Pizza ピッツァ 薄焼きドゥ

※ピッツァはハーフ＆ハーフも承ります。

日本政府にも認可された
イタリアのBioagricertによる
安心の有機認定トマト

ラジャヴェッタの有機トマトは、
有機農法により栽培され
た南イタリア産トマトを原料としています。
日本の農水省
からも登 録 認 定 機 関として認 可され た、イタリアの
Bioagricertにより有機認定されている安心の品質です。

ラジャ ヴェッタ自信のクリスピーピッツァをご堪能下さい。

Platinum Mozzarella Cheese

〜プラチナ・モッツァレラ〜
水牛モッツァレラ・ブーファラ

価格上段：10inch
（約25cm） 価格下段：14inch
（約35cm）

Very Hot Jalapeno & Salami

ＮＥＷ

フィレアンチョビを使用した本格派。

1,900
3,000

Kalbi Pizza

ＮＥＷ

黒毛和牛カルビピッツァ

ＮＥＷ

Anchovies & Garlic

アンチョビガーリック

季節限定

ハラペーニョをたっぷりトッピング！
激辛好きな方へ贈る夏にピッタリのピッツァです。
ハラペーニョ サラミ 特製トマトソース
チーズ カイエンパウダー

ハラペーニョとサラミの激辛ピッツァ

価格上段：10inch
（約25cm） 価格下段：14inch
（約35cm）

ＮＥＷ

ハラペーニョとサラミの
激辛ピッツァ

季節限定

トマト アンチョビ ガーリック
特製トマトソース エダムチーズ
モッツァレラ ゴーダチーズ

アンチョビガーリック

黒毛和牛カルビピッツァ

Marguerite with Organic Tomato & Mozzarella di Bufala

イタリア産有機トマトと
水牛モッツァレラのマルゲリータ
厳選した有機トマトと本場オルキデア製の
水牛モッツァレラ・ブーファラを使用！
イタリア産有機トマト バジル
水牛モッツァレラ・ブーファラ

季節
限定

サラミ ブロッコリー ソーセージ パプリカ
特製トマトソース エダムチーズ
モッツァレラ ゴーダチーズ

イタリアンMIX

季節
限定

イタリア産有機トマトと
ズワイガニのピッツァ

Marguerite

人気No.1

Chicken & Vegetables

1,700
2,800

蒸し鶏と彩り野菜のピッツァ
蒸し鶏と彩り野菜のピッツァ

2,000
3,200

柔らかチキンと彩り野菜を散りばめた、
見た目にも華やかなピッツァです。
蒸し鶏 ブロッコリー パプリカ ズッキーニ
ナス トレビス モッツァレラ ゴーダチーズ

2,100
3,300

Marinara

マリナーラ
ピッツァの基本です。
シンプルな分、
素材の味が活きてます。

ガーリックとスパイスが織り成す
絶妙の旨味をお楽しみ下さい。
サラミ ソーセージ トマト ガーリック
マサラ 赤トウガラシ 特製トマトソース
モッツァレラ ゴーダチーズ

2,000
3,100

Four Cheeses

人気No.2

クワトロフォルマッジョ

マリナーラ
トマト ガーリック バジル
特製トマトソース

グラナパダーノ ゴルゴンゾーラチーズ
エダムチーズ 水牛モッツァレラ・ブーファラ

1,700
2,700

Seafood

人気No.3

シーフード

Carbonara

パスタで大人気のカルボナーラをピッツァに
仕上げました。
美味しい新発見です。

カルボナーラピッツァ

2,200
3,400

ベーコン 玉ねぎ カルボナーラソース
モッツァレラ ゴーダチーズ グラナパダーノ

1,900
3,100

Bottarga di Muggine & Scallop

イタリア産カラスミと
ホタテのピッツァ

魚介類をふんだんに使用した贅沢な逸品。
ブロッコリー エビ ホタテ イカ パプリカ
特製トマトソース ロブスターソース
モッツァレラ ゴーダチーズ

1,300
2,100

カルボナーラピッツァ

ＮＥＷ

チーズ好きの方向け、
4種のチーズを贅沢に使用。

シーフード

独特な香りと口溶けのサラミを使用し、
シンプルながら奥深い味わいです。
サラミ パプリカ 特製トマトソース
エダムチーズ

Spice & Garlic

クワトロフォルマッジョ

サラミピッツァ

2,400
3,800

ご存知人気No.1のピッツァ。
バジルと
モッツァレラのハーモニーをお楽しみ下さい。

2,300
3,500

Salami & Edam Cheese

イタリアンDX

スパイスガーリック

ＮＥＷ

イタリアンMIXをさらに豪華に！

ズワイガニの甘みと旨味を
存分に堪能できる、
グルメな逸品。
ズワイガニ エビ イタリア産有機トマト
アメリケーヌソース 水牛モッツァレラ・ブーファラ

トマト バジル 特製トマトソース
水牛モッツァレラ・ブーファラ

マルゲリータ

Italian DX

イタリアンDX

サラミ ブロッコリー ソーセージ
ベーコン タマゴ ホワイトマヨネーズ
パプリカ 特製トマトソース
エダムチーズ モッツァレラ ゴーダチーズ

マルゲリータ
イタリア産有機トマトとズワイガニのピッツァ

1,900
3,000

タマゴやマヨネーズも加わった賑やかな味わい。

2,100
3,400

Organic Tomato & Snow Crab

イタリア産有機トマトと水牛モッツァレラのマルゲリータ

Italian Mix

サラミ・ソーセージ・野菜をバランス良くトッピングした
奥深いピッツァ。

2,400
3,800

黒毛和牛カルビ 玉ねぎ ししとう
トウガラシ 豆板醤 チーズ

2,100
3,300

イタリアンMIX

季節限定

絶妙なタレが食欲をそそる、
上質な黒毛和牛を使用したピッツァです。

季節限定

左記マークの付いている商品には、モッツァレラの
女王と言われる水牛モッツァレラ・ブーファラを使
用。
ナポリの伝統的なピッツァにも使われるオルキデ
ア製で、
強くてはっきりとした唯一無二の味わいです。

カラスミの程良い塩味とホタテ・エビの旨味が
ピッツァにベストマッチ！

イタリア産カラスミとホタテのピッツァ

カラスミ ホタテ エビ
モッツァレラ ゴーダチーズ

2,400
3,600

※当店のピザ生地には卵・乳製品が使用されております。

Curry カリー＆手作りナンセット

20種類のスパイスを調合し、
長時間
煮込んだ本格派のインドカリーです。

Very Hot Vegetables

ＮＥＷ

激辛野菜カリー

季節限定

Very Hot Chicken

激辛チキンカリー

ＮＥＷ

1,500

ＮＥＷ

1,600

季節限定

季節限定

Vegetables

激辛野菜カリー

野菜カリー
Chicken

ＮＥＷ

チキンカリー

季節限定

Chicken & Egg

チキン&エッグカリー
Chicken & Vegetables

チキン&野菜カリー
激辛チキンカリー

1,400

Rare OmRice レアオムライス

トロトロのオムレツと
各種ソースのハーモニーが絶品です。

Tomato Cream Sauce

トマトクリームソースの
レアオムライス
Cheese & Tomato Sauce

とろ〜りチーズ&
トマトソースのレアオムライス
トマトクリームソースのレアオムライス

Demiglace Sauce

人気No.1

1,600
1,600

人気No.3

人気No.2

1,500

デミグラスソースの
レアオムライス

人気No.1

1,600

とろ〜りチーズ&
1,600
デミグラスソースのレアオムライス

人気No.3

1,700

Funghi & Demiglace Sauce

※当店のナン生地には乳製品が使用されております。

とろ〜りチーズ&デミグラスソースのレアオムライス

1,500

Cheese & Demiglace Sauce

人気No.2

キノコとデミグラスソースの
レアオムライス

1,700

