ららぽーとの
TAKE OUT グルメ

このポスターが
テイクアウトの
目印です !

テイクア
ウト
実施中

「名古屋エール飯」
詳しくはこちら▶

名古屋の飲食店で
テイクアウトする。

テイクアウトした
料理を
写真に撮る。

#名古屋エール飯
をつけて
SNSに投稿！

テイクアウト
商品を
写真に撮る。

テイクアウト
商品を作る。

#名古屋エール飯
をつけて
SNSに投稿！

“#名古屋エール飯”をつけてSNSに投稿しよう。
そこには、
あなたの同志達が待っている。

電話
WEB
WEB
予約可
予約可

TEL

ご注文受付方法：店頭もしくは

1 F GARDEN SIDE KITCHEN （レストラン街）

おぼんdeごはん

回転すし 金の魚魚丸

おぼんdeごはんの
メニューをぜひご自宅で！

TEL 052-655-5596

こだわりの「生マグロ」
を使用した、
お寿司の詰め合わせ。

TEL 052-655-6185

鶏の南蛮揚げ味噌タルタル弁当

（ひじきごはん、南蛮揚げ、
おばんざい、
タルタルソース、
おつけもの、
サラダ（すりおろし野菜ドレッシング）
）

918円（税込）※当日の予約のみ受付可

駿河湾

1,706円（税込）

ららぽーと名古屋みなとアクルスだけの販売

GRILL&CAFE The GOLDEN HAMBURG

ケンタッキーフライドチキン

ボリュームあふれる
アメリカンなハンバーガー。

定番のオリジナルチキンが
たっぷり入ったおトクなパック！

クラシックバーガー

オリジナルチキン8ピースパック

（ベーコン・エッグ・パティ・レタス・トマト・
オニオン・BBQソース、ポテト）

TEL 052-659-1773
WEB Eパーク

（オリジナルチキン8ピース＆
選べるサイド 4（クリスピー・ビスケット・ポテト））

1,365円（税込）

2,390円（税込）

シェーキーズ

千房

お肉と野菜をバランス
良くトッピングした定番の一品。

TEL 052-304-7714

千房道頓堀店で
産まれた看板メニュー！

TEL 052-655-5260

WEB Eパーク

ピザヒーローダブルサイズ

道頓堀焼（大盛）

1,360円（税込）

1,674円（税込）

Buffet the Forest

メゾンカイザー

（直径25cm、2名様用）

（豚肉・イカ・小海老・すじこん・チーズ）

溶岩石グリルで焼き上げた
チキンとポークをご家庭で！

TEL 052-659-2015

チャコールプレート
（チキン╱ポーク）

メゾンカイザーオリジナルバターを
使った風味豊かなクロワッサン。

TEL 052-655-5226

クロワッサン

（チキン、
ポーク、
ソース3種）

237円（税込）

1,000円（税込）

ロンフーダイニング
旨辛い本格マーボ豆腐。
辛さはお好みで
5 段階から選べます。

TEL 052-654-4255

石鍋剣門麻婆豆腐

691円（税込）
（小、約180g）497円（税込）

（中、約360g）

1 F CAFE

RHC CAFE

Eggs 'n Things

食べごたえ満点の
ボリューミーなサラダです。

TEL 052-355-6327

ローストチキンのメキシカンコブサラダ
グリーンゴッデスドレッシング

1,424円（税込）

https://order.
大振りのエビにガーリックを
WEB
eggsnthingsjapan.com/
たっぷりと効かせた、
オアフ島ノースショアで
生まれたハワイの代表的な料理。

ガーリックシュリンプ
〜ノースショアスタイル〜

1,814円（税込）

1 F CANAL deli （フードコート）

タリーズコーヒー

築地銀だこ

チェダーがとろけるツナメルトに
くるみの香ばしさがアクセント。

築地銀だこを代表するたこ焼。

厚切りトーストツナチェダーウォルナッツ

たこ焼

378円（税込）

580円（税込）

マクドナルド
自分好みに選べるバリューセット。

ダブルチーズバーガーセット・ チキンマックナゲット
てりやきマックバーガーセット 5ピース

各640円（税込）

200円（税込）

1 F グルメ＆フード

OSOZAi KiTCHEN mino misho

513BAKERY

3 色のご飯といろいろな
おかずが楽しめるお弁当です。

衣はカリカリ、
中身はトロトロの絶品！

TEL 052-655-5137

にぎわい惣菜弁当（からあげ、玉子、各種惣菜）

648円（税込）

TEL 052-651-0513

牛肉ゴロゴロカレーパン

205円（税込）

ららぽーと名古屋みなとアクルスだけの販売

ゴンチャ

しなまつり（ぐるぐるカフェ）

日本オリジナルのメニューです。

飛騨牛を使用した、
お肉感たっぷりの
ジューシーなメンチカツ。

ほうじ茶ミルクティー
＋ミルクフォーム

（Mサイズのみ）

470円+70円（＋税）

期間限定メニューにつき
販売終了となる場合がございます。

とんかつ新宿さぼてん
脂肪分が少なく、柔らかで
ヘルシーなヒレ肉を
使用したお弁当です。

飛騨牛メンチカツ（70g）

345円（税込）※各日限定20個 ※事前予約受付可能

ドンク/ミニワン
TEL 052-304-8118

特選やわらかヒレかつ弁当

（ごはん200g、特選やわらかヒレかつ1枚、付け合わせキャベツ）

930円（税込）

チーズのコクのある味わいと、
甘さがつまった
いちじくを楽しめます。

TEL 052-655-6368

いちじくとクリームチーズ〜はちみつ仕立て〜

281円（税込） ※各日限定20食 ※事前予約受付可能

名古屋コーチン 一鳳
名古屋コーチンの
玉子とお肉を使った逸品。

TEL 052-364-7002

親子丼

1,280円（税込）

2F CAFE

ゴディバ

星乃珈琲店

深い宇治抹茶の
味わいと砕かれた
ホワイトチョコレートの
食感をお楽しみください。

ミントで仕上げた桃の
柚子の香りをアクセントに
コンポートをティラミスの した、レモンの酸味が
中にごろっと入れました。 効いたタルトです。

ショコリキサー極上宇治抹茶

桃のティラミス

670円（税込）

期間限定メニューにつき販売終了となる場合がございます。

453円（税込）

瀬戸内レモンと柚子のタルト

453円（税込）

期間限定メニューにつき販売終了となる場合がございます。

3F LaLa kitchen （フードコート）

えび吉

香川 一福

自慢の海老ふりゃ〜をご自宅で！

TEL 052-304-8366

えび吉弁当

（海老クリームボール1個、
海老ふりゃ〜2本、いかフライ1個、
ごはん、キャベツ、ソース）

979円（税込）

複数の惣菜とおむすびが
楽しめるセットです。

おにぎり玉手箱のみ受付

052-304-7129

おにぎり玉手箱（おにぎり5種、惣菜4種）
期間限定メニューにつき
販売終了となる場合がございます。

880円（税込）

※予約受付のみでの販売 ※事前予約受付可（前日の17：00まで）

甘味とぱすた 柴ふく

京都勝牛

ほうじ茶ならではの
香りが楽しめます。

口どけの良いソフトと、
きなこの美味しさを
満喫できる一品。

醤油ベースの濃厚な
甘辛ダレに浸した牛カツが、
ご飯との相性抜群の一品。

紫ふくの京きなこ
ソフトクリーム黒蜜かけ

牛タレカツ重（牛カツ約100g）

深煎り焙煎香りほうじ茶
フローズン（S・M）

TEL

464円（税込）
（M）626円（税込）
（S）

518円（税込）

鶏三和
臭みもなくヘルシーな
香草美水鶏を使用した、
ふわとろ玉子の親子丼です。

TEL 052-355-7087

864円（税込）※事前予約受付可能。当日予約可（19：30まで）
期間限定メニューにつき販売終了となる場合がございます。

日本橋 天丼 金子半之助
TEL 052-304-8432

香草美水鶏親子丼（梅干し、コラーゲンスープ付）

843円（税込）

サクサクの天ぷら、秘伝の丼たれ、
ご飯の三位一体の絶妙な
バランスを楽しめる逸品。

TEL 052-304-7390

江戸前天丼（穴子・エビ・かき揚げ（イカ・小柱）・ししとう・のり・ナス）

1,296円（税込）

3F グルメ＆フード

サーティワンアイスクリーム
スモールサイズ 1 個でも
お持ち帰りいただけます。
30 分までドライアイスサービス。

TEL 052-304-8988

シングルカップ（スモールサイズ）

300円（税込）

※掲載価格は一部を除き、
消費税を含んだ総額の表記となっております。
店頭では、
税抜価格で表記している場合がございます。
詳しくは、
各店舗までお問い合わせください。
※商品は数に限りがございます。
品切れの際はご容赦ください。
※掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。
予めご了承ください。
※写真は全てイメージです。
※内容は2020年7月10日
（金）
現在のものとなります。

