BIBITE

COCA COLA ・・・・・・・・・・・・ コーラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥600
FANTA ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ファンタオレンジ

・・・・・・・・・

￥600

GINGER ALE

・・・・・・・・・

￥600

・・・・・・・・・・・

TE` ALLA PESCA

・・・・・・・

ジンジャーエール

アイスピーチティー

￥650

・・・・・・・・

SUCCO D`ARANCIA ・・・・ ブラッドオレンジジュース

￥650

・・・

ACQUA FERRARELLE 750ml・・・ミネラルウォーター ガス入り ・・・ ￥600

Pizzeria e Trattoria

ACQUA NATURALE ・・・・・・・・ミネラルウォーター ・・・・・・・・・ ￥600

DA ISA

BIRRE

ASAHI SUPER DRY
BIRRA ANALCOLICA

ASAHI DRY ZERO

・・・ ￥650
生ビール（スーパードライ）

ノンアルコールビール ドライゼロ

・・・・

￥600

VINO LIQUORI
SPUMANTE

スプマンテ ・・・・・・・・・・・・・・・ ￥600

・・・・・・・・・・・・・・・

VINO BIANCO D.O.C ・・・・・・・・グラスワイン（白）・・・・・・・・・・・ ￥600
VINO ROSSO D.O.C・・・・・・・・・・グラスワイン（赤）・・・・・・・・・・・ ￥600
VINO BIANCO D.O.C 500ml ・・・・ハウスワイン カラフェ（白）・・ ￥2,900
VINO ROSSO D.O.C 500ml ・・・・・ハウスワイン カラフェ（赤）・・ ￥2,900
VINO BIANCO D.O.C 750ml・・・・・ハウスワイン ボトル（白）・・・・ ￥3,800
VINO ROSSO D.O.C 750ml・・・・・・ハウスワイン ボトル（赤）・・・・ ￥3,800
ROSSO FRIZZANTE D.O.C ・・・・微発砲グラスワイン（赤）・・・・・・ ￥600
ROSSO FRIZZANTE D.O.C 500ml

微発砲ワイン カラフェ
（赤）・・ ￥2,900

ROSSO FRIZZANTE D.O.C 750ml

微発泡ワインボトル（赤） ・・・

￥3,800

SPUMANTE 750ml

スプマンテ ボトル

￥3,800

・・・・・・・・・・・

DIGESTIVO ・・・・・・・・・・・・・・・・食後酒

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

￥600 〜

DOLCI

TIRAMISU

・・・・・・・・・・・・・・・・・

PANNACOTTA

・・・・・・・・・・・・

ティラミス

・・・・・・・・・・

パンナコッタ

・・・・・・・・

￥600
￥600

La Pizza Napoletana e qualcosa di piu
di un impasto di acqua e farina
cotto al forno col pomodoro
E un fatto di cultura specificatamente
napoletana...addiritura di cultura universale.

ANTIPASTI

PIZZA

前菜

INSALATA DI POLPO タコのサラダ

￥1,200

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

18. CAPRICCIOSA

ピッツァ

1. MARINARA

￥1,500

マリナーラ

pomodoro, basilico, aglio, origano

トマトソース、バジリコ、ガーリック、オレガノ

INSALATA VERDE グリーンサラダ

￥1,200

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2. MARGHERITA

￥1,650

pomodoro, mozzarella, basilico

CAPRESE トマトと水牛のモッツァレラチーズのカプレーゼ ・・・・・￥1,200

3. MARINARA AL FILETTO

マリナーラ アル フィレット

pomodoro, basilico, pomodororini, aglio, origano

MELANZANE ALLA PARMIGGIANA

・・・・・・・・・・・・・・・・

ナスとパルメザンチーズの窯焼き

￥1,200

￥1,950

トマトソース、バジリコ、ミニトマト、ガーリック、オレガノ

4. MARGHERITA ALLA COCCA
POLLO AL FORNO 鶏の窯焼き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥1,200

マルゲリータ アッラ コッカ

￥1,950

pomodoro, mozzarella, basilico,uova

タランティーナ

￥2,300

￥2,300

トマトソース、モッツァレラ、バジリコ、辛口サラミ、ゴルゴンゾーラ、生ハム

マルゲリータ コヤーブ ￥2,400

pomodoro,mozzarella,basilico,acciughe,mozzarella di bufala

トマトソース、モッツァレラ、バジリコ、アンチョビ、水牛のモッツァレラ

マルゲリータ ドック

pomodoro,mozzarella di bufala,basilico,pomodorini

トマトソース、バジリコ、オリーブ、アンチョビ、ケッパー、ガーリック、オレガノ

FRITTI

マエストロ キタノ

pomodoro,mozzarella,basilico,salame piccante,gorgonzola,prosciutto-crudo

22. MARGHERITA D.O.C

pomodoro, basilico, olive, acciughe,capperi, aglio,origano

￥2,300

トマトソース、モッツァレラ、バジリコ、ハム、リコッタ

21. MARGHERITA COYA 〜〜 BU

トマトソース、モッツァレラ、バジリコ、タマゴ

5. TARANTINA

ラザーニャ

pomodoro,mozzarella,basilico,prosciutto,ricotta

20. MAESTRO KITANO

トマトソース、モッツァレラ、バジリコ

￥2,300

トマトソース、モッツァレラ、バジリコ、ハム、オリーブ、キノコ、アーティチョーク

19. LASAGNA

マルゲリータ

カプリチョーザ

pomodoro,mozzarella,basilico,prosc-cotto,olive,funghi,carciofi

￥2,300

トマトソース、水牛のモッツァレラ、バジリコ、ミニトマト

23. SHIORI

シオリ

mozzarella,gamberetti,pomodorini,rucola.parmiggiano

￥2,350

モッツァレラ、エビ、フレッシュトマト、ルーコラ、パルメザン

揚げ物

GAMBERONI ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥1,200

エビのセモリナ粉揚げ

￥1,950

6. MARGHERITA AL FILETTO
マルゲリータ アル フィレット

pomodoro, mozzarella, basilico, pomodoro fresco

24. MARGHERITA BIANCA 2
マルゲリータ ビアンカ ２

トマトソース、モッツァレラ、バジリコ、フレッシュトマト

￥2,350

pomodorini,mozzarella,basilico,scaglie di parmiggiano,prosc-crudo

フレッシュトマト、モッツァレラ、バジリコ、パルメザンブロック、生ハム

MOZZARELLA FRITTA

モッツァレラチーズ揚げ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

￥1,200

8. MARGHERITA CON MELANZANE
マルゲリータ コン メランザーネ

￥1,950

pomodoro, mozzarella, basilico, melanzane

COTOLETTA

豚のカツレツ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

￥1,200

クァットロ フォルマッジ

トマトソース、モッツァレラ、バジリコ、ナス

mozzarella,gorgonzola,taleggio.parmiggiano

￥1,950

マルゲリータ コン フンギ

pomodoro, mozzarella, basilico, funghi

MOZZARELLA

10. MARGHERITA AL TONNO
pomodoro, mozzarella, basilico, tonno

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

モッツァレラチーズ

PROSCIUTTO CRUDO ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥650
生ハム

マルゲリータ アル トンノ

水牛のモッツァレラチーズ

アンチョビ

・・・・・・・・・

￥300

AGLIO ・・・・・・・・・・・・・ ￥100
ガーリック

RUCOLA ・・・・・・・・・・・・￥500

ミニトマト

￥2,300

mozzarella,panna,prosc-cotto,mais,basilico

11. MARGHERITA ALLA ROMANA
マルゲリータ アッラ ロマーナ

￥1,950

pomodoro, mozzarella, basilico, acciughe

31. PANNA COTTO E MELANZANE
パンナ プロシュットコット エ メランザーネ

￥2,300

mozzarella,panna,prosc-cotto,melanzane

モッツァレラ、生クリーム、ハム、ナス、バジリコ

12. MARGHERITA CON WRUSTEL

￥1,950

pomodoro, mozzarella, basilico,wrustel

トマトソース、モッツァレラ、バジリコ、ソーセージ

32. PANNA SALAME PICCANTE E
POMODORINI
パンナ サラメピッカンテ エ ポモドリーニ

￥2,300

mozzarella,panna,salamepiccante,pomodorini,origano

13. MARGHERITA PROSCIUTTO
マルゲリータ アル プロシュット

￥2,300

pomodoro, mozzarella, basilico,prosciutto

プロシュット エ ルーコラ

OLIVE NERE ・・・・・・・・・￥300

15. DIAVOLA ディアヴォラ

pomodoro,mozzarella,basilico.salame piccante,

モッツァレラ、生クリーム、辛口サラミ、ミニトマト、オレガノ

33. PROSCIUTTO E RUCOLA

トマトソース、モッツァレラ、バジリコ、生ハム
ブラックオリーブ

30. PANNA COTTO E MAIS

パンナ プロシュットコット エ マイス

ルーコラ

POMODORINI ・・・・・・・・￥300

￥2,400

モッツァレラ、生クリーム、ハム、コーン、バジリコ

マルゲリータ コン ブルステル

ACCIUGHE

￥1,950

トマトソース、モッツァレラ、バジリコ、アンチョビ

MOZZARELLA DI BUFALA・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥700

ブファリーナ ドック

水牛のモッツァレラ、フレッシュトマト、バジリコ

トマトソース、モッツァレラ、バジリコ、ツナ

￥600

26. BUFALINA D.O.C

mozzarella di bufala,pomodorini,basilico

トマトソース、モッツァレラ、バジリコ、キノコ

トッピング

￥2,350

モッツァレラ、ゴルゴンゾーラ、タレッジョ、パルメザン

9. MARGHERITA CON FUNGHI

AGGIUNTE/TOPPING

25. 4 FORMAGGI

￥2,200

￥2,350

mozzarella,prosciutto-crudo,rucola

モッツァレラ、生ハム、ルーコラ

トマトソース、モッツァレラ、辛口サラミ

※お一人様一品のご注文をお願いします。

