
※季節によってフルーツは変わります

※季節によってフルーツは変わります

作りたてリコッタチーズのサラダ
R ¥900（税込）
L ¥1,800（税込）

キリンゼロイチ…………………… ￥550（税込）

ドラフトビール…………………… ￥650（税込）
ハートランド

あわぢびーる ペールエール…… ￥650（税込）
あわぢびーる ヴァイツェン …… ￥650（税込）
あわぢびーる 島レモン ………… ￥650（税込）
あわぢびーる ピルスナー ……… ￥650（税込）
あわぢびーる アルト …………… ￥650（税込）
ノンアルコールビール

ビール
ジントニック……………………… ￥600（税込）
モスコミュール…………………… ￥600（税込）
ハイボール ……………………… ￥600（税込）
ジャックコーク…………………… ￥600（税込）
カシスオレンジ…………………… ￥600（税込）
スプモーニ ……………………… ￥600（税込）
アマレットジンジャー…………… ￥600（税込）
キティ……………………………… ￥600（税込）

スパークリングワイン 白ワイン 赤ワイン

カクテル

トッレゼッラ　プロセッコDOC
グラス …………… ￥650（税込）
ボトル …………… ￥3,200（税込）

クズマーノ  ルチド
グラス …………… ￥650（税込）
ボトル …………… ￥3,200（税込）

クズマーノ  ネロ・ダヴォラ
グラス …………… ￥650（税込）
ボトル …………… ￥3,200（税込）

ピザ・パスタをご注文いただいた方へのオススメ。
お得なセットメニュー モチッとして歯切れが良く、コシと弾力ある淡路麺業で作られた生パスタ。

ピッツァ１枚で約２名様分のボリュームです。シェアをオススメします。 PIZZA SIZE  約27cm

モッツァレラ
¥700（税込）

ブッラータ
¥1,200（税込）

リコッタ
¥800（税込）

当店自慢のチーズ 3 種と淡路島産の野菜を使ったサラダのセット

★ワインを飲むならこのセット
（ご注文頂いてからカットします）

★チーズをたくさん食べたいなら
　このセット

チーズ単品
￥500（税込） 追加できます

淡路麺業さんの生パスタ使用。
乾麺にない「モチッとした食感」
「歯切れのいい食感」
「コシがあり弾力のある食感」と
昔ながらの手打ち製法を生かした
究極の生パスタです。

ストラッチャテッラ
¥900（税込）

チーズ3種盛りプレート
ブッラータ・リコッタ・モッツアレラ

¥2,400（税込）

チーズ3種盛り合わせ

淡路島サラダ

チーズ3種盛り合わせ

チーズ3種盛り合わせ

淡路島サラダ

チーズと淡路島のサラダのセット

前菜盛り合わせ

チーズとイタリア産生ハムセット 手作りチーズ7種盛りと淡路島サラダセット

イタリア産生ハムと
ストラッチャテッラ 淡路島サラダ

￥1,800（税込） 

￥2,000（税込） 
チーズ7種盛りプレート

￥2,300（税込） 

￥1,000（税込） 
本日のプリモサーレ・
リコッタ・
モッツァレラ

本日のプリモサーレ・
リコッタ・
モッツァレラ

本日のプリモサーレ・
リコッタ・モッツァレラ

モッツァレラ・モッツァレラノディーニ・
リコッタ・プリモサーレ・
ストラッチャテッラ・マスカルポーネ・
さけるモッツァレラ

チーズと淡路島サラダと前菜盛り合わせセット

イタリア産パンチェッタと北坂玉子のカルボナーラ
￥1,600（税込）

淡路島産釡あげシラスのペペロンチーノ
￥1,200（税込）

淡路島産足赤エビのペスカトーレ
¥1,800（税込）

淡路島サクラマスとキノコのトマトクリームパスタ
¥1,600（税込）

生ハムとストラッチャテッラのトマトパスタ
￥1,400（税込）

ボロネーゼブッラータ
￥1,800（税込）

人気

№1

サラダ単品
￥500（税込） 

ブッラータ＆リコッタ
¥1,900（税込）

モッツァレラチーズ＆リコッタ
¥1,400（税込）

モッツァレラチーズ＆ブッラータ
¥1,800（税込）

チーズ3種盛りハーフ
¥1,300（税込）

チーズ7種盛りプレート

テイクアウトギフトセット
チーズ代金＋梱包代 ¥200（税込）

モッツァレラ・
モッツァレラノディーニ・
リコッタ・
プリモサーレ・
ストラッチャテッラ・
マスカルポーネ・
さけるモッツァレラ
¥1,900（税込）

手作りホエーパン
1個 ￥100（税込）

※前菜の内容は変わる場合があります

ヴェルデ
￥1,600（税込）

チチニエリ
（淡路島産シラス使用）
￥1,400（税込）

マルゲリータ
￥1,200（税込）

バジル＆トマト
￥1,400（税込）

マルゲリータ・ブッラータ
￥2,000（税込）

ビスマルク
￥1,600（税込）

マルゲリータ＆
淡路島玉ねぎのピッツァ
￥1,300（税込）

淡路島産足赤エビと
魚介のピッツァ
￥2,000（税込）

トマトソース トマトソース トマトソース トマトソース バジルソース バジルソーストマトソース トマトソース

３種のイタリアンハム
￥2,000（税込）

ストラッチャテッラのピザ
￥1,800（税込）

えびすもち豚の
ソーセージ＆リコッタ
￥1,600（税込）

クワトロフォルマッジ
￥2,000（税込）

淡路島 
玉ねぎのピッツァ
￥1,400（税込） プリマヴェーラ

￥1,600（税込）

オニオンソース オニオンソース

オニオンソース

ソースレス ソースレス ソースレス ソースレス

トマトソース
モッツァレラチーズ
バジル
おのころしずく塩
オリーブオイル

オニオンソース
モッツァレラチーズ
キャラメルオニオン
ニンニク
ケッパー
パルミジャーノレッジャーノ
フライドオニオン

バジルソース
トマト
モッツァレラチーズ
アンチョビ
バジル
おのころしずく塩
パルミジャーノレッジャーノ

リコッタチーズ
ズッキーニ
玉ねぎ
サルシッチャ
オレガノ
おのころしずく塩
ガーリックオイル
パルミジャーノレッジャーノ

モッツァレラチーズ
リコッタチーズ
ゴルゴンゾーラ
ゴーダチーズ
おのころしずく塩
ガーリックオイル

トマトソース
オレガノ
おのころしずく塩
ガーリックオイル
セルバチコ
イタリア産生ハム24か月熟成
トマト
オリーブオイル
ブッラータ

トマトソース
モッツァレラチーズ
イタリア産プロシュートコット
マッシュルーム
北坂玉子
おのころしずく塩
オレガノ
オリーブオイル

トマトソース
モッツァレラチーズ
ニンニク
淡路島産シラス
オレガノ
バジル
おのころしずく塩
ガーリックオイル

バジルソース
モッツァレラチーズ
アンチョビ
ケッパー
セルバチコ
パルミジャーノレッジャーノ

オニオンソース
おのころしずく塩
オレガノ
ガーリックオイル
パルミジャーノレッジャーノ
セルバチコ
ストラッチャテッラ
トレビス
オリーブオイル
黒コショウ

モッツァレラチーズ
リコッタチーズ 
トマト 
ケッパー 
おのころしずく塩
オレガノ 
イタリア産生ハム24か月熟成
イタリア産プロシュートコット
イタリア産サラミフィノッキオーナ

トマトソース
モッツァレラチーズ
淡路島産足赤エビ
イカ
ホタテ
アサリ
ムール貝
オリーブオイル
パセリ

リコッタとそら豆のソース
タケノコ
アスパラ
グリーンピース
そら豆
イタリア産パンチェッタ
モッツァレラチーズ
オリーブオイル
おのころしずく塩

淡路島サクラマス
ブッラータ
￥2,600（税込）

ソースレス

ニンニク
ケッパー
オレガノ
パルミジャーノレッジャーノ
淡路島サクラマススモーク
イクラ
青ネギ
ブッラータ

何よりも真摯に目指したのは、搾りたて
ミルクで作ったチーズをより美味しく食
べるためのピッツァ。
シンプルなものだからこそ、素材はフレッ
シュにこだわります。
そのため生地も淡路島産を使用し、
ソース、トッピング・・・フレッシュチー
ズはたっぷりと。

チーズ、小麦粉は
全て淡路島産
淡路島を感じる

キッズプレート
¥900（税込）

※小学生以下の方のみご注文いただけます

淡路牛のミートボール
¥1,000（税込）

3種類のチーズを詰めた
淡路玉ねぎの丸ごとロースト

¥600（税込）

ホエーミルクチキン
¥700（税込）

淡路どりのグリルチキンと
北坂玉子の
シーザーサラダ
¥1,200（税込）

淡路島産フレッシュフルーツと
新玉ねぎのサラダ
Regular ¥900（税込）
Large ¥1,800（税込）

オニポテセット
¥700（税込）

オニオンリング
¥400（税込）

フライドポテト
¥400（税込）

生ハム＆ブッラータ
¥1,800（税込）

イタリア産生ハム3種＆ストラッチャテッラ
Regular ¥1,350（税込）
Large ¥2,400（税込）

イタリア産生ハム＆ストラッチャテッラ
Regular ¥1,150（税込）
Large ¥2,100（税込）

イタリア産生ハム
Regular ¥750（税込）
Large ¥1,300（税込）

創業1860年、最高級パルマ生ハムの生産者ズアリーナ社は数あるランギラーノの
生ハム生産者の中でも一番の老舗です。その中でもプロシュートマイスターの
ジョルジョ・ルッピ氏により特別にセレクションされた24カ月熟成の生ハムを使用

作りたて
モッツァレラチーズの
カプレーゼ
¥1,000（税込）

おすす
め

※季節によってフルーツは変わります

前菜の盛り合わせ
¥1,000（税込）

※前菜の内容は変わる場合があります

チーズ職人の
ミルクジェラート&
ホエージャム
￥600（税込）各 ¥350（税込）

リコッタブリュレ
¥550（税込） 濃厚ミルク・おのころ塩ミルク・

宇治抹茶・コーヒー・
イチゴ・季節のジェラート

ジェラート

スタンダードチーズケーキ
＆

クラシックガトーショコラ
¥700（税込）

はちみつレモンの
レアチーズタルト

100％手搾りフレッシュレモン
¥700（税込）

チーズ屋さんのティラミス
自家製マスカルポーネと
タワーコーヒーエスプレッソ

¥700（税込）

朝しぼり生乳で作った
フレッシュリコッタチーズの

ムース
¥600（税込）

3種のベリーの
ビクトリアケーキ
バタークリームと

ラズベリージャムをサンド
¥600（税込）

濃厚ミルクのアフォガード
タワーコーヒーエスプレッソ使用

¥550（税込）

当店自慢の逸品

ホエー＆レモネード
ホエー＆マンゴー
ホエー＆イチゴ

牛乳は、8割程度が水分のた
め、チーズを作るときなどに牛
乳に含まれる固形成分を固め
ると、ホエーができあがります。
その独特の酸味はドリンクとし
てもおいしくお召し上がりいた
だけます。

ホエードリンク …………………………各￥600（税込）
コーヒー　Hot/Ice ……… ￥400（税込）
アールグレイ　Hot/Ice … ￥450（税込）
ハーブティー …………… ￥450（税込）
淡路島ミルクカフェラテ
Hot/Ice …………………… ￥600（税込）
淡路島ミルクのロイヤルミルクティー
Hot/Ice …………………… ￥600（税込）
淡路島６３３０ミルクコーヒー
Ice ………………………… ￥600（税込）
　　63度で30分低温殺菌されたミルクを使用

コーヒー＆ティー スムージー
自家製レモネードソーダ ￥500（税込）
ジンジャーエール（ウィルキンソン）
…………………………… ￥400（税込）

シマコーラ ……………… ￥500（税込）
コカコーラ ……………… ￥400（税込）
オレンジジュース ……… ￥400（税込）
グレープフルーツジュース … ￥400（税込）
りんごジュース ………… ￥400（税込）
グレープフルーツトニック… ￥500（税込）

ソフトドリンク
淡路島ミルクのベリースムージー…￥500（税込）
淡路島ミルクのマンゴースムージー…￥500（税込）
淡路島ミルクのナッツスムージー…￥500（税込）


