
北海道産の丸 と々育ったチキンを、ハーブなどと一緒に漬けこみ、北海道産の丸 と々育ったチキンを、ハーブなどと一緒に漬けこみ、
ピザ窯で焼き上げました。ピザ窯で焼き上げました。

北海道産のフライドポテト付。北海道産のフライドポテト付。

下記の４つの味からお選びください: 下記の４つの味からお選びください: 

ローストチキンローストチキン(１羽）(１羽）

テリヤキ

タイ スタイル

アメリカン スタイル

イタリアン スタイル

スイートチリソーススイートチリソース

てりやきソースてりやきソース

バーベキューソースバーベキューソース

ガーリックバターとハーブガーリックバターとハーブ

¥ 3,900 税込税込  ¥4,212¥4,212

ベビーバックリブは、 ゆっくりとベビーバックリブは、 ゆっくりとピザ窯で焼き上げました。ピザ窯で焼き上げました。

北海道産のフライドポテト付 北海道産のフライドポテト付 

リブリブ(１枚）(１枚）

バーベキューソースバーベキューソース
クラッシク BBQ

¥ 4,400 税込税込    ¥ 4,752¥ 4,752

黒胡椒などのテキサスソース黒胡椒などのテキサスソース
テキサス スタイル

スイートチリソーススイートチリソース
タイ スタイル

ハンバーガーハンバーガー
北海道産のフライドポテト付き。北海道産のフライドポテト付き。
オリジナルソースには下記のものが含まれています：オリジナルソースには下記のものが含まれています：
自家製マヨネーズ、ケチャップ、ローストパプリカ、粒マスタード、ピクルス自家製マヨネーズ、ケチャップ、ローストパプリカ、粒マスタード、ピクルス

ビーフ、チーズ、たまご、カラメルオニオン、レタス、トマト ビーフ、チーズ、たまご、カラメルオニオン、レタス、トマト & オリジナルソース& オリジナルソース

下記のトッピングできます。下記のトッピングできます。
ポークリブ ポークリブ (150g)  + ¥300 (150g)  + ¥300 税込 税込 ¥324¥324
自家製ベーコン 自家製ベーコン (80g)  + ¥200 (80g)  + ¥200 税込 税込 ¥216¥216

クラシック ¥ 1,500 税込税込  ¥1,620¥1,620

グリルドチキン、チーズ、たまご、カラメルオニオン、レタス、トマト、グリルドチキン、チーズ、たまご、カラメルオニオン、レタス、トマト、
オリジナルソースかスパイシーソースをお選びいただけます。オリジナルソースかスパイシーソースをお選びいただけます。

グリルドキチキン ¥ 1,400 税込税込  ¥1,512¥1,512

グリルドベーコン、チーズ、たまご、レタス、トマト、カラメルオニオン、グリルドベーコン、チーズ、たまご、レタス、トマト、カラメルオニオン、
オリジナルソースオリジナルソース

ベーコン・レタス・トマト ¥ 1,200 税込税込  ¥1,296¥1,296

テイクアウト メニューテイクアウト メニュー

営業時間営業時間 11am - 10pm 11am - 10pm

(0136) 55 6655(0136) 55 6655
倶知安店倶知安店

店舗住所はこちら店舗住所はこちら メニューメニュー

グリルチキン、クルトン、ペコリノチーズ、グリルチキン、クルトン、ペコリノチーズ、
リーフレタス、シーザーサラダドレッシングリーフレタス、シーザーサラダドレッシング

シーザー サラダ

¥ 1,100 税込税込  ¥1,188  ¥1,188

カラマタオリーブのマリネ、グリーンオリーブ、ミニトマト、カラマタオリーブのマリネ、グリーンオリーブ、ミニトマト、
キュウリ、ギリシャ産フェタチーズ、リーフレタスキュウリ、ギリシャ産フェタチーズ、リーフレタス

グリーク サラダ

¥ 1,200 税込税込 ¥1,296 ¥1,296

ミニトマト、キュウリ、レッドオニオン、ミニトマト、キュウリ、レッドオニオン、
カーリーキャロット、リーフレタスカーリーキャロット、リーフレタス

フレッシュ グリーン サラダ

¥ 900 税込税込  ¥972  ¥972

サラダサラダ
クラッシク BBQ ソース
¥ 950 税込税込 ¥1,026 ¥1,026

タイ スイートチリ ソース
¥ 950 税込税込  ¥1,026  ¥1,026

唐揚げ
¥ 950 税込税込 ¥1,026 ¥1,026

クリスピーチキンクリスピーチキン  （５コ）（５コ）
¥ 950 税込税込 ¥1,026 ¥1,026

お好みの具を右記からお選び下さい。お好みの具を右記からお選び下さい。
フライド ラビオリ

ラビオリの具をお選びください。ラビオリの具をお選びください。

クリスピーベーコン ＆ チーズ

スパイシーチキン ＆ チーズ

4種のチーズ & ローストポテト

¥ 850 税込税込 ¥918 ¥918

バターとガーリックソースでローストしました。バターとガーリックソースでローストしました。
ローストポテトローストポテト

チーズ ガーリック ブレッド
¥ 700 税込税込  ¥756  ¥756

ガーリック ブレッド
¥ 600 税込税込 ¥648 ¥648

フライド ポテト
¥ 700 税込税込 ¥756 ¥756

サイドサイド



本場のナポリピザ本場のナポリピザ
伝統的なピザ窯で焼きあげました伝統的なピザ窯で焼きあげました

税込税込    ¥ 1,944¥ 1,944¥ 1,800

アップルピザ チョコレートピザ

デザートデザート

全てのパスタには、ペコリーノチーズとバターを使用しています。全てのパスタには、ペコリーノチーズとバターを使用しています。

シェフオリジナルのミートソース、シェフオリジナルのミートソース、イタリアンパセリイタリアンパセリ

¥ 1,500¥ 1,500
税込税込    ¥1,620¥1,620

オリジナル ボロネーゼ
グリルドチキン、バジルソース、生クリーム、グリルドチキン、バジルソース、生クリーム、
ローストポテト、炒った松の実ローストポテト、炒った松の実

ペストチキン

¥ 1,580¥ 1,580
税込税込    ¥1,706¥1,706

オリジナルトマトソース、ローストガーリック、オリジナルトマトソース、ローストガーリック、
ケッパー、カラマタオリーブ、 アンチョビ、ケッパー、カラマタオリーブ、 アンチョビ、
イタリアンパセリイタリアンパセリ

プッタネスカ ナポリターナ

¥ 1,550¥ 1,550
税込税込    ¥1,674¥1,674

¥ 1,520¥ 1,520
税込税込    ¥1,642¥1,642

オリジナルトマトソース、自家製パンチェッタ、オリジナルトマトソース、自家製パンチェッタ、
ナス、モッツァレラ、 イタリアンパセリナス、モッツァレラ、 イタリアンパセリ

ナス、ベーコンとモッツァレラ

¥ 1,580¥ 1,580
税込税込    ¥1,706¥1,706

オリジナルトマトソース、ツナ、グリルドオリジナルトマトソース、ツナ、グリルド
アーティチョーク、ローストガーリック & チリ、 アーティチョーク、ローストガーリック & チリ、 
イタリアンパセリイタリアンパセリ

ツナ & グリルドアーティチョーク 

オリジナルトマトソース、自家製パンチェッタ、オリジナルトマトソース、自家製パンチェッタ、
オニオン、チリフレーク、イタリアンパセリオニオン、チリフレーク、イタリアンパセリ

アマトリチャーナ

¥ 1,520¥ 1,520
税込税込    ¥1,642¥1,642

唐辛子、ローストガーリック、唐辛子、ローストガーリック、
自家製 パンチェッタ、イタリアンパセリ自家製 パンチェッタ、イタリアンパセリ

ペペロンチーノ & パンチェッタ

¥ 1,580¥ 1,580
税込税込    ¥1,706¥1,706

オリジナルトマトソース、唐辛子、ローストガーリック、オリジナルトマトソース、唐辛子、ローストガーリック、
イタリアンパセリイタリアンパセリ

アラビアータ

¥ 1,450¥ 1,450
税込税込    ¥1,566¥1,566

ポルチーニソース、 自家製サルシッチャ、 ポルチーニソース、 自家製サルシッチャ、 
北海道マッシュルーム、ローストガーリック、北海道マッシュルーム、ローストガーリック、
生クリーム、イタリアンパセリ生クリーム、イタリアンパセリ

北海道 フンギ サルシッチャ

¥ 1,520¥ 1,520
税込税込    ¥1,642¥1,642

北海道マッシュルーム、プロシュート、 生クリーム、北海道マッシュルーム、プロシュート、 生クリーム、
ローステッドレッグハム、ローストガーリック、ローステッドレッグハム、ローストガーリック、
イタリアンパセリイタリアンパセリ

クリーミーフンギ & プロシュート

¥ 1,650¥ 1,650
税込税込    ¥1,782¥1,782

卵黄、ブラックペッパー、自家製パンチェッタ卵黄、ブラックペッパー、自家製パンチェッタ
カルボナーラ

¥ 1,650¥ 1,650
税込税込    ¥1,782¥1,782

唐辛子、ローストガーリック、唐辛子、ローストガーリック、
イタリアンパセリイタリアンパセリ

ペペロンチーノ

¥ 1,450¥ 1,450
税込税込    ¥1,566¥1,566

新鮮な自家製生パスタとミートソーを新鮮な自家製生パスタとミートソーを
石釜で焼き上げました石釜で焼き上げました

ラザニア アル ラグー

¥ 1,700 税込税込  ¥1,836¥1,836

北海道産ズワイガニの脚と爪を使った北海道産ズワイガニの脚と爪を使った
オリジナルのトマトクリームパスタオリジナルのトマトクリームパスタ

北海道産ズワイガニの
トマトクリームパスタ

¥ 2,400 税込税込  ¥2,592¥2,592

¥ 2,000

オリジナルトマトソース、ハム、ベーコン、オリジナルトマトソース、ハム、ベーコン、
北海道北海道マッシュルーム、アーティチョーク、マッシュルーム、アーティチョーク、
カラマタオリーブ、モッツァレラカラマタオリーブ、モッツァレラ

税込税込 ¥ 2,160 ¥ 2,160

カプリチョーザ

オリジナルオリジナルバーベキューバーベキューソース、ソース、
グリルドチキン、レッドオニオン、グリルドチキン、レッドオニオン、
北海道マッシュルーム、モッツァレラ北海道マッシュルーム、モッツァレラ

¥ 1,900 税込税込 ¥ 2,052 ¥ 2,052

BBQ チキン
バジルソース、ゴルゴンゾーラ、バジルソース、ゴルゴンゾーラ、
プロシュート、モッツァレラ、バジルプロシュート、モッツァレラ、バジル

¥ 2,300 税込税込 ¥ 2,484 ¥ 2,484

ジュノベーゼ

オリジナルオリジナルバーベキューバーベキューソース、ソース、
スペアリブ、ローストパプリカ、スペアリブ、ローストパプリカ、
モッツァレラモッツァレラ

¥ 2,200 税込税込 ¥ 2,376 ¥ 2,376

BBQ リブ
ガーリックソース、カラマタオリーブ、ガーリックソース、カラマタオリーブ、
グリーンオリーブ 、モッツァレラ、グリーンオリーブ 、モッツァレラ、
プロシュートプロシュート

¥ 2,300 税込税込 ¥ 2,484 ¥ 2,484

ビアンコ & プロシュートビアンコ & プロシュート

オリジナルトマトソース、ペパロニ、オリジナルトマトソース、ペパロニ、
モッツァレラモッツァレラ

¥ 2,000 税込税込 ¥ 2,160 ¥ 2,160

ペパロニ
オリジナルトマトソース、ハム、オリジナルトマトソース、ハム、
パイナップル、モッツァレラパイナップル、モッツァレラ

¥ 2,200 税込税込 ¥ 2,376 ¥ 2,376

ハワイアン

オリジナルトマトソース、カラマタオリーブ、オリジナルトマトソース、カラマタオリーブ、
モッツァレラ、ペパロニ、バジルモッツァレラ、ペパロニ、バジル

¥ 2,000 税込税込 ¥ 2,160 ¥ 2,160

アンディーズ

ポルチーニソース、ポルチーニソース、カラメルオニオン、カラメルオニオン、
北海道北海道マッシュルーム、 ミニトマト、マッシュルーム、 ミニトマト、
自家製サルシッチャ、モッツァレラ自家製サルシッチャ、モッツァレラ
クリーミーバルサミコ、 ペコリーノクリーミーバルサミコ、 ペコリーノ

¥ 2,300 税込税込 ¥ 2,484 ¥ 2,484

フンギ & サルシッチャ
オリジナルトマトソース、レッドオニオン、オリジナルトマトソース、レッドオニオン、
北海道北海道マッシュルーム、ローストパプリカ、マッシュルーム、ローストパプリカ、
ペパロニ、チョリソー、自家製サルシッチャ、ペパロニ、チョリソー、自家製サルシッチャ、
ポークソーセージ、ハム、ベーコン、ポークソーセージ、ハム、ベーコン、
カラマタオリーブ、モッツァレラカラマタオリーブ、モッツァレラ

¥ 2,400 税込税込 ¥ 2,592 ¥ 2,592

スプリーム

北海道産の新鮮な食材を使用し 北海道産の新鮮な食材を使用し 
50年以上受け継がれた家族の伝統と共に50年以上受け継がれた家族の伝統と共に
世界一と称されるピザ窯で焼き上げます。世界一と称されるピザ窯で焼き上げます。

ガーリックソース、モッツァレラガーリックソース、モッツァレラ
仕上げに、 仕上げに、 ミニトマト、プロシュート、バジル、ミニトマト、プロシュート、バジル、
クリーミーバルサミコ、ペコリーノのトッピングクリーミーバルサミコ、ペコリーノのトッピング
¥ 2,400 税込税込 ¥ 2,592 ¥ 2,592

ピザ ディ パルマピザ ディ パルマ

33cm33cm

ガーリックソース、スライスベーコン、ガーリックソース、スライスベーコン、
温泉卵、フレッシュモッツァレラ温泉卵、フレッシュモッツァレラ

¥ 1,900 税込税込 ¥ 2,052 ¥ 2,052

ビスマルク

オリジナルオリジナルテリヤキソース、テリヤキソース、カラメルオニオカラメルオニオ
ンン、モッツァレラ、グリルドチキン、、モッツァレラ、グリルドチキン、
ローストポテトローストポテト

¥ 2,100 税込税込 ¥ 2,268 ¥ 2,268

テリヤキ

オリジナルトマトソース、ポークソーセージ、オリジナルトマトソース、ポークソーセージ、
ベ ーコン、モッツァレラ 、ペコリーノベ ーコン、モッツァレラ 、ペコリーノ
フライドポテトフライドポテト

¥ 2,100 税込税込 ¥ 2,268 ¥ 2,268

トム & ジェリー

ガーリックソース、モッツァレラ、ガーリックソース、モッツァレラ、
ローストポテト、グリルドチキン、ローストポテト、グリルドチキン、
チリフレーク、スイートチリソース、チリフレーク、スイートチリソース、
サワークリームサワークリーム

¥ 2,200 税込税込 ¥ 2,376 ¥ 2,376

ドラゴン

オリジナルトマトソース、ローズマリー、オリジナルトマトソース、ローズマリー、
スパイシーナポリサラミ、モッツァレラ、スパイシーナポリサラミ、モッツァレラ、
チリオイル、チリフレークチリオイル、チリフレーク

¥ 2,100 税込税込 ¥ 2,268 ¥ 2,268

ディアボラ

オリジナルトマトソース、モッツァレラ、オリジナルトマトソース、モッツァレラ、
イタリアンサラミセレクションイタリアンサラミセレクション
プロシュート、自家製パンチェッタ、プロシュート、自家製パンチェッタ、
ストラッチアテラ、チリオイル、チリフレークストラッチアテラ、チリオイル、チリフレーク

¥ 2,400 税込税込 ¥ 2,592 ¥ 2,592

ハンニバル レクター

オリジナルトマトソース、ペパロニ、 ハム、オリジナルトマトソース、ペパロニ、 ハム、
ベーコン、自家製サルシッチャ、チョリソー、ベーコン、自家製サルシッチャ、チョリソー、
ポークソーセージ、モッツァレラポークソーセージ、モッツァレラ

¥ 2,000 税込税込 ¥ 2,160 ¥ 2,160

ミート

ガーリックソース、ミニトマト、ガーリックソース、ミニトマト、
モッツァレラ、バジル モッツァレラ、バジル 

¥ 2,100 税込税込 ¥ 2,268 ¥ 2,268

D・O・C

ガーリックソース、カマンベール、フェタ、ガーリックソース、カマンベール、フェタ、
ゴルゴンゾーラ、バジル、モッツァレラ、ゴルゴンゾーラ、バジル、モッツァレラ、
ローズマリーローズマリー

¥ 2,300 税込税込 ¥ 2,484 ¥ 2,484

クワトロフォルマッジオ

オリジナルトマトソース、季節の野菜、オリジナルトマトソース、季節の野菜、
フェタ、 フェタ、 モッツァレラ、 モッツァレラ、 ローズマリーローズマリー

¥ 2,300 税込税込 ¥ 2,484 ¥ 2,484

ベジタリアン

マリナーラ クワトロスタジオー二
オリジナルマリナーラソース、スライスガーリック、オリジナルマリナーラソース、スライスガーリック、
オレガノ、北海道マッシュルーム、カラマタオリーブ、オレガノ、北海道マッシュルーム、カラマタオリーブ、
グリルドアーティチョーク、ハムグリルドアーティチョーク、ハム

マリナーラ コン パンチェッタ
オリジナルマリナーラソース、スライスガーリック、オリジナルマリナーラソース、スライスガーリック、
自家製 自家製 パンチェッタ、オレガノ、バジルパンチェッタ、オレガノ、バジル
トッピングにミニトマト、 トッピングにミニトマト、 自家製 自家製 パンチェッタパンチェッタ

マリナーラ コン アンチョビ
オリジナルマリナーラソース、 オレガノ、バジル、オリジナルマリナーラソース、 オレガノ、バジル、
スライスガーリック、カラマタオリーブ、スライスガーリック、カラマタオリーブ、
グリーンオリーブ、ケッパー、アンチョビグリーンオリーブ、ケッパー、アンチョビ

マリナーラ
オリジナルマリナーラソース、スライスガーリック、オリジナルマリナーラソース、スライスガーリック、
オレガノ、バジルオレガノ、バジル

マリナーラマリナーラ

¥ 1,750 税込税込  ¥1,890¥1,890

¥ 2,200 税込 税込 ¥2,376¥2,376

¥ 1,900 税込 税込 ¥2,052¥2,052

¥ 2,200 税込 税込 ¥2,376¥2,376

¥ 2,300 税込税込  ¥2,484¥2,484

¥ 2,200 税込税込  ¥2,376¥2,376

¥ 1,900 税込 税込 ¥2,052¥2,052

¥ 2,300 税込 税込 ¥2,484¥2,484

¥ 1,850 税込 税込 ¥1,998¥1,998

¥ 2,000 税込税込  ¥2,160¥2,160

¥ 1,900 税込 税込 ¥2,052¥2,052

¥ 1,750 税込税込  ¥1,890¥1,890

マルゲリータ トスカーナ
オリジナルトマトソース、バジルペスト、オリジナルトマトソース、バジルペスト、
モッツァレラ、バジル、ミニトマト、モッツァレラ、バジル、ミニトマト、
自家製パンチェッタ、ペコリーノ自家製パンチェッタ、ペコリーノ

マルゲリータ ディ ナポリ
オリジナルトマトソース、モッツァレラ、バジル、オリジナルトマトソース、モッツァレラ、バジル、
アンチョビ、ミニトマト、ケッパーアンチョビ、ミニトマト、ケッパー

マルゲリータ アフミカータ
オリジナルトマトソース、スモークモッツァレラ、オリジナルトマトソース、スモークモッツァレラ、
バジル、バジル、自家製自家製パンチェッタ、ローストパプリカパンチェッタ、ローストパプリカ

マルゲリータ プリマ（左上写真）
オリジナルトマトソース、モッツァレラ、バジル、オリジナルトマトソース、モッツァレラ、バジル、
オリーブオリーブ

マルゲリータ レジーナ
オリジナルトマトソース、モッツァレラ、バジル、オリジナルトマトソース、モッツァレラ、バジル、
ミニトマトミニトマト

マルゲリータ コン プロシュート
オリジナルトマトソース、モッツァレラ、バジル、オリジナルトマトソース、モッツァレラ、バジル、
ミニトマト、ミニトマト、プロシュートプロシュート

マルゲリータ ニセコ
オリジナルトマトソース、モッツァレラ、オリジナルトマトソース、モッツァレラ、
倶知安産ポテト、チョリソー、倶知安産ポテト、チョリソー、
ローズマリー、チリオイル、チリフレークローズマリー、チリオイル、チリフレーク

マルゲリータマルゲリータ
オリジナルトマトソース、モッツァレラ、バジルオリジナルトマトソース、モッツァレラ、バジル

マルゲリータマルゲリータ


