Co
ee

ー
ヒ
ー
コ

ff
ス
ea （アイ
/ T 紅茶

・

(i
ce
or
ho

は
た
ま

ト
ッ
ホ

t)

11:00-15:00 (L.O.)

d
）

BRUNCH

saturday, sunday
& holidays

¥2

北海道十勝・豊西牛バーガー

00

toyonishi beef
hamburgers

salad & soup included.
バーガー全品に山盛りサラダ & スープ付き

ハンバーガー

ダブルバーガー

ABC バーガー

¥ 1000

¥ 1500

¥ 1800

Hamburger

Double burger

ABC burger

てりやきバーガー

アボカドチーズバーガー

ダブルチーズバーガー

¥ 1100

¥ 1500

¥ 1900

Teriyaki burger

Avocado cheese burger

Double cheese burger

チーズバーガー

ベーコンチーズバーガー

ビーフカツバーガー

¥ 1200

¥ 1500

¥ 1900

Cheese burger

Bacon cheese burger

Beef cutlet burger

extra
+ ¥ 100

オリジナルタルタルソース
Original tartar sauce

オリジナルサルサソース
Original salsa sauce

オリジナルてりやきソース
Original teriyaki sauce

ミートロッカーこだわりの十勝・豊西牛を贅沢に使った

自家製パティ。肉本来の旨味が詰まった赤身の豊西牛ならではの
凝縮した味わいを存分に楽しめる「豊西牛バーガー」を

+ ¥ 200

目玉焼き
Fried egg

+ ¥ 300

アボカド
Avocado

+ ¥ 500

自家製 豊西牛パティ
Toyonishi beef patty

バリエーション豊富にラインナップ。

（すべてのバーガーにレタス、トマト、オニオン、ピクルスが入っています。
）

チーズ
Cheese

サワークリーム
Sour cream

グリルベーコン
Grilled bacon

sous vide cooked
toyonishi roast beef rice bowl
豊西牛の低温調理ローストビーフ丼

¥ 1200
salad & soup included.
山盛りサラダ & スープ付き

ステーキハウスらしい大胆で肉厚なカット。
赤身肉の食感を最大限に楽しめます。
上質な素材の持ち味を生かし火入れはごくレアに、ユッケのようなスタイルで。
卵黄とごま油、葱の辛味の絶妙なバランスが牛肉の旨味を際立たせます。

tax included. we offer domestic grown rice.
価格は全て税込です。当店では国産米を使用しております。

steak

salad, soup, rice or bread included.
全品に山盛りサラダ・スープ・ライスまたはパン付き

weekend combo
土日祝 限 定 !

豊西牛ステーキコンボ

¥ 2500
Toyonishi beef todays steak 1/4 lb

豊西牛 日替わりステーキ 1/4 lb (113.4g)

+
2 choices from

下記よりお好きな２種をお選び下さい

'toyonishi gyu'
from tokachi, hokkaido

ポーク (150g)
Pork

チキン (200g)
Chicken

ローストビーフ (60g)
Roast beef

ハンバーグ (113g)
Beef Hamburg

牛タン (113g)
Beef toungue

ソーセージ (60g)
Pork sausage

北海道 十勝「豊西牛」
豊西牛 フィレステーキ 1/2 lb (226.8g)
Toyonishi beef tenderloin 1/2 lb

¥ 5000

豊西牛 サーロインステーキ 1/2 lb (226.8g)
Toyonishi beef Striploin 1/2 lb

¥ 4500

豊西牛 リブロースステーキ 1/2 lb (226.8g)
Toyonishi beef rib-eye 1/2 lb

¥ 4500

豊西牛ランプステーキ 1/2 lb (226.8g)
Toyonishi beef rump steak 1/2 lb

¥ 3500
豊西牛内モモステーキ 1/2 lb (226.8g)

Toyonishi beef top Round steak 1/2 lb

¥ 3500
北海道 帯広市・十勝の美しい自然に囲まれて、のびのびと健康に育てられる「豊西牛」
。

大自然が育むきれいな水と地元の原料を独自に配合した乳酸菌発酵飼料を与え、ゆっくりと時間をかけて丁寧に飼育されるホルスタイン種。
ミートロッカーの開業準備にあたり「美味しい牛肉」を求めてシェフチームで現地北海道に赴いた際その赤身肉の旨さに感動。

当時東京ではまだほとんど知られていなかったが、生産者と密な信頼を築くことで「一頭買い」を実現し、丸ごと一頭余すところなく多様な部位の美味しさを堪能できます。

others

Kid's plate
¥ 1000

お子様プレートございます。
ハンバーグ / エビフライ / オムライス /

山盛りサラダの代わりに
ライブレッドとメープルバターが
セットになります。

フライドポテト / サラダ / ジュース

チャイニーズチキンサラダ

豊西牛カレーライス

Chinese Chicken Salad

Toyonishi Beef Curry & Rice

¥ 900

¥ 900

Hamburg / Prawn fritter /
Omelette with Rice /
Fried potato / Salad / Juice

tax included. we offer domestic grown rice.
価格は全て税込です。当店では国産米を使用しております。

