
マリナーラ

チーズなし・ニンニク・オレガノ
・アンチョビ・プチトマト・トマトソース

¥920
（993）

はちみつゴルゴン

三ツ星のゴルゴンゾーラ・はちみつ
ブラックペッパー・クリームソース

¥1280
（1382）

テリヤキ

特注ブレンドチーズ・てりやきチキン・コーン
・マッシュルーム・オニオン・マヨネーズ・ブラックペッパー・クリームソース

¥1280
（1382）

特注ブレンドチーズ・てりやきチキン・コーン
・マッシュルーム・オニオン・マヨネーズ・ブラックペッパー・クリームソース

ボスカイオーラ

特注ブレンドチーズ・きのこ・ベーコン
・マッシュルーム・オリーブ・クリームソース

¥1180
（1274）

たっぷりコーン

グラナパダーノ・コーン・マッシュルーム
・ベーコン・ブラックペッパー・クリームソース

¥1080
（1166）

プロシュート

特注ブレンドチーズ・パルマ産生ハム
・ルッコラ・トマトソース

¥1480
（1598）

水牛モッツァレラ１００％の
マルゲリータ

水牛乳のモッツァレラチーズ・
・バジル・プチトマト・トマトソース

¥1380
（1490）

シーフード

特注ブレンドチーズ・海老・イカ・タコ
・アサリ・ムール・トマトソース

¥1380
（1490）

チーズ 5倍のマルゲリータ

特注ブレンドチーズ（5倍）
・バジル・プチトマト・トマトソース

¥1380
（1490）

アヴォカド

特注ブレンドチーズ・アボカド・ベーコン・クルミ
・コーン・マッシュルーム・マヨネーズ・トマトソース

¥1280
（1382）

ガンベロ

特注ブレンドチーズ・ルッコラ・海老
・コーン・マッシュルーム・マヨネーズ・トマトソース

¥1280
（1382）

トンノ

特注ブレンドチーズ・バジル・プチトマト
・ツナ・コーン・オリーブ・オニオン・トマトソース

¥1180
（1274）

ベジタリアーノ

特注ブレンドチーズ・バジル・プチトマト
・なす・ポテト・コーン・ブロッコリー・オニオン・トマトソース

¥1180
（1274）

サルシッチャ

特注ブレンドチーズ・ソーセージ
・コーン・サラミ・トマトソース

¥1080
（1166）

マルゲリータ
¥920
（993）

特注ブレンドチーズ
・バジル・プチトマト・トマトソース

※メニューの内容は２０１８年 5月 1日現在のものです。内容や価格が変更になる場合があります。

生地に米粉をほんの少し配合し、400℃の高温で一気に焼き上げることで
本場ナポリのピッツァにも負けない “外はカリッ、中はモチッ” とした
食感を再現しました。

PIZZA

ハラペーニョ

特注ブレンドチーズ・サラミ・コーン
・マッシュルーム・ハラペーニョスライス・トマトソース

¥1180
（1274）

ご注文・お問い合わせは  ０５６７（２８）８２２４

テイクアウト ＆ デリバリーメニュー

Takeout & Delivery MenuTakeout & Delivery Menu

ご要望の多かったパスタのテイクアウトや
米粉を配合した生地を 400℃で焼き上げたピッツァなど
ご家庭でもレストランの味をお楽しみいただけます。

2018 年 5月版2018 年 5月版

テイクアウト専用
５％OFFサービス券
店頭での受け渡しの場合にご利用いただけます。
他のサービス券やクーポンとの併用はできません。

現金でお支払いに限ります。

←　約24cm　→←　約24cm　→
ピッツァのサイズは約 24cmです。ピッツァのサイズは約 24cmです。



漁師風のペスカトーレ
1380 円＋税

海老・イカ・あさり・ムール貝
ニンニク・トマトソース

漁師風のペスカトーレ

海老・イカ・あさり・ムール貝
ニンニク・トマトソース

¥1380
（1490）

美味しいオリーブのプッタネスカ

・ニンニク・オリーブ・アンチョビ・ケッパー
・ドライトマト・トマトソース

美味しいオリーブのプッタネスカ

・ニンニク・オリーブ・アンチョビ・ケッパー
・ドライトマト・トマトソース

¥1280
（1382）

イカと明太子
1180 円＋税

・イカ・明太子・かいわれ
・のり・クリームソース

菜園風彩り野菜のカポナータ
980円＋税

・なす・パプリカ・ズッキーニ・タマネギ
・人参・セロリ・ルッコラ・トマトソース

菜園風彩り野菜のカポナータ
¥980
（1058）

・なす・パプリカ・ズッキーニ・タマネギ
・人参・セロリ・ルッコラ・トマトソース

ボローニャ風のミートソース
1180 円＋税

・牛豚合挽きミンチ・タマネギ・人参・セロリ
マッシュルーム・赤ワイン・トマト

ボローニャ風のミートソース

・牛豚合挽きミンチ・タマネギ・人参・セロリ
マッシュルーム・赤ワイン・トマト

¥1080
（1166）

ジェノベーゼ
1280 円＋税

・ポテト・いんげん・くるみ・トマト
・グラナパダーノ・バジリコペースト

ジェノベーゼ

・ポテト・いんげん・くるみ・トマト
・グラナパダーノ・バジリコペースト

¥1280
（1382）

渡り蟹のトマトソース
1380 円＋税

・渡り蟹・オニオン・トマトソース

渡り蟹のトマトソース

・渡り蟹・オニオン・トマトソース

¥1380
（1490）

フレッシュモッツァレラのポモドーロ

・ニンニク・ベーコン・オニオン
・モッツァレラ・トマトソース

¥1380
（1490）

フレッシュモッツァレラのポモドーロ

・ニンニク・ベーコン・オニオン
・モッツァレラ・トマトソース

ツナと大根おろし
780円＋税

・ツナ・大根おろし・かいわれ・のり
・糸切り唐辛子・和風ソース

ツナと大根おろし

・ツナ・大根おろし・かいわれ・のり
・糸切り唐辛子・和風ソース

¥780
（842）

豚肉と田舎ネギ
1180 円＋税

・豚肉・ネギ・大根おろし・かいわれ
・のり・和風ソース

豚肉と田舎ネギ

・豚肉・ネギ・大根おろし・かいわれ
・のり・和風ソース

¥1180
（1274）

きのこのペペロンチーノ
1180 円＋税

・ニンニク・唐辛子・きのこ
・EXV オリーブオイル

きのこのペペロンチーノ

・ニンニク・唐辛子・きのこ
・EXV オリーブオイル

¥1180
（1274）

パルマ産の生ハムとルッコラ
1480 円＋税

・パルマ産生ハム・ルッコラ・ニンニク
・唐辛子・EXV オリーブオイル

パルマ産の生ハムとルッコラ

・パルマ産生ハム・ルッコラ・ニンニク
・唐辛子・EXV オリーブオイル

¥1480
（1598）

ペペロンチーノ
780円＋税

・ニンニク・唐辛子・EXV オリーブオイル

ペペロンチーノ

・ニンニク・唐辛子・EXV オリーブオイル

¥780
（842）

ボンゴレ・ロッソ
1180 円＋税

・あさり・白ワイン・トマトソース

ボンゴレ・ロッソ

・あさり・白ワイン・トマトソース

¥1180
（1274）

海老とマッシュルームのトマトクリーム

・海老・マッシュルーム・オリーブ
・いんげん・クリームソース・トマトソース

¥1280
（1382）

海老とマッシュルームのトマトクリーム

・海老・マッシュルーム・オリーブ
・いんげん・クリームソース・トマトソース

パスタの麺の大盛り（1.5 倍）出来ます。
プラス 220 円＋税PASTA

〒496-8007　愛知県愛西市南河田町八龍 25-3
定休日　月曜日（祝日の場合は翌火曜日）
営業時間　AM11：00 ～ PM10：00（L.O. .PM9:00)

古川町
津島街道

神守

西
尾
張
中
央
道

蛭間

日
光
川

花のタクミ

市役所
津
島

藤
浪

南河田

国
道
１
５
５
号
線

ヨシヅヤ本店

唐臼 神尾下新田

http://garden-piazza.com

無料（１配達先につき 3,000 円以上でお願いします。）

お店から車でおおよそ 20 分圏内の地域にお届けします。

配達の可否についてはお電話でお気軽にお問い合わせください。

また、ご注文時の混雑状況によってはお時間をいただいたり、

お届けできない場合もあります。ご了承ください。

おつりの用意の都合上、クーポン・金券等をご利用の際は、

ご注文時に利用の旨をお伝えください。

また、フェア・キャンペーンにより、クーポン等と

併用できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

配達料：

エリア :

ご注文に関して：

配
達
に
つ
い
て

三ツ星ゴルゴンゾーラのペンネ
1280 円＋税

・三ツ星のゴルゴンゾーラ
・ブラックペッパー・クリームソース

三ツ星ゴルゴンゾーラのペンネ

・三ツ星のゴルゴンゾーラ
・ブラックペッパー・クリームソース

¥1280
（1382）

ご注文・お問い合わせは  ０５６７（２８）８２２４

〒496-8007　愛知県愛西市南河田町八龍 25-3
定休日　月曜日（祝日の場合は翌火曜日）
営業時間　AM11：00 ～ PM10：00（L.O. .PM9:00)

０５６７（２８）８２２４

有効期限　2018年12月末日まで

イカと明太子

・イカ・明太子・かいわれ
・のり・クリームソース

¥1180
（1274）

SIDE MENU ・北海道産ポテトフライ

・若鶏の唐揚げ

・枝豆のアンチョビガーリック

・ガーリックトースト

¥380（410）

¥580（626）

¥380（410）

¥380（410）
・グリーンサラダ

・シーザーサラダ

¥580（626）

¥680（734）

・ふたりのオードブル

　¥880（950）

・ふたりのオードブル

　¥880（950）


