
どこでも
NUグルメ

NU茶屋町 & NU茶屋町プラス

TAKEOUT
カフェやレストランのおいしさをテイクアウトで楽しもう。

WIRED CAFE
［カフェ］　06-6377-2399

タイハーブレストラン ソムタム
［タイ料理］　06-6110 -5828

画像はイメージです。調理・お渡しに時間が
かかる場合がございます。テイクアウトは
一部メニューのみとなります。時期、時間帯
により売り切れの場合がございます。詳し
くは各店舗までお問合せください。　2021
年2月時点の情報です。 価格表記は、税込
金額です。

ベアーズシカゴピザ（SSサイズ 約12cm）
¥1,267

DRUNK BEARS
［パブ］　06-6372-7275

テイクアウト販売時間
11：00～14：00/17：00～21：00

事前予約OK（電話）TAKEOUT

B1F
NU

...¥1,267
..........................¥742

.............................¥594
..............¥792

......¥940

スパイシーシカゴピザ（SSサイズ 約12cm）
ジャークチキン
ポテトフライ
チキンナゲット 6ピース
カリフォルニア コブサラダ（Sサイズ）

〈テイクアウトメニュー〉

牛肉のラグーソースのリガトーニ
¥2,200

La Bilancia
［イタリア料理］　06-6371-3388

テイクアウト販売時間
11：30～20：30

事前予約OK（電話）TAKEOUT

8F
NU

.........¥1,650
.....¥1,980

...................¥3,080
........¥1,760
..¥1,650

お野菜の前菜盛り合わせ
イタリア産ハムの盛り合わせ
牛ハラミのグリル
生ハムとキノコのピッツァ
ゴルゴンゾーラチーズのフジッリ

〈テイクアウトメニュー〉

かんみこより
［和甘味］　06-6372-4565

テイクアウト販売時間
11：00～20：30

事前予約OK（電話）TAKEOUT

〈テイクアウトメニュー〉

窯焼きナポリピッツァ
¥1,000

KELLER KELLER vita
［ビアダイニング］　06-6372-6262

テイクアウト販売時間
11：00～22：00

事前予約OK（電話）TAKEOUT

8F
NU

.................¥1,000
....¥1,000
..¥1,000
....¥1,000

マルゲリータ DOC
パルマ産生ハムと4種のきのこクリーム
ノルウェーサーモンとゴルゴンゾーラのクリーム
ローストベーコンとアスパラガスのアイオリ風
その他多数のピッツァがございます。

〈テイクアウトメニュー〉

ロイヤルNo.9 タピオカミルクティー（Mサイズ）
¥540

テイクアウト販売時間
11：00～22：00

事前予約OK（アプリ）TAKEOUT

..............................................¥702

..............................................¥648

黒糖抹茶タピオカラテ（Mサイズ）

盆栽タピオカミルクティー（Mサイズ）

〈テイクアウトメニュー〉

1・2F
NU THE ALLEY

［ティーストア］　06-4300 -7718

“KING”Tacoライス
¥850

テイクアウト販売時間
11：00～16：00/18：00～21：00

事前予約OK（電話）TAKEOUT

〈テイクアウトメニュー〉

2F
NU

赤から鍋
¥1,380

テイクアウト販売時間
11：00～21：00

事前予約OK（電話）TAKEOUT

...............................¥1,480
...............................¥120

.....................¥100
.........................¥120

............................¥100

黒から鍋
唐揚げ 1個
手羽先唐揚げ 1本
味噌串カツ 1本
鶏かわ串 1本

〈テイクアウトメニュー〉

龍福特製小さな豚まん（5個入り）
¥500

テイクアウト販売時間
11：00～22：00

事前予約OK（電話）TAKEOUT

.....................¥1,200
..............¥1,200

............................¥950
.................................¥950
..................................¥950

黒酢風味の酢豚
エビのチリソース炒め
若鶏の唐揚げ
麻婆豆腐
五目炒飯

〈テイクアウトメニュー〉

8F
NU 龍福小籠堂

［中華料理 小龍包 点心］　06-6377-0141 8F
NU 丹波黒どりと赤から鍋 赤から

［鶏料理・赤から鍋］　06-6372-0022

チーズ丼 カイノミステーキ
¥1,100

テイクアウト販売時間
11：00～22：00

事前予約OK（電話）TAKEOUT

............¥1,000
...........¥1,200

...¥702
...........................¥518
........................¥640

チーズ丼 牛すじ煮込み
チーズ丼 ローストビーフ
フルーツドッサリドリンクソーダ
ソフトドリンク
18禁辛揚げ 6個

〈テイクアウトメニュー〉

9F
NU チーズと生はちみつ BeNe

［チーズと生はちみつ専門店］　 06-6225 -7658

ガパオライス　
¥980

テイクアウト販売時間
11：30～14：30

事前予約OK（電話）TAKEOUT

.................¥980
......¥980

..............¥980
..................¥1,000

..¥1,600

グリーンカレーライス
鶏肉のカシューナッツ炒めライス
マッサマンカレーライス
鶏肉の蒸し鶏ご飯
ソフトシェルクラブの卵カレー炒め

〈テイクアウトメニュー〉

9F
NU BELLA BOCCA

［野菜とチーズのファーマーズバル］　 06-6147-9922

スーパーフードサラダ バランス
¥880

テイクアウト販売時間
11：00～22：00

事前予約OK（電話）TAKEOUT

...¥980
..¥1,100
..¥1,150

............¥800

スーパーフードサラダ ダイエット
スーパーフードサラダ デトックス
スーパーフードサラダ パワフル
テイクアウト ランチBOX

〈テイクアウトメニュー〉

9F
NU

2F
NU+

サーロインステーキロコモコ
¥1,058

Muu Muu Diner Fine Hawaiian Cuisine 
［ハワイアンカフェ＆レストラン］　 06-6485-7160

テイクアウト販売時間
11：00～21：00

事前予約OK（電話）TAKEOUT

..................................¥950
..................¥950

............................¥842
.....................................¥842

ロコモコ
ガーリックシュリンプ
モチコチキン
パスタ

〈テイクアウトメニュー〉

3F
NU+

和風おろしハンバーグ
¥800

LIMONADA Espresso ＆ Bar
［カフェバル］　06-6147-3337

テイクアウト販売時間
11：00～16：00

事前予約OK（電話）TAKEOUT

〈テイクアウトメニュー〉

3F
NU+

北海道産フレッシュモッツァレラのマルゲリータ
¥1,620

Tsuchi
［自然派イタリアンレストラン＆カフェ］　 06-6485-7177

テイクアウト販売時間
11：00～21：00

事前予約OK（電話）TAKEOUT

〈テイクアウトメニュー〉

3F
NU+

.......¥1,620
..¥1,100
..¥1,100
..¥1,100
..¥1,100

4種チーズクリームピッツァ
農園野菜と自家製ミートソース スパゲッティ
ハーブシュリンプとブロッコリー オイルパスタ
たっぷりキノコとベーコン2色のニョッキ
ノルウェーサーモン レモンクリームパスタ

新鮮な食材を扱い、焙煎したてのコーヒー
やレモネードと相性の良いお料理をお楽し
みください。

...¥800デミグラスハンバーグ トマト風味

和らびもちドリンク 全4種
（黒胡麻みるく、沖縄産黒糖きなこみるく、
ほうじ茶みるく、抹茶みるく）
各¥640

......¥950
............................¥800

¥500
.......................¥480
.......................¥500

デミグラスハンバーグロコモコボウル
ガパオライス
WIREDフライドポテトウェッジw/スウィート&サワーチリソース
ホットカフェラテ
アイスカフェラテ

..................................¥400
.......+¥100

..........................¥380

..........................¥460

どら焼き
　ソフトクリームトッピング
ソフトクリーム
コーヒー（H/I）


