
TAKE OUT  
カフェハローでは、店内でのお食事に加えて、

テイクアウトもご用意しております。

①店内ショウケースによる、DELIの販売

②店内レストランメニュー（調理時間を頂きます）

③オードブル盛り合わせ(調理時間を頂きます）

④自家製生地のピザ(調理時間を頂きます）

↓↓以下、メニューです↓↓



①ショウケースによるDELI販売

~お惣菜~
ANTIPASTI

POLLO ARROSTO 

LASAGNA

国産若鶏のハーブロースト

沖田黒豚の特製ミートソースのラザーニャ

¥580 / 100g 

¥1280

CAPONATA

INSALATA  RUSSA

彩り野菜のトマト煮込み

燻製卵のポテトサラダ

TERRINA
大山鷄と里芋のテリーヌ

¥750

¥600

¥600

COUS  COUS

SARDE  MARINATO

ESCABECH

クスクス、ブロッコリー
白隠元豆のサラダ

青森県　 大羽鰯のマリネ

キビナゴのエスカベッシュ

八ヶ岳野菜のピクルス

SOTTO  ACETO

¥550

¥980

¥550

¥730

自家製ケチャップのナポリタン

NAPOLITAN

¥750



~ドルチェ~

本日のドルチェ

DOLCE

DOLCE DEL  GIORNO 

TIRAMISU TORTA ALLA  BOSCAIOLA 

TORTA ALLA  CAPRESE 

濃厚ティラミス ドライプルーンとナッツのタルト

700 600

680

アーモンド風味のチョコケーキ

その他にもオススメを
ご⽤意しております。



②店内レストランメニュー

状況に応じて調理時間を頂く場合があります

受け渡し時間
12時〜15時　/  17時半〜22時

- Antipasti  freddi-

- Antipasti  cardi-

Affettato  misto

Insalata  mista

Trippa  alla  fiorentina

Carpaccio  di  manzo

Fritto  misto

1,880

780

1,300

1,550

1,480

パルマハムとサラミの盛り合わせ

三浦野菜のサラダ

フィレンツェ風　 トリッパのトマト煮込み

群馬県　 上州牛の温製カルパッチョ

石川県　 スルメイカと旬菜のフリットミスト

冷たい前菜

温かい前菜

- Primi piatti-

Tagliatelle　al  ragu  alla  bolognese

Vermicelli  alla'matriciana

Linguine  al  pesto

Vermicelli  alla  carbonara

Linguine  alla  pescatora

Linguine  alle  vongole  veraci

Mafardine  ai  gamberi

Rigatoni  con  trippa 

Risotto al granapadano

1,580

1,280

1,280

1,600

2,200

1,550

1,980

1,500

1,500

 沖田放牧黒豚のボロニェーゼ
(タリアテッレ）

アマトリチャーナ
（ヴェルミチェッリ）

季節野菜のジェノヴェーゼ
(リングイネ）

チンタ・セネーゼのカルボナーラ  トリュフ風味
(ヴェルミチェッリ）

ペスカトーレ
(リングイネ）

大粒あさりと旬菜のビアンコ
(リングイネ）

赤海老のトマトクリームソース
(マファルディーネ）

フィレンツェ風　トリッパのトマト煮込みソース
（リガトーニ）

グラナパダーノチーズのシンプルなリゾット

パスタ



- Sulla piastra-

Maiale

Salsiccia

Tagliata  di  manzo

Insalata  di  mare

Bagna  cauda  "AOMORI"

Totano  al  burro

1,200 / 100g

1,200 / 1pz

3,300

1,950

1,500

1,550

鹿児島県　沖田放牧黒豚
(200g~300g)

鹿児島県　沖田放牧黒豚の自家製サルシッチャ

群馬県　 上州牛　ランイチ　タリアータ
(150g)

いろいろ魚介の鉄板焼きサラダ

青森野菜のバーニャカウダソース

石川県　 スルメイカ　 肝バターソース

鉄板焼き

- Secondi  piatti-

Maiale  al  vino  bianco

Salsiccia e  fagioli  all'uccelletto

Polpettone  di  manzo  con  pepe  verde  alla  crema

Brazato

Pesce  del  giorno  alla  cotoletta

1,300 / 100g

2,700

3,800

2,690

2,000

鹿児島県　 沖田放牧黒豚　白ワインバターソテー
(200g~300g)

自家製サルシッチャと白隠元豆のフレッシュトマト煮込み

群馬県　 上州牛のポルペットーネ　
グリーンペッパーのクリームソース

牛肉の赤ワイン煮込み　"ブラザート”

本日のお魚の香草パン粉カツレツ

メインディッシュ

本⽇のおすすめも

別メニューでご⽤意しております。



③オードブル盛り合わせ

状況に応じて調理時間を頂く場合があります

オードブル盛り合わせ
（S)２名様用

オードブル盛り合わせ
（M)3名〜４名様用

オードブル盛り合わせ
（L)5名〜6名様用

1,800

3,500

6,000

約5種〜6種の盛り合わせです

円盤型の容器に6種盛りです

円盤型の容器に6種盛りです

ご希望の料理があれば、

それでご⽤意も出来ますので

お気軽にご相談ください

受け渡し時間
12時〜15時　/  17時半〜22時



④ピザ

状況に応じて調理時間を頂く場合があります

CHICKEN  PIZZA

PUTTANESCA  PIZZA

チキンマヨコーンピザ

プッタネスカピザ

クラシック  ピザ

(サラミ、玉ねぎ、ピーマン、
マッシュルーム、オリーブ)

(甘く煮たチキンと玉ねぎ、コーン、
チーズ、自家製マヨネーズ)

(アンチョビ、オリーブ、ケーパー、
チーズ、トマト、オレガノ)

CLASSIC  PIZZA

¥1200

¥1200

¥1200

受け渡し時間
12時〜15時　/  17時半〜22時



我々のご提供する、⾷事、空間が
皆様の⽣活のささやかな彩になればと思います。

大変な時期が続くかとは思いますが、
前を向いて楽しく過ごしていきたいものです。

ハローはテイクアウトに加えて、店内、テラスでの
お食事もして頂けます。

別メニューからご予約も出来ますので、是非ご活用下さい

それでは皆様、くれぐれもご自愛くださいませ。

いつもご利⽤頂き有難うございます。


