに。
噛みしめるたびにグアニル酸が溢れ出す!!［有機椎茸］

FRIED CHICKEN 国産鶏を特製スパイスでカラッと揚げた
ザクザク&ジューシィフライドチキン!!［フライドチキン］

フレンチフライ付き

※価格は全て税抜き表示です



お昼のパワーチャージはこれでキマリ！
スモークマヨが食欲をかきたてる！熱々ジュワジュワでどうぞ。

リクエスト数NO.1！THE・ポークジンジャー。
世界で１番お米に合う豚肉に仕上げました！

豚生姜焼きプレート

730¥
ご飯大盛り無料

ご飯大盛り無料

630¥ 650¥
ご飯大盛り無料

十勝豚丼とはヒトアジ違う！八角を効かせたすっきりタレに
わさびがアクセント！ファンの多い豚丼です。

THE 豚丼

“豚丼”ORIGINAL

Fr i e d  C h i cke n  P l a t e

肉屋の唐揚げプレート
G i n g e r  Po r k  P l a t e

平 日 限 定



肉屋の唐揚げプレート<ライス付き> ¥630
鶏もも肉を2枚まるごと唐揚げにした、ボリューム満点な一皿。
桜が香るスモークマヨネーズをつければ、米と肉の無限ループへ。

豚丼

豚生姜焼きプレート <ライス付き> ¥650
タレの絡みやすいスライスロースに生姜ダレをまとわせ
こんがり焼きました。山わさびマヨネーズとの相性が最高です。

平日限定ランチ

豚丼 ¥730
十勝豚丼とはヒトアジ違う！ 八角を効かせたすっきりタレに
わさびがアクセント！ファンの多い豚丼です。

※ライス無し -100円　※ライス大盛り無料　※ライスお代わり +100円

※価格は全て税抜き表示です



ご飯大盛り無料

910¥ 540¥
ご飯大盛り無料

牛で最も味の濃い牛スジをじっくり一晩煮込んだスープに
自家製デミグラスで更にコトコト煮込んだ特製ハヤシライス。

H a s h e d  B e e f  W i t h  R i c e

牛すじのハヤシライス

※ライス無し -100円　※ライス大盛り無料　※ライスお代わり +100円

THEワイルドカレー！！豪快に食せ！！

SPICE CURRY
スパイスカレー～陸の孤島スタイル～

スパイスカレー ¥910
カレーの海に浮かぶライスの島。
そこに鎮座するチキンレッグ。辛さはお好みで追加できます。

牛すじのハヤシライス
和牛、乳牛、アンガス牛の牛すじを使用。
丁寧にアクを除き、圧力鍋で5時間、自家製デミグラスで更に一晩煮込んだ
大ぶりの牛すじがたっぷり乗った肉屋ならではの特製ハヤシライス。

¥540

※価格は全て税抜き表示です



DRINKS
ドリンク

DRAFT BEER

生ビール ［200ml］
［330ml］

¥380
¥560

CRAFT BEER

4種のきまぐれクラフトビール
TASTING SET ¥1120
選べるクラフトビール ¥560［200ml］

100ml×4杯

BOTTLE BEER

ヒューガルデン・ホワイト ¥900
キリン ハートランド ¥600
今月のクラフトビール缶 ¥ASK
ノンアルコールビール　 ¥510

SOFT DRINK

¥240コーラ
ジンジャーエール ¥240

WINE

自家製サングリア ［赤 / 白］ ¥510
グラスワイン 赤 ¥510
グラスワイン 白 ¥510

※価格は全て税抜き表示です



CONNECT WITH US!!

# themeatshop  # lunch  # sapporo etc...

OFFICIAL WEBSITE

LINE ACCOUNT

INSTAGRAM

FACEBOOK PAGE

lunch  11：30～ 15：00     dinnner  17：00～ 23：30

テイスティングコース 　　   
スタンダードコース    　　  
5ミートコース   　　  　　  
THE MEAT SHOPコース  

［2名様限定］　
［4名様から］ 　\3,000

\3,500

［4名様から］ 　\3,500
［4名様から］ 　\4,500

DINNER TIME COURSE MENU

more details...


