
SET MENU

WEEKLY SPECIAL

SALAD SET ¥220

¥160

¥330

DRINK SET

LUNCH SET

【サラダバー】

お食事と合わせてご注文いただける
お得なセットメニューです。

専用アプリです。お得なクーポンや来店スタンプも！

当店スタッフが考えたジャンルに囚われない
渾身の週替わりランチをご用意しております。
入り口近くの黒板かスタッフにご確認ください。

【ドリンクバー】

【サラダ＆ドリンクバー】

CHECK OUR SNS!!

THE APP

# themeatshop  # lunch  # sapporo etc...

OFFICIAL WEBSITE

LINE ACCOUNT

INSTAGRAM

FACEBOOK PAGE

THE MEATSHOP

INSTALL NOW !!

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

テイスティングコース 　　   

スタンダードプラン　  
5ミートプラン　  　　  
THE MEAT SHOPプラン

［2名様から］　

［4名様から］

¥4,000
¥5,500

¥3,500
［4名様から］ 　 ¥4,500
［4名様から］ 　 ¥5,500

DINNER TIME COURSE MENU

more details...

価格は全て税込表示となります。



DRINK
【Draft Beer】

【Pilsner  Urquell】

【Asahi  Beery  Bottled】

【Non-Alcoholic Beer  Bottled】

200ml

330ml

350ml

価格は全て税込表示となります。価格は全て税込表示となります。

BEER

WINE & SOUR

CRAFT BEER

SOFT DRINK

生ビール ¥440
¥660

ピルスナー・ウルケル  生 ¥900

アサヒ  ビアリー  ［Alc.0.5%］ ¥660

ノンアルコールビール  小瓶　 ¥560

【Sangria】

【Wine  White / Red】

【Lemon Sour】

自家製サングリア ¥800

ハウスワイン　白 / 赤 ¥660

【Coke】

【Ginger-ale】

コカ・コーラ 瓶 ¥400

ウィルキンソン  ジンジャーエール ¥400

レモンサワー ¥600
【High Ball】
角ハイボール ¥600

【Today’ s Craft Beer】
クラフトビール缶各種 ¥950

※別途、リストをご用意しております。 ご希望の方はスタッフまで！

【Emu Cutlet Sandwich】 ¥1,200
- エミューのレアカツサンド

数量限定の為、ご予約が必要となります。　当日でも在庫状況でご予約は可能です。

Emu
【エミュー】

北海道網走産のエミューのもも肉。しっとりしていて、クセのない上品な赤身肉。
高タンパク、低カロリー、レアで食べるのが美味しい、貴重なお肉をカツサンドで！

POINT

TAKE OUT

お持ち帰り限定



LUNCH PLATEWEEKDAY 

Rib Eye Roll Steak

【Cut Steak 】

¥1,280

【北海道リブロースステーキ】

- カットステーキ

¥2,550

当店の人気NO.1のステーキ！  噛むほどに溢れる旨味と
柔らかく濃厚な牛肉の味わいは食べれば納得。  迷ったらコレ！

牛スジを綺麗に取り除き、食べやすい部分だけを
カット！  休憩時間でもサクッと食べられます。
お肉によってはスジが少量だけ残る場合が
ございます、ご了承ください。

【平日限定のプレートランチは定番の３種類 !!】

価格は全て税込表示となります。 価格は全て税込表示となります。

¥780

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。

¥880

十勝の豚丼とは一味違う、オリジナルのスッキリだれに
本わさびがアクセント！  ファンの多い豚丼です。

¥800

鶏もも肉を2枚まるごと唐揚げにした、ボリューム満点の一皿。
桜香るスモークマヨネーズをつければ、更に旨みアップ！！150g 300g

【Non-cut Steak 】

¥1,550

- カットなし

3,000

圧倒的な濃い旨味で好まれる方が多い牛スジ。
それを含んだままのリブロースを丸ごと豪快に
斬りながら食べるアメリカンスタイル！
日本人よ、これが本物のステーキだ！！

180g 360g

ステーキにはライスが付きます。 少なめ、ライス無しなど、ご要望がありましたらお伝え下さい。

・ライス大盛り  無料      ・ライスお代わり  ＋110円      ・ライスをバゲットに変更   ＋110円 ・全てのプレートにライスがついております　　・ライス大盛り  無料      ・ライスお代わり  ＋110円     

豚丼プレート
【Buta-don】

生姜焼きプレート
【Buta-Shogayaki】

鶏唐揚げプレート
【Tori-Karaage】

RIB EYE ROLL



Outside Skirt

【Outside-Skirt Steak 250g】 ¥1,480

【道産牛 ハラミ】

- 道産牛ハラミステーキ

サシの全く無いハラミは赤身の王様。焼肉だとサガリと呼ばれる事も。
ヘルシーで高タンパク、旨味はしっかり、赤身好きの間で人気急上昇中！

Spacial Wagyu 【特選和牛】
肉のプロフェッショナル集団、ミートショップが全国から実際に食べ、
厳選した「赤身」の「和牛」。調理時間は掛かりますが、ぜひ一度は！！

【Wagyu Steak  200g】
- 特選和牛ステーキ

価格は全て税込表示となります。

提供までに40分前後、お時間を
いただく場合がございます。

価格は全て税込表示となります。

黒板メニューを
ご覧ください。

200g

HASHED
RICE

Hashed Beef Rice【牛すじのハヤシライス】
もはや当店の顔と言っても過言では無い一皿。この皿の為だけに
長年通ってくれる方々も…　感謝です。 ¥850

・ライス大盛り  無料      ・ライスお代わり  ＋110円　　・ライスをバゲットに変更　＋110円     

SPICE
CURRY

Spicy Curry【スパイスカレー】
ヨーグルトマリネのタンドリーチキンと濃厚かつスパイシーなルゥ。
肉屋だけどカレーイベントにも呼ばれた本格派！！ ¥1,000

HARAMI           &WAGYU



Steak & Hamburg Set
【ステーキ & ハンバーグ セット】
糖質OFFの新定番！！　人気の2つがお得に食べられる
盛りに盛った鉄板がコレ！ かなりお得です！！

価格は全て税込表示となります。

【Rib Eye Roll Steak  150g & Hamburg  100g】 ¥1,680
- 牛リブロース & ハンバーグ150g 100g

100g200g

【Outside-Skirt Steak  250g & Hamburg  100g】 ¥1,980
- 道産牛ハラミ & ハンバーグ

250g

300g

ステーキにはライスが付きます。 少なめ、ライス無しなど、ご要望がありましたらお伝え下さい。

・ライス大盛り  無料      ・ライスお代わり  ＋110円      ・ライスをバゲットに変更   ＋110円

GORGONZOLA
BURGER

【Gorgonzola Cheese Burger】
- ゴルゴンゾーラバーガー

価格は全て税込表示となります。

全てのハンバーガーにフレンチフライをお付けしております。

Gorgonzola Cheese
【ゴルゴンゾーラチーズ】
イタリア産ブルーチーズ。
濃厚な風味と独特のクセは
パティとの相性抜群。
スタッフ人気トップバーガー。

¥1,400
POINT

【Umami Burger】
- 旨ミバーガー

Onion Sauce
【オニオンソース】
弱火でじっくりとソテーした
ウマミたっぷり甘旨ソース。

Fried Shiitake
【椎茸フライ】
香ばしく揚げた生椎茸は
香り、風味、旨みの爆弾。

¥1,200
POINT

絶妙な香りと風味が
最高 !

知る人ぞ知る絶品バ
ーガー !!

STEAK         &HAMBURG
UMAMI

BURGER

NY 発 ! 日本が誇る
「旨み」を

追求したスペシャル
テイスト ! 



AVOCADO
BURGER

【Avocado Cheese Burger】
- アボカドチーズバーガー

Avocado
【アボカド】
肉の旨みとソースを
更に美味しくさせる
魔法の果実。
バーガー鉄板の組み合わせ！ ¥1,500

POINT

価格は全て税込表示となります。

全てのハンバーガーにフレンチフライをお付けしております。

不動の人気 NO.1 バ
ーガー !

これぞ、最強の組み
合わせ !!

HAMBURGER
THE MEATSHOP が
作るハンバーガーは
まさに本場アメリカ
で食されるサイズ感。
粗く肉々しいパティ、
フワフワしたバンズ、
シャキシャキレタス、
それらを見事に調和
させるソースの役割。
どの味も捨てがたい。
ぜひ、豪快に大口を
開けガブりつきたい。
　　　　　　ファンより



価格は全て税込表示となります。

LocoMoco 【ロコモコ】
溢れる全ての肉汁を下のお米がしっかりと受け止める！
温玉を絡めて食べる絶対旨いヤツ。パインやマンゴーなど
ハワイな要素はなしでお届け。

【Grilled Hamburg Steak  180g】 ¥1,000

¥1,000

- 粗挽きグリルハンバーグ
【Cheddar Cheese Burger】
- チェダーチーズバーガー

180g

【LocoMoco】
- 粗挽きハンバーグのロコモコ

Hamburg Steak【ハンバーグ】
粗挽きをレア気味に仕上げた牛肉120%の人気のハンバーグ！
中に「つなぎ」が無いから肉肉しく肉汁閉じ込めジューシーバーグ！

価格は全て税込表示となります。

全てのハンバーガーにフレンチフライをお付けしております。

CHEESE
BURGER

Cheddar Cheese
【チェダーチーズ】
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！

¥1,300
POINT

【Meatshop Burger】
- ミートショップバーガー

【カスタム】

※カスタムは他のバーガーにも付けられます。

・ネラの目玉焼き

¥1,000

+200

・自家製燻製ベーコン +300
・追加パティ +400

CUSTOM

これぞハンバーガー
の定番 !

チーズ２倍の濃厚ボ
ディ !!

MEATSHOP
BURGER

スタンダードは自分
だけの

オリジナルをカスタ
ムできる !!

HAMBURG               &LocoMoco


