大名古屋ビル ショップ&レストラン

お役 立ちガイド
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大名古屋ダイニングには、毎日のランチにうれしい
税込1,000円以下のお得なメニューがいっぱい！
あんかけナポリタン

（スープor キャベツの浅漬け付）

ランチ予約可

白豚骨ラーメン+トンからセット
930円（白豚骨ラーメン680円+名古屋チキン250円）

ランチ予約可

万作名物贅沢親子丼御膳
1,000円

3F
宮崎料理 万作

唐揚げをセットに！
ご飯一杯サービス！

ランチ予約可

※ご飯一杯サービス
（平日限定11:00〜17:00）

B1F
熟成豚骨ラーメン専門
大名古屋一番軒

ランチ予約可

※週替わりのため、
画像は一例です。

名物霧島鶏の親子丼御膳。

幸の気まぐれランチ
980円

※実際は唐揚げは2個になります。

旬の食材を使った
オリジナルの丼や定食！

チキン南蛮定食
900円
大人気のチキン
南蛮定食がついに
グランドメニューに!

B1F
名古屋コーチン親子丼
酉しみず

3F
世界のビール博物館

3F
和食・酒亭 神田さくま

とろとろの卵がたまらない

人気のラーメンと

B1F
名古屋食堂 コーリーズ

ふっくらとジューシーな
ハンバーグを、
アツアツの鉄板で提供！

※平日のみの提供です。

B1F

CHARLIEʼS

フレッシュトマトが
アクセントの
新スタイルナポリタン

特製ハンバーグ
918円

ランチにお得な特別メニュー

スパイスが効いた
自慢の黒カレー

864円

WBM

内容は週替わり。
デイリーな

フルーティーなうま味と

コスパ最強!

1,000円以下

ビジネスランチ
1,000円

カレーライス
980円

3F
九州博多料理 もつ鍋 幸
※画像は一例です。

やみつき唐揚定食
1,000円
ボリュームたっぷりの唐揚
定食は、
ご飯一杯おかわり無料

3F
レアル grande

自家製黒豚カレー
1,000円
黒豚を玉ネギ、
ニンジンとじっくり
煮込んだ特製カレー

3F
黒豚しゃぶしゃぶ
銀座 羅豚

4種のチーズクリームパスタ〜パストラミときのこ仕立て〜
（コーヒーorティー付）

990円

4種類のチーズを使ったコクの
ある味わいが人気のメニュー
5F
タリーズコーヒー
※店舗情報・メニュー内容は、予告なく変更となる場合がございます。また、食材が売切次第終了となります。 ※価格はすべて税・サービス料込みの価格です。

オフィスでも自宅でも食べられる

テイクアウトランチ
Take out lunch

手土産にぴったり

センスの良いおもたせ
Omotase

気軽に立ち寄りたい

お得な 夜メニュー
Night menu

ハッピーアワー&おつまみセット
B1F 味の牛たん喜助
月曜／17時〜19時

割烹黒潮の日替弁当
600円

B1F CHARLIEʼS

E・A・Tバーガーセット

（ポテト・ドリンク付）1,566円

B1F E・A・T AOYAMA

ツバメサブレギフト

（3個入）1,380円、
（6個入）2,760円

B1F ツバメヤ
※箱代込み ※賞味期限：入荷時期によって
異なりますので店舗までお問い合わせください。

『天のや』玉子サンド
1,181円

B1F CHARLIEʼS

※要冷蔵（1時間程度の保冷剤付）
※消費期限：当日23時まで

晩酌セットをご注文で、生ビールを
もう一杯サービス。

B1F 西新宿もうやんカレー
なごや
ドリンク1杯＋おつまみ3品
1,598円

B1F 名古屋コーチン親子丼
酉しみず
ドリンク1杯＋おつまみ1品
800円
3F 神戸六甲道・ぎゅんた
全日／16時〜18時
ドリンク半額
※1人1フード以上の注文が必要

飲み放題メニュー
THE O DOR

名古屋チキン

ビュッフェ弁当

B1F 熟成豚骨ラーメン専門
大名古屋一番軒

B1F 西新宿もうやんカレー なごや

300円

650円

（テオドー）
の紅茶
3,132円〜
3F PRIZE
※賞味期限：商品によって異なりますので
店舗までお問い合わせください。

大地のおやつギフトセット
（3個入）
1,315〜1,465円、

（6個入）
2,484〜2,784円
3F LIBRETTO NAGOYA

※消費期限：商品によって異なりますので
店舗までお問い合わせください。

B1F 味の牛たん喜助

B1F 西新宿もうやんカレー なごや

2時間 1,620円（LOは30分前）

3時間 1,620円（LOは30分前）

※店長おまかせのコース
（ 4,320円）注文の方

※コース料理（2,160円〜）注文の方対象

対象 ※3日前までの要予約

2F YURT

3F 黒豚しゃぶしゃぶ 銀座 羅豚

1時間30分 1,620円（LOは30分前）

2時間 1,500円（LOは30分前）

※PARTYプラン
（2,700円〜）注文の方対象

※コース料理（4,500円〜）注文の方対象
※要予約

3F 宮崎料理 万作

3F 和食・酒亭 神田さくま

麻の葉もなか
マルゲリータエクストラ
918円

1F SOLO PIZZA Napoletana

ひつまぶし
3,348円

3F ひつまぶし名古屋備長

1,404円

3F 中川政七商店
※賞味期限：入荷より約5〜6ヶ月

TEA RING

（ストレート、ジンジャー、バニラ各2袋）2,133円

3F Floyd

※賞味期限：製造より約3年

2時間 1,620円（LOは30分前）

2時間 1,500円（LOは30分前）

※4名以上限定 ※他券併用不可

※コース料理（3,500円〜）注文の方対象

3F 世界のビール博物館

2時間 2,160円（LOは30分前）
※他券併用不可 ※土・日曜、
祝日はコース料理

（1,620円〜）注文の方対象

※わさびはテイクアウト用のものでご用意。

3F 神戸六甲道・ぎゅんた

2時間（コース料理込み）3,800円〜

（LOは30分前）

※上記金額はコース料理代金が含まれています。

3F ローマ三丁目

2時間 2,160円（LOは30分前）
※コース料理（3,240円〜）注文の方対象

タリーズブラジルファゼンダバウ 自家製ルバーブジャム詰め合わせ
（ルバーブジャム 150g、
ピーベリーアソートギフトボックス
やみつき唐揚弁当
700円

3F レアル grande

サラダピッツァ
ベーコン＆マリナーラ

（コーヒーorティー付）760円
5F タリーズコーヒー

※ランチタイム以外に販売している場合もございます。詳細は各店舗へお問い合わせください。

1,300円

5F タリーズコーヒー
※消費期限：商品によって異なりますので
店舗までお問い合わせください。

ルバーブと季節のフルーツのジャム 150g）

2,160円

3F RHUBARBE
※開封後は要冷蔵
※消費期限：未開封の場合6ヶ月
※要予約

※上記の手土産には全て
「のし」
をお付けすることができます。

※1日前までの要予約

※店舗情報・メニュー内容は、予告なく変更となる場合がございます。また、食材が売切次第終了となります。
※価格はすべて税・サービス料込みの価格です。
※詳細は、各店舗にお問い合わせください。

お問い合わせ：大名古屋ビル Shops & Restaurants／tel 052-569-2604
受付時間 11:00〜20:00 ※元日は除く

https://dainagoyabuilding.com/

営 業 時 間：ショップ＆サービス 11：00〜21：00
レストラン＆カフェ 11：00〜23：00 ※一部店舗は異なります。
2017年4月現在

