
※表示価格は全て税別価格となります。

高温 400℃で一気に焼き上げるから、外はパリッと中はもっちり食感！

PIZZA ＭENU本格石窯ピザ （全ピザ直径２３cm）

780￥

D.O.P認定最高ランクの水牛モッツァレラを
使用したワンランク上のマルゲリータ

マルゲリータ

クアトロフォルマッジ

明太クアトロフォルマッジ

600￥

ドイツ産ステッペンモッツァレラと
国産バジルを使用した人気のピザ

女性に大人気の4種チーズで奏でるハーモニー♪
はちみつをかけると一層、美味しさが引き立ちます。

山盛りチーズと熟成サラミを贅沢に使用！
シンプルですが、誰もが好きなアメリカン王道ピザ。

ポテマヨコーン

プレミアムマルゲリータ

ゴッドファーザー

ペパロニアメリカン

オレガノミートソース

プレミアムチェリートマト

780￥

880￥880￥ 880￥

980￥980￥ 980￥

明太子とチーズ!?ありそうで無かった組み合わせ。
明太子の辛味とチーズのマイルドなコクがマッチ！！

ミートソースに香り豊かなオレガノ
シンプルながら上品な味わいの１枚

厚切りベーコン、熟成サラミ、辛いチョリソー
ボロニアハムの肉の旨味と辛味が効いたピザ。

大人気のプレミアムマルゲリータにジューシーな
チェリートマトをトッピング！至高のマルゲリータ

子どもから大人まで大人気！ポテトとコーン
迷った時にはポテマヨ♪間違いないピザです。



パスタの【大盛り】はプラス￥200になります。

マークは辛味が効いていますのでお子様にはご注意して下さいマークは使用しているニンニク度数になります

※表示価格は全て税別価格となります。

PASTA ＭENU手作りパスタ

モッツァレラチーズのトマトパスタ
コチラのパスタは【唐辛子あり】か【唐辛子なし】でお選びください。 博多明太のクリームパスタ

半熟卵のカルボナーラ海老とイカのバジルパスタ自家製ボロネーゼ

980￥ALL

単品料理

チキンナゲット

フラポテ

オリーブのマリネ

生ハムのシーザーサラダ

彩り野菜のグリーンサラダ

CHICKEN NUGGET

FRIED POTATO

MARINADE OF OLIVE

CAESAR SALD OF SAW HAM

COLORFUL GREEN SAL AD

380

380

380

580

580

　￥

　￥

　￥

　￥

　￥

さつま黒豚のタリアータ
TAGLIATA DI SATSUMA BL ACK PORK 1,280￥
鹿児島の大地が育んだ奇跡の黒豚。さつま黒豚を贅沢に使用した極上のステーキ。
良質な脂身の甘みを活かすため、味付けはシンプルに塩コショウのみ！！



ジェラート シングル

ジェラート ミニダブル

ジェラート ダブル

ジェラート トリプル

ITALIAN GEL ATO SINGLE

ITALIAN MINI GEL ATO DOUBLE

ITALIAN GEL ATO DOUBLE

ITALIAN GEL ATO TRIPLE

280

280

380

480

　￥

　￥

　￥

　￥

マンゴー

エスプレッソ

ビスコット

キウイ＆バナナ

MANGO

ESPRESSO

BISCOT

KIWII & BANANA

北海道ミルク

ベルギーチョコ

宇治抹茶

キャラメルミルク

MILK

CHOCOL ATE

UJI-MACHA

CRAMEL MILK

ストロベリー

ベリーベリータルト

ブラッドオレンジ

フランボワーズ

STRAWBERRY

BERRY BERRY TARUT

BLOOD ORANGE

RASBERRY

イタリアンジェラート

シングルは下記のジェラート全１２種より１種類、ミニダブル / ダブルは２種類、トリプルは３種類お選び下さい

※表示価格は全て税別価格となります。



アフロスペシャルパンケーキ
AFFRO SPECIAL PANCAKE

880￥

イタリアンドルチェ３種盛り&ドリンクセット
ITALIAN DOLCE SET & SOFT DRINK
ドルチェ３種(自家製クレームブリュレ・ティラミス・ジェラート)＋ソフトドリンク

GELATO

TIRAMISU

CREME BRULEE

・コカコーラ

・ジンジャーエール

・ピンクレモネード

・ピンクレモネードソーダ

・トニックウォーター

・オレンジジュース

・ウーロン茶

SOFT DRINK  ※ソフトドリンクは下記の中から選べます

680　￥

パンケーキ

ドルチェセット

※表示価格は全て税別価格となります。

ナチュラルパンケーキ
NATURAL PANCAKE

780￥

・コーヒー

・アメリカン

・カフェラテ

・カプチーノ

・エスプレッソ

・紅茶

（HOT or ICE）　　

（HOT のみ）　　

（HOT or ICE）　

（HOT のみ）　　

（HOT のみ）

（HOT のみ）　　　　　　
各種

・ジンジャーピーチ

・バイブランス

・デトックス

・アイランドブリーズ

・ブラックカラント

（ICE のみ）

（ICE のみ） 

（ICE のみ）

（ICE のみ）

（ICE のみ）

オーガニックアイスティー



※表示価格は全て税別価格となります。

PARFAITAFFROパフェ

ちょこっとパフェ

VERY BERRYパフェ

新登場のアフロパフェは食後でもペロリッ！！食べきりサイズのミドルサイズパフェ

チョコにバナナにホイップクリーム。黄金の組み合わせ！

間違いない美味しさ！！

直訳すると『とてもベリーなパフェ』。ルビーのように

鮮やかな赤の果実が甘酸っぱい口当たり(^ ♪̂

CREPE ＭENU

季節のフルーツクレープ
CREPE OF SEASONAL FRUITS

クレープ

チョコバナナクレープ
CREPE OF CHOCOL ATE & BANANA

780￥ALL

480￥ALL



※表示価格は全て税別価格となります。

STUDENT SET学割りセット
月ごとで替わるピザかパスタにドリンクが付いたお得な学割セット

（高校生まで）

※今月のピザ・パスタの詳細はスタッフまでお尋ねください。

ドリンクメニュー ※セットのお飲み物は下記よりお選びください。

・コカコーラ

・ジンジャーエール

・ピンクレモネード

・ピンクレモネードソーダ

・トニックウォーター

・オレンジジュース

・ウーロン茶

・コーヒー

・アメリカン

・カフェラテ

・カプチーノ

・エスプレッソ

・紅茶

（HOT or ICE）　　

（HOT のみ）　　

（HOT or ICE）　

（HOT のみ）　　

（HOT のみ）

（HOT のみ）　　　　　

・ジンジャーピーチ

・バイブランス

・デトックス

・アイランドブリーズ

・ブラックカラント

（ICE のみ）      　　

（ICE のみ）                   　　

（ICE のみ）                               　

（ICE のみ）　　

（ICE のみ）  　　　

オーガニックアイスティー

700 ￥

各種

さらにドリンク付きで

本格石窯ピザ or 手作りパスタ

学割


