お持ち帰りは超お得‼セットなら…最大約50％off

25㎝

お持ち帰り

当店のPizzaは
直径約25㎝

Pick up

こだわりのパスタ‼
ちりめんじゃこと
オーガニックリーフ
スパゲッティ

税(抜
)

￥1,200

Spaghetti Bianchetti
Spaghetti w/dried young sardines “CHIRIMENJYAKO”
広島県呉市音戸産ちりめんじゃこと白木町田邉農園
のオーガニックの葉野菜のガーリックオイルのパスタ。

税(抜
)

￥880

【OFF:¥320(26%)】

シンプルなナポリの定番

アンチョビ効いたローマ風

広島県音戸ちりめん使用

自家製ソーセージとウンドゥイヤ

“マリナーラ”
Marinara

“ロマーナ”
Romana

“瀬戸内ビアンケッティ”
Bianchetti

“サルシッチャ”
Salsiccia

トマトソース/フレッシュトマト/オレガノ
にんにく/粉チーズ/バジル

トマトソース/アンチョビ/オレガノ
粉チーズ/モッツァレラ/バジル

Tomato, Garlic, Oregano, Basil,
Tomato sauce,Pinch cheese

Mozzarella, Anchovy, Oregano, Tomato sauce

オレガノ/モッツァレラ
音戸ちりめん/粉チーズ/バジル

モッツァレラ/ソーセージ/フレッシュトマト
ウンドゥイヤ/田邊農園の葉野菜

Mozzarella, Dried young sardines, Oregano

Crushed sausage, Greens, Calabrese

￥1,200
人気

)

Pick up

税(抜

お持ち帰り

“ボロネーゼ”
自家製ミートソース
スパゲッティ

2

NO.

Supaghetti Bolognese
Spaghetti w/meat sauce
広島県三次市の最高級ブランド豚『霧里ポーク』を
たっぷりの香味野菜と一緒にじっくり煮込みました。

Pick up

税(抜

ちりめんとにんにくが香る

野菜たっぷり菜園風

ナポリの辛いサラミと唐辛子

“瀬戸内マリナーラ”
SETOUCHI marinara
トマトソース/オレガノ/粉チーズ
広島県音戸ちりめん/バジル

“オルトラーナ”
Ortlana

トマトソース/グリル野菜/モッツアレラ
粉チーズ/田邊農園の葉野菜

“カラブレーゼ”
Calabrase

チーズソース/モッツァレラチーズ/オレガノ
サラミピカンテ/ウンドゥイヤ/粉チーズ

【OFF:¥420(30%)】

Mozzarella, Basil, Tomato sauce

Dried young sardines, Marinara

Mozzarella, Tomato,
Vegetables, Oregano,Tomato sauce

Mozzarella, Nduja(Hot paste), Red pepper

1

人気

3

NO.

Carbonala
手間暇かけて作った『霧里ポーク』の自家製ベーコン。
プロの味をご家庭でどうぞ。

￥1,200

税(抜

人気

ぷりぷり海老の
トマトクリームソース
スパゲッティ

3

NO.

)

Spaghetti Gamberi

お持ち帰り

Tomato cream/w shrimp
トマトソースをしっかりと煮詰めクリームと合わせ
濃厚なソースに。海老とオーガニックリーフをあわせました。

MONDIAL du FROMAGE 2015 金賞

Pick up

キノコ屋本舗のこだわりキノコ

とろける4種のチーズ

“ナポレターナ”
Napoletana

“マルゲリータ S.T.G.”
Margerita S.T.G.
トマトソース/モッツァレラ/粉チーズ
農吉世界一モッツァレラ/バジル

“ボスカイオーラ”
Boscaiola

トマトソース/モッツァレラチーズ/粉チーズ
きのこ屋本舗のアワビ茸と舞茸/バジル

“クワトロフォルマッジ”
4 Formaggi

)

【OFF:¥400(25%)】

Tomato, Anchovy, Garlic, Olive, Caper,
Oregano, Tomato sauce, Pinch cheese

Best mozzarella of the world, Margherita

Mushroom, Romana

4 kinds of cheese : Mozzarella, Gorgonzola,
Pecorino, Grana padano

トマトソース/フレッシュトマト/オレガノ
にんにく/オリーブ/ケッパー/バジル

人気

￥1,200

ゴルゴンゾーラ/モッツァレラ
パルメジャーノ/ペコリーノロマーノ

人気

1

NO.

2

NO.

)

とろ～り卵と自家製ハム

漁師さんから直送の魚介使用

18か月熟成生ハム

“ビスマルク”
Bismarck

“フルッティ・ディ・マーレ”

“プロシュート・エ・ルッコラ”
Prosciutto e Rucola

モッツァレラ/粉チーズ/フレッシュトマト
世界一の農吉モッツァレラ/バジル

トマトソース/モッツァレラチーズ/粉チーズ
グリル野菜/霧里ポーク自家製ハム/卵

トマトソース/オレガノ/にんにく/粉チーズ
バジル/ケッパー/オリーブ/カネト水産の魚介

トマトソース/モッツァレラ/粉チーズ
田邊農園の無農薬ルッコラ/生ハム

Best mozzarella of the world, Tomato, Basil

Homemade ham, Egg,Ortolana

Seafood, Napoletana

Mozzarella, Prosciutto ham, Rocket,
Tomato sauce

Frutti di Mare

Lunch 11:00~14:30(L.O.)
Dinner 17:30~21:00(L.O.)

Antipasti
おすすめサイドメニュー

MONDIAL du FROMAGE 2015 金賞

世界一のモッツァレラ
￥1480 (税抜)

営業時間

18か月熟成生ハム
￥980 (税抜)

チーズ3種盛合せ
￥800 (税抜)

フライドポテト
￥500 (税抜)

スパイシーチキン
￥500 (税抜)

シーザーサラダ
￥700 (税抜)

)

税(抜

【OFF:¥500(38%)】

当店看板商品‼

“世界一のピッツァ D.O.C.”
D.O.C.

税(抜

)

￥1300

Spaghetti Alge

￥1,200

MONDIAL du FROMAGE 2015 金賞

Pick up

生青海苔の
クリームソース
スパゲッティ
Cream sauce/w seaweed
当店一押し大人気のパスタ。
お客様に愛されて10年。是非お試しください。

税(抜

お持ち帰り

)

世界一のモッツァレラを使用

税(抜

アンチョビ・オリーブ・ガーリック
税(抜

￥1200

)

人気

NO.

Spaghetti alla Carbonala

税(抜

不動の人気!!

“マルゲリータ”
Margerita

トマトソース/モッツァレラチーズ
粉チーズ/バジル

)

￥980

￥1,800

)

)

自家製ベーコンと
パルメザンチーズの
“カルボナーラ”

お持ち帰り

￥1,600

税(抜

￥1,200

税(抜

￥1,400

メリプリンチペッサ銀座店
〒104-0061 中央区銀座1-6-10
広島ブランドショップTau 3階

℡03-5524-5560

お得なお持ち帰りセットはこちら‼
お1人様セット

お好きなピッツァ×１
-Choose your favorite pizza税(抜

1980
￥【Uber単品価格:¥3000】

シーザーサラダ
-Caesar Salad-

)

フライドポテト

【OFF:¥1020(34%)】

-French fries-

女子会セット

お好きなピッツァ×１
-Choose your favorite pizza税(抜

-Choose your favorite pasta-

)

2980
￥【Uber単品価格:¥4000】

お好きなパスタ×１
シーザーサラダ

【OFF:¥1020(26%)】

-Caesar Salad-

プレミアムピッツァセット
税(抜

お好きなピッツァ×３
-Choose 3 pizzas of your choice-

)

2980
￥【Uber単品価格:¥5400】
【OFF:¥2420(45%)】

お好きなピッツァ×２

パーティセット(２～３名)

-Choose 2 pizzas of your choice-

税(抜

お好きなパスタ×２

3980
￥【Uber単品価格:¥7600】

-Choose 2 pastas of your choice-

フライドポテト

)

-French fries-

スパイシーチキン

【OFF:¥3620(48%)】

-Spicy chicken-

お好きなピッツァ×３

パーティセット(４～５名)

-Choose 3 pizzas of your choice-

税(抜

お好きなパスタ×３
フライドポテト×２

)

6980
￥【Uber単品価格:¥11900】

-Choose 3 pastas of your choice-

【OFF:¥4920(41%)】

-French fries×2-

スパイシーチキン×２

お持ち帰り
Pick up

をご希望のお客様は
もちろん直接ご来店でもOKですが…

ご予約も承ります！
メリプリンチペッサ銀座店
〒104-0061

-Spicy chicken×2-

デリバリー
Delivery

をご希望のお客様は

からご注文お願いします。
下記のQRコードからどうぞ！

中央区銀座1-6-10 広島ブランドショップTau3階

℡03-5524-5560
営業時間
Lunch 11:00~14:30(L.O.)
Dinner 17:30~21:00(L.O.)

※当店のデリバリーサービスは【Uber Eats】に
配達を委託しておりますので、直接店舗にご連絡頂いても
注文をお受けすることはできません。

