どこでも

NU茶屋町 & NU茶屋町プラス

TAKEOUT

N Uグルメ

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 。
NU

B1F

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
TAKEOUT

NU

1F

テイクアウト販売時間
事 前予 約 O K（電 話）

TAKEOUT

ベアーズ シカゴピザ S
¥1,925

ショーケース内ケーキ各種
¥540〜

ナッシングバットチーズシカゴピザ SS
¥1,244

レモンケーキ
¥640

丹波黒どりと赤から鍋 赤から

テイクアウト販売時間

ホットコーヒー
¥540

8F

La Bilancia

事 前予 約 O K（電 話）

〈テイクアウトメニュー〉

赤から鍋
¥1,100

NU

9F

９１１１ タイ食堂

テイクアウト販売時間

TAKEOUT

牛肉のラグーソースのリガトーニ
¥2,200

9F

事 前予 約 O K（電 話）

BELLA BOCCA

［野菜とチーズのファーマーズバル］ 06-6147-9922

2F

かんみこより

スーパーフードサラダ
鶏ハム
¥980
スーパーフードサラダ
海老アボカド
¥1,100
スーパーフードサラダ
ローストビーフ
¥1,150

3F

Boulangerie café MAISON ICHI PLUS +

［ベーカリーカフェ］ 06-6375-3730

テイクアウト販売時間
事 前予 約 不可

〈テイクアウトメニュー〉

TAKEOUT
〈テイクアウトメニュー〉

（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）

8F

KELLER KELLER vita

［ビアダイニング］ 06-6372-6262

TAKEOUT

事 前予 約 O K（電 話）

〈テイクアウトメニュー〉

マルゲリータ DOC
¥1,000

ノルウェーサーモンと
ゴルゴンゾーラのクリーム
¥1,000

NU

9F

LIMONADA Espresso ＆ Bar

［カフェバル］ 06-6147-3337

TAKEOUT

事 前予 約 O K（電 話）
※一部商品のみ。詳しくは店舗まで。

ぷるぷる生プルマン 1.5斤
¥734

ホイップバター
¥518
いちぢくとピスタチオ
¥292
栗のパン
¥270
抹茶とかのこ豆
¥270
やさしいバケット
¥378

ローストベーコンと
アスパラガスのアイオリ風
¥1,000

窯焼きナポリピッツァ
¥1,000

NU+

1F

その他多数のピッツァがございます。

ホテルショコラ

［チョコレート・カフェ］ 06-6485-7799

テイクアウト販売時間

11：00〜20：30
事 前予 約 O K（電 話）

事 前予 約 不可

TAKEOUT
〈テイクアウトメニュー〉

サーモン&クリームチーズ
サンドウィッチセット
（ドリンク付き）
¥800

BLTサンドウィッチセット
（ドリンク付き） ¥800

NU+

3F

Muu Muu Diner

Fine Hawaiian Cuisine

［ハワイアンカフェ＆レストラン］ 06-6485-7160

TAKEOUT
〈テイクアウトメニュー〉

Hot ショコラドリンク
ダーク100 ®
¥500

チルドチョックドリンク®各種
¥650

Hot ショコラドリンク ダーク85 ®
¥500

NU+

3F

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

どら焼き
¥400
ソフトクリームトッピング
+¥100
ソフトクリーム ¥380
コーヒー（H/I） ¥460

和らびもちドリンク 全4種
各 ¥640

NU

11：00〜22：00

テイクアウト販売時間

11：00〜22：00
TAKEOUT

黒酢の酢豚弁当
¥800

事 前予 約 O K（電 話）

〈テイクアウトメニュー〉

スーパーフードサラダ
ヴィーガン ¥880

NU+

［和甘味］ 06-6372-4565

麻婆豆腐弁当
¥800
ルーロー飯
¥680
焼き小籠包
¥600
パンダ蒸し饅頭
¥650

スペイン産生ハムと4種のきのこクリーム
¥1,000

事 前予 約 O K（電 話）

TAKEOUT

鶏肉のカシューナッツ炒めライス
¥980
マッサマンカレーライス
¥980
鶏肉の蒸し鶏ご飯
¥1,000

NU+

TAKEOUT

11：00〜21：00

〈テイクアウトメニュー〉

ソフトシェルクラブの卵カレー炒め
¥1,600

事 前予 約 O K（電 話）

テイクアウト販売時間

テイクアウト販売時間

グリーンカレーライス
¥980

ガパオライス
¥980

PROTEIN LAB.

［野菜料理・自然食］ 06-6136-3168

メキシカンボウル
¥1,400

11：00〜22：00

〈テイクアウトメニュー〉

TAKEOUT

お野菜の前菜盛り合わせ
¥1,500
鴨のロースト
¥2,200

テイクアウト販売時間

11：30〜14：30

11：00〜14：30/17：00〜22：00

ピザ マルゲリータ
¥1,500
ピザ ビスマルク
¥1,500

NU

［タイ料理］ 06-6110-5828

8F

〈テイクアウトメニュー〉

黒から鍋
¥1,200

赤からプリプリ牛ホルモン鍋
¥1,300
味噌串カツ
¥200
爆弾鶏から
¥180
フライドポテト
¥310

ホットカフェラテ ¥480
アイスカフェラテ ¥500

14種のスパイスタコスライス
¥850

事 前予 約 O K（電 話）

〈テイクアウトメニュー〉

テイクアウト販売時間

デミグラスハンバーグ
ロコモコボウル
¥950
ガパオライス ¥800

11：00〜21：30

TAKEOUT

龍福小籠堂

［中華料理 小龍包 点心］ 06-6377-0141

〈テイクアウトメニュー〉

テイクアウト販売時間

11：30〜20：30

8F

WIREDフライドポテト
ウェッジW/スウィート&チリソース
¥500

NU

［イタリア料理］ 06-6371-3388

テイクアウト販売時間

11：00〜21：00
TAKEOUT

NU

NU

事 前予 約 O K（電 話）

バナナケーキ
¥540

季節のショートケーキ
¥640

［鶏料理・赤から鍋］ 06-6372-0022

TAKEOUT

ドリンク各種
¥540〜

ポテトフライ
¥583

8F

WIRED CAFE

［カフェ］ 06-6377-2399

〈テイクアウトメニュー〉

スパイシーシカゴピザ SS
¥1,244

NU

2F

11：00〜16：00/18：00〜21：00

〈テイクアウトメニュー〉

ベアーズシカゴピザ
（SSサイズ 約12cm）¥1,244

NU

テイクアウト販売時間

11:00〜21:00

事 前予 約 O K（電 話）

〈テイクアウトメニュー〉

CAFÉ DE GALERIE by la vie a la campagne

［カフェ・レディス・雑貨］ 06-6476-8770

11：00〜22：00
事 前予 約 O K（電 話）

ベーコンエッグ・チェダーチーズバーガー
¥1,000

TAKEOUT

ローストポークとオニオンガーリックの
トマトソースピッツァ ¥1,280

ハーブシュリンプとカマンベールの
バジルソースピッツァ ¥1,280

（フライドポテトセット ＋￥200）
ロコモコ ¥900

サーロインステーキロコモコ
¥1,000
ガーリックシュリンプ ¥900
モチコチキン ¥800
マカダミアナッツ・パンケーキ
¥880

事 前予 約 O K（電 話）

〈テイクアウトメニュー〉

ラクレットチーズとサラミ、
ジャガイモのピッツァ ¥1,430
土香るゴボウとグァンチャーレ
生ハムのカルボナーラ ¥1,430

ピッツァマルゲリータ
¥1,280

農園野菜のサラダ 自家製リンゴの
ドレッシング ¥770

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11月時点の情報です。価格表記は、
税込金額です。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、営業時間やイベント等について急遽変更となる場合があります。お客様においては、混雑時間帯を避けてのご来館に協力をお願いいたします。
また政府・行政機関からの要請等にもご留意いただきますようお願いします。感染拡大防止のため、館内の積極的な換気、清掃・除菌、従業員の体調管理に取り組んでいます。

