
グランドメニュー

Antipasti 前菜
Appetizers

Zeppoline

Zeppoline (special delicacy from Naples, light fritters with seaweed) 

ゼッポリーネ (ナポリ名物、海草の入ったフリッター） ¥550
ハーフサイズ ¥385

Fritto misto napoletano

Assortment of Neapolitan fritters

ナポリ風フライの盛り合わせ ¥1,100
（コロッケ、野菜、モッツァレッラ、ゼッポリーネ）

Insalata mista

Mixed salad 

ミックスサラダ ¥1,100

Antipasto misto del giorno

Assorted appetizers of the day

本日のおまかせ前菜6品盛り合わせ 1人前 ¥1,100～

Prosciutto crudo e mozzarella 

Mozzarella with raw ham

生ハムとモッツァレッラチーズの取り合わせ ¥1,870

Insalata caprese

Capri style salad (mozzarella, ripe tomatoes and basil)

モッツァレッラチーズとフルーツトマトのカプレーゼ ¥1,430

Verdura alla griglia

Grilled mixed vegetables

いろいろな野菜のグリル焼き盛り合わせ ¥1,540

Frittura di gamberi e calamari

Assortment of deep-fried shrimps and squid

エビとイカのフリット盛り合わせ ¥1,540

Polipo affogato

"Drowned” octopus (tender octopus simmered in tomato sauce)

溺れだこのトマト煮 ナポリ風 ¥1,980

Salsiccia di maiale al forno

Oven roasted homemade sausages (2 pieces)

自家製ソーセージの窯焼き ¥1,650



Pizze ピッツァ

◆トマトソースベースのピッツァ
Pizza with Tomato Sauce

Pizza Marinara

Pizza Marinara (with garlic, oregano and tomato sauce) 

マリナーラ (ニンニク、オレガノ、バジリコ、チーズなし) ¥1,430

Pizza Margherita

Queen Margherita's pizza (with mozzarella, basil and tomato sauce)

マルゲリータ (モッツァレッラ、バジリコ) ¥1,540

Pizza Partenope (Pizza D.O.C.)

Partenope style pizza (with buffalo’s mozzarella and cherry tomatoes) 

パルテノペ (チェリートマト、水牛のモッツァレッラ、バジリコの特製マルゲリータ) ¥1,980

Pizza alle Melanzane

Pizza Margherita with eggplants 

メランザーネ (ナス、モッツァレッラ、バジリコ) ¥1,650

Pizza Lasagna

Pizza with mozzarella, salami, ricotta, basil and tomato sauce

ラザーニャ (モッツァレッラ、サラミ、リコッタチーズ、バジリコ) ¥2,090

Pizza Pulcinella

Pizza Margherita with ham, black olives and mushrooms

プルチネッラ （ハム、ブラックオリーブ、キノコ、モッツァレッラ) ¥1,870

Pizza alla diavola

Pizza Margherita with spicy sausage

辛いソーセージの悪魔風ピッツァ (辛いソーセージ、ンドゥイヤ、モッツァレッラ) ¥1,760
※ンドゥイヤはカラブリア州特産の豚肉の唐辛子ペーストです。

【チーズの増量、変更も承ります】
※+330円でモッツァレッラを増量できます。

※+330円でモッツァレッラを水牛のモッツァレッラへ変更できます。



◆トマトソースを使わないピッツァ
Pizza without Tomato Sauce

Pizza Mastunicola

Oldest Neapolitan pizza  (pecorino cheese, basil and lard)

ナポリ最古のピッツァマストゥニコーラ ¥1,430
(ペコリーノパウダー、バジリコ、自家製ラードのシンプルなピッツァ）

Pizza ai Quattro Formaggi

Pizza with four kinds of cheese

4種類のチーズのピッツァ ¥1,870
イタリア産ハチミツを用意しております(+110円)

Pizza Bianca con Prosciutto e Rucola

Pizza with raw ham and rocket lettuce

生ハムとルーコラのピッツァ・ビアンカ ¥2,420

Pizza Campagnola

Homemade sausages, broccoli, and mozzarella

田舎風ピッツァ (自家製ソーセージ、ブロッコリー、モッツァレッラ) ¥1,870

Pizza all'Ortolana

Greengrocer style pizza with seasonal vegetables

オルトラーナ (たっぷり野菜の八百屋さん風) ¥1,980

Pizza Bianca con Funghi e Prosciutto Crudo

Pizza with mixed mushrooms and row ham

きのこと生ハム (きのこ、生ハム、モッツァレッラ) ¥1,870

Pizza Antichi Sapori

Pizza with smoked mozzarella, ham, cherry tomatoes and rocket  

アンティーキサポーリ イスキア島の名物ピッツァ ¥2,200
(燻製モッツァレッラチーズ、ハム、チェリートマト、ルーコラセルバチカ)

Calzone

Pizza turnover filled with ricotta, mozzarella, ham, and tomato sauce

カルツォーネ (リコッタ、モッツァレッラ、ハム、上に少量のトマトソース) ¥1,980



Primi Piatti パスタ料理
Pasta

Spaghetti alle vongole

Spaghetti with clam sauce, Neapolitan style

アサリとチェリートマトのスパゲッティ ナポリ風 ¥1,650

Spaghetti alla puttanesca

Spaghetti with tomatoes, anchovy, olives, cappers

プッタネスカ風 スパゲッティ ¥1,650
（アンチョビ、黒オリーブ、ケッパーの入ったトマトソース）

Manfredi al ragù e ricotta

Manfredi in ragout sauce with ricotta

ナポリ風ラグーとリコッタチーズ和え マンフレディ ¥1,870
※マンフレディは、片面が波打った形の幅広ロングパスタです。

Scialatielli allo scoglio

Scialatielli with seafood

海の幸たっぷりの自家製パスタ シャラティエッリ ¥2,640
※シャラティエッリは手打ちの幅広の平麺です。

Ziti spezzati alla Genovese

Ziti spezzati with beef stewed in onion sauce

ナポリ風ジェノヴェーゼ和え ズィーティ マカロニ ¥1,760
（ナポリでは牛肉の玉ねぎ煮込みのことをジェノヴェーゼと呼びます。）

Gnocchi di patate alla sorrentina

Potato gnocchi in ragout sauce and mozzarella

モッツァレッラ入りトマトソース和え じゃが芋のニョッキ ソレント風 ¥1,760

Pasta e fagioli con cozze

Pasta and beans with mussels

パスタとムール貝入り白いんげん豆のスープ煮 ¥1,760
ハーフサイズ ¥1,232



Secondi Piatti メイン料理
Main courses

Filetto di pesce del giorno

Fish fillet of the day

本日の鮮魚（切り身）
アクアパッツァ又はオーブン焼き ¥1,980

Polpette al ragù

Meat ball in tomato ragout sauce

ポルペッテ（ミートボール）のラグー煮 ¥1,980

Carne alla Genovese

Braised beef and onion

ナポリ風ジェノヴェーゼ 牛肉の玉ねぎ煮込み ¥2,310

Carne alla pizzaiola

Beef in tomato sauce with oregano

牛肉のピッツァヨーラ ¥2,310
（トマトソース、ニンニク、オレガノを使った軽い煮込み料理）

本日のおすすめ炭火焼き料理
豚肉、仔羊肉、黒毛和牛、Tボーンステーキなどご用意しております。

＊入荷の都合により変更になる場合があります。価格は当日お店にてお尋ねくださいませ。

その他、季節のおすすめメニューもご用意しております。

～～デザートメニューは別途ご用意しております。～～

※表示価格は消費税込み価格です。
※Prices are tax included


