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 マンマパスタや A16 などのイタリアンレストランをメインに運営するジローレストランシステ

ム株式会社（代表取締役社長 佐藤治彦）は、テイクアウト強化のため 11月 10日（火）より直営

店 53店舗にてデリバリー＆テイクアウトアプリ「menu（メニュー）」を導入しました。 

 

 「menu」は、スマホで食べたいメニューを事前注文・決済ができ、あとはお店に行くだけで出

来立ての料理が待たずに受け取れるテイクアウト機能と、デリバリー機能が利用できるアプリで

す。ジローレストランシステムでは、まずはテイクアウト機能にてサービスをスタートし、今後、

デリバリー機能を導入していきます。 

 

 提供する料理はシェフの手作りであることにこだわるジローレストランシステムが運営する店

舗で、自慢の料理の数々が熱々のままお好きな場所でお楽しみいただけます。 

 ランチやディナーなどの日常使いに、これから迎える年末年始のご自宅での華やかな席に、プ

ロが作る美味しい料理を是非、お役立てください。 

 

■「menu（メニュー）」導入店舗一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press Release 

ジローレストランシステム株式会社 

 

2020年 11月 20日 

マンマパスタなどイタリアンレストランを運営する 
ジローレストランシステムの直営店 53店舗でテイクアウト強化 

11月 10日より、デリバリー＆テイクアウトアプリ「menu（メニュー）」導入 

住所 電話番号

イル バロッコ 有楽町店 東京都千代田区有楽町2-1-16 03-3508-7781

炭火バル 神田岩本町style本店 東京都千代田区神田須田町2-13-1ノルン秋葉原ビル1F 03-6206-4066

熟成肉バル 神保町style3号店 東京都千代田区西神田2-4-9第二錦水ビル1F 03-6272-3204

ナポリの下町食堂 お茶の水店 東京都千代田区神田駿河台2-1-45 ニュー駿河台ビルB1 03-3291-3601

熱風食堂 Typhoon 秋葉原店 東京都千代田区神田佐久間町1-19 山中ビルB1 03-3251-3903

WISE SONS TOKYO（ワイズ サンズ トウキョウ） 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビルB1F 03-6551-2477

マッテオ 銀座店 東京都中央区銀座7-2 銀座コリドー街111 03-3572-1062

ロマンツァ 銀座店 東京都中央区銀座6-9-2 クロサワビルB1F 03-6280-6261

イタリア食堂 TOKABO 田町センタービル店 東京都港区芝5-34-7 田町センタービルB1 03-3769-6227

カフェ ラントマン 青山店 東京都港区北青山3-11-7 AOビル4F 03-3498-2061

ダノイ 高輪 東京都港区高輪4-7-6 品川東武ホテル1F 03-3440-4424

パレルモ 赤坂店 東京都港区赤坂3-10-4 月世界ビル1F 03-3582-9345

イタリア食堂 TOKABO 神楽坂店 東京都新宿区神楽坂2-2 志満金ビル4F 03-3267-5781

びすとろ ふらんべ 新宿エルプラザ店 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワーB2 03-3340-5025

のみくい 豚道楽 豊洲店 東京都江東区豊洲5-5-1-202 豊洲シエルタワー2F 03-3532-6251

マンマパスタ バオバブ 東大島店 東京都江東区亀戸9-2-9 03-5628-3018

パレルモ 恵比寿店 東京都渋谷区恵比寿西1-8-7 見須ビル2F 03-3780-0780

【東京都】



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取材・問い合わせ先】 
ジローレストランシステム(株)  松本（080-1014-1036）／長浜谷（ながはまや）（080-1014-1183） 
ＴＥＬ：03-6418-5217 ＦＡＸ：03-6418-5644 

ＭＡＩＬ：k_matsumoto@giraud.co.jp ／ s_nagahamaya@giraud.co.jp 
 

PIZZARIA LA VALLE di TOKYO 東京都渋谷区渋谷1-10-1 八千代ビル2F 03-6452-6680

ペッシェドーロ 新宿店 東京都渋谷区代々木2-2-1 新宿サザンテラス内 03-3375-0510

ナポリの下町食堂 中野店 東京都中野区中野5-65-5 中野SKビル2階 03-5942-8913

ピアットロッソ 上井草店 東京都杉並区上井草3-7-2 03-3301-2075

イタリア食堂 ミラネーゼ 池袋店 東京都豊島区池袋2-1-1 千野ビル2F 03-6914-0320

ナポリの下町食堂 池袋店 東京都豊島区西池袋1-15-5 吉大ビル2F 03-3988-8177

パレルモ 池袋店 東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル1F 03-3983-2844

ペッシェドーロ ハレザ池袋店 東京都豊島区東池袋1丁目18番 1号 ハレザタワー1F 03-6709-0650

マンマパスタ グランデ 足立島根店 東京都足立区島根2-16-11 03-3859-5770

マンマパスタ 立川店 東京都立川市泉町935-3 042-526-6372

パッパパスタ 三鷹店 東京都三鷹市大沢2-7-2 0422-33-0262

マンマパスタ 府中店 東京都府中市若松町2-39-1 042-368-2340

マンマパスタ 成瀬店 東京都町田市南成瀬1-25-11 042-728-4168

マンマパスタ 日野店 東京都日野市万願寺5-14-7 042-587-6351

マンマパスタ 狛江店 東京都狛江市東和泉1-33-2 03-3430-2350

ジロー珈琲 羽村店 東京都羽村市羽加美1-7-5 042-578-8950

Bd26（バール・デル・ジロー）横浜店 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワーB2 ドックヤードガーデン みらい横丁内 045-222-5670

マンマパスタ 金沢文庫店 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-6-27 045-785-3853

パッパパスタ 港南台店 神奈川県横浜市港南区港南台3-23-22 045-831-1196

パッパパスタ 霧が丘店 神奈川県横浜市緑区霧が丘5-2-9 045-921-1460

パッパパスタ 港北ニュータウン店 神奈川県横浜市都筑区見花山40-67 045-942-0379

アベーテ はるひ野店 神奈川県川崎市麻生区はるひ野5-3-7 044-981-6237

マンマパスタ 相模原店 神奈川県相模原市中央区共和3-6-1 042-755-7611

マンマパスタ 六会店 神奈川県藤沢市亀井野2-5-3 0466-82-2955

マンマパスタ 本厚木店 神奈川県厚木市栄町1-7-11 046-223-4816

ジーザとローザ 座間店 神奈川県座間市入谷西2-42-18 046-257-4201

マンマパスタ バオバブ 千葉都町店 千葉県千葉市中央区鶴沢町20-18 043-224-7883

マンマパスタ 花見川店 千葉県千葉市花見川区畑町1335-1 043-272-8008

パッパパスタ 市川店 千葉県市川市北方町4-1440-2 047-338-8824

パスタ ナポレターナ 松戸六実店 千葉県松戸市六実1-15-6 047-383-2930

マンマパスタ 成田店 千葉県成田市ウイング土屋112-2 0476-24-7251

自家焙煎 ジロー珈琲 豊四季店 千葉県柏市豊四季252-9 04-7197-6190

自家焙煎 ジロー珈琲 八千代台店 千葉県八千代市高津東1-1-1 047-411-9251

マンマパスタ 新鎌ヶ谷店 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-5-24 047-443-7621

自家焙煎 ジロー珈琲 大宮店 埼玉県さいたま市北区大成町4-205 048-653-4711

ジロー珈琲 草加店 埼玉県草加市清門3-36-2 048-946-7530

ペルアデッソ東海 KITTE名古屋店 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 B1F 052-433-2401

【神奈川県】

【千葉県】

【埼玉県】

【愛知県】


