
ディアボラ ￥1,700 ￥1,900
ミラノサラミ,���,,モッツァレラ,グラナ,バジル

￥1,900 ￥2,100

ALTRO MENU

セットのドリンクは    からお�び下さい。
その他もプラス料金でお�び頂けます。  

�⽇のサラダセット
￥450 ￥700

サラダ＋ドリンク

MENU FISSO/セットメニュー
平⽇ランチ

(単品不可)

＋ ＋

Nalipo

PIZZERIA
S I N C E  2 0 1 0

PIZZA MENU

FRITTO /揚げ物

BISTECCA /⽯窯焼きステーキ

FORNO A LEGNA COTTO /⽯窯焼き

INSALATA/ANTIPASTO /サラダ・前菜

AFFETTATO/スライスハム

ナリポミックス ￥1,580 ￥1,780
�ったらコレ�ミックスピッツァ

ベーコン,ソーセージ,タマネギ,ツナ,コーン,トマトソース

ペスカトーレ ￥2,550 ￥2,750
⿂��がふんだんに�っている

�沢なピッツァ

�⽇の�⾹るお⾁ ￥2,750〜
��したステーキを⽯�で焼上げます。

黒�をご�ください。

ブッファリーナ ￥2,000 ￥2,200
�⽜モッツァレラを使⽤した���マルゲリータ

RACCOMANDATO /お勧めピッツァ

マルゲリータドッピョ ￥1,580 ￥1,780
モッツァレラ２�マルゲリータ

マルゲリータ ￥1,150 ￥1,350
モッツァレラ,バジル,グラナ,トマトソース

POMODORO /トマトソース

マリナーラ ￥900 ￥1,100
ニンニク,オレガノ,バジル モッツァレラ�し

タランティーナ ￥1,500 ￥1,700
ニンニク,オレガノ,バジル,アンチョビ,オリーブ モッツァレラ�し

ジーラ ￥1,250 ￥1,450
ニンニク,モッツァレラ,バジル,グラナ

ロマーナ ￥1,350 ￥1,550
アンチョビ,オレガノ,モッツァレラ,バジル,グラナ

ラザーニャ ￥1,480 ￥1,680
リコッタチーズ,モッツァレラ,グラナ,バジル

カプリチョーザ ￥1,580 ￥1,780
ベーコン,キノコ,こだわり�鮮卵,モッツァレラ,グラナ,バジル

モッツァレラ�し

BIANCA /チーズベース

マルゲリータビアンカ ￥1,250 ￥1,450
フレッシュトマト,モッツァレラ,グラナ,バジル
イーデー ￥1,250 ￥1,450
アンチョビ,ニンニク,オレガノ,胡�,モッツァレラ,グラナ,

パターテ ￥1,480 ￥1,680
フライドポテト,ソーセージ,リコッタ,モッツァレラ,グラナ

クアトロフォルマッジョ ￥1,580 ￥1,780
ゴルゴンゾーラ,リコッタチーズ,グラナ,モッツァレラ

ビアンカプロシュット ￥1,580 ￥1,780
パルマ�⽣ハム,サラダ,モッツァレラ,グラナ

ビスマルク ￥1,700 ￥1,900
こだわり�鮮卵,ハム,キノコ,モッツァレラ,胡�

パタティーネ ￥1,800 ￥2,000
�切りポテトチップス,パルマ�⽣ハム,モッツァレラ,胡�

サルモーネビアンカ ￥1,900 ￥2,100
スモークサーモン,タマネギ,ツナ,アンチョビ,ニンニク,モッツァレラ

ジェンナーロ ￥2,100 ￥2,300
�⽜モッツァレラ,リコッタ,パルマ�⽣ハム,モッツァレラ

ウンベルト ￥2,550 ￥2,750
⿂��がふんだんに�っている�沢なピッツァ。

PANNA /クリームベース

モンテビアンコ ￥1,680 ￥1,780
リコッタ,ベーコン,グラナ,胡�,モッツァレラ,クリーム

ウオーヴォ ￥1,480 ￥1,680
こだわり�鮮卵,ベーコン,モッツァレラ,グラナ,胡�,クリーム

パンナマイス ￥1,250 ￥1,450
コーン,ハム,クリーム,胡�,モッツァレラ

パンナフンギ ￥1,250 ￥1,450
キノコ,ベーコン,クリーム,胡�,モッツァレラ

ナリポでよく出る⼈気のピッツァ META META/ハーフ＆ハーフ

下�から２種�お�び下さい

マリナーラ
ニンニク,オレガノ,バジル
マルゲリータ
モッツァレラ,バジル,グラナ,トマトソース
ロマーナ
アンチョビ,オレガノ,モッツァレラ,バジル,グラナ

イーデー
アンチョビ,ニンニク,オレガノ,胡�,モッツァレラ,グラナ

ナリポミックス
ベーコン,ソーセージ,タマネギ,ツナ,コーン,トマトソース

クアトロフォルマッジョ
ゴルゴンゾーラ,リコッタチーズ,グラナ,モッツァレラ

モンテビアンコ
リコッタ,ベーコン,グラナ,胡�,モッツァレラ,クリーム

パンナフンギ
キノコ,ベーコン,クリーム,胡�,モッツァレラ

SPECIALE /�特別な形のピッツァ

リピエノ ￥1,500 ￥2,200
�み焼きピッツァ

フリッタ ￥1,600 ￥2,300
イベントで�気の揚げピッツァ。お�サイズ

パニーノ ￥1,450
ホットサンド

�しもかま地ダコ  ￥1,050
�⽥拓�が下�刈で漁をする�たこ

フライドポテト ￥450 ￥800ハーフ

せせりのセモリナ粉揚げ  ￥650
冷めても�味しいナリポ⼀押しから揚げ

⼿⽻先の⽯�焼き ￥850
ナリポの���

⾃��サルシッチャ ￥1080
腸�めしていないゴリゴリソーセージの中�

活鮮�⽼のオレガノ⽯�焼き４尾 ￥1,350
⽪ごと�べれるソフトシュリンプ

ナリポサラダ  ￥1,220
�⽜モッツァレラのカプレーゼ  ￥1,550

�⽜モッツァレラとパルマ�⽣ハム ￥1,900

セセリ＆フライドポテト ￥1080
�で焼いたセセリとポテトのセット

イタリア�ハムの盛�せ ￥800 ￥1,550
パルマ�⽣ハム ,ミラノサラミ ,モルタデッラ

ハーフ

［��］

［��］

カジモトサン ￥1,480 ￥1,680
コーン,ツナ,クリーム,胡�,モッツァレラ

ニコ ￥1,480 ￥1,680
コーン,ベーコン,モッツァレラ,グラナ,バジル

TAKE
OUT

NON ALCOLICO
モレッティ・ゼロ

スパークリングワイン

BIO リモナータ

BIO ポンぺルモロッソ

BEVANDA ANALCOLICA

/ノンアルコール

コーラ

￥450

イタリア�ノンアルビール

イタリア� ガルバニーナ�
シチリア�エトナ���の有�レモンを使⽤したオーガニックソーダ

BIO イタリア� ガルバニーナ�
シチリア�の有�ブラッドオレンジを使⽤したオーガニックソーダ

イタリア�マカリオ� 

�し�い⽢味と�味が�徴のピンクグレープフルーツオーガニックソーダ

キノット
イタリアの⼩さな柑��、ほろ苦く滑らかな味わいが⼤�の�味をそそる。

/ソフトドリンク

フェッラレッレ イタリア� ガス�りミネラルウオーター

オレンジ100％ イタリア� ヨーガ�

ピーチマンゴー イタリア� ヨーガ�

�ナシ イタリア� ヨーガ�

ナリポラムネ ��  中元�

ジンジャー

ウーロン茶 オレンジ ���

アランチャータロッサ

￥650

￥650

￥650

￥600

￥760

￥760

￥760

￥760

￥600

￥600

￥400

￥400

前⽇��でご⽤�い�します。

Ｓ Ｒ

Ｓ Ｒ

Ｓ Ｒ

Ｓ�24-26㎝ Ｒ�30-32㎝

ナリポLINE公式アカウント
テイクアウトのご予約やご質問等承ります。

ご登録お待ちしています。0823-27-3163TEL

前⽇までのご予�をおすすめしています�

電�に�れないことが
�いのでＷＥＢからの
ご��を�奨していま
す。��メニューも�
�あります。ご利⽤下
さい。※当⽇注⽂はネット⼜はお電話からお願いします。

※  ⼟�⽇・�⽇は⼤��み�ってきます。

テイクアウト専⽤サイト


