扉を開けたらそこはナポリ
パルテノペは2000年に本場ナポリの味を出来る限り
変えることなく、その魅力的な食文化を伝えるため
「ナポリピッツァとナポリの郷土料理」専門店として
オープンいたしました。
上質なイタリア産のオリーブオイルやハム、チーズ、
また国内で調達の出来る旬の食材を使用し
安心で美味しいお料理をお届けしています。

Antipasti 前菜
Appetizers
Antipasto misto del giorno
Assorted appetizers of the day

本日のおまかせ前菜6品盛り合わせ

1人前 ¥1,100～

Prosciutto crudo e mozzarella di bufala
Mozzarella with raw Parma ham

生ハムと水牛のモッツァレッラチーズの取り合わせ

¥2,200

Insalata caprese con mozzarella di bufala
Capri style salad (mozzarella, ripe tomatoes and basil)

水牛のモッツァレッラチーズとフルーツトマトのカプレーゼ
Insalata mista
Mixed salad

ミックスサラダ

¥1,100

Impepata di cozze
Peppered mussels

ムール貝の黒コショウ蒸し

¥1,870

Frittura di gamberi e calamari
Assortment of deep-fried shrimps and squid

エビとイカのフリット盛り合わせ

¥1,540

Fritto misto napoletano
Assortment of Neapolitan fritters

ナポリ風フライの盛り合わせ

¥1,100

Zeppoline
Zeppoline (special delicacy from Naples, light fritters with seaweed)

ゼッポリーネ

¥550

¥1,760

Primi Piatti パスタ料理
Pasta
Spaghetti alle vongole
Spaghetti with clam sauce, Neapolitan style

アサリのスパゲッティ

¥1,650

Spaghetti alla puttanesca
Spaghetti with tomatoes, olives, cappers, garlic

プッタネスカ風 スパゲッティ

¥1,650

Manfredi al ragù e ricotta
Manfredi in ragout sauce with ricotta

マンフレディのラグーとリコッタ和え

¥1,870

Linguine agli scampi
Linguine with scampi

手長エビのトマトソース和え リングイーネ

¥2,970

Linguine alle cozze
Linguine with mussels

ムール貝のリングイーネ

¥2,200

Ziti spezzati alla Genovese
Ziti spezzati with beef stewed in onion sauce

ナポリ風ジェノヴェーゼ

¥1,760

Gnocchi di patate alla sorrentina
Potato gnocchi in ragout sauce and mozzarella

じゃが芋のニョッキソレント風

¥1,760

Pasta e fagioli con cozze
Pasta and beans with mussels

パスタとムール貝入り白いんげん豆のスープ煮

¥1,760

Pizze ピッツァ
◆トマトソースベースのピッツァ
Pizza with Tomato Sauce
Pizza Marinara
Pizza Marinara (with garlic, oregano and tomato sauce)

マリナーラ

(ニンニク、オレガノ、チーズなし)

¥1,430

Pizza Margherita
Queen Margherita's pizza (with mozzarella, basil and tomato sauce)

マルゲリータ

(モッツァレッラ、バジリコ)

¥1,540

Pizza Partenope (Pizza D.O.C.)
Partenope style pizza (with buffalo’s mozzarella and cherry tomatoes)

パルテノペ

(チェリートマト、水牛のモッツァレッラの特製ピッツァ)

¥1,980

Pizza alle Melanzane
Pizza Margherita with eggplants

メランザーネ

(ナス、モッツァレッラ、バジリコ)

¥1,650

Pizza Lasagna
Pizza with mozzarella, salami, ricotta, basil and tomato sauce

ラザーニャ (モッツァレッラ、サラミ、リコッタチーズ) ¥2,090
Pizza Pulcinella
Pizza Margherita with ham, black olives and mushrooms

プルチネッラ

（ハム、ブラックオリーブ、キノコ、モッツァレッラ)

¥1,870

Pizza alla diavola
Pizza Margherita with pepperoni
辛いサラミの悪魔風ピッツァ (辛いサラミ、ンドゥイヤ、モッツァレッラ)

【チーズの変更も承ります】
※+330円でモッツァレッラを水牛のモッツァレッラへ変更できます。

¥1,760

◆トマトソースを使わないピッツァ
Pizza without Tomato Sauce
Pizza Mastunicola
Oldest Neapolitan pizza (pecorino cheese, basil and lard)

ナポリ最古のピッツァマストゥニコーラ

¥1,430

(ペコリーノ、バジリコ、自家製ラードのシンプルなピッツァ）

Pizza ai Quattro Formaggi
Pizza with four kinds of cheese

4種類のチーズのピッツァ

¥1,870

イタリア産ハチミツを用意しております(+110円)

Pizza Bianca con Prosciutto e Rucola
Pizza with raw Parma ham and rocket lettuce

生ハムとルーコラのピッツァ・ビアンカ

¥2,420

Pizza Campagnola
Homemade sausages, broccoli, and mozzarella
田舎風ピッツァ (自家製ソーセージ、ブロッコリー、モッツァレッラ)

¥1,870

Pizza all'Ortolana
Greengrocer style pizza with seasonal vegetables

オルトラーナ (たっぷり野菜の八百屋さん風) ¥1,980
Pizza Bianca con Funghi e Prosciutto Crudo
Pizza with mixed mushrooms and row Parma ham

きのこと生ハム

(きのこ、生ハム、モッツァレッラ)

¥1,870

Pizza Antichi Sapori
Pizza with smoked mozzarella, ham, cherry tomatoes and rocket

アンティーキサポーリ イスキア島の名物ピッツァ

¥2,200

(水牛の燻製チーズ、ハム、チェリートマト、ルーコラセルバチカ)

Calzone
Pizza turnover filled with ricotta, mozzarella, ham, and tomato sauce

カルツォーネ

(リコッタ、モッツァレッラ、ハム、上に少量のトマトソース)

¥1,980

Secondi Piatti メイン料理
Main courses
Polipo affogato
"Drowned” octopus (tender octopus simmered in tomato sauce)

溺れたこの煮込み

¥2,200

Salsiccia di maiale al forno
Oven roasted homemade sausages (2 pieces)

自家製ソーセージの窯焼き

¥1,650

Polpette al ragù
Meat ball in ragout sauce

ミートボールのラグー煮

¥1,980

Carne alla Genovese
Braised beef and onion

ジェノヴェーゼ 牛肉の玉ねぎ煮込み

¥2,310

Carne alla pizzaiola
Beef in tomato sauce with oregano

牛肉のピッツァヨーラ

¥2,310
※表示価格は消費税込み価格です。
※Prices are tax included

Partenope

では

ナポリ料理をはじめとした
伝統的な南イタリアの郷土料理をお楽しみ頂けます。
コース料理 (2人様より)
Full course dinners available (2 people or more)

【 特選コース 】
Chef’s Special

ご友人やご家族のお集まり等、
カジュアルにご利用いただける
おすすめのコースです。

お一人様 ¥5,500

【 美食コース 】
Chef’s Deluxe

ご結婚記念日、お誕生日のお祝いや
企業様の大切なお客様のご接待などに
最高の食材を使用した贅沢な
至福のコースです。

お一人様 ¥7,150

※コース料理はテーブル全てのお客様のご注文にて承ります。
※Due to large number of dishes served, all patrons at the table
must order the same dinner course for it to be available.

※表示価格は消費税込み価格です。
※Prices are tax included

