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イタリアから届く厳 選した素 材を使った
焼きたてのピッツアをお 持ち帰り頂 けます！

＊金 額 は 全て消 費 税 込 みのお 値 段 です。

Pizzeria-Trattoria Napule 
池袋東武百貨店

Tel: 03-5927-8815
東京都豊島区西池袋1-1-25 池袋東武百貨店 スパイス11F 

Lunch 11:00～15:00 (14:30 L.O.) / Cafe 14:30～ / Dinner 17:00～22:00 (21:30 L.O.)
 (定休日：東武百貨店に準ずる)

Pizza speciale!

n

PIZZA TAKEAWAY

Napule
池袋東武百貨店

トマトソースなしのピッツァ/ Pizze bianche / Pizza without tomato sauce

モッツァレッラチーズ、ロースハム、マッシュルーム 、バジル 
Mozzarella cheese, ham, mushrooms, basi l 

モッツァレッラチーズ、ミニトマト、バジル
Mozzarella cheese, cherry tomatoes, basi l

フレッシュトマトのマルゲリータ  
Margherita bianca con pomodoro al fi letto（小麦・乳）  ¥ 2,000-    

フェリーチェ / Felice  （小麦・乳） ¥ 1,800-

モッツァレッラチーズ、季節の野菜 、バジル
Mozzarella cheese, seasonal fresh vegetables, basi l

オルトラーナ（八百屋風）/ Ortolana（小麦・乳） ¥ 2,300-

モッツァレッラチーズ、生ハム、ルーコラ、バジル
Mozzarella cheese, dry cured ham, rocket salad, basi l 

生ハムとルーコラ/ Prosciutto e rucola （小麦・乳） ¥ 2600-

モッツァレッラチーズ、ゴルゴンゾーラチーズ、タレッジョチーズ、

ペコリーノチーズ
Mozzarella cheese, gorgonzola cheese, taleggio cheese, pecorino cheese

４種類のチーズ / Quattro Formaggi （小麦・乳） ¥ 2,600-

モッツァレッラチーズ、リコッタチーズ、サラミ、ロースハム、

黒胡椒、バジル
Mozzarella cheese, ricotta cheese, salami, ham, black pepper, basi l

マチェッラーラ/ Macellara （小麦・乳） ¥ 2,600-

 ハ ーフ＆ハ ーフ / Metà e metà / Half and half      ¥2,700-
 お 好 みのピッツァを1 / 2 ず つ

4 Formaggi

Margherita
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表紙山折中心

表紙山折中心
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トマトソース、モッツァレッラチーズ、アンチョビ、 ケッパー、

オレガノ、バジル 
Tomato sauce, mozzarella cheese, anchovies, capers, oregano, basi l 

トマトソース、しらす、ミニトマト、オリーブ、ニンニク、

オレガノ、バジル （えび・かに混入の可能性がございます。）

Tomato sauce, whitebait, cherry tomatoes, olives, garlic, oregano, basi l

トマトソース、水牛のモッツァレッラチーズ、バジル （小麦・乳）

Tomato sauce, buffalo mozzarella cheese, basi l

Pizze rosse   

  トマトソースのピッツァ
Pizza with tomato sauce   

トマトソース、ミニトマト、アンチョビ、ケッパー、黒オリーブ、

にんにく、オレガノ、バジル （小麦） 
Tomato sauce, cherry tomatoes, anchovies, capers, black olives, 

garlic, oregano, basi l

トマトソース、モッツァレッラチーズ、バジル （小麦・乳）

Tomato sauce, mozzarella cheese, basi l

　　 トッピング	
+アンチョビ/Acciughe/ Anchovy   ¥1,800-   
+ハム （卵） 	 /Prosciutto cotto/ Ham	 	 	 ¥1,900-
+サラミ （卵） /Salame/ Salami ¥2,000-

トマトソース、にんにく、オレガノ 、バジル  

Tomato sauce, garlic, oregano, basi l

　　 トッピング
+アンチョビ/Acciughe/ Anchovy	 	 ¥1,600-
+チェリートマト/Pomodorini / Cherry tomato ¥1,600-

水牛のモッツァレッラチーズのマルゲリータ （小麦・乳）  
Margherita con mozzarella di bufala

  ¥2,600-

マリナーラ / Marinara （小麦） ¥ 1,500-

マルゲリータ / Margherita （小麦・乳） ¥1,700-

タランティーナ/ Tarantina （小麦）  ¥1,700-

チチニエッリ / Cicinielli （小麦・えび・かに） ¥ 1,800-

ロマーナ / Romana （小麦・乳） ¥ 1,900-

トマトソース、モッツァレッラチーズ、辛口サラミ、バジル
Tomato sauce, mozzarella cheese, spicy salami, basi l

ディアヴォラ / Diavola （小麦・乳） ¥ 2,100-

トマトソース、モッツァレッラチーズ、ロースハム、マッシュルーム、

黒オリーブ、バジル 
Tomato sauce, mozzarella cheese, ham, mushrooms, black olives, basi l 

カプリチョーザ / Capricciosa （小麦・乳） ¥ 2,500-

トマトソース、モッツァレッラチーズ、ロースハム、

リコッタチーズ、バジル 
Tomato sauce, mozzarella cheese, ham, ricotta cheese, basi l

ラザニェッタ / Lasagnetta （小麦・乳） ¥ 2,400-


