
********************************
*                                                        *
*                                                        *
*                                                        *
*                                                        *
*                                                        *
*                                                        *
*                                                        *
*                                                        *
*                                                        *
********************************

NORTH GARDEN Lunch
**********   11:00 - 16:30LO   **********

- 万博記念公園オリジナル -
薪窯ピッツァランチセット
-original PIZZA LUNCH set-

［ オリジナル薪窯ピッツァ＋サラダ＋スープ ］
お好きなピッツァを❶～❹の中からお選びください

❶ 太陽のピッツァ  the sun
トマトソース＋生ハム＋ベビーリーフ＋バジル＋モッツァレラ＋オレンジ

❷ 黄金のピッツァ  the gold 
牛すじソース＋黄パプリカ＋カボチャ＋モッツァレラ＋チェダー＋ガラムマサラ

❸ 黒のピッツァ  the black 
イカスミソース＋ムール貝＋アサリ＋カブ＋パルメジャーノ

❹ 地底のピッツァ THE Underground
ボロネーゼソース＋辛口トマトソース＋レンコン＋ゴボウ＋モッツァレラ

淡路麺業の

　　生パスタ使用！

- 淡路麺業の生パスタ使用 -
生パスタランチセット
-FRESH PASTA LUNCH SET-

［ 本日の生パスタ＋サラダ＋スープ
　　　＋タニロクベーカリーパネーナのパン ］

太陽の塔にある『４つの顔』をテーマにした

ノースガーデンのオリジナルピッツァ

1500
+tax 

1300
+tax 

グラタンランチセット
-GRATIN LUNCH SET-

［ 本日のグラタン＋サラダ＋スープ
　　　＋タニロクベーカリーパネーナのパン ］

1400
+tax 

ステーキランチセット
-STEAK LUNCH SET-

［ アンガス牛のステーキ＋サラダ＋スープ
　　　＋タニロクベーカリーパネーナのパン ］

1900
+tax 

薪窯ピッツァランチセット
-PIZZA LUNCH set-

［ 薪窯ピッツァ＋サラダ＋スープ ］
お好きなピッツァを❺～❼の中からお選びください

❺ マルゲリータ  margherita
トマトソース＋トマト＋バジル＋モッツァレラ

❻ クワトロフォルマッジョ quattro formaggio 
クリームソース＋モッツァレラ＋チェダー＋ゴルゴンゾーラ＋パルメジャーノ

❼ 自家製モルタデッラハム  mortadella
トマトソース＋自家製モルタデッラハム＋玉ねぎ＋オリーブ＋モッツァレラ

1300
+tax 

万博公園内でとれた薪で焼き上げる！

コーヒー ホット / アイス

紅茶 ホット / アイス
＜ストレート / レモン / ミルク＞

オレンジジュース
リンゴジュース
カルピス  カルピスソーダ
ジンジャーエール
コカコーラ  ウーロン茶

キッズプレートランチ
-kids plate lunch-

［ ミートソースパスタ or ポークカツレツ
+ ポテトフライ + サラダ
+ スープ + ドリンク
+ プチデザート ］

ランチドリンク
250 +tax 

800
+tax 

▲ ポークカツレツの
　 キッズプレートランチ

▲ ミートソースパスタの
　 キッズプレートランチ

10歳以下の
お子様限定

spicy



【太陽】の
   ピッツァ
-the sun-

トマトソース
＋生ハム
＋ベビーリーフ
＋バジル
＋モッツァレラ
＋オレンジ
単品 1300
                   +tax 

【黄金】の
   ピッツァ
-the gold- 

牛すじソース
＋黄パプリカ
＋カボチャ
＋モッツァレラ
＋チェダー
＋ガラムマサラ
単品 1300
                   +tax 

クワトロフォルマッジョ
-Quattro Formaggio-
クリームソース＋モッツァレラ + チェダー
＋ゴルゴンゾーラ + パルメジャーノ

単品 1100 +tax 

**************************************

【黒】の
   ピッツァ
-the black- 

イカスミソース
＋ムール貝
＋アサリ
＋カブ
＋パルミジャーノ
単品 1300
                   +tax 

【地底】の
   ピッツァ
-Underground-

ボロネーゼソース
＋辛口トマトソース
＋ゴボウ
＋レンコン
＋糸唐辛子
＋モッツァレラ
単品 1300
                   +tax 

spicy

自家製モルタデッラハム
-mortadella- 
トマトソース＋自家製モルタデッラハム
＋玉ねぎ＋オリーブ＋モッツァレラ

単品 1100 +tax 

マルゲリータ DOC
-Margherita-
トマトソース＋トマト＋バジル
＋水牛モッツァレラ

単品 1100 +tax 

- 淡路麺業の生パスタ使用 -
本日の生パスタ ＜本日のメニューをご覧ください＞
-Today's FRESH PASTA-

本日の野菜スープと
  タニロクベーカリーパネーナのパン
-Today's soup-

カマンベールチーズフリット ４ヶ
-Camembert cheese fries 8pieces-

ライスコロッケ ４ヶ
-rice croquettes 4pieces-

1100
+tax 

600
+tax 

500
+tax 

600
+tax 

500
+tax 

600
+tax

シャカシャカポテトフライ
＜下記よりお選びください＞
 ・コンソメ塩
 ・チーズパウダー
 ・チリガーリック
-Potato fries-

シャカシャカチュロス
＜下記よりお選びください＞
 ・プレーン
 ・メープル
-Churros-

A la carte menu
***********   単品メニュー    ***********


