


SIRLOIN STEAK BENTO BOX（200g）
¥6,500

FILET STEAK BENTO BOX（200g）
¥7,500

RIB EYE STEAK BENTO BOX（150g）
¥2,980

USDA PRIME RIB EYE
ROAST BEEF SANDWICH

¥2,980

・ウルフギャング・ステーキハウス六本木店：03-5572-6341
・ウルフギャング・ステーキハウス丸の内店：03-5224-6151
・ウルフギャング・ステーキハウス シグニチャー青山店：03-5843-0822
・ウルフギャング・ステーキハウス大阪店：06-6136-5658
・ウルフギャング・ステーキハウス福岡店：092-292-1651

アプリよりもお得にお届けできる
タクリーデリバリーもございます。

http://wolfgangssteakhouse.jp/
http://wolfgangssteakhouse.jp/news/ja/1509
tel:0355726341
tel:0352246151
tel:0358430822
tel:0661365658
tel:0922921651


世界共通のレシピで作られた料理は、まさに本場アメリカン！ 

※表示価格は税抜きです。

シーザーサラダ
ベイビーバックリブ
グリルドサーモン
BBQベーコンチーズバーガー

¥1,680
¥3,480
¥2,480
¥1,980

レジェンダリーバーガー   ¥2,180

・ハードロックカフェ東京：03-3408-7018
・ハードロックカフェ上野駅東京：03-5826-5821
・ハードロックカフェ横浜：045-682-5626
・ハードロックカフェ京都：075-533-7771
・ハードロックカフェ大阪：06-6120-5711
・ハードロックカフェ ユニバーサル・シティウォーク大阪:06-4804-3870

クラブサンドイッチ   ¥1,480

ナチョス（スモール）   ¥1,380 トュぺロチキンテンダー   ¥1,180

チキンウイング   ¥1,380 タイ風スパイシーシュリンプ   ¥1,480

http://hardrockjapan.com/
http://hardrockjapan.com/event/8968/
tel:0334087018
tel:0358265821
tel:0456825626
tel:0755337771
tel:0661205711
tel:0648043870


リブ フルスラブ
3,980円

ローマバーガー
1,490円

スパイシーシュリンプ
940円

コブサラダ
Regular 1,770円 / Small 990円  

139 円  
139 円  
139 円  

http://tonyromas.jp/
http://tonyromas.jp/news/ja/311/
tel:0334082748


パンケーキ
680円

クレープ
680円

フルーツ・フレンチトースト
880円

ガーリックシュリンプ～ノースショアスタイル～
1,680円

モチコフライドチキンプレート
1,280円

エッグスンバーガー
1,180円

https://www.eggsnthingsjapan.com/
https://www.eggsnthingsjapan.com/news/200331.html
tel:0452228481
tel:0487881151
tel:0466540606
tel:0783512661
tel:0445897215
tel:0669407248
tel:0425125851


アボカドクラブ
エッグロール
1,280円（税別）

ガーリッククリーム
フェットチーネ+チキン 

1,780円（税別）

オリジナル 
BBQ チキンピザ 
1,780円（税別）

ファイブチーズ
＋フレッシュトマト
1,780円（税別）

ハワイアン
1,980円（税別）

マルゲリータ
1,980円（税別）

ファイヤーグリルドリブアイ
3,980円（税別）

ウエストコーストバーガー
1,880円（税別）

http://cpkjapan.com/
tel:0445897401
http://cpkjapan.com/news/ja/558


シュリンパーズネットキャッチ
Regular 1,910円（税別）/  Large 3,810円（税別）
【250g】 【500g】

BBQチーズバーガー
 1,780円（税別）

ディキシー風ベイビーバックリブ
 3,390円（税別）

アクシデンタル フィッシュ＆シュリンプ
2,180円（税別）

シュリンパーズヘブン
2,540円（税別）

BLT シュリンプサラダ
1,780円（税別）

http://bubbagump.jp/
http://bubbagump.jp/news/ja/133
tel:0338687041
tel:0369101442
tel:0648043880


http://primibaci.com/
tel:0422728202
http://primibaci.com/delivery/


アプリよりもお得にお届けできる
タクリーデリバリーもございます。

http://sarabethsrestaurants.jp/
http://sarabethsrestaurants.jp/news/ja/2626
tel:0353577535
tel:0362063551
tel:0367170931
tel:0525666102


http://buvettetokyo.com
tel:03-6273-3193
http://buvettetokyo.com
http://buvettetokyo.com
http://buvettetokyo.com/%23menu


http://oysterbartokyo.com
tel:03-6717-0932
http://oysterbartokyo.com/news/ja/1833
http://oysterbartokyo.com


http://stoneburg.jp/
http://stoneburg.jp/news/ja/181
tel:0448748408


https://www.ubereats.com/jp/tokyo/food-delivery/%E5%B7%A8%E7%89%9B%E8%8D%98-%E5%85%AD%E6%9C%AC%E6%9C%A8-kyogyuso-roppongi/0zT9VokRQQaqVuW3xcnpMA
https://www.wdi.co.jp/restaurants/kyogyuso
tel:0334231171


アプリよりもお得にお届けできる
タクリーデリバリーもございます。

http://timhowan.jp/news/ja/202/
http://timhowan.jp/
tel:0365508818
tel:0363042861


アプリよりもお得にお届けできる
タクリーデリバリーもございます。

1,700

2,500

1,500

1,800 1,300

富錦樹杏仁豆腐
富錦樹アンニンドウフ

480

926

富錦樹マーボドウフ丼台南式ルーロー飯丼

https://fujintree.jp/
https://fujintree.jp/news/ja/97
tel:0362625611


PASTA SAUCE

人気のカプリチョーザ特製パスタソースをご自宅用にご用意致しました。
お好きなパスタと絡めて出来立て熱々をお楽しみ下さい。

トマトとニンニクソース
Wサイズ（２～３名様分）
¥1,500（税抜）

揚げ茄子とほうれん草のミートソース
Wサイズ（２～３名様分）
¥1,550（税抜）

お持ち帰り用パスタソース（２～３名様分）

　漁師風ペスカトーレソース
　Wサイズ（２～３名様分）

¥1,590（税抜）

渡蟹のトマトクリームソース
Wサイズ（２～３名様分）
¥1,620（税抜）

http://capricciosa.com/
http://capricciosa.com/delivery-takeout/


ABOUT
さまざまな国や地域のレストランで研鑽を積んだ10人のシェフが、

世界の食文化を楽しんでいただくために、夢のキッチンを作りました。

“食で世界を旅する感覚を” そんなメニューを提案していきます。

“店舗を持たない飲食店”ゴーストレストラン 「WE COOK」

各店詳細はこちら

 

ガーリックシュリンプ
GG Shrimp Truck 5

ハワイで大人気のガーリックシュリンプ専門店。
定番のガーリックバター風味の他、ケイジャンスパイスなど
各種テイストもご用意。グレイビーソースが定番の贅沢な
ロコモコも人気です。旅先の南国リゾートで楽しむお食事
のような感覚で、気軽なハワイ旅行をお楽しみください。

ナポリピッツァ
Napo Napo

気分は、ナポリ旅行！？ モチモチの生地を高温の窯で焼き
上げた自慢のナポリピッツァ！ナポリ人のように、一人一枚
で食べてもよし、ワイン片手のパーティーにもピッタリな
人気の本格派ナポリピッツァの数々をお楽しみ下さい。

台湾火鍋
Cozy Hot Pot 8

台湾では、古くから、薬で病気を治すという考え方でなく、自然から
得られた食で病気を予防する「医食同源」という文化があります。

漢方スパイスの効いた台湾火鍋はいかが？
漢方入りの2 種類（白湯・辣香）のスープから選べます。
おひとり様用から2~3名様用のキットもご用意。

ベトナム麺
PHO YOU

ベトナム・ハノイで、現地の人々に愛されているローカルメニュー
「ブン・チャー（つけ麺）」。世界の料理を調理してきたシェフ達も

その美味しさに舌鼓を打つ隠れた名品。
彩りも鮮やかでサラダ感覚で楽しめる汁なしまぜ麺
「ブン・ティット・ヌン」もベトナムの人気メニューです。

 TOKYO 東京都港区エリア

https://wecookchefstbl.jp/


台湾料理
台湾小店

台湾の甘みの強い濃厚醤油の深い味わい、
「五香粉（花椒、グローブ、シナモン、スターアニス、フェンネルなど）」

の甘くエキゾチックな香り。
台湾の夜市を思い起こす、香りと味わいをお楽しみ下さい。

 OSAKA 大阪市中央区エリア

サラダ専門店
Eat your Vitamins!

「ご家庭で一流シェフの作るサラダを」をコンセプトに
特徴ある世界各国のサラダメニューをラインナップ。

それぞれのサラダに合わせた、シェフ自慢の手作りドレッシングで、
ヘルシーなライフスタイルを応援します。

ミラノ風ピッツァ専門店
MILA MILA

MILA MILA のピッツァは、少し厚めの生地、
食感はモッチリしていながらフカフカとして食べ応えがあり、

裏面はカリっと香ばしいのが特徴です。
追加で自慢のサラダもご一緒にお楽しみ下さい！

ABOUT
魅力あふれる旅先の食文化を、私たちの夢のキッチンからお届けします。

　最初の旅先は、イタリア、台湾、ハワイ、ベトナムです。
各地の代表的なメニューの数々をデリバリーでお楽しみください。

“店舗を持たない飲食店”ゴーストレストラン 「WE COOK」

各店詳細はこちら

https://wecookchefstbl.jp/
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